
書名 著者 出版社 所蔵館
ＧＥＮＩＵＳ　ＭＡＫＥＲＳ ケイド・メッツ ＣＣＣメディアハウス 007ﾒ 谷津
私らしさ１２０％！「満席講座」のつくりかた 加藤　あい 同文舘出版 007.3ｶ 中央
早く読めて、忘れない、思考力が深まる
「紙１枚！」読書法

浅田　すぐる ＳＢクリエイティブ 019ｱ 谷津

「読む」だけで終わりにしない読書術 本要約チャンネル アスコム 019ﾖ 東習志野
楽しみながら身につく論理的思考 ニュートンプレス 116ﾀ 谷津
モチベーションの心理学 鹿毛　雅治 中央公論新社 141ｶ 東習志野
ビジネスは顔が９割 佐藤ブゾン貴子 祥伝社 141ｻ 新習志野
セルフ・コンパッション クリスティン・ネフ 金剛出版 141ﾈ 谷津
シン・サラリーマン サラタメ ダイヤモンド社 159ｻ 新習志野
「会社辞めたい」ループから抜け出そう！ 佐野　創太 サンマーク出版 159ｻ 谷津
自分の意見で生きていこう ちきりん ダイヤモンド社 159ﾁ 新習志野
Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ　Ｗｏｒｄを開発した
伝説のプログラマーが発見した
「やりたいことの見つけ方」がすごい！

リチャード・ブロディ 文響社 159ﾌ 中央

最大化の超習慣 堀江　貴文 徳間書店 159ﾎ 谷津
一気にわかる！池上彰の世界情勢 池上　彰 毎日新聞出版 319ｲ22 東習志野

ルールの世界史 伊藤　毅
日経ＢＰ日本経済新聞
出版本部

322ｲ
新習志野
谷津

Ｉｎｖｅｎｔ　＆　Ｗａｎｄｅｒ ジェフ・ベゾス ダイヤモンド社 335ﾍ 東習志野
マンガ会社員より得をする！？
フリーランス・個人事業主が賢く生きるマネー術

吉澤　大 講談社 335ﾖ 東習志野

ぶっちゃけ会計のことがまったくわかりません… 小山　晃弘 飛鳥新社 336ｺ 東習志野
Ａｍａｚｏｎ　Ｍｅｃｈａｎｉｓｍ 谷　敏行 日経ＢＰ 336ﾀ 谷津
永守流経営とお金の原則 永守　重信 日経ＢＰ 336ﾅ 東習志野
ビジネスマナーと仕事の基本ゆる図鑑 岡田　充弘 宝島社 336ﾋ 東習志野
エフォートレス思考 グレッグ・マキューン かんき出版 336ﾏ 新習志野
ＡＬＬ　ｆｏｒ　ＳａａＳ 宮田　善孝 翔泳社 336ﾐ 谷津
入門図解最新休業・休職の法律知識と
実務手続き

森島　大吾 三修社 336.4ﾆ 中央

寡欲都市ＴＯＫＹＯ 原田　曜平 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 361ﾊ 新習志野
「話し方のベストセラー１００冊」のポイントを
１冊にまとめてみた。

藤吉　豊 日経ＢＰ 361ﾌ 新習志野

知らないと損する年金の真実 大江　英樹 ワニブックス 364ｵ 東習志野
社会保険・労働保険の届け出と手続きが
これ１冊でしっかりわかる本

小岩　和男 技術評論社 364ｼ 新習志野

「目標が持てない時代」のキャリアデザイン 片岡　裕司
日経ＢＰ日本経済新聞
出版本部

366ﾓ 谷津

最新重要判例２００労働法 大内　伸哉 弘文堂 366.1ｵ 中央
今すぐ使えるかんたんＪｗ＿ｃａｄ
完全ガイドブック困った解決＆便利技

水坂　寛 技術評論社 501ﾐ 東習志野

「家飲みビール」はなぜ美味しくなったのか？ 坂田　薫 ワニブックス 504ｻ 東習志野
建設機械業界のしくみとビジネスが
これ１冊でしっかりわかる教科書

増井　麻里子 技術評論社 513ﾏ 新習志野

環境経済学の第一歩 大沼　あゆみ 有斐閣 519ｵ 新習志野

カーボンニュートラルの経済学 小林　光
日経ＢＰ日本経済新聞
出版本部

519ｶ 谷津

最新機械業界の動向とカラクリが
よ～くわかる本

川上　清市 秀和システム 530.9ｶ 中央

東海道新幹線「のぞみ」３０年の軌跡 青田　孝 交通新聞社 546ｱ 新習志野

マスタリングＯｋｔａ
Ｌｏｖｉｓａ　Ｓｔｅｎｂäｃｋｅｎ
Ｓｔｊｅｒｎｌ

オライリー・ジャパン 547ｽ 谷津

トコトンやさしい二次電池の本 小山　昇 日刊工業新聞社 572.1ｵ 中央
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焼酎の科学 鮫島　吉廣 講談社 588ｻ 谷津
食べものが足りない！ 井出　留美 旬報社 611ｲ 新習志野
「やりがい搾取」の農業論 野口　憲一 新潮社 612ﾉ 谷津
小さい林業で稼ぐコツ　２ 農山漁村文化協会 農山漁村文化協会 651ﾁ2 谷津
実例で学ぶ英文ビジネスレター・
Ｅメールの教科書

真鍋　英吾 ベレ出版 670ﾏ 東習志野

コマーシャル・フォト広告＆ＣＭ年鑑 玄光社 674.3ｺ21 中央
マーケティング戦略 和田　充夫 有斐閣 675ﾏ 中央
ゼロから生み出すキャラクターデザインと
表現のコツ

紅木　春 玄光社 726.5ｱ 中央

オンカク　音楽家、指導者、フリーランスの
ための確定申告・税金ガイド

栗原　邦夫 音楽之友社 760.9ｸ22 中央

韓国エンタメはなぜ世界で成功したのか 菅野　朋子 文藝春秋 772ｶ 新習志野
仕事と人生に効く教養としての映画 伊藤　弘了 ＰＨＰ研究所 778ｲ 東習志野
発信力を強化する「書く」「話す」サイクル さわらぎ　寛子 ぱる出版 816ｻ 新習志野
自然な英語が書ける！上級を目指す
ライティング・トレーニング

佐藤　昭弘 ＮＨＫ出版 836ｻ 東習志野
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