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機械学習エンジニアになりたい人のための本 石井　大輔 翔泳社 007ｲ 東習志野
すいません、ほぼ日の経営。　 糸井　重里 日経ＢＰ社 007ｲ 谷津
人工知能　その到達点と未来　 中島　秀之 小学館 007ｼ 新習志野
テクノロジーの地政学 シバタ　ナオキ 日経ＢＰ社 007ｼ 谷津
文字組デザイン講座 工藤　強勝 誠文堂新光社 022ｸ 谷津
「日本の伝統」という幻想　 藤井　青銅 柏書房 031ﾌ 谷津
答えのない世界に立ち向かう哲学講座 岡本　裕一朗 早川書房 104ｵ 藤崎
怒らないコツ 植西　聰 自由国民社 141ｳ 東習志野
ＲＥ：ＴＨＩＮＫ　答えは過去にある　 スティーヴン・プール 早川書房 141ﾌ 谷津
マンガでわかるアンガーコントロールガイド　 清水　栄司 法研 141.6ｼ 大久保
６０歳の壁　定年制を打ち破れ 植田　統 朝日新聞出版 159ｳ 谷津
独学で歴史家になる方法　 礫川　全次 日本実業出版社 201ｺ 新習志野
ビジネスを揺るがす１００のリスク 日経ＢＰ総研 日経ＢＰ社 301ﾋ 新習志野
池上彰の「どうしてこうなった？」 池上　彰 文藝春秋 304ｲ 谷津
日本の論点 大前　研一 プレジデント社 304ｵ19 東習志野
Ｑ＆Ａ日本経済のニュースがわかる！ 日本経済新聞社 日本経済新聞出版社 332ｷ19 新習志野
中小企業買収の法務 柴田　堅太郎 中央経済社 335ｼ 谷津
会社は、廃業せずに売りなさい 高橋　聡 実業之日本社 335ﾀ 藤崎
女性のための「起業の教科書 豊増　さくら 日本実業出版社 335ﾄ 新習志野

ビジネスの限界はアートで超えろ！ 増村　岳史
ディスカヴァー・
トゥエンティワン

335ﾏ 谷津

買収ファイナンスの法務 大久保　涼 中央経済社 335.4ｵ 大久保
「すぐ決まる組織」のつくり方 入江　仁之 フォレスト出版 336ｲ 新習志野
小さな会社の人事評価制度作成と
運用のしかた

井上　健一郎 ナツメ社 336ｲ 新習志野

いちばんやさしい会計の教本 川口　宏之 インプレス 336ｶ 新習志野
ちょっとズレてる部下ほど戦力になる！　 加藤　昌男 日本経済新聞出版社 336ｶ 藤崎
大人の対応力　 齋藤　孝 ワニブックス 336ｻ 東習志野
図解いちばんやさしく丁寧に書いた
法人税申告の本

須田　邦裕 成美堂出版 336ｽ19
大久保
谷津

税理士になるには　 西山　恭博 ぺりかん社 336ﾆ
大久保
新習志野

面倒くさがりやの超整理術 美崎　栄一郎 総合法令出版 336ﾐ 新習志野

見るだけでわかる！ビジネス書図鑑　 グロービス
ディスカヴァー・
トゥエンティワン

336ﾐ 谷津

ビジネス数学入門 芳沢　光雄 日本経済新聞出版社 336ﾖ 谷津
ケーススタディ職場のＬＧＢＴ 寺原　真希子 ぎょうせい 336.4ｹ 大久保
必ずＯＫがもらえる資料作成術 洋泉社 336.5ｶ 大久保
最新決算書の基本と分析がよ～くわかる本 金井　正義 秀和システム 336.8ｶ 大久保
税理士になるには 西山　恭博 ぺりかん社 336.9ﾆ 大久保
入門図解最新はじめての金融商品取引法 奈良　恒則 三修社 338.1ﾆ 大久保
Ｑ＆Ａ軽減税率はやわかり 日本経済新聞社 日本経済新聞出版社 345ｷ 谷津

ひとりでできる個人事業者の確定申告 平野　敦士 成美堂出版 345ﾋ19
東習志野
新習志野
藤崎

話し方で損する人得する人　 五百田　達成
ディスカヴァー・
トゥエンティワン

361ｲ 東習志野

沈黙がコワい人のための聞き上手のコツ 本郷　陽二 朝日新聞出版 361ﾎ 谷津
１０代からの社会学図鑑　 クリス・ユール 三省堂 361ﾕ 谷津
知って得する年金・税金・雇用・健康保険の
基礎知識

榎本　恵一 三和書籍 364ｼ19 東習志野

退職・転職を考えたらこの１冊 岡田　良則 自由国民社 366ｵ 東習志野
働く女子と罪悪感 浜田　敬子 集英社 366ﾊ 新習志野
ここからセクハラ！ 牟田　和恵 集英社 366ﾑ 新習志野
パワハラ不当解雇 高橋　秀直 旬報社 366.1ﾀ 大久保
絶滅危惧職種図鑑　 七里　信一 あさ出版 366.2ｼ 大久保

請求記号

習志野市立図書館

習志野市立大久保図書館／編

TEL ０４７（４７５）３２１３

ホームページ <https://www.narashino-lib.jp>

平成３０年１２月受入図書

【QRコード】



書名 著者 出版社 所蔵館請求記号

大人の礼服とマナー　 文響社 385ｵ 東習志野
統計のきほん ニュートンプレス 417ﾄ 谷津
イラストでわかる疲れないカラダの
使い方図鑑

木野村　朱美 池田書店 498ｷ 東習志野

医薬品業界で働く 池田　亜希子 ぺりかん社 499.0ｲ
大久保
新習志野

音声に未来はあるか？ 河野　道成 日経ＢＰ社 548ｺ 東習志野
凡人のための地域再生入門　 木下　斉 ダイヤモンド社 601ｷ 谷津
奇跡の集落 多田　朋孔 農山漁村文化協会 611ｷ 新習志野
日本語でビジネスメール 松本　節子 ジャパンタイムズ 670.9ﾆ 大久保
これだけできれば大丈夫！
すぐ使える！接客１年生

七條　千恵美 ダイヤモンド社 673ｼ 東習志野

特定商取引のトラブル相談Ｑ＆Ａ 坂東　俊矢 民事法研究会 673ﾄ 谷津
ａｍａｚｏｎ　世界最先端の戦略がわかる　 成毛　眞 ダイヤモンド社 673ﾅ 藤崎
外食力 中田　宏 ブックマン社 673ﾅ 東習志野
イラストで見る接客の基本とコツ 渡邊　忠司 学研プラス 673ﾜ 谷津
これからはじめる商品撮影の教科書 長谷川　修 技術評論社 674ﾊ 東習志野
シングル＆シンプルマーケティング 本間　充 宣伝会議 675ﾎ 大久保
１からの流通論 石原　武政 碩学舎 675.4ｲ 大久保
最新運輸業界の動向とカラクリが
よ～くわかる本

中村　恵二 秀和システム 681ﾅ 東習志野

スポーツの現場ではたらく 小松　ゆたか イースト・プレス 780ｺ 谷津
棋士という生き方 石田　和雄 イースト・プレス 796ｲ 谷津
辞書編集、三十七年　 神永　曉 草思社 813ｶ 谷津
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