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この１冊でまるごとわかる人工知能＆
ＩｏＴビジネス　２０１８－１９

日経クロストレンド 日経ＢＰ社 007ｺ18 東習志野

独学プログラマー
Ｐｙｔｈｏｎ言語の基本から
仕事のやり方まで

コーリー・アルソフ 日経ＢＰ社 007.6ｱ 大久保

ＮＯ　ＢＯＯＫ　ＮＯ　ＬＩＦＥ
Ｅｄｉｔｏｒ＇ｓ　Ｓｅｌｅｃｔｉｏｎ

雷鳥社 雷鳥社 019ﾉ 東習志野

武器になる哲学 山口　周 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 104ﾔ 東習志野
集中力のひみつ 伊藤　丈恭 芸術新聞社 141ｲ 藤崎
心理学でわかるひとの性格・感情辞典 渋谷　昌三 朝日新聞出版 141ｼ 谷津

働き方の哲学 村山　昇
ディスカヴァー・
トゥエンティワン

159ﾑ 谷津

カルピスをつくった男　三島海雲 山川　徹 小学館 289.1ﾐ 新習志野
基礎から学ぶ入門地方自治法 松村　享 ぎょうせい 318ﾏ 新習志野
はじめての債権各論 尾崎　哲夫 自由国民社 324ｵ 谷津
一般経済史 河崎　信樹 ミネルヴァ書房 332ｲ 大久保

ビジュアル日本経済の基本 小峰　隆夫
日本経済新聞
出版社

332ｺ 谷津

世界で活躍する仕事１０
三菱ＵＦＪリサーチ＆
コンサルティング

東洋経済新報社 333.8ｾ 大久保

トコトンわかる個人事業の始め方　新版 山條　隆史 新星出版社 335ﾔ 東習志野
会社というモンスターが、
僕たちを不幸にしているのかもしれない。

青野　慶久 ＰＨＰ研究所 336ｱ 新習志野

ハローワーク採用の絶対法則 五十川　将史 誠文堂新光社 336ｲ 谷津
図解いちばんやさしく丁寧に書いた
総務・労務・経理の本　＇１８～＇１９年版

片岡　宏将 成美堂出版 336ｽ18 大久保

一生仕事で困らない企画のメモ技（テク） 高橋　晋平 あさ出版 336ﾀ 新習志野
人事管理　人と企業，ともに活きるために 平野　光俊 有斐閣 336ﾋ 新習志野
なぜ、あのリーダーはチームを本気にさせ
るのか？

広江　朋紀 同文舘出版 336ﾋ 藤崎

プロがすすめるベストセラー経営書 日本経済新聞社
日本経済新聞
出版社

336ﾌ 谷津

中小企業の防災マニュアル 本田　茂樹 労働調査会 336ﾎ 谷津
外資系コンサルが実践する図解作成の基 吉澤　準特 すばる舎 336ﾖ 谷津
このまま今の会社にいていいのか？
と一度でも思ったら読む転職の思考法

北野　唯我 ダイヤモンド社 366ｷ 藤崎

「ミッション」は武器になる 田中　道昭 ＮＨＫ出版 366ﾀ 新習志野

発達障害の人が就職したくなる会社
発達障害者の自立・
就労を支援する会

河出書房新社 366ﾊ 谷津

予防・解決職場のパワハラセクハラ
メンタルヘルス

水谷　英夫 日本加除出版 366ﾐ 谷津

ワークショップをとらえなおす 加藤　文俊 ひつじ書房 379ｶ 新習志野
地理女子が教えるご当地グルメの地理学 尾形　希莉子 ベレ出版 383ｵ 東習志野
一目おかれる振るまい図鑑 ホームライフ取材班 青春出版社 385ｲ 谷津
アンケート分析入門
Ｅｘｃｅｌによる集計・評価・分析

菅　民郎 オーム社 417ｶ 谷津

面白いほどよくわかる「食品表示」 垣田　達哉 商業界 498ｶ 東習志野
最新省エネビジネスがよ～くわかる本
省エネを取り巻くビジネスチャンスがわか
る！

今村　雅人 秀和システム 501ｲ 新習志野

はじめての知的財産法 尾崎　哲夫 自由国民社 507ｵ 谷津
ごみ収集という仕事
清掃車に乗って考えた地方自治

藤井　誠一郎 コモンズ 518ﾌ 新習志野

マツダの魂　不屈の男　松田恒次 中村　尚樹 草思社 537.0ﾅ 大久保

どうして海のしごとは大事なの？
「海のしごと」
編集委員会

成山堂書店 550ﾄ 新習志野
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鉄鋼業界大研究 一柳　朋紀 産学社 564ｲ 谷津
「農業を株式会社化する」という無理 内田　樹 家の光協会 612ﾉ 谷津
アマゾンのすごいルール 佐藤　将之 宝島社 673ｻ 東習志野

不動産鑑定士の仕事図鑑
日本不動産鑑定士
協会連合会
広報委員会

中央経済社 673ﾌ 新習志野

図解でわかる！メール営業 平野　友朗 秀和システム 673.3ﾋ 大久保
日本一の「デパ地下」を作った男
三枝輝行ナニワの逆転戦略

巽　尚之
集英社インター
ナショナル

673.8ﾀ 大久保

広告業界の仕事図鑑 宮嶋　和明 中央経済社 674ﾐ 新習志野
最新航空業界の動向とカラクリが
よ～くわかる本

吉田　力 秀和システム 687ﾖ 東習志野

伝統書体字典 日向　数夫 グラフィック社 727ﾋ 谷津
日本伝統文化の英語表現事典 亀田　尚己 丸善出版 750ﾆ 谷津
スポーツトレーナー絶対になりたい人
が読む本

小林　英健 現代書林 780.1ｺ 大久保

笑顔の習慣３４　仕事と趣味と僕と野球 山本　昌 内外出版社 783ﾔ 東習志野
翻訳地獄へようこそ 宮脇　孝雄 アルク 801.7ﾐ 大久保
ムダゼロ会議術 横田　伊佐男 日経ＢＰ社 809ﾖ 谷津
大人の言い換えハンドブック 話題の達人倶楽部 青春出版社 810ｵ 谷津
日本語を翻訳するということ 牧野　成一 中央公論新社 810ﾏ 東習志野
博報堂スピーチライターが教える
短くても伝わる文章のコツ

ひきた　よしあき かんき出版 816ﾋ 大久保

日本語で外国人と話す技術 高嶋　幸太 くろしお出版 817ﾀ 谷津

★大久保図書館　　　　 　047（475）3213

★東習志野図書館　　　　047（473）2011

★新習志野図書館　　　　047（453）3399

★藤崎図書館　　　　　　　047（475）3330
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詳しいお問合せは、ご利用されている図書館まで  

お願いいたします。 

 
  ☆開館時間☆ 

  ・火～日 午前９時～午後５時 

   ＊大久保図書館は毎週木曜日午後７時まで、  

              その他の館は毎週土曜日午後７時まで開館 

               しています。  （祝日は午後５時まで） 

 

 ☆休館日☆ 

  ・毎週月曜日（祝日の月曜日は開館し翌平日が休館） 

  ・図書整理日 各月の第１金曜日 

   （５月は第２金曜日、１月は４日） 

  ・電算システム更新のための休館（９月２６日～１０月４日） 

  ・年末年始 （１２月２９日～１月３日） 

問い合せ電話番号 


