
書名 著者 出版社 所蔵館
技術とは何だろうか マルティン・ハイデガー 講談社 B134.9ﾊ 中央

京都型ビジネス　独創と継続の経営術 村山　裕三
出版文化産業
振興財団

W335.2M 中央

よくわかる最新機械学習の基本と仕組み 長橋　賢吾 秀和システム 007.1ﾅ 中央
機械学習＆ディープラーニングのしくみと
技術がこれ１冊でしっかりわかる教科書

山口　達輝 技術評論社 007.1ﾔ 中央

ＩＴロードマップ
野村総合研究所
デジタル基盤開発部

東洋経済新報社 007.3ｱ19 中央

サービスマネジメントシステム
ＩＳＯ／ＩＥＣ２００００－１２０１８の
すべてがよ～くわかる本

打川　和男 秀和システム 007.3ｳ 中央

トコトンやさしい組込みシステムの本 坂巻　佳壽美 日刊工業新聞社 007.6ｻ 中央
ブロックチェーンのしくみと開発が
これ１冊でしっかりわかる教科書

コンセンサス・ベイス
株式会社

技術評論社 007.6ﾌ 中央

よくわかる最新システム開発者のための
仕様書の基本と仕組み

増田　智明 秀和システム 007.6ﾏ 中央

データ資本主義 野口　悠紀雄 日本経済新聞出版社 007ﾉ 新習志野
ファクトチェック最前線 立岩　陽一郎 あけび書房 070ﾀ 中央
人を動かす「色」の科学 松本　英恵 ＳＢクリエイティブ 141.2ﾏ 中央
ヒューマンエラーの心理学 一川　誠 筑摩書房 141.5ｲ 中央
ヤバい集中力 鈴木　祐 ＳＢクリエイティブ 141ｽ 谷津
東大で２５年使い続けられている
「自分の意見」の方程式

西岡　壱誠 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 141ﾆ 谷津

仕事や転職で悩んだときに伝えたいこと 谷所　健一郎
シーアンドアール
研究所

159.4ﾔ 中央

０秒で動け 伊藤　羊一 ＳＢクリエイティブ 159ｲ 谷津
出世のススメ　「中の人」から「外の人」へ 角田　陽一郎 日本実業出版社 159ｶ 藤崎
破壊的新時代の独習力 キャメル・ヤマモト 日本経済新聞出版社 159ｷ 新習志野
中田式ウルトラ・メンタル教本 中田　敦彦 徳間書店 159ﾅ 東習志野
驚きの日本一が「ふるさと」にあった 山田　稔 講談社ビーシー 291ﾔ 谷津
日本の環境・人・暮らしがよくわかる本 浦野　紘平 オーム社 302.1ｳ 中央
オーラル・ヒストリーに何ができるか 御厨　貴 岩波書店 311.0ｵ 中央
概説ＧＤＰＲ
世界を揺るがす個人情報保護制度

小向　太郎 ＮＴＴ出版 316.1ｺ 中央

最新ＧＤＰＲの仕組みと対策がよ～くわかる本
牧野総合法律
事務所
弁護士法人

秀和システム 316.1ｻ 中央

白書の白書 木本書店・編集部 木本書店 317ﾊ19 中央
都市データパック 東洋経済新報社 318.2ﾄ19 中央
商法判例百選 神作　裕之 有斐閣 325.0ｼ 中央
保険法 山下　友信 有斐閣 325.4ﾎ 中央
国連事務総長　世界で最も不可能な仕事 田　仁揆 中央公論新社 329.3ﾃ 中央
国際私法 神前　禎 有斐閣 329.8ｺ 中央
入社前から先取り！
日経新聞の読み方・活かし方

大石　泉 すばる舎 330ｵ 中央

今日から使える行動経済学　スッキリわかる！ 山根　承子 ナツメ社 331ｷ 中央
現代日本経済 橋本　寿朗 有斐閣 332.1ｹ 中央
平成の経済 小峰　隆夫 日本経済新聞出版社 332.1ｺ 中央
ＥＵ経済入門 本田　雅子 文眞堂 332.3ｲ 中央
ヨーロッパ経済の基礎知識 川野　祐司 文眞堂 332.3ｶ20 中央
最新事業承継の対策と進め方が
よ～くわかる本

リバーシティ法律事務
所

秀和システム 335.3ｻ 中央

最新総合商社の動向とカラクリが
よ～くわかる本

丸紅経済研究所 秀和システム 335.4ｻ 中央

経済法　独占禁止法と競争政策 岸井　大太郎 有斐閣 335.5ｹ 中央

請求記号

習志野市立図書館

習志野市立中央図書館／編

TEL ０４７（４７５）３２１３

ホームページ <https://www.narashino-lib.jp>

令和元年10月受入図書

【QRコード】



書名 著者 出版社 所蔵館請求記号
経験ゼロから長く続ける
起業のステージアップ術

マツド　アケミ 同文舘出版 335ﾏ 中央

すべての働く人のための新しい経営学 三谷　宏治
ディスカヴァー・
トゥエンティワン

335ﾐ 谷津

成功に導く！創業支援マニュアル 森　隆夫 ビジネス教育出版社 335ﾓ 中央
「まだない仕事」で稼ぐ方法 吉角　裕一朗 ワニ・プラス 335ﾖ 新習志野

ＳＤＧｓビジネス戦略
ピーター　Ｄ．ピーダー
セン

日刊工業新聞社 336.1ｴ 中央

いちばんやさしいビジネスモデルの教本 山口　高弘 インプレス 336.1ﾔ 中央
図解でわかる！ロジカルシンキング 渡辺　まどか 秀和システム 336.2ﾜ 中央
基本と実務がよくわかる小さな会社の
給与計算と社会保険

青木　茂人 ナツメ社 336.4ｱ19 中央

外国人雇用の労務管理と社会保険 西村　裕一 中央経済社 336.4ｶ 中央
はじめての外国人雇用 嘉納　英樹 労務行政 336.4ｶ 中央
図解いちばんやさしく丁寧に書いた
就業規則の本

佐藤　文子 成美堂出版 336.4ｻ 中央

就業規則の作成・見直し実践マニュアル 小島　彰 三修社 336.4ｼ 中央
いちばんやさしい資料作成＆プレゼンの教本 高橋　惠一郎 インプレス 336.4ﾀ 中央
ヒット商品の㊙プレゼン資料を大公開！ 戸田　覚 インプレス 336.4ﾄ 中央
改正入管法で大きく変わる
外国人労働者の雇用と労務管理

布施　直春 中央経済社 336.4ﾌ 中央

人事・労務担当者のための労働法のしくみと
仕事がわかる本

向井　蘭 日本実業出版社 336.4ﾑ 中央

３時間でわかる同一労働同一賃金入門 山口　俊一 中央経済社 336.4ﾔ 中央
知識ゼロからのＲＰＡ入門 大角　暢之 幻冬舎 336.5ｵ 中央
会計基準の読み方Ｑ＆Ａ１００ 秋葉　賢一 中央経済社 336.9ｱ 中央
財務会計・入門　企業活動を描き出す
会計情報とその活用法

桜井　久勝 有斐閣 336.9ｻ 中央

法人の税金ガイドブック

金融財政事情研究会
ファイナンシャル・
プランニング技能士
センター

金融財政事情研究会 336.9ﾎ19 中央

未来予測入門 上田　篤盛 講談社 336ｳ 新習志野

ザッソウ　結果を出すチームの習慣 倉貫　義人
日本能率協会
マネジメントセンター

336ｸ 東習志野

国際税務のしくみ 作田　陽介 中央経済社 336ｻ 谷津
財務諸表の見方 日本経済新聞社 日本経済新聞出版社 336ｻ 谷津
社員の問題行為への適正な対応がわかる本 牛嶋　勉 第一法規 336ｼ 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

片岡　宏将 成美堂出版 336ｽ19 中央

ズラシ戦略 並木　裕太
ディスカヴァー・
トゥエンティワン

336ﾅ 東習志野

戦略硬直化のスパイラル 中川　功一 有斐閣 336ﾅ 東習志野
先輩がやさしく教えるセキュリティの
知識と実務

橋本　和則 翔泳社 336ﾊ 新習志野

堀江貴文のゼロをイチにするすごいプレゼン 堀江　貴文 宝島社 336ﾎ 新習志野
戦略完遂力　人と組織を動かす６つの策 堀江　庄平 日経ＢＰ 336ﾎ 藤崎
よくわかる社会人の基礎知識 岡野　絹枝 ぎょうせい 336ﾖ 中央
最新アセットマネジメントの基本と仕組みが
よ～くわかる本

勝盛　政治 秀和システム 338.1ｶ 中央

最新デリバティブの基本とカラクリが
よ～くわかる本

藤崎　達哉 秀和システム 338.1ﾌ 中央

入門仮想通貨のしくみ 頼藤　太希 日本実業出版社 338ﾖ 中央
「伝えたつもり」をなくす本 中山　マコト 総合法令出版 361ﾅ 新習志野
社会保障法 加藤　智章 有斐閣 364ｼ 中央
はじめての社会保障 椋野　美智子 有斐閣 364ﾑ 中央
生活者の平成３０年史 博報堂生活総合研究 日本経済新聞出版社 365.5ｾ 中央
「働き方改革」関連の法改正と対策が
わかる本

加藤　利昭 成美堂出版 366.1ｶ 中央

改正労働者派遣法がわかる本 加藤　利昭 成美堂出版 366.1ｶ19 中央
ベーシック労働法 浜村　彰 有斐閣 366.1ﾍ 中央
吃音と就職　先輩から学ぶ上手に働くコツ 飯村　大智 学苑社 366.2ｲ 中央
「複業」のはじめ方 藤木　俊明 同文舘出版 366.2ﾌ 中央
本当に怖いセクハラ・パワハラ問題 神坪　浩喜 労働調査会 366.3ｶ 中央



書名 著者 出版社 所蔵館請求記号
３６協定締結の手引 労働調査会出版局 労働調査会 366.3ｻ 中央
ＬＧＢＴＩの雇用と労働 三成　美保 晃洋書房 366.3ﾐ 中央
労働安全衛生法のしくみ 小島　彰 三修社 366.3ﾛ 中央
アルバイトから学ぶ仕事入門 佐野　薫 中央経済社 366ｱ 中央
ＡＩ時代の労働の哲学 稲葉　振一郎 講談社 366ｲ 新習志野
「就活ひきこもり」から脱出する本 今村　邦之 実務教育出版 366ｲ 谷津
“今”からできる！日常防災 永田　宏和 池田書店 369.3ｲ 中央
よくわかる地域福祉 上野谷　加代子 ミネルヴァ書房 369ﾖ 中央
統計学最高の教科書 今野　紀雄 ＳＢクリエイティブ 417ｺ 中央
ランキングのカラクリ 谷岡　一郎 自由国民社 417ﾀ 中央
最新病院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 498.1ｻ 中央

エネルギー資源の世界史 松島　潤 一色出版 501.6ﾏ 中央
エネルギー４００年史 リチャード・ローズ 草思社 501.6ﾛ 中央
よくわかる最新「橋」の科学と技術 五十畑　弘 秀和システム 515ｲ 中央
よくわかる最新ＢＩＭの基本と仕組み 家入　龍太 秀和システム 525.1ｲ 中央
アピタイザー
コンセプトのあるカフェ＆レストラン

ゲシュタルテン グラフィック社 526.6ｱ 中央

よくわかる最新建築設備の
基本と仕組みＢｏｏｋ

土井　巖 秀和システム 528ﾄ 中央

超図解で全部わかるインテリアデザイン入門 Ａｉｐｒａｈ エクスナレッジ 529ﾁ 中央
わかる！使える！ばね入門 日本ばね学会 日刊工業新聞社 531.1ﾜ 中央
クルマのメカニズム大全 青山　元男 ナツメ社 537.1ｱ 中央
ロケットの科学 谷合　稔 ＳＢクリエイティブ 538.9ﾀ 中央
最新電力・ガス業界の動向とカラクリが
よ～くわかる本究）

本橋　恵一 秀和システム 540.9ﾓ 中央

徹底図解基本からわかる電気数学 ノマド・ワークス ナツメ社 541.2ﾃ 中央
最新電力システムの基本と仕組みが
よ～くわかる本

木舟　辰平 秀和システム 543.1ｷ 中央

はじめてのロボット工学 石黒　浩 オーム社 548.3ﾊ 中央
光触媒が一番わかる 高島　舞 技術評論社 572.7ﾀ 中央
天然染料の科学 青木　正明 日刊工業新聞社 577.9ｱ 中央

こうして管楽器はつくられる 竹内　明彦
ヤマハミュージック
エンタテインメント
ホールディング

582.7ﾀ 中央

食品工場のしくみ 河岸　宏和 同文館出版 588.0ｶ 中央
豊かに暮らし社会を支えるための教養としての
ビジネス入門

石毛　宏 創成社 600ｲ 中央

日経業界地図　２０年版 日本経済新聞社 日本経済新聞出版社 602.1ﾆ20 中央
マルシェのつくり方、使い方 脇坂　真吏 学芸出版社 611ﾜ 谷津
タネの未来
僕が１５歳でタネの会社を起業したわけ

小林　宙 家の光協会 615ｺ 新習志野

英文契約書を読むための基礎知識と頻出表現 臼井　俊雄 ベレ出版 670.9ｳ 中央
商店経営者のための
スマホ決済ＰａｙＰａｙ超入門

イトウ　ジュンコ 商業界 673.3ｲ 中央

営業の働き方大全 菊原　智明 大和書房 673.3ｷ 中央
スマホ決済の選び方と導入がズバリわかる本 小宮　紳一 秀和システム 673.3ｺ 中央
最新家電量販業界の動向とカラクリが
よ～くわかる本

得平　司 秀和システム 673.7ｻ 中央

いまこそ知りたいシェアリングエコノミー 長田　英知
ディスカヴァー・
トゥエンティワン

673ﾅ 新習志野

潜入ルポａｍａｚｏｎ帝国 横田　増生 小学館 673ﾖ 新習志野
最新ネット広告の基本と仕組みが
すべてわかる本

佐藤　和明 秀和システム 674.6ｻ 中央

ハラル製品 並河　良一 蒼天社出版 675.1ﾅ 中央
物流がわかる 角井　亮一 日本経済新聞出版社 675ｶ 谷津
ＴｉｋＴｏｋ・ＭｉｘＣｈａｎｎｅｌ・Ｆａｃｅｂｏｏｋ　Ｗａｔｃｈ
集客・販促ガイド

武井　一巳 翔泳社 675ﾀ 中央

ブラックマーケティング 中野　信子 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 675ﾅ 谷津
最新物流業界の動向とカラクリが
よ～くわかる本

船井総研ロジ 秀和システム 681.6ｻ 中央

海上物流を支える若者たち 森　隆行 海文堂出版 683.8ﾓ 中央
中国「草食セレブ」はなぜ日本が好きか 袁　静 日本経済新聞出版社 689ｴ 谷津
生活の色彩学　快適な暮らしを求めて 橋本　令子 朝倉書店 757.3ｾ 中央



書名 著者 出版社 所蔵館請求記号
サッカー日本代表帯同ドクター 土肥　美智子 時事通信出版局 783.4ﾄ 中央
Ｐｙｔｈｏｎでつくるゲーム開発入門講座 廣瀬　豪 ソーテック社 798ﾋ 谷津
ことばで社会をつなぐ仕事 義永　美央子 凡人社 810.7ｺ 中央
美人は上品な言葉遣いでできている 山口　謠司 宝島社 810ﾔ 谷津
平成の新語・流行語辞典 米川　明彦 東京堂出版 814.7ﾖ 中央
ワンダーブック　図解奇想小説創作全書 ジェフ・ヴァンダミア フィルムアート社 901.3ﾊﾝ 中央

★中央図書館　　　　　  　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

★谷津図書館　　　　　　　047（471）2072
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☆開館時間☆

中央図書館

・火～日 午前９時～午後８時

中央図書館以外の館

・火～日 午前９時～午後５時

＊中央図書館以外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）
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