
書名 著者 出版社 所蔵館
なんのために学ぶのか 池上　彰 ＳＢクリエイティブ 002ｲ 谷津
３分ハッキング 足立　照嘉 かんき出版 007ｱ 谷津

Ｓｃｒａｔｃｈではじめる機械学習 石原　淳也
オライリー・
ジャパン

007.1ｲ 中央

レファレンスブックス 長澤　雅男 日本図書館協会 015.2ﾅ 中央
思うことから、すべては始まる 植木　宣隆 サンマーク出版 023ｳ 東習志野
「考える技術」と「地頭力」がいっきに
身につく東大思考

西岡　壱誠 東洋経済新報社 141ﾆ 新習志野

セルフケアの道具箱 伊藤　絵美 晶文社 146ｲ 谷津
シリコンバレー式超ライフハック デイヴ・アスプリー ダイヤモンド社 159ｱ 東習志野
５０代後悔しない働き方 大塚　寿 青春出版社 159ｵ 新習志野
ＮＩＮＥ　ＬＩＥＳ　ＡＢＯＵＴ
ＷＯＲＫ

マーカス・
バッキンガム

サンマーク出版 159ﾊ 新習志野

会社法ビギナーズ
デイリー法学選書編
修委員会

三省堂 325ｶ 谷津

すぐに役立つ法改正に対応！
最新内容証明郵便実践文例集２００

松岡　慶子 三修社 327.2ｽ 中央

情報とインセンティブの経済学 石田　潤一郎 有斐閣 331ｲ 新習志野
アフターコロナ 日経クロステック 日経ＢＰ 332ｱ 東習志野
アフターコロナＶ字回復する世界経済 武者　陵司 ビジネス社 333ﾑ 東習志野

リーダーの戦い方 内田　和成
日経ＢＰ日本経済新
聞出版本部

335ｳ 東習志野

個人事業の教科書１年生 宇田川　敏正 新星出版社 335ｺ 新習志野
ＢＩＧ　ＢＵＳＩＮＥＳＳ
巨大企業はなぜ嫌われるのか

タイラー・コーエン ＮＴＴ出版 335ｺ 谷津

ＳＴＡＲＴＵＰ 堀　新一郎 ニューズピックス 335ｽ 谷津
“シェアリング”のオフィス戦略 大西　紀男 日本経済新聞出版社 336ｵ 谷津
伝わる＜図・グラフ・表＞の
デザインテクニック

北田　荘平
エムディエヌ
コーポレーション

336ｷ 谷津

在宅ＨＡＣＫＳ！ 小山　龍介 東洋経済新報社 336ｺ 谷津
中国駐在ハック 小島　庄司 日経ＢＰ 336ｺ 新習志野
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20
中央
東習志野

教養の会計学 田口　聡志 ミネルヴァ書房 336ﾀ 谷津
リーダーのためのフィードバックスキル 服部　周作 すばる舎 336ﾊ 谷津
武器としての図で考える習慣 平井　孝志 東洋経済新報社 336ﾋ 新習志野
アフターデジタル 藤井　保文 日経ＢＰ 336ﾌ2 東習志野

サステナベーション 藤原　遠
日経ＢＰ日本経済新
聞出版本部

336ﾌ 谷津

ビジュアル職場と仕事の法則図鑑 堀　公俊
日経ＢＰ日本経済新
聞出版本部

336ﾎ 谷津

見通し不安なプロジェクトの切り拓き方 前田　考歩 宣伝会議 336ﾏ 谷津
外資系コンサルの３０分で提案書を
書く技術

森　秀明 ダイヤモンド社 336ﾓ 谷津

Ｚｏｏｍ　＆　Ｓｌａｃｋ完全マニュアル 八木　重和 秀和システム 336ﾔ 谷津
テレワークでも成果を上げる仕事術 安留　義孝 マイナビ出版 336ﾔ 新習志野
６０分でわかる！テレワーク導入ガイド テレワーク研究会 技術評論社 336ﾛ 東習志野
最新オフィス業務の生産性改善手法が
よ～くわかる本

石川　秀人 秀和システム 336.2ｲ 中央

Ｑ＆Ａでわかるテレワークの労務・法務・
情報セキュリティ

足立　昌聰 技術評論社 336.4ｱ 中央
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ゼロからはじめるテレワーク実践ガイド 田口　和裕 インプレス 336.4ﾀ 中央
ビジネスシーン別印紙税ハンドブック！ 小林　幸夫 清文社 345ｺ 谷津

ブルシット・ジョブ
デヴィッド・グレー
バー

岩波書店 366ｸ 東習志野

会社を変える障害者雇用 紺野　大輝 新泉社 366ｺ 谷津
資格取り方選び方全ガイド 高橋書店編集部 高橋書店 366ｼ22 新習志野
「仕事映画」に学ぶキャリアデザイン 梅崎　修 有斐閣 366ｼ 中央
２１世紀の新しい職業図鑑 武井　一巳 秀和システム 366ﾀ 谷津

パワハラとメンタルヘルス対策の法律知識
デイリー法学選書
編修委員会

三省堂 366ﾊ 谷津

副業スタートブック 枻出版社 366.2ﾌ 中央
デンマークの女性が輝いているわけ 澤渡夏代ブラント 大月書店 367ﾌ 新習志野
ストーリーで学ぶ地域福祉 加山　弾 有斐閣 369ｽ 新習志野
誰も知らない自衛隊のおしごと 岡田　真理 扶桑社 392ｵ 谷津
統計学大百科事典 石井　俊全 翔泳社 417ｲ 中央
肩・首・腰・頭デスクワーカーの痛み
全部とれる

遠藤　健司 かんき出版 498ｴ 谷津

会社に行きたくない。さて、どうする？ 和田　秀樹
クロスメディア・
パブリッシング

498ﾜ 谷津

はじめての発明 松本　奈緒美 新泉社 507ﾏ 新習志野
最新建設業界の動向とカラクリが
よ～くわかる本

阿部　守 秀和システム 510.9ｱ 中央

図面って、どない読むねん！ 山田　学 日刊工業新聞社 531ﾔ0 谷津
神さまとぼく　山下俊彦伝　 梅沢　正邦 東洋経済新報社 540ｳ 谷津
Ｚｏｏｍはじめました　 秋田　稲美 ＷＡＶＥ出版 547ｱ 谷津
ＹｏｕＴｕｂｅ完全マニュアル 桑名　由美 秀和システム 547ｸ 新習志野
Ｚｏｏｍ基本＆便利技 マイカ 技術評論社 547ｽ 東習志野

Ｚｏｏｍ１２０％活用術
Ｚｏｏｍビジネス
研究会

宝島社 547.4ｽ 中央

Ｓｋｙｐｅスマートガイド リンクアップ 技術評論社 547.4ｽ 中央
Ｗｅｂデザインのための
Ｐｈｏｔｏｓｈｏｐ＋
Ｉｌｌｕｓｔｒａｔｏｒテクニック

瀧上　園枝 エクスナレッジ 547.4ﾀ 中央

よくわかる最新ＩｏＴシステムの
導入と運用

西村　泰洋 秀和システム 547.4ﾆ 中央

今すぐ使えるかんたんＡｐｐｌｅ
Ｗａｔｃｈ完全（コンプリート）
ガイドブック困った解決＆便利技

リンクアップ 技術評論社 548ｲ 東習志野

お酒の経済学 都留　康 中央公論新社 588ﾂ 東習志野
フードテック革命 田中　宏隆 日経ＢＰ 588ﾌ 新習志野
人が集まる街、逃げる街 牧野　知弘 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 601ﾏ 谷津
＜メイド・イン・ジャパン＞の食文化史 畑中　三応子 春秋社 611ﾊ 新習志野
最新漁業の動向とカラクリが
よ～くわかる本

勝川　俊雄 秀和システム 662.1ｶ 中央

無料で始めるネットショップ 志鎌　真奈美 技術評論社 673.3ｼ 中央
最新派遣業界の動向とカラクリが
よ～くわかる本

土岐　優美 秀和システム 673.9ﾄ 中央

手紙社のイベントのつくり方 北島　勲 美術出版社 674ｷ 東習志野
ＬＩＮＥ公式アカウント集客＆
売上アップコレだけ！技

パルディア 技術評論社 675ﾗ 中央

失敗しないデザイン 平本　久美子 翔泳社 727ﾋ 新習志野
ロゴデザインの教科書 植田　阿希 ＳＢクリエイティブ 727.8ｳ 中央
ｉＰｈｏｎｅで作ろう
ビジネス動画の教科書

オリカワ　シュウイ
チ

ペンコム 746ｵ 新習志野

世界を彩る色と文化 桜井　輝子 ＳＢクリエイティブ 757ｻ 東習志野
野村克也と名将の言葉学。 文藝春秋 783ﾉ 東習志野

まるわかり！ｅスポーツ・ビジネス
ＫＰＭＧ
コンサルティング

日経ＢＰ日本経済新
聞出版本部

798.5ﾏ 中央

オンライン会議の教科書 堀　公俊 朝日新聞出版 809.6ﾎ 中央
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「やさしい日本語」表現事典 庵　功雄 丸善出版 810.7ｲ 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
★谷津図書館　　　 　　047（471）2072

☆このリストに掲載している図書は、習志野市立図書館のホームページから予約することができます。

リストは各月ごとにＰＤＦファイルでホームページに公開しています。

★表示方法 「トップページ」 → 「図書館のサービス」 → 「ブックリスト」 → 「ビジネス関係図書リスト」

※予約をするには市立図書館の利用者カードとパスワードが必要です。

※携帯版やスマートフォン版のページからはリストは見ることができません。

※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☆

中央図書館

・火～日 午前９時～午後８時

☆休館日☆

・毎週月曜日（祝日の月曜日は開館し翌平日が休館）

・年末年始

・蔵書点検のための休館

・図書整理日 各月の第１金曜日

（中央図書館以外の館のみ）

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

問い合せ電話番号


