
書名 著者 出版社 所蔵館
ゼロから理解するＩＴテクノロジー図鑑 岩崎　美苗子 プレジデント社 007ｲ 谷津

オンライン・セミナーのうまいやりかた 高橋　龍征
クロスメディア・
パブリッシング

007ﾀ 谷津

はじめてのＡＩ 土屋　誠司 創元社 007ﾂ 谷津
プログラマーになりたい！ 長岡　英史 日経ＢＰ 007ﾅ 谷津
脱マウス最速仕事術 森　新 ダイヤモンド社 007ﾓ 谷津

Ｍｏｒｅ　Ｅｆｆｅｃｔｉｖｅ Ａｇｉｌｅ
Ｓｔｅｖｅ
ＭｃＣｏｎｎｅｌｌ

日経ＢＰ 007.6ﾏ 中央

課題解決のための専門図書館ガイドブック
専門図書館協議会
私立図書館小委員会

読書工房 018ｶ 中央

読書に学んだライフハック 印南　敦史 サンガ 019.9ｲ 中央
駆け出しクリエイターのための
著作権Ｑ＆Ａ

川上　大雅 玄光社 021ｶ 新習志野

問題発見力を鍛える 細谷　功 講談社 141ﾎ 新習志野
逃げる技術 根本　裕幸 徳間書店 146ﾈ 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 中央
弱くても最速で成長できるズボラＰＤＣＡ 北原　孝彦 すばる舎 159ｷ 谷津
マンガと図解でわかる世界のエリートは
なぜ「美意識」を鍛えるのか？

山口　周 光文社 159ﾏ 谷津

なぜ星付きシェフの僕がサイゼリヤで
バイトするのか？

村山　太一 飛鳥新社 159ﾑ 東習志野

令和・アフターコロナの自治会・
町内会運営ガイドブック

水津　陽子 実業之日本社 318.8ｽ 中央

起業家が知らないとヤバい契約書の読み方 藪田　崇之 秀和システム 324ﾔ 谷津

ビジネス心理学大全 榎本　博明
日経ＢＰ日本経済
新聞出版本部

335ｴ 新習志野

図解でわかるＭ＆Ａ入門 桂木　麻也 翔泳社 335ｶ 新習志野
「女性ひとり起業」スタートＢＯＯＫ 小谷　晴美 コスミック出版 335ｺ 谷津
寄付金・クラウドファンディングの集め方 佐藤　しもん ぱる出版 335ｻ 谷津
２０社のＶ字回復でわかる
「危機の乗り越え方」図鑑

杉浦　泰 日経ＢＰ 335ｽ 新習志野

最新ＳＤＧｓの手法とツールが
よ～くわかる本

天沼　伸恵 秀和システム 335.1ｻ 中央

最速の９０日！新規事業成功バイブル 伊藤　大輔 現代書林 336ｲ 東習志野
サイバーエージェント突き抜けた
リーダーが育つしくみ

上阪　徹
日本能率協会
マネジメントセン

336ｳ 東習志野

新時代を生き抜くリーダーの教科書 越川　慎司 総合法令出版 336ｺ 新習志野
どうして僕たちは、あんな働き方を
していたんだろう？

河野　英太郎 ダイヤモンド社 336ｺ 新習志野

職場の科学 沢渡　あまね 文藝春秋 336ｻ 新習志野
ビジネスデータサイエンスの教科書 マット・タディ すばる舎 336ﾀ 谷津
小さな会社の給与計算と社会保険の
事務がわかる本

池本　修 成美堂出版 336ﾁ20 東習志野

テレワーク５０のコツ

日本能率協会
コンサルティング
リモート生産性
向上研究

日本能率協会
マネジメントセン
ター

336ﾃ 谷津

エンゲージメントを高める場のつくり方 広江　朋紀 同文舘出版 336ﾋ 新習志野
人間心理を徹底的に考え抜いた
「強い会社」に変わる仕組み

松岡　保昌 日本実業出版社 336ﾏ 中央

外国人雇用はじめの一歩 矢澤　めぐみ 日本法令 336ﾔ 谷津
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あなたの職場の繊細くんと残念な上司 渡部　卓 青春出版社 336ﾜ 谷津
危機に備えるための入門図解解雇・
退職・休業・助成金の法律と手続き

森島　大吾 三修社 336.4ｷ 中央

超基本テレワークマナーの教科書 西出　ひろ子 あさ出版 336.4ﾆ 中央
Ｚｏｏｍ　＆　Ｓｌａｃｋ　＆
Ｃｈａｔｗｏｒｋ　＆　Ｄｒｏｐｂｏｘ
＆　Ｃｈｒｏｍｅリモートデスクトップ
基本＆便利技

リンクアップ 技術評論社 336.5ｽ 中央

Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ　Ｔｅａｍｓ全事典 インサイトイメージ インプレス 336.5ﾏ 中央
会計の基本と実務　図解で早わかり 武田　守 三修社 336.9ｶ 中央
ブロックチェーンがひらく
「あたらしい経済」

正田　英樹 幻冬舎 338ﾌ 谷津

気配りが９割 田村　重信 飛鳥新社 361ﾀ 東習志野
元コミュ障アナウンサーが考案した
会話がしんどい人のための話し方・
聞き方の教科書

吉田　尚記 アスコム 361ﾖ 谷津

男性育休の困難　取得を阻む
「職場の雰囲気」

齋藤　早苗 青弓社 366ｻ 谷津

女子の副業　夢もお金もあきらめない。 滝岡　幸子 青春出版社 366ﾀ 谷津
職場のハラスメント 中井　智子 労務行政 366ﾅ 東習志野
Ｑ＆Ａ「職場のハラスメント」
アウト・セーフと防止策

布施　直春 中央経済社 366ﾌ 新習志野

文系のための統計学の教室 涌井　良幸 ＳＢクリエイティブ 417ﾜ 谷津
「脱炭素化」はとまらない！ 江田　健二 成山堂書店 501ﾀ 谷津
モノが壊れないしくみ 水野　操 ジャムハウス 501ﾐ 新習志野
世界を変えた発明発見 ジャンニ・モレッリ すばる舎 502ｾ 中央
トヨタに学ぶカイゼンのヒント７１ 野地　秩嘉 新潮社 509.6ﾉ 中央
ひと目でわかる地球環境のしくみと
はたらき図鑑

トニー・ジュニパー 創元社 519ｼ 谷津

サーキュラー・エコノミー 中石　和良 ポプラ社 519ﾅ 谷津
電車を運転する技術 西上　いつき ＳＢクリエイティブ 546ﾆ 東習志野
できるＺｏｏｍビデオ会議が
使いこなせる本

法林　岳之 インプレス 547ﾃ
新習志野
中央

図解まるわかりクラウドのしくみ 西村　泰洋 翔泳社 547ﾆ 新習志野
クラウドでデータ活用！
データ基盤の設計パターン

川上　明久 日経ＢＰ 547.4ｸ 中央

初心者からちゃんとしたプロになる
ＨＴＭＬ＋ＣＳＳ実践講座

相原　典佳
エムディエヌ
コーポレーション

547.4ｼ 中央

Ｓｌａｃｋ基本＆便利技 オンサイト 技術評論社 547.4ｽ 中央
よくわかる最新半導体プロセスの基本と
仕組み

佐藤　淳一 秀和システム 549.8ｻ 中央

最新食品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 588.0ﾅ 中央

会社四季報業界地図 東洋経済新報社 東洋経済新報社 602ｶ21 東習志野

日経業界地図 日本経済新聞社
日経ＢＰ日本経済
新聞出版本部

602.1ﾆ21 中央

マッキンゼーが読み解く食と農の未来
アンドレ・アンドニ
アン

日経ＢＰ日本経済
新聞出版本部

611ﾏ 谷津

甘いバナナの苦い現実 石井　正子 コモンズ 625ｲ 谷津
電子契約導入ガイドブック 高林　淳 商事法務 670ﾃ 中央
段取り上手のメール 中川路　亜紀 文藝春秋 670ﾅ 新習志野
ニトリの働き方 似鳥　昭雄 大和書房 673ﾆ 谷津
あたらしい、あしらい。 ｉｎｇｅｃｔａｒ‐ ソシム 674ｲ 谷津

ブランデッドエンターテイメント
カンヌライオンズ審
査員

宣伝会議 674ﾌ 中央

いきなり効果があがるＰＲ動画の作り方 新井　一樹 言視舎 674.6ｱ 中央
図解よくわかるこれからの
デジタルマーケティング

船井総合研究所 同文舘出版 675ｽ 中央

ＢｔｏＢマーケティング偏差値ＵＰ 庭山　一郎 日経ＢＰ 675ﾆ 中央
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アニメ大国建国紀１９６３－１９７３ 中川　右介 イースト・プレス 778.7ﾅ 中央
はじめてのグラフィックレコーディング 久保田　麻美 翔泳社 809ｸ 新習志野
そのまま使える短いスピーチ・
あいさつ実例集

成美堂出版編集部 成美堂出版 809ｿ 新習志野

入門・やさしい日本語 吉開　章 アスク出版 817.8ﾖ 中央

☆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（土曜日は午後７時まで） 問い合せ電話番号

★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


