
書名 著者 出版社 所蔵館
大企業の誕生　アメリカ経営史 Ａ．Ｄ．チャンドラー 筑摩書房 B335.2ﾁ 中央
ディープラーニング学習する機械 ヤン・ルカン 講談社 007ﾙ 新習志野
顔認証の教科書 今岡　仁 プレジデント社 007.1ｲ 中央
機械学習をめぐる冒険 小高　知宏 オーム社 007.1ｵ 中央
よくわかる最新情報セキュリティの技術と対策 若狭　直道 秀和システム 007.6ﾜ 中央
Ｑ＆Ａ引用・転載の実務と著作権法 北村　行夫 中央経済社 021.2ｷ 中央
海外赴任ガイド ＪＣＭ 丸善プラネット 290ｶ22 新習志野
Ｐｙｔｈｏｎによる経済・経営分析のための
データサイエンス

原　泰史 東京図書 331ﾊ 新習志野

経済がわかる論点５０　２０２２
みずほリサーチ＆
テクノロジーズ

東洋経済新報社 332ｹ22 東習志野

この一冊でわかる世界経済の新常識 熊谷　亮丸 日経ＢＰ 333.6ｺ22 中央
個人事業を会社にするメリット・デメリットが
ぜんぶわかる本

関根　俊輔 新星出版社 335ｾ 新習志野

多様性（ダイバーシティ）が日本を変える 鈴木　雄二
幻冬舎メディア
コンサルティング

335.5ｽ 中央

売上最小化、利益最大化の法則 木下　勝寿 ダイヤモンド社 336ｷ 新習志野
職場のトリセツ 黒川　伊保子 時事通信出版局 336ｸ 東習志野
マンガで学べるはじめての簿記入門 添田　裕美 西東社 336ｿ 新習志野

マネジャーによる職場づくり理論と実践 中村　和彦
日本能率協会
マネジメントセンター

336ﾅ 谷津

マネジメント 遠藤　功 新星出版社 336ﾏ 新習志野

データ分析の大学 マスクド・アナライズ
エムディエヌ
コーポレーション

336ﾏ 谷津

人事のためのジョブ・クラフティング入門 川上　真史 弘文堂 336.4ｼ 中央
サラリーマンの副業の税金が全部わかる本 大橋　弘明 自由国民社 345ｵ 新習志野
図解いちばんやさしく丁寧に書いた
青色申告の本

千代田タックス
パートナーズ

成美堂出版 345ｽ22 中央　谷津

はじめてでもできる個人事業者・
フリーランスの青色申告

吉田　信康 成美堂出版 345ﾊ22 東習志野

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22
中央
新習志野
東習志野

がんばらないめんどくさくない
人間関係を築くコツ

尾林　誉史 ナツメ社 361ｵ 東習志野

「印象」の心理学 田中　知恵 日本実業出版社 361ﾀ 谷津
なぜか感じがいい人のかわいい言い方 山崎　拓巳 サンクチュアリ出版 361ﾔ 移動
最新特定商取引法と消費者契約の
実践法律知識

岩崎　崇 三修社 365ｻ 中央

この働き方大丈夫？ 中国新聞取材班 集広舎 366ｺ 谷津
ブルシット・ジョブの謎 酒井　隆史 講談社 366ｻ 新習志野
もらえる「お金」で損しないための
退職・転職のかしこい進め方

島田　弘樹 ぱる出版 366ｼ 新習志野

ハラスメント言いかえ事典 山藤　祐子 朝日新聞出版 366ﾊ 東習志野
数学的に話す技術・書く技術 曽布川　拓也 東洋経済新報社 410.4ｿ 中央
ＳＤＧｓな生活のヒント タラ・シャイン 創元社 519ｼ 谷津
ＥＶの教科書 松村　修二 日経ＢＰ 537ﾏ 谷津
超速でわかる！宇宙ビジネス 片山　俊大 すばる舎 538ｶ 谷津
宇宙飛行士野口聡一の全仕事術 野口　聡一 世界文化ブックス 538ﾉ 新習志野
星間空間の時代 ジム・ベル 恒星社厚生閣 538ﾍ 谷津
成しとげる力 永守　重信 サンマーク出版 542ﾅ 谷津
Ｚｏｏｍやさしい教科書 相川　浩之 ＳＢクリエイティブ 547.4ｱ 中央
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初心者からちゃんとしたプロになる
ＷｏｒｄＰｒｅｓｓ基礎入門

ちづみ
エムディエヌ
コーポレーション

547.4ｼ 中央

左遷社長の逆襲 酒巻　久 朝日新聞出版 549.0ｻ 中央
装いの影響力 末廣　徳司 かんき出版 589ｽ 谷津
２０２７日本を変えるすごい会社 田宮　寛之 自由国民社 602ﾀ 新習志野
その農地、私が買います 高橋　久美子 ミシマ社 610ﾀ 谷津
食べる経済学 下川　哲 大和書房 611.3ｼ 中央
農業フロンティア 川内　イオ 文藝春秋 612ｶ 谷津
東京湾の環境とアサリ漁業４０年 柿野　純 青娥書房 664.7ｶ 中央

いちばんわかりやすいネットショップの作り方
カラーミーショップｂｙ
ＧＭＯペパボ

主婦の友社 673ｲ 新習志野

入りやすい選びやすい買いやすい
売場づくりの法則

佐藤　玲子 同文舘出版 673.3ｻ 中央

東京鉄道バトル 中村　建治 イカロス出版 686ﾅ 谷津
プロ野球「経営」全史 中川　右介 日本実業出版社 783ﾅ 東習志野
説明組み立て図鑑 犬塚　壮志 ＳＢクリエイティブ 809ｲ 谷津
日本語はこわくない 飯間　浩明 ＰＨＰ研究所 810ｲ 新習志野
感じのいい言葉で話せる
大人の言いかえサクサクノート

吉田　裕子 リベラル社 810ｶ 東習志野

「書き出し」で釣りあげろ レス・エジャートン フィルムアート社 901ｴ 新習志野
何がなんでも長編小説が書きたい！ 鈴木　輝一郎 河出書房新社 901ｽ 東習志野

文体の舵をとれ　ル＝グウィンの小説教室
アーシュラ・Ｋ．
ル＝グウィン

フィルムアート社 901ﾙ 東習志野

★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

※詳しいお問合せは、利用されている図書館までお願いいたします。

☆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。

☆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（中央図書館は開館）

問い合せ電話番号

☆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
（土曜日は午後７時まで）


