
書名 著者 出版社 所蔵館
２１世紀最強の職業Ｗｅｂ系エンジニアになろう 勝又　健太 実業之日本社 007ｶ 谷津
イラストで学ぶ認知科学 北原　義典 講談社 007ｷ 東習志野
未来をつくる言葉 ドミニク・チェン 新潮社 007.0ﾁ 中央
ひと目でわかるプログラミングのしくみと
はたらき図鑑

渡邉　昌宏 創元社 007ﾋ 新習志野

ＴＯＯｌｓ　ａｎｄ　ＷＥＡＰＯＮｓ ブラッド・スミス プレジデント社 007.3ｽ 中央
ＩＴエンジニアのための中国語入門 細谷　竜一 インプレス 007.3ﾎ 中央
スペースキーで見た目を整えるのはやめなさい 四禮　静子 技術評論社 007.6ｼ 中央

記者トレ 井藤　元
日本能率協会
マネジメントセンター

070ｷ 谷津

東大式目標達成思考 相生　昌悟
日本能率協会
マネジメントセンター

159ｱ 中央

「後回し」にしない技術 イ　ミンギュ 文響社 159ｲ 新習志野

ビジュアル図でわかる会社法 柴田　和史
日経ＢＰ日本経済新聞
出版本部

325ｼ 谷津

倒産法入門 伊藤　眞 岩波書店 327.3ｲ 中央

国際緊急人道支援のキャリアと仕事
上智大学国際協力人
材育成センター

国際開発ジャーナル社 329ｺ 谷津

地域衰退 宮崎　雅人 岩波書店 332.1ﾐ 中央

図解ＳＤＧｓ入門 村上　芽
日経ＢＰ日本経済新聞
出版本部

333ﾑ 新習志野

この一冊でわかる世界経済の新常識　２０２１ 熊谷　亮丸 日経ＢＰ 333.6ｺ21中央
なぜ「よそ者」とつながることが最強なのか 戸堂　康之 プレジデント社 333.6ﾄ 中央
　近過去の歴史に学ぶ経営知 楠木　建 日経ＢＰ 335.0ｸ 中央
ステイ・スモール ポール・ジャルヴィス ポプラ社 335ｼ 中央
商社のしくみとビジネスがこれ１冊で
しっかりわかる教科書

治良　博史 技術評論社 335ﾊ 新習志野

２０２５年を制覇する破壊的企業 山本　康正 ＳＢクリエイティブ 335ﾔ 東習志野
危機でも大丈夫！「小さな会社」のつくり方・
変わり方

山本　憲明 明日香出版社 335ﾔ 新習志野

決算書の読み方の基本 天野　敦之 日本実業出版社 336ｱ 新習志野
デジタル戦略の教科書 今枝　昌宏 中央経済社 336ｲ 谷津

企業経営の教科書 遠藤　功
日経ＢＰ日本経済新聞
出版本部

336ｴ 谷津

注文の多い料理店で学ぶ収益認識会計 金子　裕子 中央経済社 336ｶ 新習志野
＜図解＞会計思考を使ってビジネス戦略・
分析ができる本

小嶋　辰緒 翔泳社 336ｺ 新習志野

いちばんやさしいＭｉｃｒｏｓｏｆｔ　Ｔｅａｍｓ
超入門

清水　香里 日経ＢＰ 336ｼ 東習志野

中小企業経営者のための「ＲＰＡ」入門 田牧　大祐
幻冬舎メディア
コンサルティング

336ﾀ 谷津

知識ゼロから読めるようになる！
決算書「超」入門

大下　航 ナツメ社 336ﾁ 新習志野

できるＵｉＰａｔｈ　ＳｔｕｄｉｏＸはじめての業務ＲＰＡ 清水　理史 インプレス 336ﾃ
新習志野
中央

コミュ障でビビリなリーダーでも、
部下を思うように動かせる本

晴瀬　ワカル 光文社 336ﾊ 新習志野

誰もが人を動かせる！ 森岡　毅 日経ＢＰ 336ﾓ 東習志野
テレワークで部下を育てる 片桐　あい 青春出版社 336.4ｶ 中央
基礎がよくわかる！ゼロからのＲＰＡ 吉田　将明 オーム社 336.5ﾖ 中央
図解による簿記・会計・税務・財務のしくみ 阿部　健夫 自由国民社 336.9ｱ 中央
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プレゼン基本の基本 下野　孝一 コロナ社 361.4ｼ 中央
超影響力 メンタリストＤａｉＧｏ 祥伝社 361.4ﾀ 中央
職場六法　働く人を守る！ 岩出　誠 講談社 366ｲ 東習志野
発達障害の人のための就活ハック 窪　貴志 翔泳社 366ﾊ 新習志野
最新福祉ビジネスの動向とカラクリが
よくわかる本

大坪　信喜 秀和システム 369ｵ 中央

最新教育ビジネスの動向とカラクリが
よ～くわかる本

川上　清市 秀和システム 370ｶ 中央

そこに工場があるかぎり 小川　洋子 集英社 509ｵ 谷津
今すぐ使えるかんたんＺｏｏｍビデオ会議や
オンライン授業で活用する本

マイカ 技術評論社 547ｲ 東習志野

ＩｏＴ開発がこれ１冊でしっかりわかる教科書 坂東　大輔 技術評論社 547ﾊ 谷津
Ｇｏｏｇｌｅ　Ｍｅｅｔ基本＆便利技 リンクアップ 技術評論社 547.4ｸ 中央
最新エレクトロニクス業界の動向とカラクリ
がよ～くわかる本

高橋　潤一郎 秀和システム 549.0ﾀ 中央

最新化学業界の動向とカラクリが
よ～くわかる本

田島　慶三 秀和システム 570.2ﾀ 中央

データ農業が日本を救う 窪田　新之助
集英社インター
ナショナル

610ｸ 谷津

ビジネスパーソンの新・兼業農家論 井本　喜久
クロスメディア・
パブリッシング

611ｲ 谷津

自宅でオンライン起業はじめました 秋田　稲美 ＷＡＶＥ出版 673ｱ 新習志野
ヨイショする営業マンは全員アホ 宋　世羅 飛鳥新社 673ｿ 谷津
どうする？デザイン ｉｎｇｅｃｔａｒ‐ｅ 翔泳社 674ｲ 新習志野
広告ってすごい！がわかる人気講座　ｖｏｌ．３ 日経広告研究所 日経広告研究所 674ｺ3 東習志野
たのしく、イラストディレクション！ 白川　桃子 ビー・エヌ・エヌ 674ｼ 谷津
ブランディングデザインの教科書 西澤　明洋 パイインターナショナル 675ﾆ 新習志野
トラックドライバーにも言わせて 橋本　愛喜 新潮社 685ﾊ 新習志野
最新印刷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 749.0ﾅ 中央

アニメの社会学 永田　大輔 ナカニシヤ出版 778ｱ 東習志野

映像編集の技法
スティーヴ・
ハルフィッシュ

フィルムアート社 778.4ﾊ 中央

本当に役立つ英文ビジネスＥメール 島村　東世子 日刊工業新聞社 836ｼ 新習志野

★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

☆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、利用されている図書館までお願いいたします。

☆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）


