
書名 著者 出版社 請求記号 所蔵館

情報の「捨て方」 成毛　眞 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 002ﾅ 藤崎

最速の仕事術はプログラマーが知っている　 清水　亮 クロスメディア・パブリッシング 007ｼ 藤崎

読書を仕事につなげる技術 山口　周 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 019ﾔ 谷津

知りたい！やってみたい！アニマルセラピー　 川添　敏弘 駿河台出版社 146ｼ 谷津

さらば、資本主義 佐伯　啓思 新潮社 304ｻ 東習志野

日経大予測　２０１６ 日本経済新聞社 日本経済新聞出版社 304ﾆ16 大久保

ぐにゃり東京 平井　玄 現代書館 304ﾋ 谷津

最強のリーダー育成書「君主論」　 鈴木　博毅 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 311ｽ 大久保

経済とおかねの超基本１年生 大江　英樹 東洋経済新報社 330ｵ 藤崎

戦略思考トレーニング経済クイズ王 鈴木　貴博 日本経済新聞出版社 330ｽ 谷津

半市場経済 内山　節 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 331ｳ 谷津

いま生きる階級論　 佐藤　優 新潮社 331ｻ 新習志野

使えるミクロ経済学 菅原　晃 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 331ｽ 東習志野

マクロ経済学 平口　良司 有斐閣 331ﾋ 新習志野

資本主義に希望はある フィリップ・コトラー ダイヤモンド社 332ｺ 谷津

断末魔の中国経済 黄　文雄 ビジネス社 332ｺ 東習志野

中国経済「１１００兆円破綻」の衝撃 近藤　大介 講談社 332ｺ 藤崎

「３０万人都市」が日本を救う！ 飯田　泰之 藤原書店 332ｻ 藤崎

世界を震撼させる中国経済の真実　 榊原　英資 ビジネス社 332ｻ 新習志野

中国バブル崩壊 日本経済新聞社 日本経済新聞出版社 332ﾁ 新習志野

不確実な未来を生き抜くための「経済史」　 増田　悦佐 ＳＢクリエイティブ 332ﾏ 新習志野

余命半年の中国経済 渡邉　哲也 ビジネス社 332ﾜ 谷津

世界経済の破断界（ブレーキングポイント） 若林　栄四 ビジネス社 333ﾜ 藤崎

成功する事業承継のしくみと実務 東京弁護士会親和全期会 自由国民社 335ｾ 大久保

自分の会社を廃業する手続のすべて　 竹田　哲男 ぱる出版 335ﾀ 新習志野

コーオウンド・ビジネス 細川　あつし 築地書館 335ﾎ 東習志野

出世する部長の仕事 安藤　浩之 すばる舎リンケージ 336ｱ 谷津

どんな業界でも記録的な成果を出す人の仕事力 伊藤　嘉明 東洋経済新報社 336ｲ 新習志野

最新パート・派遣・請負をめぐる法律知識 木島　康雄 三修社 336ｻ 大久保

最新総務・人事・労務の法律と手続き 加藤　知美 三修社 336ｻ 大久保

人事労務担当のための雇用と労働の基本ルールがよくわかる本 みずほ総合研究所 東洋経済新報社 336ｼ 谷津

誰も教えてくれない考えるスキル　 芝本　秀徳 日経ＢＰ社 336ｼ 谷津

モノの言い方ひとつで好感度をグ～ンと上げる本 杉本　祐子 主婦の友社 336ｽ 新習志野

４００円のマグカップで４０００万円のモノを売る方法 高井　洋子 ダイヤモンド社 336ﾀ 東習志野

あの人はなぜ、東大卒に勝てるのか 津田　久資 ダイヤモンド社 336ﾂ 藤崎

トヨタの段取り　 ＯＪＴソリューションズ ＫＡＤＯＫＡＷＡ 336ﾄ 谷津

会社を強くする多角化経営の実戦　 山地　章夫 クロスメディア・パブリッシング 336ﾔ 谷津

習志野市立図書館 習志野市立大久保図書館／編 
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書名 著者 出版社 請求記号 所蔵館

フリーランス＆個人事業主確定申告でお金を残す！元国税調査官のウラ技 大村　大次郎 技術評論社 345ｵ 藤崎

高学歴社員が組織を滅ぼす 上念　司 ＰＨＰ研究所 361ｼ 東習志野

サラリーマンのための社会保障活用講座　 假谷　美香 保険毎日新聞社 364ｶ 谷津

雇用身分社会 森岡　孝二 岩波書店 366ﾓ 大久保

動物翻訳家 片野　ゆか 集英社 480ｶ 藤崎

世界で生きぬく理系のための英文メール術 吉形　一樹 講談社 507ﾖ 谷津

メイカーズ進化論 小笠原　治 ＮＨＫ出版 509ｵ 谷津

建機の世界 講談社 513ｹ 谷津

ジャパン・メイド　トゥールビヨンス 浅岡　肇 日刊工業新聞社 535ｱ 大久保

軽自動車における低燃費技術の開発 御堀　直嗣 グランプリ出版 537ﾐ 谷津

Ｐｅｐｐｅｒの衝撃！ 神崎　洋治 日経ＢＰ社 548ｺ 谷津

バッテリーウォーズ　 スティーヴ・レヴィン 日経ＢＰ社 572ﾚ 新習志野

本当は“おいしい”フードビジネス 小山田　眞哉 ダイヤモンド社 588ｵ 谷津

私、海の漁師になりました。 金萬　智男 誠文堂新光社 661ｷ 東習志野

ここをチェック！ネットビジネスで必ずモメる法律問題　 中野　秀俊 日本実業出版社 670ﾅ 大久保

１行バカ売れ 川上　徹也 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 674ｶ 新習志野

売れる！楽しい！「手書きＰＯＰ」のつくり方 増澤　美沙緒 同文舘出版 674ﾏ 東習志野

オムニチャネル戦略　 角井　亮一 日本経済新聞出版社 675ｶ 谷津

日本郵政という大罪 高橋　洋一 ビジネス社 693ﾀ 新習志野

ラジオのお仕事 室井　昌也 勉誠出版 699ﾑ 東習志野

ネットフリックスの時代 西田　宗千佳 講談社 778ﾆ 新習志野

会議に呼ばれる人はずされる人　 野呂　エイシロウ 日経ＢＰ社 809ﾉ 藤崎

手紙・メールのスペイン語　 カルロス・アルバロ・ベルチリ 三修社 866ｱ 東習志野

★大久保図書館　　　　 　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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 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☆ 

  ・火～日 午前９時～午後５時 

   ＊大久保図書館は毎週木曜日午後７時まで、  

               その他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） 
 

 ☆休館日☆ 

  ・毎週月曜日（祝日の月曜日は開館し翌平日が休館） 

  ・図書整理日 各月の第１金曜日 

   （５月は第２金曜日、１月は５日） 

  ・年末年始 （１２月２９日～１月３日） 

☆このリストは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。 

      ※予約をするには市立図書館の利用者登録とパスワードの登録が必要です。 

     ※このページはパソコン版のサイトです。携帯版やスマートフォン版のページからは見ることが 

       できません。パソコンがなくて見ることができないという方は、図書館にあるインターネット検索 

       用のパソコンを使ってご 覧ください。その際、図書館カードをお持ちください。 


