
書名 著者 出版社 請求記号 所蔵館

「あるある」で学ぶ忙しい人のためのパソコン仕事術 杉山　靖彦 インプレス 007ｱ 谷津

文系でも知っておきたいプログラミングとプログラマーのこと　 清水　亮 ダイヤモンド社 007ｼ 東習志野

１０倍速のビジネスＥｘｃｅｌ術 田中　亨 日経ＢＰ社 007ｼ 藤崎

好奇心を“天職”に変える空想教室　 植松　努 サンクチュアリ出版 159ｳ 東習志野

勝負の日に「最高の私」になる３０日レッスン　 真織　由季 ＷＡＶＥ出版 159ﾏ 谷津

２０１６年日本はこうなる　 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング 東洋経済新報社 304ﾆ 谷津

さらばアホノミクス 浜　矩子 毎日新聞出版 304ﾊ 新習志野

文藝春秋オピニオン２０１６年の論点１００ 文藝春秋 304ﾌ 大久保・新習志野

限界費用ゼロ社会 ジェレミー・リフキン ＮＨＫ出版 304ﾘ 谷津

これだけは知っておかないと怖いマイナンバー　 三森　敏明 双葉社 317ｺ 藤崎

官僚階級論 佐藤　優 にんげん出版 317ｻ 大久保

非正規公務員の現在 上林　陽治 日本評論社 318ｶ 谷津

困ったときのくらしの法律知識Ｑ＆Ａ　　改訂増補 第二東京弁護士会五月会くらしの法律研究会 清文社 320ｺ 東習志野・新習志野

大事なことは憲法が教えてくれる 森　英樹 新日本出版社 323ﾓ 東習志野

物欲なき世界　 菅付　雅信 平凡社 331ｽ 大久保

地方は消滅しない！　 上念　司 宝島社 332ｼ 大久保

「超」情報革命が日本経済再生の切り札になる　 野口　悠紀雄 ダイヤモンド社 332ﾉ 大久保

日本経済は盤石である　 長谷川　慶太郎 ＰＨＰ研究所 332ﾊ 新習志野

この１冊でわかる世界経済入門　 熊谷　亮丸 日経ＢＰ社 333ｺ 東習志野

２０１６年中国・ユーロ同時破綻で瓦解する世界経済勝ち抜ける日本　 三橋　貴明 徳間書店 333ﾐ 新習志野

ビジネススクールでは学べない世界最先端の経営学　 入山　章栄 日経ＢＰ社 335ｲ 東習志野

最新総合商社の動向とカラクリがよ～くわかる本　第３版 丸紅経済研究所 秀和システム 335ｻ 東習志野

松下幸之助の生き方 佐藤　悌二郎 ＰＨＰ研究所 335ｻ 谷津

入門図解個人開業・青色申告のしくみと手続き 三好　和紗 三修社 335ﾆ 新習志野

ヘッドハンターだけが知っているプロ経営者の仕事術　 古田　英明 新潮社 335ﾌ 大久保

クラウドワーキングで稼ぐ！ 吉田　浩一郎 日本経済新聞出版社 335ﾖ 東習志野

その場しのぎの会社が、なぜ変わったのか 内山　力 ＰＨＰ研究所 336ｳ 東習志野

モチベーションの新法則 榎本　博明 日本経済新聞出版社 336ｴ 谷津

経営としてのサイバーセキュリティ　すべてがつながる時代に向けて　 ＮＴＴサイバーセキュリティ研究会 日経ＢＰ社 336ｹ 藤崎

一流の人は仕事中に眠くなったらどうするのか？　 佐々木　正悟 サンマーク出版 336ｻ 東習志野

仕事ができる人の「デスクトップ」は美しい 日本タイムマネジメント普及協会 すばる舎リンケージ 336ｼ 藤崎

ヤフーとその仲間たちのすごい研修 篠原　匡 日経ＢＰ社 336ｼ 藤崎

超一流は、なぜ、デスクがキレイなのか？　 千田　琢哉 総合法令出版 336ｾ 大久保

出世する人は一次会だけ参加します 平康　慶浩 日本経済新聞出版社 336ﾋ 藤崎

会計士は見た！　 前川　修満 文藝春秋 336ﾏ 谷津

相手に届く「聞いてもらえる」話し方のコツ４８　 高嶌　幸広 実務教育出版 361ﾀ 谷津
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書名 著者 出版社 請求記号 所蔵館

ひとりでできる個人事業者の確定申告　平成２８年３月１５日申告分 平野　敦士 成美堂出版 345ﾋ16 東習志野・新習志野・藤崎

心が軽くなる！気持ちのいい伝え方 森田　汐生 主婦の友社 361ﾓ 大久保

知って得する年金・税金・雇用・健康保険の基礎知識　１６年版 榎本　恵一 三和書籍 364ｼ16 東習志野

長いものに巻かれるな！ 渥美　由喜 文藝春秋 366ｱ 谷津

謎解き！橋の維持・補修 日経コンストラクション 日経ＢＰ社 515ﾅ 谷津

図解これだけでわかる建築基準法　 小嶋　和平 学芸出版社 520ｺ 谷津

トコトンやさしい機械材料の本 Ｎｅｔ‐Ｐ．Ｅ．Ｊｐ 日刊工業新聞社 531ﾄ 谷津

基本からわかる電気回路 高崎　和之 ナツメ社 541ｷ 谷津

地域ブランディング実例集 枻出版社 601ﾁ 谷津

超入門不動産の教科書　 徳本　友一郎 新星出版社 673ﾄ 藤崎

鉄道員になるには 土屋　武之 ぺりかん社 686ﾂ 大久保・新習志野

「ない仕事」の作り方　 みうら　じゅん 文藝春秋 726ﾐ 谷津

たった１日で声まで良くなる話し方の教科書　 魚住　りえ 東洋経済新報社 809ｳ 東習志野

たった一通の手紙が、人生を変える　 水野　敬也 文響社 816ﾐ 谷津

「英語を話せる人」と「挫折する人」の習慣　 西　真理子 明日香出版社 830ﾆ 新習志野

力士の世界 木村　庄之助（３３代目） ＫＡＤＯＫＡＷＡ B788ｷ 藤崎

★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） 

   蔵書点検のための休館 

     大久保  図書館   １月２０日（水）～１月２６日（火） 

     新習志野図書館   １月２７日（水）～２月    ２日（火） 

     東習志野図書館   ２月 ３日（水）～２月    ９日（火） 

     藤 崎 図 書 館    ２月１０日（水）～２月１４日（日）  

     谷 津 図 書 館    ２月１７日（水）～２月２３日（火） 

☆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。 


