
書名 著者 出版社 請求記号 所蔵館

ジョナサン・アイブ リーアンダー・ケイニー 日経ＢＰ社 007ｹ 東習志野

男女脳戦略。 ＤａｉＧｏ ダイヤモンド社 143ﾀ 大久保

心理カウンセラーをめざす人の本　＇１５年版 新川田　譲 成美堂出版 146ｼ15 谷津

原則中心 ジェームス・スキナー キングベアー出版 159ｽ 大久保

戦わない生き方 横山　信治 日本文芸社 159ﾖ 藤崎

２０１５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

会社法のしくみ 戸塚　美砂 三修社 325ｶ 大久保

現代商法入門 近藤　光男 有斐閣 325ｹ 大久保

ビジュアル図でわかる会社法 柴田　和史 日本経済新聞出版社 325ｼ 谷津

エコノミストが教える経済指標の本当の使い方 永濱　利廣 平凡社 331ﾅ 谷津

２１世紀の資本　 トマ・ピケティ みすず書房 331ﾋ 大久保・新習志野・東習志野・谷津

資本主義の正体 池田　信夫 ＰＨＰ研究所 332ｲ 新習志野

日本経済はなぜ浮上しないのか 片岡　剛士 幻冬舎 332ｶ 東習志野

今日の世界資本主義と「資本論」の視点　 工藤　晃 本の泉社 332ｸ 大久保

なぜ大国は衰退するのか グレン・ハバード 日本経済新聞出版社 332ﾊ 東習志野

突き破る日本経済　 渡邉　哲也 徳間書店 332ﾜ 東習志野

成功の要諦　 稲盛　和夫 致知出版社 335ｲ 谷津

佐高信の辛口１００社事典 佐高　信 七つ森書館 335ｻ 谷津

レジリエント・カンパニー ピーター・Ｄ．ピーダーセン 東洋経済新報社 335ﾋ 大久保

斉藤式高速仕事術　 斉藤　英治 扶桑社 336ｻ 東習志野

世界で働く人になる！ 田島　麻衣子 アルク 336ﾀ 大久保

データプレゼンテーションの教科書 日経ＢＰ社 336ﾃ 東習志野

いま、求められる「草食系リーダー」のための“や・わ・ら・か・指導術”　 中武　篤史 みらいパブリッシング 336ﾅ 藤崎

エッセンシャル思考 グレッグ・マキューン かんき出版 336ﾏ 谷津

仕事の「ミス」をなくす９９のしかけ　 松井　順一 日本能率協会マネジメントセンター 336ﾏ 谷津

１００回言ってもできないダメ部下を動かす上司の言葉　 横山　信治 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 336ﾖ 谷津

ラクラク話せるスピーチと挨拶大事典 スピーキングエッセイ 秀和システム 336ﾗ 新習志野

官製相場の暴落が始まる 副島　隆彦 祥伝社 338ｿ 藤崎

最新銀行業界の動向とカラクリがよ～くわかる本 平木　恭一 秀和システム 338ﾋ 東習志野

障害年金の手続きから社会復帰まで 漆原　香奈恵 秀和システム 364ｳ 大久保

はじめての社会保障 椋野　美智子 有斐閣 364ﾑ 大久保

就職・転職に有利な女性の資格全ガイド　＇１６年版 成美堂出版編集部 成美堂出版 366ｼ16 新習志野・東習志野

共働きファミリーの仕事と子育て両立バイブル 日経ＤＵＡＬ 日経ＢＰ社 366ﾄ 藤崎

ワーク・ライフ・バランスのすすめ　 村上　文 法律文化社 366ﾑ 新習志野

あなたの子どもが「自立」した大人になるために　 平川　理恵 世界文化社 370ﾋ 東習志野

社会への出かた 白井　利明 新日本出版社 371ｼ 新習志野

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

保育士になるには 金子　恵美 ぺりかん社 376ｶ 大久保・新習志野

大学生が就活の前に読む本　 井上　達也 明日香出版社アシスト出版部 377ｲ 谷津

トコトンやさしいユニバーサルデザインの本 宮入　賢一郎 日刊工業新聞社 501ﾄ 大久保

２０４０年の新世界 ホッド・リプソン 東洋経済新報社 501ﾘ 新習志野

知的財産法　１ 駒田　泰土 有斐閣 507ﾁ1 新習志野

建築・交通・まちづくりをつなぐ共生のユニバーサルデザイン　 三星　昭宏 学芸出版社 518ｹ 東習志野

最新自動車業界の動向としくみがよ～くわかる本 黒川　文子 秀和システム 537ｸ 東習志野

左ハンドル国産車が日本を救う 小森　正智 プレジデント社 537ｺ 東習志野

石油の帝国 スティーブ・コール ダイヤモンド社 568ｺ 谷津

知られざる日本の地域力 椎川　忍 今井印刷 601ｼ 東習志野

結果を出す人のメールの書き方 中川　越 河出書房新社 670ﾅ 東習志野

無印良品の、人の育て方　“いいサラリーマン”は、会社を滅ぼす　 松井　忠三 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 673ﾏ 新習志野

天野祐吉 河出書房新社編集部 河出書房新社 674ｱ 新習志野

地域の魅力を伝えるデザイン　 ビー・エヌ・エヌ新社 674ﾁ 谷津

よくわかる物流業界 齊藤　実 日本実業出版社 681ｻ 新習志野

最新航空業界の動向とカラクリがよ～くわかる本 吉田　力 秀和システム 687ﾖ 東習志野

ユニクロ世界一をつかむ経営 月泉　博 日本経済新聞出版社 B673ﾂ 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４日） 

  ・年末年始 （１２月２９日～１月３日） 
   蔵書点検のための休館 

     東習志野図書館  ２月 ４日（水）～２月１０日（火） 

     藤 崎 図 書 館  ２月１２日（木）～２月１７日（火）  

     谷 津 図 書 館  ２月１８日（水）～２月２４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。 


