
書名 著者 出版社 請求記号 所蔵館

伝わるデザインの基本 高橋　佑磨 技術評論社 021ﾀ 谷津

宇宙ビジネスのための宇宙法入門　 小塚　荘一郎 有斐閣 329ｳ 大久保

ミクロ経済学の力　 神取　道宏 日本評論社 331ｶ 大久保

殺人ザルはいかにして経済に目覚めたか？ ポール・シーブライト みすず書房 331ｼ 大久保

超入門経済学 高橋　知也 ミネルヴァ書房 331ﾀ 東習志野

トマ・ピケティの新・資本論　 トマ・ピケティ 日経ＢＰ社 331ﾋ 大久保・谷津

イギリス人アナリスト日本の国宝を守る デービッド・アトキンソン 講談社 332ｱ 東習志野

都市・地域経済学への招待状 佐藤　泰裕 有斐閣 332ｻ 新習志野

世界が日本経済をうらやむ日　 浜田　宏一 幻冬舎 332ﾊ 谷津

中国経済の故郷を歩く　 舩橋　晴雄 日経ＢＰ社 332ﾌ 谷津

ビジネス・ヒストリー Ｆ．アマトーリ ミネルヴァ書房 335ｱ 谷津

挑戦しよう！定年・シニア起業　 岩本　弘 カナリアコミュニケーションズ 335ｲ 東習志野

Ｍ＆Ａのしくみ 小本　恵照 中央経済社 335ｴ 谷津

経営学大図鑑　 イアン・マルコーズ 三省堂 335ｹ 東習志野

サムスン・クライシス 張　相秀 文藝春秋 335ﾁ 大久保

カンブリア宮殿　村上龍×変革者 村上　龍 日本経済新聞出版社 335ﾑ 谷津

起業のファイナンス 磯崎　哲也 日本実業出版社 336ｲ 大久保

ＣＳは女子力で決まる！　 小川　孔輔 生産性出版 336ｵ 谷津

仕事の効率がみるみる上がる片づけの教科書　 小野　裕子 明日香出版社 336ｵ 谷津

はじめての人でも自信が持てる電話応対の基本とマナー　 恩田　昭子 日本実業出版社 336ｵ 新習志野

人が育つ素敵な会社　 角井　亮一 財界研究所 336ｶ 谷津

社長、そのデザインでは売れません！　 川島　蓉子 日経ＢＰ社 336ｶ 新習志野

バランスシートで読みとく世界経済史 ジェーン・グリーソン・ホワイト 日経ＢＰ社 336ｸ 谷津

これから始める人の経理入門　 佐々木　理恵 新星出版社 336ｻ 東習志野

会計学入門 桜井　久勝 日本経済新聞出版社 336ｻ 谷津

行動承認 正田　佐与 パブラボ 336ｼ 大久保

トヨタの問題解決　 ＯＪＴソリューションズ ＫＡＤＯＫＡＷＡ 336ﾄ 東習志野

使える失敗学 畑村　洋太郎 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 336ﾊ 谷津

いちばんわかる企業の水リスク 橋本　淳司 誠文堂新光社 336ﾊ 谷津

楽しくわかる！原価計算入門　とある会社の経理さんが教える　 東山　穣 日本実業出版社 336ﾋ 谷津

キャッシュ・フロー計算書のつくり方　そうだったのか！　　第３版 藤原　道夫 中央経済社 336ﾌ 谷津

マネジメントの名著を読む 日本経済新聞社 日本経済新聞出版社 336ﾏ 谷津

成功と自由を手に入れる安田式時間ルール３５　 安田　正 日本文芸社 336ﾔ 藤崎

外資系コンサルの知的生産術 山口　周 光文社 336ﾔ 大久保

合理的なのに愚かな戦略　 ルディー和子 日本実業出版社 336ﾙ 東習志野

海外企業買収失敗の本質 松本　茂 東洋経済新報社 338ﾏ 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

女性の職業のすべて　１６年版 女性の職業研究会 啓明書房 366ｼ16 谷津

なるほど図解労働法のしくみ シティユーワ法律事務所 中央経済社 366ﾅ 谷津

仕事と介護両立ハンドブック 新田　香織 日本生産性本部生産性労働情報センター 366ﾆ 谷津

深夜１２時過ぎまで働くサラリーマンでも難関資格が取れる勉強法　 山田　浩司 幻冬舎メディアコンサルティング 366ﾔ 藤崎

公民館職員の仕事 片野　親義 ひとなる書房 379ｶ 大久保

“職場のいじめ”労働相談　 いじめメンタルヘルス労働者支援センター 緑風出版 498ｼ 谷津

月をマーケティングする デイヴィッド・ミーアマン・スコット 日経ＢＰ社 538ｽ 大久保

中国語、魔法の黄金フレーズ 常泉　精吾 風音色 670ﾂ 谷津

葬祭業界で働く 薄井　秀夫 ぺりかん社 673ｳ 大久保・新習志野

通販のしくみがわかる本 大石　真 同文舘出版 673ｵ 大久保

図解実践介護ビジネスがよくわかる本 中原　登世子 誠文堂新光社 673ﾅ 谷津

Ｑ＆Ａでわかる小売業店舗経営の極意と労務管理・人材育成・事業承継　 安　紗弥香 日本法令 673ﾔ 大久保

仕事に使える写真術 河野　鉄平 翔泳社 674ｺ 谷津

どんなムチャぶりにも、いつも笑顔で？！ 田中　慶子 松籟社 674ﾀ 谷津

ぐるっと！マーケティング　 安部　徹也 すばる舎リンケージ 675ｱ 谷津

全史×成功事例で読む「マーケティング」大全　 酒井　光雄 かんき出版 675ｻ 大久保

はじめての流通 崔　容熏 有斐閣 675ﾊ 新習志野

プロの力が身につくｉＰｈｏｎｅ／ｉＰａｄアプリケーション開発の教科書　 藤田　泰介 ＳＢクリエイティブ 694ﾌ 東習志野

アウトドアで働く 須藤　ナオミ ぺりかん社 786ｽ 大久保・新習志野

今すぐ書けるフランス語レター・Ｅメール表現集　 浅見　子緒 語研 856ｱ 大久保

★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） 

☆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。 


