
書名 著者 出版社 請求記号 所蔵館

日本の将来はじつに明るい！ 日下　公人 ワック 304ｸ 大久保

テクノロジーが雇用の７５％を奪う　 マーティン・フォード 朝日新聞出版 304ﾌ 谷津

地方公務員になるには　　 井上　繁 ぺりかん社 318ｲ 大久保・新習志野

会社法　　 中東　正文 有斐閣 325ｶ 新習志野

ベーシック会社法入門 宍戸　善一 日本経済新聞出版社 325ｼ 谷津

外交官の仕事がわかる本 法学書院編集部 法学書院 329ｶ 谷津

マーケット・デザイン　　 川越　敏司 講談社 331ｶ 大久保

経済学的にありえない。　 佐々木　一寿 日本経済新聞出版社 331ｻ 東習志野

ミクロ経済学・入門　ビジネスと政策を読みとく　 柳川　隆 有斐閣 331ﾐ 大久保

円高・デフレが日本を救う　　 小幡　績 ディスカヴァー・トゥエンティワン 332ｵ 大久保

資本主義の克服　「共有論」で社会を変える　　 金子　勝 集英社 332ｶ 大久保

新・日本経済入門　 三橋　規宏 日本経済新聞出版社 332ｼ 大久保

上昇気流に乗るのは誰だ！ 竹中　平蔵 ＰＨＰ研究所 332ﾀ 谷津

入門・日本経済　 浅子　和美 有斐閣 332ﾆ 谷津

１５００万人の働き手が消える２０４０年問題 野口　悠紀雄 ダイヤモンド社 332ﾉ 東習志野

世界が日本経済をうらやむ日　 浜田　宏一 幻冬舎 332ﾊ 東習志野

世界の未来は日本次第 長谷川　慶太郎 ＰＨＰ研究所 332ﾊ 藤崎

吹けば飛ぶよな日本経済 藤巻　健史 朝日新聞出版 332ﾌ 谷津

ＮＰＯの教科書 乙武　洋匡 日経ＢＰ社 335ｵ 新習志野

ゼロからはじめる起業の法律必ず知っておきたいこと１００　 小坂　英雄 あさ出版 335ｺ 谷津

入門会社学のススメ 松崎　和久 税務経理協会 335ﾆ 大久保

全員経営 野中　郁次郎 日本経済新聞出版社 335ﾉ 東習志野

お客様満足を求めて　 福地　茂雄 毎日新聞社 335ﾌ 新習志野

本社はわかってくれない 下川　裕治 講談社 335ﾎ 新習志野

道端の経営学 マイケル・マッツェオ ヴィレッジブックス 335ﾐ 東習志野

できるリーダーはなぜメールが短いのか 安藤　哲也 青春出版社 336ｱ 東習志野

いざというときに役立つリスクマネジメントの法律知識と対策　 梅原　ゆかり 三修社 336ｲ 新習志野

はじめての企業価値評価　　 砂川　伸幸 日本経済新聞出版社 336ｲ 谷津

絶対に残業しない人の時短＜しごと＞のワザ 伊庭　正康 明日香出版社 336ｲ 藤崎

敬語マスターＢＯＯＫ 唐沢　明 ＴＯブックス 336ｶ 藤崎

海外赴任　２０１５ リロケーション・インターナショナル エヌ・エヌ・エー 336ｶ15 大久保

財務会計・入門　 桜井　久勝 有斐閣 336ｻ 大久保

あわてず悩まず！本質を見極める「問題解決」のきほん 鈴木　進介 翔泳社 336ｽ 谷津

忘れちゃならない経理の作法 鈴木　豊 中央経済社 336ｽ 谷津

描きながら考える力 サニー・ブラウン クロスメディア・パブリッシング 336ﾌ 新習志野

具体例でわかりやすい耐用年数表の仕組みと見方　 前原　真一 税務研究会出版局 336ﾏ 大久保
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内部統制の知識 町田　祥弘 日本経済新聞出版社 336ﾏ 谷津

競争しない競争戦略 山田　英夫 日本経済新聞出版社 336ﾔ 谷津

プレゼンテーションの教科書 脇山　真治 日経ＢＰ社 336ﾜ 新習志野

デリー勤務を命ず 繁田　奈歩 日経ＢＰコンサルティング 338ｼ 新習志野

はじめての社会保障 椋野　美智子 有斐閣 364ﾑ 大久保

女性はなぜ活躍できないのか　 大沢　真知子 東洋経済新報社 366ｵ 大久保

はじめての労働法 尾崎　哲夫 自由国民社 366ｵ 谷津

セクハラ・パワハラ読本 君嶋　護男 日本生産性本部生産性労働情報センター 366ｷ 谷津

Ｑ＆Ａでわかる！労働基準法 下山　智恵子 労務行政 366ｼ 谷津

中高年ブラック派遣 中沢　彰吾 講談社 366ﾅ 新習志野

ベーシック労働法 浜村　彰 有斐閣 366ﾍ 大久保

働きたいママの就活マニュアル 毛利　優子 自由国民社 366ﾓ 新習志野

「音大卒」は武器になる　 大内　孝夫 ヤマハミュージックメディア 377ｵ 大久保

博士になろう！ 坂口　謙吾 日刊工業新聞社 377ｻ 東習志野

共働き子育てを成功させる５つの鉄則　 普光院　亜紀 集英社 599ﾌ 藤崎

図解でよくわかる農業のきほん 堀江　武 誠文堂新光社 610ｽ 新習志野

大人のためのビジネス英文法　 畠山　雄二 くろしお出版 670ﾊ 谷津

遺品整理士という仕事　　 木村　榮治 平凡社 673ｷ 谷津

トコトンやさしい物流の本　　 鈴木　邦成 日刊工業新聞社 675ｽ 大久保

マーケット感覚を身につけよう ちきりん ダイヤモンド社 675ﾁ 東習志野

イノベーションの誤解　 鷲田　祐一 日本経済新聞出版社 675ﾜ 谷津

最新物流業界の動向とカラクリがよ～くわかる本 橋本　直行 秀和システム 681ﾊ 東習志野

新・外交官の仕事　　 河東　哲夫 草思社 B319ｶ 谷津
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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８日、１月は５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。 


