
書名 著者 出版社 請求記号 所蔵館

リベラルアーツの学び方　　 瀬木　比呂志 ディスカヴァー・トゥエンティワン 002ｾ 谷津

＜未来＞のつくり方 池田　純一 講談社 007ｲ 新習志野

経済学のセンスを磨く　　 大竹　文雄 日本経済新聞出版社 331ｵ 新習志野

経済の教科書 洋泉社 331ｹ 谷津

戦後経済史 野口　悠紀雄 東洋経済新報社 332ﾉ 谷津

こうして突破できる日本経済 宮崎　正弘 ワック 332ﾐ 藤崎

絶滅企業に学べ！ 指南役 大和書房 335ｾ 谷津

ＩＦＲＳのしくみ あずさ監査法人ＩＦＲＳアドバイザリー室 中央経済社 336ｱ 谷津

現役総務さんの声を生かした総務のお仕事がスイスイはかどる本　 池田　理恵子 秀和システム 336ｲ 東習志野

外国人雇用実戦ガイド 佐野　誠 レクシスネクシス・ジャパン 336ｶ 東習志野

小山昇の失敗は蜜の味 小山　昇 日経ＢＰ社 336ｺ 新習志野

カリスマ講師ＴＨＥバイブル 渋谷　文武 ＩＭＡＪＩＮ・ＢＯＯＫＳ 336ｼ 東習志野

会計研究入門　会計はお化けだ！　 鈴木　義夫 森山書店 336ｽ 谷津

企画のつくり方　　 原尻　淳一 日本経済新聞出版社 336ﾊ 谷津

伝達力・実績ＵＰ！仕事の評価がグングン上がる人の報・連・相のワザ　 平松　直起 明日香出版社 336ﾋ 大久保

リーダーシップの名著を読む　　 日本経済新聞社 日本経済新聞出版社 336ﾘ 谷津

人生は機転力で変えられる！　 齋藤　孝 青春出版社 361ｻ 東習志野

相手のイエスを必ず引き出すモノの伝え方サクッとノート　 櫻井　弘 永岡書店 361ｻ 東習志野

伝え方が９割　２ 佐々木　圭一 ダイヤモンド社 361ｻ2 谷津

自己紹介が９割 立川　光昭 水王舎 361ﾀ 谷津

図解わかる定年前後の手続きのすべて　２０１５－２０１６年版 中尾　幸村 新星出版社 364ﾅ15 新習志野

図解わかる会社をやめるときの手続きのすべて　２０１５－２０１６年版 中尾　幸村 新星出版社 364ﾅ15 新習志野

世界はフムフムで満ちている　　 金井　真紀 皓星社 366ｶ 東習志野

私たちのしごと　　 小山　博孝 岩波書店 366ｺ 大久保

労働組合の結成・運営　 君和田　伸仁 中央経済社 366ｼ 新習志野

精神疾患・過労死　 佐久間　大輔 中央経済社 366ｼ 新習志野

仕事と家族　　 筒井　淳也 中央公論新社 366ﾂ 東習志野

パートタイム労働法Ｑ＆Ａ　 労働調査会出版局 労働調査会 366ﾊ 谷津

履歴書・職歴書と添付手紙の書き方　会ってみたくなる　＇１７年版 福沢　恵子 成美堂出版 366ﾌ17 東習志野

はたらく数学　２５の「仕事」でわかる、数学の本当の使われ方　 篠崎　菜穂子 日本実業出版社 410ｼ 大久保

超技術革命で世界最強となる日本　 三橋　貴明 徳間書店 502ﾐ 藤崎

創造の源流　１５年版　 豊橋技術科学大学 日経ＢＰコンサルティング 507ｿ15 大久保
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書名 著者 出版社 請求記号 所蔵館

技術大国幻想の終わり 畑村　洋太郎 講談社 509ﾊ 新習志野

まるわかりインダストリー４．０ 日経ＢＰ社 509ﾏ 大久保

まちづくり学への招待　 オオバ技術本部 東洋経済新報社 518ﾏ 谷津

農業で成功する人うまくいかない人 澤浦　彰治 ダイヤモンド社 611ｻ 谷津

ビジネスｅメール英語表現事典　 Ｋｅｖｉｎ　Ｋｙｕｎｇ ＩＢＣパブリッシング 670ｹ 東習志野

葬送の仕事師たち　 井上　理津子 新潮社 673ｲ 大久保

店長のための「稼ぐスタッフ」の育て方　　 羽田　未希 同文舘出版 673ﾊ 藤崎

ウォール街の狼が明かすヤバすぎる成功法則　 ジョーダン・ベルフォート フォレスト出版 673ﾍ 東習志野

覚悟さえ決めれば、たいていのことはできる　 松井　忠三 サンマーク出版 673ﾏ 谷津

警備員・セキュリティスタッフになるには　　 山中　伊知郎 ぺりかん社 673ﾔ 大久保・新習志野

明日のプランニング 佐藤　尚之 講談社 674ｻ 新習志野

Ｗｅｂ担当者仕事としくみがわかる本 藤田　拓人 エムディエヌコーポレーション 675ﾌ 新習志野

エアラインオペレーション入門　 ＡＮＡ総合研究所 ぎょうせい 687ｴ 大久保

論理が伝わる世界標準の「議論の技術」　　 倉島　保美 講談社 809ｸ 谷津

超一流の雑談力　 安田　正 文響社 809ﾔ 藤崎

日常中国語会話フレーズＢｅｓｔ表現１１００　　 加藤　勤 明日香出版社 827ｶ 東習志野

英語学習の極意　　 泉　幸男 文藝春秋 830ｲ 大久保

Ｅメールのフランス語　書類の書き方文例つき 田中　幸子 白水社 856ｲ 大久保

わたしの「女工哀史」　　 高井　としを 岩波書店 B366ﾀ 谷津

★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。 


