
書名 著者 出版社 請求記号 所蔵館

Ｗｅｂライター入門 フォークラス 技術評論社 021ｳ 谷津

なっとくレイアウト フレア エムディエヌコーポレーション 021ﾅ 大久保

アドラー心理学を深く知る２９のキーワード 梶野　真 祥伝社 140ｶ 東習志野

国家公務員になるには 井上　繁 ぺりかん社 317ｲ 大久保・新習志野

商業登記法入門　 神崎　満治郎 有斐閣 325ｺ 大久保

自分でパパッとできるはじめての会社設立＆運営 山下　久猛 翔泳社 325ﾔ 谷津

世界を読み解く経済思想の授業 田中　修 日本実業出版社 331ﾀ 谷津

日本経済を「見通す」力 伊藤　元重 光文社 332ｲ 東習志野

中国「新常態」の経済　 関　志雄 日本経済新聞出版社 332ｶ 大久保

日本経済に明日はあるのか　 小峰　隆夫 日本評論社 332ｺ 藤崎

絶対こうなる！日本経済ここが正念場！ 榊原　英資 アスコム 332ｾ 谷津

大分岐 Ｋ．ポメランツ 名古屋大学出版会 332ﾎ 大久保

アジアで働くことになった君へ 田中　秋人 ギャンビット出版事業部 335ﾀ 大久保

知識ゼロからの会社の継ぎ方・事業承継入門　 真部　敏巳 幻冬舎 335ﾏ 谷津

トコトンわかる個人事業の始め方 山條　隆史 新星出版社 335ﾔ 東習志野

Ｑ＆Ａ部下をもつ人のための労働法改正 浅井　隆 日本経済新聞出版社 336ｱ 谷津

トヨタで学んだ「紙１枚！」にまとめる技術　 浅田　すぐる サンマーク出版 336ｱ 新習志野

これならわかる決算書キホン５０！　 木村　直人 中央経済社 336ｷ 谷津

ドイツ人はなぜ、１年に１５０日休んでも仕事が回るのか 熊谷　徹 青春出版社 336ｸ 東習志野

ビジネス教養としてのデザイン 佐藤　好彦 インプレス 336ｻ 新習志野

最新中期経営計画の基本がよ～くわかる本 菅原　祥公 秀和システム 336ｽ 大久保

世界のエリートに読み継がれているビジネス書３８冊　 グローバルタスクフォース 総合法令出版 336ｾ 谷津

戦略・マーケティングの名著を読む 日本経済新聞社 日本経済新聞出版社 336ｾ 谷津

選択と捨象 冨山　和彦 朝日新聞出版 336ﾄ 大久保

ぐるっと！プレゼン　 西原　猛 すばる舎リンケージ 336ﾆ 藤崎

ハーバード流逆転のリーダーシップ　 リンダ・Ａ．ヒル 日本経済新聞出版社 336ﾊ 大久保

プロ直伝！成功する事業計画書のつくり方 秦　充洋 ナツメ社 336ﾊ 大久保

最新バランス・スコアカードがよ～くわかる本 藤井　智比佐 秀和システム 336ﾌ 東習志野

会社の業績は社員の健康状態で９割決まる　 古井　祐司 幻冬舎メディアコンサルティング 336ﾌ 東習志野

コーチング入門 本間　正人 日本経済新聞出版社 336ﾎ 谷津

ワーク・ルールズ！ ラズロ・ボック 東洋経済新報社 336ﾎ 藤崎

コンサルタントの対話術 和仁　達也 かんき出版 336ﾜ 谷津

大人のための会話（コミュニケーション）の全技術　 齋藤　孝 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 361ｻ 東習志野

新よくわかる雇用保険 労働調査会出版局 労働調査会 364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

日本の社会政策 久本　憲夫 ナカニシヤ出版 364ﾋ 谷津

日曜日のハローワーク　 小田　豊二 東京書籍 366ｵ 藤崎

退職・転職を考えたらこの１冊 岡田　良則 自由国民社 366ｵ 東習志野

がん経験者のための就活ブック ＨＯＰＥプロジェクト 合同出版 366ｶ 藤崎

９０日間で世界のどこでも働ける人になる！　 白藤　香 総合法令出版 366ｼ 谷津

労働実務事例研究　平成２７年版 労働新聞社 労働新聞社 366ﾛ15 藤崎

介護がわかる　１　 医療情報科学研究所 メディックメディア 369ｶ1 大久保

介護がわかる　２ 医療情報科学研究所 メディックメディア 369ｶ2 大久保

「学力」の経済学　 中室　牧子 ディスカヴァー・トゥエンティワン 371ﾅ 東習志野・谷津

働くお母さんの子どもを伸ばす育て方　 高濱　正伸 実務教育出版 379ﾀ 大久保

ぐるっと！生産管理　 片山　和也 すばる舎リンケージ 509ｶ 大久保

会社四季報業界地図　１６年版 東洋経済新報社 東洋経済新報社 602ｶ16 東習志野

日経業界地図　１６年版 日本経済新聞社 日本経済新聞出版社 602ﾆ16 大久保

英文ビジネスＥメールがサクサク書ける 戸田　博之 研究社 670ﾄ 谷津

自分で読み書きできる英文ビジネス契約書　 野副　靖人 中央経済社 670ﾉ 新習志野

英文契約一般条項の基本原則Ｑ＆Ａ　 長谷川　俊明 中央経済社 670ﾊ 新習志野

売れっ子ハンドメイド作家になる本 たかはし　あや ソシム 673ﾀ 大久保

最新コンビニ業界の動向とカラクリがよ～くわかる本 根城　泰 秀和システム 673ﾈ 東習志野

観光ガイドになるには 中村　正人 ぺりかん社 689ﾅ 大久保・新習志野

米陸軍諜報指導官に質問されたらあなたは何も隠せない ジェームズ・Ｏ．パイル 三五館 809ﾊ 新習志野

★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） 

☆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。 


