
書名 著者 出版社 請求記号 所蔵館

考える力がつく本 池上　彰 プレジデント社 002ｲ 谷津

大前研一　ＩｏＴ革命 大前　研一 プレジデント社 007ｵ 藤崎

＜インターネット＞の次に来るもの ケヴィン・ケリー ＮＨＫ出版 007ｹ 東習志野

シリコンバレーで起きている本当のこと　 宮地　ゆう 朝日新聞出版 007ﾐ 大久保

仕事のミスが絶対なくなる頭の使い方　 宇都出　雅巳 クロスメディア・パブリッシング 141ｳ 新習志野

サーチ・インサイド・ユアセルフ チャディー・メン・タン 英治出版 141ﾀ 新習志野

自分の価値を最大にするハーバードの心理学講義　 ブライアン・Ｒ．リトル 大和書房 141ﾘ 藤崎

最強の働き方 ムーギー・キム 東洋経済新報社 159ｷ 東習志野

一生を賭ける仕事の見つけ方　 斎藤　祐馬 ダイヤモンド社 159ｻ 谷津

やり抜く力 アンジェラ・ダックワース ダイヤモンド社 159ﾀ 東習志野・藤崎

いい努力 山梨　広一 ダイヤモンド社 159ﾔ 藤崎

公務員の「お仕事」と「正体」がよ～くわかる本 秋山　謙一郎 秀和システム 317ｱ 新習志野

町の未来をこの手でつくる 猪谷　千香 幻冬舎 318ｲ 大久保

最新契約書の見方・作り方がよ～くわかる本 高野　浩樹 秀和システム 324ﾀ 新習志野

「お教室」のつくり方 池田　範子 同文舘出版 335ｲ 藤崎

海外勤務が決まったらすぐ読む本　 白藤　香 あさ出版 335ｼ 新習志野

成長企業の法則 名和　高司 ディスカヴァー・トゥエンティワン 335ﾅ 大久保

コンサルタントの「お仕事」と「正体」がよ～くわかる本 岩崎　剛幸 秀和システム 336ｲ 新習志野

言葉づかいのトリセツ ビジネス文章力研究所 実務教育出版 336ｺ 大久保

原価計算がよ～くわかる本 このひら　たかし 秀和システム 336ｺ 東習志野

０から１をつくる 佐々木　哲也 日経ＢＰ社 336ｻ 藤崎

職場の問題地図 沢渡　あまね 技術評論社 336ｻ 東習志野

入社１０年分の思考スキルが３時間で学べる 斎藤　広達 日経ＢＰ社 336ｻ 谷津

会計がよ～くわかる本 柴山　政行 秀和システム 336ｼ 谷津

決算書のしくみ 新日本有限責任監査法人 中央経済社 336ｽ 大久保

最新コーチングの手法と実践がよ～くわかる本 谷口　祥子 秀和システム 336ﾀ 新習志野

会計参謀 谷口　学 中央経済社 336ﾀ 谷津

マッキンゼー流最高の社風のつくり方 ニール・ドシ 日経ＢＰ社 336ﾄ 谷津

トヨタで学んだ自分を変えるすごい時短術　 原　マサヒコ かんき出版 336ﾊ 藤崎

決算書がよ～くわかる本 長谷川　麻子 秀和システム 336ﾊ 東習志野

成果を生む事業計画のつくり方 平井　孝志 日本経済新聞出版社 336ﾋ 谷津

仕事の数字のツボとコツがゼッタイにわかる本 古山　竜司 秀和システム 336ﾌ 谷津

新人ＩＴ担当者のためのネットワーク管理＆運用がわかる本　 程田　和義 技術評論社 336ﾎ 谷津

一生使える見やすい資料のデザイン入門 森重　湧太 インプレス 336ﾓ 新習志野

「プレゼン」力 山中　伸弥 講談社 361ﾔ 谷津
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書名 著者 出版社 請求記号 所蔵館

キャリアと出産 大葉　ナナコ 河出書房新社 366ｵ 藤崎

労使トラブルを解決するならこの１冊 河野　順一 自由国民社 366ｺ 東習志野

履歴書・職務経歴書採用される書き方 藤井　佐和子 新星出版社 366ﾌ 新習志野

これならわかる＜スッキリ図解＞障害者差別解消法　 二本柳　覚 翔泳社 369ﾆ 新習志野

最新教育ビジネスの動向とカラクリがよ～くわかる本 川上　清市 秀和システム 370ｶ 東習志野

メンタルヘルスセルフケアハンドブック 加賀　博 日本生産性本部生産性労働情報センター 498ｶ 新習志野

よくわかる最新ネットワーク技術の基本と仕組み 中島　章 秀和システム 547ﾅ 大久保

キリンビール高知支店の奇跡 田村　潤 講談社 588ﾀ 谷津

最新福祉ビジネスと業界のカラクリがよ～くわかる本 高山　善文 秀和システム 673ﾀ 東習志野

数字思考力×ＥＸＣＥＬでマーケティングの
成果を上げる本

植山　周志 翔泳社 675ｳ 谷津

図解よくわかるこれからのマーケティング 金森　努 同文舘出版 675ｶ 東習志野

マーケティング・リサーチの基本 岸川　茂 日本実業出版社 675ｷ 大久保

正しい「値決め」の教科書 中村　穂 すばる舎 675ﾅ 大久保

チョーク文字レッスン ヴァレリー・マッキーハン グラフィック社 727ﾏ 大久保

わかる！使える！色彩の教科書 勝馬　ちなつ 洋泉社 757ｶ 谷津

会議のマネジメント 加藤　文俊 中央公論新社 809ｶ 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１３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。 


