
書名 著者 出版社 請求記号 所蔵館

超ノート術 佐藤　ねじ 日経ＢＰ社 002ｻ 谷津

ふせんの技１００ 舘神　龍彦 枻出版社 002ﾀ 藤崎

リクルート、進化を止めないＩＴ現場力 米谷　修 日経ＢＰ社 007ﾖ 新習志野

司書になるには 森　智彦 ぺりかん社 013ﾓ 大久保・新習志野

一流の人は、本のどこに線を引いているのか　 土井　英司 サンマーク出版 019ﾄ 谷津

いつも怒っている人もうまく怒れない人も
図解アンガーマネジメント

戸田　久実 かんき出版 141ﾄ 新習志野

観察力を磨く名画読解　 エイミー・Ｅ．ハーマン 早川書房 141ﾊ 谷津

日経大予測　２０１７ 日本経済新聞社 日本経済新聞出版社 304ﾆ17 大久保

事業承継・相続対策に役立つ家族信託の活用事例　 長崎　誠 清文社 324ｼ 大久保

署名・捺印の法律問題を徹底理解！ 加藤　英男 アイバス出版 324ｼ 大久保

民法の基礎知識　２０１６ 山崎　郁雄 自由国民社 324ﾔ16 新習志野

１８歳から考える経済と社会の見方　 蔵　研也 春秋社 331ｸ 藤崎

移民の経済学　 ベンジャミン・パウエル 東洋経済新報社 334ｲ 谷津

図解ＮＰＯ法人の設立と運営のしかた　 宮入　賢一郎 日本実業出版社 335ｽ 大久保

ワタミの失敗 新田　龍 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 335ﾆ 新習志野

アルバイト・パート採用・育成入門 中原　淳 ダイヤモンド社 336ｱ 谷津

経理部は見ている。 楠木　新 日本経済新聞出版社 336ｸ 東習志野

これからのマネジャーの教科書 グロービス経営大学院 東洋経済新報社 336ｺ 東習志野

すぐに役立つ図解とＱ＆Ａでわかる
パート・契約社員・派遣社員の法律問題と
トラブル解決法

小島　彰 三修社 336ｽ 新習志野

プレイングマネジャーの戦略ノート術 田島　弓子 ダイヤモンド社 336ﾀ 藤崎

よい謝罪 竹中　功 日経ＢＰ社 336ﾀ 谷津

鬼速ＰＤＣＡ 冨田　和成 クロスメディア・パブリッシング 336ﾄ 藤崎

必ず結果につながる「思考の習慣」 鳥原　隆志 大和出版 336ﾄ 谷津

トコトンやさしい決算書の読み方 中野　裕哲 ナツメ社 336ﾅ 大久保

ＩＴアーキテクトはＡ３用紙に図解する　 春田　健治 日経ＢＰ社 336ﾊ 大久保

すごい「会話力」 齋藤　孝 講談社 361ｻ 新習志野

障害者雇用の実務 労務行政研究所 労務行政 366ｼ 新習志野

正社員になる履歴書・職務経歴書の書き方 就活フォーラム２１ 自由国民社 366ｾ 谷津

介護福祉士まるごとガイド 日本介護福祉士会 ミネルヴァ書房 369ｶ 東習志野

中国人エリートは日本をめざす 中島　恵 中央公論新社 377ﾅ 藤崎

就活・就労のための手話でわかるビジネスマナー 竹村　茂 ジアース教育新社 378ﾀ 大久保

心から喜んでもらえる贈りもののマナー　 冨田　いずみ 高橋書店 385ﾄ 藤崎

世界を変える１００の技術 日経ＢＰ社 日経ＢＰ社 504ｾ 新習志野
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書名 著者 出版社 請求記号 所蔵館

人を幸せにする食品ビジネス学入門　 日本大学食品ビジネス学科 オーム社 588ﾋ 新習志野

靴のお手入れ新常識 安富　好雄 ＮＨＫ出版 589ｸ 新習志野

「スーツ」着こなし事典 ＡＥＲＡ　ＳＴＹＬＥ　ＭＡＧＡＺＩＮＥ 朝日新聞出版 589ｽ 新習志野

自然保護レンジャーになるには 須藤　ナオミ ぺりかん社 629ｽ 大久保・新習志野

同時通訳者が教えるビジネスパーソンの
英単語帳＜エッセンシャル＞

関谷　英里子 ディスカヴァー・トゥエンティワン 670ｾ 谷津

ビジネス英語基本の『き』 デイビッド・セイン 南雲堂 670ｾ 新習志野

売れる販売員が新人のために書いた
接客・販売の教科書

たかみず　保江 日本実業出版社 673ﾀ 東習志野

入門図解改正対応！
特定商取引法・景品表示法のしくみと対策

奈良　恒則 三修社 673ﾆ 新習志野

はじめての「カラーミーショップ」オープンＢＯＯＫ バウンド 技術評論社 673ﾊ 大久保

なんでお店が儲からないのかを僕が解決する　 堀江　貴文 ぴあ 673ﾎ 大久保

結果を出すのに必要なまわりを巻き込む技術　 小林　正典 ポプラ社 675ｺ 大久保

これ、いったいどうやったら売れるんですか？ 永井　孝尚 ＳＢクリエイティブ 675ﾅ 東習志野

若者はなぜモノを買わないのか 堀　好伸 青春出版社 675ﾎ 谷津

通訳案内士をめざす人へ　 ＪＦＧ：（協）全日本通訳案内士連盟 法学書院 689ﾂ 新習志野

失敗から何度でも立ち上がる僕らの方法　 中竹　竜二 ＰＨＰ研究所 783ﾅ 谷津

プロ棋士という仕事 青野　照市 創元社 796ｱ 新習志野

モノの書き方 話題の達人倶楽部 青春出版社 816ﾓ 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。 


