
書名 著者 出版社 請求記号 所蔵館

ＩｏＴビジネスモデル革命　 小林　啓倫 朝日新聞出版 007ｺ 大久保

ＩＴエンジニアとして生き残るための創造的発想術 谷　誠之 日経ＢＰ社 007ﾀ 谷津

数字のプロ・公認会計士がやっている一生使えるエクセル仕事術　 望月　実 ＣＣＣメディアハウス 007ﾓ 谷津

「意地悪」化する日本　 内田　樹 岩波書店 304ｳ 大久保

従業員１００人以下の中小規模事業者のためのマイナンバー対応　 小野　純 税務研究会出版局 317ｵ 大久保

債権回収の法律と実務 奈良　恒則 三修社 324ｻ 大久保

事実婚・内縁　同性婚２人のためのお金と法律 今井　多恵子 日本法令 324ｼ 谷津

はじめてのＥＵ法　 庄司　克宏 有斐閣 329ｼ 谷津

経済は、人類を幸せにできるのか？ ダニエル・コーエン 作品社 331ｺ 藤崎

計量経済学の第一歩 田中　隆一 有斐閣 331ﾀ 新習志野

資本の世界史 ウルリケ・ヘルマン 太田出版 332ﾍ 大久保

ビジネススクールでは学べない世界最先端の経営学　 入山　章栄 日経ＢＰ社 335ｲ 新習志野

私たちはどこまで資本主義に従うのか ヘンリー・ミンツバーグ ダイヤモンド社 335ﾐ 谷津

サラリーマンこそ自分株式会社をつくりなさい 吉川　英一 ダイヤモンド社 335ﾖ 藤崎

イラスト図解経理の超基本　 宮森　俊樹 池田書店 336ｲ 谷津

最速プライバシーマーク取得がよ～くわかる本 打川　和男 秀和システム 336ｳ 東習志野

アドラーに学ぶ職場コミュニケーションの心理学　 小倉　広 日経ＢＰ社 336ｵ 藤崎

日産で学んだ世界で活躍するためのデータ分析の教科書 柏木　吉基 日経ＢＰ社 336ｶ 藤崎

９９％の社長が知らない銀行とお金の話　 小山　昇 あさ出版 336ｺ 東習志野

見抜く力　リーダーは本質を見極めよ　 酒巻　久 朝日新聞出版 336ｻ 東習志野

すごい手抜き 佐々木　正悟 ワニブックス 336ｻ 東習志野

問題解決のためのセパレート思考 鈴木　進介 フォレスト出版 336ｽ 谷津

アフリカ進出戦略ハンドブック　 小池　純司 東洋経済新報社 338ｱ 谷津

あなたの確定申告　平成２８年申告用 日本実業出版社 345ｱ16 新習志野・藤崎

所得税確定申告の手引　平成２８年３月申告用 小野　賢二 税務研究会出版局 345ｼ16 大久保

信頼学の教室 中谷内　一也 講談社 361ﾅ 新習志野
すぐに役立つ図解とＱ＆Ａでわかる最新版医療保
険・介護保険・年金の知識と疑問解決マニュアル１５
７

加藤　知美 三修社 364ｽ 東習志野

貧困大国ニッポンの課題 橘木　俊詔 人文書院 364ﾀ 谷津

「働くママ」の仕事術 金澤　悦子 かんき出版 366ｶ 谷津

人材紹介のプロがつくった発達障害の人の内定ハンドブック 石井　京子 弘文堂 366ｼ 大久保

中学生・高校生の仕事ガイド　２０１６－２０１７年版 進路情報研究会 桐書房 366ﾁ16 東習志野

働く女子の運命 濱口　桂一郎 文藝春秋 366ﾊ 新習志野

震災復興の政治経済学 齊藤　誠 日本評論社 369ｻ 大久保

介護福祉士になるには 渡辺　裕美 ぺりかん社 369ﾜ 大久保・新習志野
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書名 著者 出版社 請求記号 所蔵館

研究者としてうまくやっていくには 長谷川　修司 講談社 407ﾊ 谷津

最新病院業界の動向とカラクリがよ～くわかる本 中村　恵二 秀和システム 498ｻ 東習志野

ＩＳＯ９００１マネジメントシステム審査技術基本ガイドブック
日本品質管理学会ＱＭＳ
有効活用及び審査研究
会

日科技連出版社 509ｲ 谷津

やさしいＩＳＯ　９００１＜ＪＩＳ　Ｑ　９００１＞品質マネジ
メントシステム入門 小林　久貴 日本規格協会 509ｺ 新習志野

審査員が秘訣を教える！“改訂ＩＳＯ９００１＜品質マ
ネジメントシステム＞”対応・導入マニュアル

日本能率協会審査登録センター 日刊工業新聞社 509ｼ 東習志野

審査員が秘訣を教える！“改訂ＩＳＯ１４００１＜環境
マネジメントシステム＞”対応・導入マニュアル

日本能率協会審査登録センター 日刊工業新聞社 519ｼ 東習志野

やさしいＩＳＯ　１４００１＜ＪＩＳ　Ｑ　１４００１＞環境マ
ネジメントシステム入門 吉田　敬史 日本規格協会 519ﾖ 新習志野

宇宙飛行士という仕事 柳川　孝二 中央公論新社 538ﾔ 東習志野

笑顔の接客術 秋元　巳智雄 日経ＢＰ社 673ｱ 大久保

イケアとスウェーデン サーラ・クリストッフェション 新評論 673ｸ 藤崎

優れたサービスのしくみ サービス産業生産性協議会 生産性出版 673ｽ 谷津

伊藤元重が語るＴＰＰの真実　 伊藤　元重 日本経済新聞出版社 678ｲ 大久保

出口汪の「最強！」の書く技術 出口　汪 水王舎 816ﾃ 新習志野

ホンカク読本 森末　祐二 パレード 816ﾓ 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５日） 

  ・年末年始 （１２月２９日～１月３日） 

   蔵書点検のための休館 

     東習志野図書館   ２月 ３日（水）～２月    ９日（火） 

     藤 崎 図 書 館    ２月１０日（水）～２月１４日（日）  

     谷 津 図 書 館    ２月１７日（水）～２月２３日（火） 


