
書名 著者 出版社 請求記号 所蔵館

年収を上げる読書術 大岩　俊之 大和書房 019ｵ 東習志野

圏外編集者　 都築　響一 朝日出版社 021ﾂ 藤崎

広報・雑誌づくりのらくらく編集術 西村　良平 日本エディタースクール出版部 021ﾆ 東習志野

仕事の技法 田坂　広志 講談社 159ﾀ 新習志野

９９％の人がしている悪い習慣を捨て、たった１％の
成功者になれる本 塚本　亮 明日香出版社 159ﾂ 新習志野

一生使える「仕事の基本」 鳥原　隆志 大和出版 159ﾄ 藤崎

マインドセット キャロル・Ｓ．ドゥエック 草思社 159ﾄ 東習志野

行動が早い人の仕事と生活の習慣 野呂　エイシロウ すばる舎 159ﾉ 藤崎

ハーバードでいちばん人気の国・日本 佐藤　智恵 ＰＨＰ研究所 302ｻ 藤崎

日本病 金子　勝 岩波書店 304ｶ 大久保

さらばアホノミクス 浜　矩子 毎日新聞出版 304ﾊ 大久保

実践コンプライアンス・マネジメント入門 小滝　晃 ぎょうせい 317ｺ 谷津

２１世紀の不平等　 アンソニー・Ｂ．アトキンソン 東洋経済新報社 331ｱ 新習志野

経済の時代の終焉 井手　英策 岩波書店 332ｲ 大久保

資本主義の終焉、その先の世界 榊原　英資 詩想社 332ｻ 谷津

ユーロ危機とギリシャ反乱 田中　素香 岩波書店 332ﾀ 大久保

ドイツ帝国の正体 イエンス・ベルガー 早川書房 332ﾍ 谷津

中国崩壊後の世界　 三橋　貴明 小学館 332ﾐ 藤崎

米中経済戦争ＡＩＩＢ対ＴＰＰ 西村　豪太 東洋経済新報社 333ﾆ 谷津

不作為で勝ち残る日本経済 増田　悦佐 徳間書店 333ﾏ 新習志野

戦争へ突入する世界大激変する日本経済 渡邉　哲也 徳間書店 333ﾜ 東習志野

これからヤバイ世界経済 渡邉　哲也 ビジネス社 333ﾜ 新習志野

会社という病 江上　剛 講談社 335ｴ 大久保

ストックビジネスの教科書 大竹　啓裕 ポプラ社 335ｵ 谷津

良い株主悪い株主　 菊地　正俊 日本経済新聞出版社 335ｷ 藤崎

日本でいちばん大切にしたい会社　５ 坂本　光司 あさ出版 335ｻ5 谷津

マイペースで働く！女子のひとり起業 滝岡　幸子 同文舘出版 335ﾀ 新習志野

起業をするならこの１冊 馬渡　晃 自由国民社 335ﾏ 大久保

あなたの１日は２７時間になる。 木村　聡子 ダイヤモンド社 336ｷ 大久保

労働基準法では届かない！民法・刑法・憲法と就業
規則で解決する労務トラブル５０ 河野　順一 清文社 336ｺ 谷津

使用者側弁護士からみた標準中小企業のモデル就
業規則策定マニュアル 寺前　隆 日本法令 336ｼ 東習志野

ビジュアル資料作成ハンドブック 清水　久三子 日本経済新聞出版社 336ｼ 谷津

もう必要以上に仕事しない！時短シンプル仕事術　 鈴木　真理子 明日香出版社 336ｽ 大久保

３秒でバランスシートが読める本　 中村　儀一 あさ出版 336ﾅ 谷津
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わりきりマネジメント 俣野　成敏 扶桑社 336ﾏ 谷津

これなら読める！決算書 吉田　延史 すばる舎リンケージ 336ﾖ 谷津

マイナンバー制度パート・アルバイト対応のポイント
と法的リスク対策 渡邉　雅之 日本法令 336ﾜ 東習志野

マイナス金利 徳勝　礼子 東洋経済新報社 338ﾄ 新習志野

緩和バブルがヤバい 中丸　友一郎 ビジネス教育出版社 338ﾅ 新習志野

ドキュメント銀行 前田　裕之 ディスカヴァー・トゥエンティワン 338ﾏ 大久保

頭の回転が速い人の話し方 岡田　斗司夫 フォレスト出版 361ｵ 谷津

マタハラ問題 小酒部　さやか 筑摩書房 366ｵ 谷津

改正労働者派遣法がわかる本 加藤　利昭 成美堂出版 366ｶ 東習志野

女性の職業のすべて　１７年版 女性の職業研究会 啓明書房 366ｼ17 谷津

職場のハラスメント 中井　智子 労務行政 366ﾅ 東習志野

会社を辞めるときの退職手続きのすべて　 花本　明宏 ぱる出版 366ﾊ 藤崎

素材とデザインの教科書 日経デザイン 日経ＢＰ社 501ｿ 大久保

なるほど図解特許法のしくみ 奥田　百子 中央経済社 507ｵ 新習志野

ビジネス英語ライティング・ルールズ 森田　修 日本経済新聞出版社 670ﾓ 谷津

中国人観光客の心をつかむ接客フレーズ５００ 韓　美齢 カンゼン 673ｶ 大久保

その一言でお客様はリピーターになった。　 小林　作都子 日本経済新聞出版社 673ｺ 東習志野

安売り王一代 安田　隆夫 文藝春秋 673ﾔ 東習志野

最強の販促ツール手づくりＰＯＰで売上アップ！ おぐま　のりゆき 秀和システム 674ｵ 藤崎

強さを引き出すブランディング　 パイインターナショナル 675ﾂ 谷津

会うたびに「感じのいい人」と言わせる大人の言葉づかい 齋藤　孝 大和書房 810ｻ 大久保

経済原論 宇野　弘蔵 岩波書店 B331ｳ 谷津
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★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 

  ・年末年始 

  ・蔵書点検のための休館 

        
 


