
書名 著者 出版社 請求記号 所蔵館

すごいメモ。　 小西　利行 かんき出版 002ｺ 大久保

知識ゼロからのビッグデータ入門　 稲田　修一 幻冬舎 007ｲ 大久保

文系でもわかる人工知能ビジネス ＥＹアドバイザリー 日経ＢＰ社 007ﾌ 谷津

海外赴任ガイド　１６年度版 ＪＣＭ 丸善プラネット 290ｶ16 東習志野

ビジネスモデル２０２５　 長沼　博之 ソシム 304ﾅ 藤崎

法と社会科学をつなぐ　 飯田　高 有斐閣 321ｲ 大久保

契約書のツボとコツがゼッタイにわかる本 萩原　勇 秀和システム 324ﾊ 新習志野

倒産法入門　 田頭　章一 日本経済新聞出版社 327ﾀ 谷津

エコノミストの昼ごはん　コーエン教授のグルメ経済学　 タイラー・コーエン 作品社 330ｺ 大久保

財界支配　 佐々木　憲昭 新日本出版社 330ｻ 東習志野

なんだ、そうなのか！経済入門　 塚崎　公義 日本経済新聞出版社 331ﾂ 新習志野

学校では教えてくれない経済学の授業　 吉本　佳生 ＰＨＰエディターズ・グループ 331ﾖ 谷津

ニッポン経済世界最強論！ ぐっちーさん 東邦出版 332ｸ 新習志野

資本主義の極意 佐藤　優 ＮＨＫ出版 332ｻ 谷津

スティグリッツ教授のこれから始まる「新し
い世界経済」の教科書

ジョセフ・Ｅ．スティグリッツ 徳間書店 332ｽ 大久保

数字・データ・統計的に正しい日本の針路 高橋　洋一 講談社 332ﾀ 大久保

資本主義がわかる本棚　 水野　和夫 日本経済新聞出版社 332ﾐ 谷津

マーケット進化論　 横山　和輝 日本評論社 332ﾖ 東習志野

今世紀は日本が世界を牽引する　 長谷川　慶太郎 悟空出版 333ﾊ 東習志野

いつかリーダーになる君たちへ　 安部　敏樹 日経ＢＰ社 335ｱ 藤崎

社長解任 有森　隆 さくら舎 335ｱ 藤崎

始めの一歩を踏み出す前に開業のための
手続き完全マニュアル

小松崎　哲史 同友館 335ﾊ 藤崎

事業承継がうまくいく中小企業のＭ＆Ａマニュアル　 渡部　潔 中央経済社 335ﾜ 大久保

先生、ＮＰＯって儲かりますか？ 渡辺　豊博 春風社 335ﾜ 大久保

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 新習志野

先輩が部下になったら　「定年６５歳時代」のチームマネジメント　 門脇　竜一 日本経済新聞出版社 336ｶ 谷津

左遷論 楠木　新 中央公論新社 336ｸ 東習志野

１日３６万円のかばん持ち 小山　昇 ダイヤモンド社 336ｺ 新習志野

４００のプロジェクトを同時に進める佐藤オ
オキのスピード仕事術

佐藤　オオキ 幻冬舎 336ｻ 新習志野

新社会人の教科書　 日本サービスマナー協会 学研プラス 336ｼ 東習志野

社会人の敬語とマナー 主婦の友社 主婦の友社 336ｼ 藤崎

エリートに負けない仕事術　 ずんずん 大和書房 336ｽ 藤崎

コーチングがよ～くわかる本 谷口　祥子 秀和システム 336ﾀ 谷津

サイロ・エフェク ジリアン・テット 文藝春秋 336ﾃ 新習志野

人事の超プロが明かす評価基準 西尾　太 三笠書房 336ﾆ 大久保

ひと目でわかる敬語かんたんルール　 村上　英記 池田書店 336ﾋ 谷津
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最高の仕事ができる幸せな職場　 ロン・フリードマン 日経ＢＰ社 336ﾌ 藤崎

９９％の人が知らない数字に強くなる裏ワザ３０ 深沢　真太郎 ダイヤモンド社 336ﾌ 谷津

社外プレゼンの資料作成術 前田　鎌利 ダイヤモンド社 336ﾏ 東習志野・谷津

外資系コンサルの３ＳＴＥＰ思考術 森　秀明 ダイヤモンド社 336ﾓ 谷津

すぐに役立つ退職者のための医療保険・生
活保護・年金・介護保険のしくみと手続き

林　智之 三修社 364ｽ 藤崎

今日からできる障害者雇用　 大胡田　誠 弘文堂 366ｷ 新習志野

新・労働組合Ｑ＆Ａ 東京南部法律事務所 日本評論社 366ｼ 大久保

全図解わかりやすい労働契約・労働基準法 矢島　忠純 自由国民社 366ﾔ 谷津

理系学術研究者になるには　 佐藤　成美 ぺりかん社 407ｻ 大久保・新習志野

最新環境ビジネスの動向とカラクリがよ～くわかる本 山守　麻衣 秀和システム 519ﾔ 東習志野

こんなにおもしろい建築士の仕事　 石井　大一朗 中央経済社 520ｲ 谷津

トヨタの強さの秘密 酒井　崇男 講談社 537ｻ 新習志野

最新半導体業界の動向とカラクリがよ～くわかる本 センス・アンド・フォース 秀和システム 549ｻ 東習志野

最新化学業界の動向とカラクリがよ～くわかる本 田島　慶三 秀和システム 570ﾀ 東習志野

今がわかる未来がわかる業界地図　２０１６－１７年版 成美堂出版編集部 成美堂出版 602ｲ16 新習志野

とっさに使えるカンタン接客英会話 佐野　なおこ Ｊリサーチ出版 673ｻ 谷津

働く力を君に　 鈴木　敏文 講談社 673ｽ 大久保

最新派遣業界の動向とカラクリがよ～くわかる本 土岐　優美 秀和システム 673ﾄ 東習志野

最新人材ビジネスの動向とカラクリがよ～くわかる本 土岐　優美 秀和システム 673ﾄ 東習志野

カフェオーナー・カフェスタッフ・バリスタになるには 安田　理 ぺりかん社 673ﾔ 大久保・新習志野

ＴＰＰがビジネス、暮らしをこう変える 日本経済新聞社 日本経済新聞出版社 678ﾃ 谷津

仕事も人間関係もうまくいくＡＮＡの気づかい　 ＡＮＡビジネスソリューションＫＡＤＯＫＡＷＡ 687ｼ 新習志野

ご当地アイドルの経済学 田中　秀臣 イースト・プレス 767ﾀ 東習志野
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★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 

        


