
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 新習志野

毎日が輝く！可愛い手帳づくり 宝島社 002ﾏ 東習志野

プロジェクトマネジャー最強の指南書 日経ＳＹＳＴＥＭＳ 日経ＢＰ社 007ﾌ 藤崎

新聞の正しい読み方 松林　薫 ＮＴＴ出版 070ﾏ 東習志野

ひらめき教室　「弱者」のための仕事論 松井　優征 集英社 159ﾏ 東習志野

逆転思考 森上　隆史 総合法令出版 159ﾓ 大久保

個人情報保護法の知識 岡村　久道 日本経済新聞出版社 316ｵ 谷津

世界戦争を仕掛ける市場の正体 宮崎　正弘 ビジネス社 319ﾐ 大久保

ニュースの“なぜ？”は世界史に学べ 茂木　誠 ＳＢクリエイティブ 319ﾓ 大久保

外国人の法律相談Ｑ＆Ａ
第一東京弁護士会人権擁護

委員会国際人権部会 ぎょうせい 329ｶ 東習志野

２１世紀の経済学 逢沢　明 かんき出版 331ｱ 新習志野

ガルブレイス 伊東　光晴 岩波書店 331ｲ 大久保

マクロ経済学・入門 福田　慎一 有斐閣 331ﾌ 大久保

これからのマルクス経済学入門 松尾　匡 筑摩書房 331ﾏ 谷津

世の中の見え方がガラッと変わる経済学入門　 川本　明 ＰＨＰ研究所 331ﾖ 新習志野

池上彰が世界の知性に聞く 池上　彰 文藝春秋 332ｲ 大久保

ストーリーで学ぶ開発経済学 黒崎　卓 有斐閣 333ｸ 新習志野

完全図解海から見た世界経済　 山田　吉彦 ダイヤモンド社 333ﾔ 大久保

グローバル人材とは誰か 加藤　恵津子 青弓社 334ｶ 谷津

ママでもできる！生徒さんが途切れないおうち教室をはじめる本 桔梗　有香子 ソシム 335ｷ 東習志野

最新コーポレートガバナンスのすべて　 北地　達明 日本実業出版社 335ｻ 谷津

スーツケース起業家 ナタリー・シッソン 三五館 335ｼ 東習志野

図解社会人の基本敬語・話し方大全 岩下　宣子 講談社 336ｲ 東習志野

統計学に頼らないデータ分析「超」入門 柏木　吉基 ＳＢクリエイティブ 336ｶ 大久保

そのビジネスから「儲け」を生み出す９つの質問（ナインセル）　 川上　昌直 日経ＢＰ社 336ｶ 谷津

最新有期・パート雇用をめぐるトラブル対応実務　 北岡　大介 日本法令 336ｷ 大久保

伝え方で「成果を出す人」と「損をする人」の習慣 車塚　元章 明日香出版社 336ｸ 藤崎

労働時間革命 小室　淑恵 毎日新聞出版 336ｺ 大久保

国際会計基準を学ぶ 田中　弘 税務経理協会 336ｺ 谷津

財務会計・入門 桜井　久勝 有斐閣 336ｻ 大久保

戦略にこそ「戦略」が必要だ マーティン・リーブス 日本経済新聞出版社 336ｾ 谷津

学校じゃ教えてくれないまとめる技術　 永山　嘉昭 大和書房 336ﾅ 谷津

最高のリーダーは何もしない 藤沢　久美 ダイヤモンド社 336ﾌ 谷津

これならわかる会計基準 本田　直誉 日本実業出版社 336ﾎ 谷津

「ハカる」力 三谷　宏治 ディスカヴァー・トゥエンティワン 336ﾐ 大久保

外資系コンサルが教えるプロジェクトマネジメント　 山口　周 大和書房 336ﾔ 藤崎

仕事の速い人が絶対やらない時間の使い方　 理央　周 日本実業出版社 336ﾘ 東習志野

習志野市立図書館 習志野市立大久保図書館／編 
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書名 著者 出版社 請求記号 所蔵館

社労士の「お仕事」と「正体」がよ～くわかる本 久保　輝雄 秀和システム 364ｸ 谷津

知らないと損する給与明細 大村　大次郎 小学館 366ｵ 藤崎

キャリアデザイン入門　１　基礎力編 大久保　幸夫 日本経済新聞出版社 366ｵ1 谷津

キャリアデザイン入門　２　専門力編 大久保　幸夫 日本経済新聞出版社 366ｵ2 谷津

求人詐欺　内定後の落とし穴　 今野　晴貴 幻冬舎 366ｺ 谷津

君たちはどう働くか　 今野　晴貴 皓星社 366ｺ 大久保

労働法 小畑　史子 有斐閣 366ﾛ 新習志野

精神科医の仕事、カウンセラーの仕事 藤本　修 平凡社 493ﾌ 新習志野

最新再生エネビジネスがよ～くわかる本 今村　雅人 秀和システム 501ｲ 新習志野

バリアバリュー 垣内　俊哉 新潮社 501ｶ 大久保

鉄道ダイヤを支える技術 梅原　淳 秀和システム 516ｳ 新習志野

仕事がうまくいく７つの鉄則 フェルディナント・ヤマグチ 日経ＢＰ社 537ﾌ 新習志野

これだけ！航空工学　 飯野　明 秀和システム 538ｲ 谷津

君がいる場所、そこがソニーだ 立石　泰則 文藝春秋 540ﾀ 大久保

トコトンやさしいバイオミメティクスの本 下村　政嗣 日刊工業新聞社 579ｼ 大久保

社会人１年目からのビジネス着こなしの教科書 ボノボプロダクション ディスカヴァー・トゥエンティワン 589ｼ 谷津

これだけは知っておきたい「マーケティング」の基本と常識 大山　秀一 フォレスト出版 675ｵ 谷津

稼ぐ言葉の法則 神田　昌典 ダイヤモンド社 675ｶ 新習志野

最新鉄道業界の動向とカラクリがよ～くわかる本 佐藤　信之 秀和システム 686ｻ 東習志野

上質な大人のための日本語 関根　健一 ＰＨＰエディターズ・グループ 810ｾ 大久保

これだけは知っておきたい公用文の書き方・用字用語例集 渡辺　秀喜 日本加除出版 816ﾜ 谷津

なんでも英語で言えちゃう本　 青木　ゆか 日本経済新聞出版社 837ｱ 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１３日、１月は５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。 


