
書名 著者 出版社 請求記号 所蔵館

２時間でわかる図解ＩｏＴビジネス入門　 小泉　耕二 あさ出版 007ｺ 東習志野

システムインテグレーション再生の戦略 斎藤　昌義 技術評論社 007ｻ 大久保

すぐわかるＩｏＴビジネス２００　 日経コンピュータ 日経ＢＰ社 007ｽ 藤崎

失敗しないＩＴマネジャーが語るプロフェッショナルＰＭの神髄　 室脇　慶彦 日経ＢＰ社 007ﾑ 大久保

「伝わる」印刷物の基本ルール　 佐々木　剛士 誠文堂新光社 021ﾂ 東習志野

「０から１」の発想術　 大前　研一 小学館 141ｵ 東習志野

心配学　「本当の確率」となぜずれる？ 島崎　敢 光文社 141ｼ 新習志野

もっと結果を出せる人になる！「ポジティブ脳」のつかい方　 茂木　健一郎 学研プラス 159ﾓ 大久保

福祉起業家のためのＮＰＯ・一般社団法人・
社会福祉法人のしくみと設立登記・運営マニュアル 松岡　慶子 三修社 324ﾌ 新習志野

世の中のしくみがわかる経済ニュースの教科書 宮崎　哲也 ナツメ社 330ﾐ 谷津

１０億ドルを自力で稼いだ人は何を考え、どう行動し、
誰と仕事をしているのか ジョン・スヴィオクラ ダイヤモンド社 332ｽ 谷津

５０歳からの起業術 中野　裕哲 大和書房 335ﾅ 谷津

鈴木さんの成功。 星　渉 マネジメント社 335ﾎ 東習志野

すごい差別化戦略 大崎　孝徳 日本実業出版社 336ｵ 大久保

新・会計図解事典 金子　智朗 日経ＢＰ社 336ｶ 新習志野

企業のためのがん就労支援マニュアル 高橋　都 労働調査会 336ｷ 大久保

給与計算をするならこの１冊 河野　順一 自由国民社 336ｺ 谷津

簿記試験合格者のためのはじめての経理実務　 小島　孝子 税務経理協会 336ｺ 新習志野

上司の心得 佐々木　常夫 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 336ｻ 大久保

仕事で恥をかかないビジネスマナー 岩下　宣子 日本経済新聞出版社 336ｼ 谷津

税効果会計のしくみ 新日本有限責任監査法人 中央経済社 336ｽ 大久保

ＴＥＡＭ　ＯＦ　ＴＥＡＭＳ スタンリー・マクリスタル 日経ＢＰ社 336ﾁ 藤崎

デジタル化を勝ち抜く新たなＩＴ組織のつくり方 ベイカレント・コンサルティング 日経ＢＰ社 336ﾃ 新習志野

データマネジメント業務改善の正攻法 データ総研 日経ＢＰ社 336ﾃ 谷津

「やる気」を引き出す黄金ルール 沼田　晶弘 幻冬舎 336ﾇ 東習志野

会社の中はジレンマだらけ 本間　浩輔 光文社 336ﾎ 谷津

図解わかる税金 芥川　靖彦 新星出版社 345ｱ16 新習志野

本音に気づく会話術　 西任　暁子 ポプラ社 361ﾆ 大久保

最新重要判例２００労働法 大内　伸哉 弘文堂 366ｵ 大久保

図解わかる労働基準法　２０１６－２０１７年版 荘司　芳樹 新星出版社 366ｼ16 新習志野

仕事のカタログ　「なりたい自分」を見つける！　２０１７－１８年版 自由国民社 366ｼ17 新習志野

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

図説労働の論点　 高橋　祐吉 旬報社 366ｽ 谷津

働きかたＮｅｘｔ選ぶのはあなた　 日本経済新聞社 日本経済新聞出版社 366ﾊ 藤崎

ローカル仕事図鑑 ＤＥＣＯ 技術評論社 366ﾛ 谷津

未来をひらく男女共同参画 西岡　正子 ミネルヴァ書房 367ﾆ 大久保

Ｑ＆Ａ障害者差別解消法 野村　茂樹 生活書院 369ｷ 大久保

もう限界！！介護で仕事を辞めないために読む本 高室　成幸 自由国民社 369ﾓ 新習志野

社会人のための大学案内　１７年度用 晶文社学校案内編集部 晶文社 376ｼ17 大久保

身につく入門統計学 向後　千春 技術評論社 417ｺ 新習志野

最新医薬品業界の動向とカラクリがよ～くわかる本 荒川　博之 秀和システム 499ｱ 東習志野

「結果を出す男」の服、「認められる女」の服、
「その他大勢」の服 西村　有紀子 サンマーク出版 589ﾆ 新習志野

日本一の売る技術 丹羽　昭尋 きずな出版 673ﾆ 東習志野

そんな仕組みがあったのか！「儲け」のネタ大全　 岩波　貴士 青春出版社 675ｲ 谷津

ビジュアル流通の基本 小林　隆一 日本経済新聞出版社 675ｺ 谷津

シニアマーケティングはなぜうまくいかないのか 阪本　節郎 日本経済新聞出版社 675ｻ 新習志野

ＵＳＪを劇的に変えた、たった１つの考え方 森岡　毅 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 675ﾓ 谷津

通勤の社会史　毎日５億人が通勤する理由 イアン・ゲートリー 太田出版 681ｹ 谷津

１分のスピーチでも、３０分のプレゼンでも、
人前であがらずに話せる方法 鳥谷　朝代 大和書房 809ﾄ 藤崎

声は１分でよくなる！ 福島　英 秀和システム 809ﾌ 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。 


