
書名 著者 出版社 請求記号 所蔵館

まずは、書いてみる 藍玉 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 002ｱ 大久保

人間さまお断り ジェリー・カプラン 三省堂 007ｶ 東習志野

Ｗｅｂを活用して副業ライターで稼ぐ しげぞう 秀和システム 021ｼ 大久保

初めての人のためのビジネス著作権法　 牧野　和夫 中央経済社 021ﾏ 谷津

「本をつくる」という仕事　 稲泉　連 筑摩書房 022ｲ 谷津

本の時間を届けます　 篠賀　典子 洋泉社 024ﾎ 谷津

心理カウンセラーをめざす人の本＇１７年版 新川田　譲 成美堂出版 146ｼ17 東習志野

「人前に出るのが怖い」を治す本 根本　橘夫 秀和システム 146ﾈ 新習志野

やり抜く技術 伊東　泰司 明日香出版社 159ｲ 藤崎

ＧＲＩＴ　平凡でも一流になれる「やり抜く力」　 リンダ・キャプラン・セイラー 日経ＢＰ社 159ｷ 谷津

朝晩３０分好きなことで起業する 新井　一 大和書房 335ｱ 大久保

世界市場で勝つルールメイキング戦略 國分　俊史 朝日新聞出版 335ｾ 谷津

独占禁止法 村上　政博 岩波書店 335ﾑ 大久保

「良い質問」をする技術　 粟津　恭一郎 ダイヤモンド社 336ｱ 藤崎

これからの教え方の教科書　 阿部　淳一郎 明日香出版社 336ｱ 谷津

生産性 伊賀　泰代 ダイヤモンド社 336ｲ 大久保

コーポレートファイナンス入門 砂川　伸幸 日本経済新聞出版社 336ｲ 谷津

なぜ彼女が帳簿の右に売上と書いたら
世界が変わったのか？

衛藤　美彩 ＰＨＰエディターズ・グループ 336ｴ 大久保

ＡＩが同僚 日経トップリーダー 日経ＢＰ社 336ｴ 谷津

小さな会社でぼくは育つ 神吉　直人 インプレス 336ｶ 藤崎

企業変革の名著を読む 日本経済新聞社 日本経済新聞出版社 336ｷ 谷津

会議でスマートに見せる１００の方法　 サラ・クーパー 早川書房 336ｸ 谷津

企業を守るネット炎上対応の実務　 清水　陽平 学陽書房 336ｼ 谷津

人間は９タイプ 坪田　信貴 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 336ﾂ 谷津

デザインスプリント Ｒｉｃｈａｒｄ　Ｂａｎｆｉｅｌｄ オライリー・ジャパン 336ﾃ 新習志野

女性リーダー４．０ 坂東　眞理子 毎日新聞出版 336ﾊ 新習志野

はじめての会社経営１００問１００答 出口秀樹税理士事務所 明日香出版社 336ﾊ 新習志野

一瞬で心をつかむ伝わるイラスト思考　 松田　純 明日香出版社 336ﾏ 谷津

小さな会社のための新しい退職金・企業年金入門 山崎　俊輔 ダイヤモンド社 336ﾔ 谷津

知識ゼロからの謝り方入門　 山口　明雄 幻冬舎 361ﾔ 谷津

今どきの大人を動かす「ほめ方」のコツ２９ 吉田　たかよし 文響社 361ﾖ 藤崎

新しい労働者派遣法の解説 中野　麻美 旬報社 366ｱ 大久保

障がい者の就活ガイド　 紺野　大輝 左右社 366ｺ 新習志野

女性の職業のすべて　１８年版 女性の職業研究会 啓明書房 366ｼ18 谷津

人材覚醒経済　 鶴　光太郎 日本経済新聞出版社 366ﾂ 大久保

ディスレクシアでも活躍できる 藤堂　栄子 ぶどう社 366ﾄ 新習志野
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書名 著者 出版社 請求記号 所蔵館

動物園飼育員・水族館飼育員になるには 高岡　昌江 ぺりかん社 480ﾀ 新習志野・大久保

歯科衛生士・歯科技工士になるには 宇田川　廣美 ぺりかん社 498ｳ 新習志野・大久保

図解でわかるＩＳＯ９００１のすべて 大浜　庄司 日本実業出版社 509ｵ 大久保

最新水ビジネスの動向とカラクリがよ～くわかる本 吉村　和就 秀和システム 517ﾖ 東習志野

パイロットになるには 阿施　光南 ぺりかん社 538ｱ 新習志野・大久保

営業・企画担当者のための英文契約・交渉入門 小澤　薫 同文舘出版 670ｵ 新習志野

最新ビジネス英文Ｅメール辞典　 クデイラアンド・アソシエイト株式会社 朝日出版社 670ｻ 新習志野

「英語で案内」ができる本 リサ・ヴォート 大和書房 673ﾎ 新習志野

全業種ですぐに使える！接客英語 山本　真実 永岡書店 673ﾔ 藤崎

マーケティングのすゝめ フィリップ・コトラー 中央公論新社 675ｺ 東習志野

シェアリングエコノミー アルン・スンドララジャン 日経ＢＰ社 675ｽ 大久保

個人ではじめる輸入ビジネス 大須賀　祐 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 678ｵ 谷津

キャスターという仕事 国谷　裕子 岩波書店 699ｸ 大久保

最新スポーツビジネスの動向がよ～くわかる本 湯浅　真弥 秀和システム 780ﾕ 東習志野

書く力 池上　彰 朝日新聞出版 816ｲ 藤崎

海外からのお客様を
英語で案内・応対するための表現集

カレイラ松崎順子 明日香出版社 837ｶ 新習志野

★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。 


