
書名 著者 出版社 所蔵館

司書教諭の実務マニュアル 塩谷　京子 明治図書出版 017ｼ 大久保

超一流の処世術 金田　博之 日本実業出版社 159ｶ 大久保

組織で上に行く人は「どこ」で差をつけているのか？ 加谷　珪一 実務教育出版 159ｶ 谷津

９時を過ぎたらタクシーで帰ろう。 中山　マコト きずな出版 159ﾅ 大久保

１０年後、君に仕事はあるのか？ 藤原　和博 ダイヤモンド社 159ﾌ 大久保

ダントツにすごい人になる 森川　亮 祥伝社 159ﾓ 大久保

印鑑・印紙・契約書の基本がわかる本 齋藤　健一郎 自由国民社 324ｻ 藤崎

はじめての商法総則・商行為 尾崎　哲夫 自由国民社 325ｵ 谷津

ここだけ押さえる！会社法のきほん 神田　秀樹 ナツメ社 325ｺ 新習志野

法律書式の作成全集 石原　豊昭 自由国民社 327ｲ 新習志野・大久保

カルロス・ゴーンの経営論 日産財団 日本経済新聞出版社 335ｶ 谷津

図解でわかる中小企業庁「事業承継ガイドライン」完全解説　 岸田　康雄 ロギカ書房 335ｷ 新習志野

コーポレートガバナンスの基本 手塚　貞治 日本実業出版社 335ﾃ 新習志野

三菱・三井・住友「三大財閥」がわかる本 財閥研究会 三笠書房 335ﾐ 谷津

マネジャーの最も大切な仕事 テレサ・アマビール 英治出版 336ｱ 大久保

すごい上司 新井　健一 ぱる出版 336ｱ 東習志野

企業不祥事はなぜ起きるのか 稲葉　陽二 中央公論新社 336ｲ 東習志野

仕事が速いのにミスしない人は、何をしているのか？　 飯野　謙次 文響社 336ｲ 新習志野

現場の管理職が知っておきたい女性社員の労務管理Ａ　ｔｏ　Ｚ　 江上　千惠子 第一法規 336ｴ 大久保

テクノロジー４．０ 大前　研一 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 336ｵ 新習志野

自分を劇的に成長させる！ＰＤＣＡノート 岡村　拓朗 フォレスト出版 336ｵ 藤崎

ビジネスと人を動かす驚異のストーリープレゼン カーマイン・ガロ 日経ＢＰ社 336ｶ 大久保

入社１年目ビジネスマナーの教科書 金森　たかこ プレジデント社 336ｶ 新習志野

年下上司にイライラしない４０の技術 門脇　竜一 秀和システム 336ｶ 大久保

一生使えるプレゼン上手の資料作成入門 岸　啓介 インプレス 336ｷ 新習志野

世界一速く結果を出す人は、なぜ、メールを使わないのか ピョートル・フェリークス・グジバチ ＳＢクリエイティブ 336ｸ 藤崎

超解敬語の使い方が面白いほど身につく本　 合田　敏行 あさ出版 336ｺ 谷津

効率よく作れて、パッと伝わる一番シンプルな資料作成術　 奥秋　和歌子 永岡書店 336ｺ 新習志野

１時間の仕事を１５分で終わらせる 清水　久三子 かんき出版 336ｼ 東習志野

誰も教えてくれない計画するスキル 芝本　秀徳 日経ＢＰ社 336ｼ 谷津

できる人が絶対やらない資料のつくり方　 清水　久三子 日本実業出版社 336ｼ 藤崎

誰も教えてくれない質問するスキル 芝本　秀徳 日経ＢＰ社 336ｼ 新習志野

図解でわかる！ビジネス文書　 直井　みずほ 秀和システム 336ｽ 東習志野

電話応対受け方・かけ方大事典　 スピーキングエッセイ 秀和システム 336ﾃ 藤崎

講師・インストラクターハンドブック 中村　文子 日本能率協会マネジメントセンター 336ﾅ 大久保

最新コンサル業界の動向とカラクリがよ～くわかる本 廣川　州伸 秀和システム 336ﾋ 東習志野

ビジネスマナーの解剖図鑑 北條　久美子 エクスナレッジ 336ﾎ 谷津

孫社長のむちゃぶりをすべて解決してきたすごいＰＤＣＡ 三木　雄信 ダイヤモンド社 336ﾐ 東習志野

障害者雇用における合理的配慮　 朝日　雅也 中央経済社 366ｼ 大久保

スーパーダディ　ビジネスマンの勧め　 高橋　一晃 双葉社 366ﾀ 谷津
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書名 著者 出版社 所蔵館請求記号

育児は仕事の役に立つ 浜屋　祐子 光文社 366ﾊ 大久保

キャリアアップのための戦略論 平井　孝志 日本経済新聞出版社 366ﾋ 谷津

ハローワーク１５０％トコトン活用術 日向　咲嗣 同文舘出版 366ﾋ 大久保

はじめてでもよくわかる！特許・実用新案の手続き コンデックス情報研究所 成美堂出版 507ﾊ 東習志野

完全イラスト版ＩＳＯ９００１早わかり　 大浜　庄司 オーム社 509ｵ 新習志野

国際標準の考え方 田中　正躬 東京大学出版会 509ﾀ 大久保

ビルメンテナンススタッフになるには 谷岡　雅樹 ぺりかん社 525ﾀ 新習志野・大久保

最新機械業界の動向とカラクリがよ～くわかる本 川上　清市 秀和システム 530ｶ 東習志野

Ｗｅｂ担当者のためのセキュリティの教科書　 中山　貴禎 エムディエヌコーポレーション 547ﾅ 新習志野

第一印象で好感度アップビジネスメイクの新ルール 尾花　ケイコ ディスカヴァー・トゥエンティワン 595ｵ 谷津

一流の本質 岸田　周三 大和書房 596ｲ 大久保

ＩＴと熟練農家の技で稼ぐＡＩ農業　 神成　淳司 日経ＢＰ社 610ｼ 藤崎

２０２５年日本の農業ビジネス ２１世紀政策研究所 講談社 612ﾆ 新習志野

動物看護師になるには　 井上　こみち ぺりかん社 649ｲ 新習志野・大久保

ビジネス文書＆メールの基本 鈴木　真理子 すばる舎 670ｽ 谷津

ビジネスメール即効お役立ち表現 中川路　亜紀 集英社 670ﾅ 新習志野

５０歳からはじめるカフェ経営 赤土　亮二 旭屋出版 673ｱ 大久保

飲食店のためのハラル対策ハンドブック ハラル・ジャパン協会 柴田書店 673ｲ 新習志野

すぐ分かるスーパーマーケット陳列と演出ハンドブック　 鈴木　國朗 商業界 673ｽ 大久保

「あ、それ欲しい！」と思わせる広告コピーのことば辞典　 飯田　朝子 日経ＢＰ社 674ｲ 大久保

マーケティング用語図鑑　 野上　眞一 新星出版社 675ﾉ 東習志野

毎日新聞・校閲グループのミスがなくなるすごい文章術　 岩佐　義樹 ポプラ社 810ｲ 谷津

語彙力がないまま社会人になってしまった人へ　 山口　謠司 ワニブックス 814ﾔ 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１２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。 


