
書名 著者 出版社 所蔵館

学校司書という仕事　 高橋　恵美子 青弓社 017ﾀ 大久保

ネット時代のクリエイターやミュージシャンが
得する権利や著作権の本 秀間　修一 シンコーミュージック・エンタテイメント 021ﾋ 大久保

図解による会社法・商法のしくみ 神田　将 自由国民社 325ｶ 谷津

実務＆コンサルのプロによる間違わない！
事業承継Ｑ＆Ａ

西浦　善彦 清文社 335ｼ 新習志野

創造する会社 日経デザイン 日経ＢＰ社 335ｿ 谷津

英語でプレゼン・スピーチ１５の法則 愛場　吉子 三修社 336ｱ 新習志野

アンガーマネジメント叱り方の教科書　 安藤　俊介 総合科学出版 336ｱ 新習志野

モラル・ハラスメント マリー＝フランス・イルゴイエンヌ 白水社 336ｲ 谷津

入社３年目までの仕事の悩みに、
ビジネス書１００００冊から答えを見つけました 大杉　潤 キノブックス 336ｵ 谷津

改正個人情報保護法がわかる本 太田　雅幸 成美堂出版 336ｶ 東習志野

やさしくわかる給与計算と社会保険事務のしごと
平成２９年度版 北村　庄吾 日本実業出版社 336ｷ17 大久保

簿記のしくみが一番やさしくわかる本　 高下　淳子 日本実業出版社 336ｺ 新習志野

リーダーの基準 清水　勝彦 日経ＢＰ社 336ｼ 谷津

女性のビジネスマナーパーフェクトブック 松本　昌子 ナツメ社 336ｼ 谷津

一発ＯＫが出る資料簡単につくるコツ 下地　寛也 三笠書房 336ｼ 谷津

図解基本ビジネス思考法４５ グロービス ダイヤモンド社 336ｽ 東習志野

ミスが減る！信頼される！仕事の準備の本　 鈴木　真理子 大和書房 336ｽ 藤崎

職場のストレスが消えるコミュニケーションの教科書 武神　健之 きずな出版 336ﾀ 藤崎

「秘書力」で人生を変える！　 田巻　華月 中央経済社 336ﾀ 谷津

人より評価される文章術　 高橋　慈子 宣伝会議 336ﾀ 谷津

闘う敬語 大嶋　利佳 プレジデント社 336ﾀ 谷津

複雑な仕事をシンプルに解決するための
「洞察力」の磨き方 鳥原　隆志 ＷＡＶＥ出版 336ﾄ 谷津

戦略的リスクマネジメントで会社を強くする　 野田　健太郎 中央経済社 336ﾉ 谷津

明日から会社で使える説明力 ひえだ　ともあき 秀和システム 336ﾋ 大久保

社長！その労務管理はアウトです！ 藤本　勉 労働調査会 336ﾌ 新習志野

「数字」が読めると本当に儲かるんですか？ 古屋　悟司 日本実業出版社 336ﾌ 東習志野

瞬間フレームワーク ジェームズ・マクグラス クロスメディア・パブリッシング 336ﾏ 東習志野

３つの視点で会社がわかる「有報」の読み方 新日本有限責任監査法人 中央経済社 336ﾐ 谷津

部下がアスペルガーと思ったとき上司が読む本 宮尾　益知 河出書房新社 336ﾐ 新習志野

頭のいい人の段取り 柳沢　義春 ぱる出版 336ﾔ 谷津

稼ぐ人財のつくり方 山極　毅 日本経済新聞出版社 336ﾔ 谷津

外資系コンサルのビジネス文書作成術 吉澤　準特 東洋経済新報社 336ﾖ 藤崎

日本流イノベーション 吉村　慎吾 ダイヤモンド・ビジネス企画 336ﾖ 谷津

貿易・為替のしくみ 後藤　守孝 中央経済社 338ﾎ 谷津・新習志野

１０代のための仕事図鑑 大泉書店編集部 大泉書店 366ｼ 大久保

請求記号

習志野市立図書館 習志野市立大久保図書館／編 

TEL ０４７（４７５）３２１３ 

ＰＣ版 <https://www.narashino-lib.jp> 

スマートフォン<https://www.narashino-lib.jp/ａ> 

携帯版 <https://m.narashino-lib.jp/m> 

 平成２９年５月受入図書 

【スマートフォ 【携帯電話】 



書名 著者 出版社 所蔵館請求記号

なぜ働くのか バリー・シュワルツ 朝日出版社 366ｼ 谷津

図解わかる労働基準法　２０１７－２０１８年版 荘司　芳樹 新星出版社 366ｼ17 新習志野

仕事のカタログ　２０１８－１９年版 自由国民社 366ｼ18 新習志野

ひとりで闘う労働紛争 橋本　忠治郎 緑風出版 366ﾋ 新習志野

人手不足なのになぜ賃金が上がらないのか　 玄田　有史 慶應義塾大学出版会 366ﾋ 新習志野

これだけは知っておきたい「労働基準法」の基本と常識 吉田　秀子 フォレスト出版 366ﾖ 東習志野

労働者派遣法　 鎌田　耕一 三省堂 366ﾛ 谷津

働く人のメンタルヘルス アドバンテッジ　リスク　マネジメント 日本経済新聞出版社 498ﾊ 谷津

ごめんなさい、もしあなたがちょっとでも行き詰まりを
感じているなら、不便をとり入れてみてはどうですか 川上　浩司 インプレス 501ｶ 東習志野

最新アパレル業界の動向とカラクリがよ～くわかる本 岩崎　剛幸 秀和システム 589ｲ 東習志野

決定版！趣味起業の教科書　 戸田　充広 マガジンランド 673ﾄ 谷津

雑貨店おやつへようこそ トノイケ　ミキ 西日本出版社 673ﾄ 大久保

わかる！イベント・プロデュース　 宮地　克昌 戎光祥出版 674ﾐ 谷津

どうすれば、売れるのか？ 木暮　太一 ダイヤモンド社 675ｺ 谷津

マーケティング基礎読本 日経ＢＰ社 675ﾏ 谷津

最新映画産業の動向とカラクリがよ～くわかる本 中村　恵二 秀和システム 778ｻ 東習志野

ワールド・カフェをやろう 香取　一昭 日本経済新聞出版社 809ｶ 谷津

たった５日間であがり症・話し下手でも「いいスピーチ」ができる 松本　幸夫 現代書林 809ﾏ 谷津

マジ文章書けないんだけど 前田　安正 大和書房 816ﾏ 藤崎
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★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） 
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     ※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。 


