
書名 著者 出版社 所蔵館

１億稼ぐ人の「超」メモ術　 市村　洋文 プレジデント社 002ｲ 谷津

仕事に役立つ専門紙・業界紙　 吉井　潤 青弓社 070ﾖ 大久保

会社法　 岡　伸浩 弘文堂 325ｵ 新習志野

ケース別株式会社・有限会社の役員変更登記の手続 永渕　圭一 日本法令 325ﾅ 新習志野

会社に入る前に知っておきたいこれだけ経済学　 坪井　賢一 ダイヤモンド社 330ﾂ 新習志野

中高の教科書でわかる経済学　ミクロ篇 菅原　晃 河出書房新社 331ｽ 東習志野

入門書を読む前の経済学入門 中矢　俊博 同文舘出版 331ﾅ 谷津・東習志野

新しい働き方と暮らし方 枻出版社 335ｱ 新習志野

会社を辞めずに朝晩３０分からはじめる起業　 新井　一 明日香出版社 335ｱ 藤崎

１からのアントレプレナーシップ　 山田　幸三 碩学舎 335ｲ 新習志野

ママ起業家これだけ知っておけば十分 岡　京子 セルバ出版 335ｵ 新習志野

一生モノのキャリアを身に付けよう 垣畑　光哉 ダイヤモンド社 335ｶ 新習志野

事業承継が０からわかる本　 半田　道 中央経済社 335ﾊ 谷津

メディアをつくって社会をデザインする仕事 大塚　泰造 ナカニシヤ出版 335ﾒ 新習志野

部下に残業をさせない課長が密かにやっていること　 麻野　進 ぱる出版 336ｱ 新習志野

週４正社員のススメ 安中　繁 産労総合研究所出版部経営書院 336ｱ 新習志野

あの会社に問題社員がいない理由（わけ） 相川　泰一 第一法規 336ｱ 新習志野

「やりがいのある仕事」と「働きがいのある職場」 伊藤　健市 晃洋書房 336ｲ 新習志野

経営課題の解決に向けたフレームワーク活用 海野　進 三恵社 336ｳ 新習志野

Ｑ＆Ａで理解する！個人情報の取扱いと保護 遠藤　信一郎 清文社 336ｴ 東習志野

部長の仕事術 川井　隆史 明日香出版社 336ｶ 谷津

一流のプロ講師が実践している話し方 加藤　恵美 あさ出版 336ｶ 谷津

管理会計・入門 浅田　孝幸 有斐閣 336ｶ 大久保

知っトク！敬語ＢＯＯＫ 唐沢　明 世界文化社 336ｶ 谷津

はじめての賃金管理１００問１００答 黒川　勇二 明日香出版社 336ｸ 新習志野

公認会計士の仕事図鑑 高橋　知寿 中央経済社 336ｺ 新習志野

ＳＰＲＩＮＴ最速仕事術 ジェイク・ナップ ダイヤモンド社 336ｽ 大久保

税理士の仕事図鑑 木村　聡子 中央経済社 336ｾ 新習志野

人を活かすマネジメント 高坂　亮伍 三恵社 336ﾀ 新習志野

人事評価制度だけで利益が３割上がる！ 高橋　恭介 きこ書房 336ﾀ 新習志野

なぜ、残業はなくならないのか 常見　陽平 祥伝社 336ﾂ 新習志野

オンリーワン差別化戦略 ウィリアム　Ｃ．テイラー ダイヤモンド社 336ﾃ 新習志野

新人の「？」を解決するビジネスマナーＱ＆Ａ１００ 利重　牧子 同文舘出版 336ﾄ 新習志野

一流マネジャーの仕事の哲学 西岡　郁夫 日経ＢＰ社 336ﾆ 東習志野

入社１年目で差がつく社会人の常識とマナー 直井　みずほ ナツメ社 336ﾆ 新習志野

ブリッジング　創造的チームの仕事術　 広瀬　郁 日経ＢＰ社 336ﾋ 谷津

マネジャーのロジカルな対話術 日沖　健 すばる舎 336ﾋ 谷津

ビジネスのアイデアがどんどん出てくる本 日経ＢＰ社 336ﾋ 新習志野
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数学的コミュニケーション入門 深沢　真太郎 幻冬舎 336ﾌ 新習志野

Ｑ＆Ａ経理担当者のための税務知識のポイント 松田　修 清文社 336ﾏ 新習志野

誰とでも仲良くなれる敬語の使い方　 松岡　友子 明日香出版社 336ﾏ 谷津

ミス・失敗がこわくなくなるビジネス文書　 日本能率協会マネジメントセンター 336ﾐ 谷津

「もう心が折れそう！」というときすぐ効く仕事のコツ大全 トキオ・ナレッジ ＰＨＰ研究所 336ﾓ 新習志野

会計の基礎ハンドブック　 柳田　仁 創成社 336ﾔ 新習志野

金融業界の仕事図鑑 加藤　孝治 中央経済社 338ｷ 新習志野

図解わかる会社をやめるときの手続きのすべて　 中尾　幸村 新星出版社 364ﾅ17 新習志野

ＡＳＤ＜アスペルガー症候群＞、ＡＤＨＤ、ＬＤ職場の発達障害 宮尾　益知 河出書房新社 366ｴ 東習志野

働けるうちは働きたい人のためのキャリアの教科書　 木村　勝 朝日新聞出版 366ｷ 新習志野

おさえておきたいパワハラ裁判例８５　 君嶋　護男 労働調査会 366ｷ 新習志野

転職に向いている人転職してはいけない人　 黒田　真行 日本経済新聞出版社 366ｸ 新習志野

ちょっとしたことでうまくいく発達障害の人が上手に働くための本　 對馬　陽一郎 翔泳社 366ﾂ 谷津

仕事と介護両立ハンドブック 新田　香織 日本生産性本部生産性労働情報センター 366ﾆ 新習志野

言語聴覚士になるには 中島　匡子 ぺりかん社 498ﾅ 大久保・新習志野

職場で出会うユニーク・パーソン 原　雄二郎 誠信書房 498ﾊ 藤崎

保健師・養護教諭になるには 山崎　京子 ぺりかん社 498ﾎ 大久保・新習志野

ビジネスという勝負の場は一瞬、しかも服で決まる　 木暮　桂子 ダイヤモンド社 589ｷ 東習志野

キャッチコピーの教科書 さわらぎ　寛子 すばる舎 674ｻ 藤崎

ＰＯＰ１年生 山口　茂 商業界 674ﾔ 谷津

アナリストが教えるリサーチの教科書 高辻　成彦 ダイヤモンド社 675ﾀ 谷津

インタビュー　 木村　俊介 ミシマ社 809ｷ 大久保

★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。 


