
書名 著者 出版社 所蔵館

契約書式の作成全集　［２０１７］ 自由国民社 324ｹ17 新習志野・藤崎

ビジネス契約書の読み方・書き方・直し方 長瀬　佑志 日本能率協会マネジメントセンター 324ﾋ 新習志野

辞典ではわからないビジネスパーソンのための
経済・金融英単語の使い方事典 ケリー伊藤 三修社 330ｲ 新習志野

ＡＩ時代に生き残る企業、淘汰される企業 加谷　珪一 宝島社 330ｶ 新習志野

入門不正調査Ｑ＆Ａ 不正調査研究会 清文社 335ﾆ 新習志野

あの会社はこうして潰れた 藤森　徹 日本経済新聞出版社 335ﾌ 谷津

「いまの説明、わかりやすいね！」と言われるコツ 浅田　すぐる サンマーク出版 336ｱ 谷津

課長の心得　 安部　哲也 総合法令出版 336ｱ 新習志野

新規事業ワークブック　 石川　明 総合法令出版 336ｲ 新習志野

粉飾発見に役立つやさしい決算書の読み方 井端　和男 税務経理協会 336ｲ 新習志野

経営計画策定・実行の教科書　 内海　康文 あさ出版 336ｳ 新習志野

カイシャの３バカ 榎本　博明 朝日新聞出版 336ｴ 東習志野

有期労働契約の無期転換がわかる本 岡田　良則 自由国民社 336ｵ 谷津

上司が放っておいても自ら動いて
成果を出す部下の育て方

越智　昌彦 セルバ出版 336ｵ 新習志野

外国人雇用のトラブル相談Ｑ＆Ａ 本間　邦弘 民事法研究会 336ｶ 新習志野

すごい効率化 金川　顕教 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 336ｶ 藤崎

改正個人情報保護法対応ブック 影島　広泰 ぎょうせい 336ｶ 新習志野

管理会計入門 加登　豊 日本経済新聞出版社 336ｶ 谷津

ＨＩＧＨ　ＯＵＴＰＵＴ　ＭＡＮＡＧＥＭＥＮＴ アンドリュー・Ｓ．グローブ 日経ＢＰ社 336ｸ 大久保

激わかる！実例つきビジネス統計学　 石井　俊全 実業之日本社 336ｹ 新習志野

これだけは知っておきたい
「プレゼンテーション」の基本と常識

ザ・アール フォレスト出版 336ｺ 新習志野

ドラッカー『現代の経営』が教える
「マネジメントの基本指針」

坂本　和一 東信堂 336ｻ 新習志野

仕事の問題地図 沢渡　あまね 技術評論社 336ｻ 新習志野

すぐ身につけたい大人の言葉づかいＢＯＯＫ　 三上　ナナエ 成美堂出版 336ｽ 新習志野

ストーリーとＱ＆Ａで学ぶ改正個人情報保護法 関原　秀行 日本加除出版 336ｾ 新習志野

セキュリティ事故対応最強の指南書 日経ＮＥＴＷＯＲＫ 日経ＢＰ社 336ｾ 新習志野

ルール・オブ・スリー「やるべきこと」は、ここまで絞れ　 高田　圭悟 三笠書房 336ﾀ 新習志野

図解いちばんよくわかる最新個人情報保護法　 辻畑　泰喬 日本実業出版社 336ﾂ 新習志野

やわらかロジカルな話し方 富樫　佳織 クロスメディア・パブリッシング 336ﾄ 新習志野

Ｇｏｏｇｌｅ流資料作成術　 コール・ヌッスバウマー・ナフリック 日本実業出版社 336ﾅ 東習志野

大学を出て仕事もせずにダメだった僕を
生かしたリクルートの組織風土

長崎　哲也 カナリアコミュニケーションズ 336ﾅ 谷津

会社では教えてもらえない
仕事がデキる人の資料作成のキホン

永田　豊志 すばる舎 336ﾅ 新習志野

ヤバい決算書　 長谷川　正人 日本経済新聞出版社 336ﾊ 新習志野

人事の仕事と法律 廣石　忠司 中央経済社 336ﾋ 新習志野
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書名 著者 出版社 所蔵館請求記号

３０００億円の事業を生み出す
「ビジネスプロデュース」成功への道

三宅　孝之（経営管理） ＰＨＰ研究所 336ﾐ 谷津

リーダーに強さはいらない 三城　雄児 あさ出版 336ﾐ 新習志野

リーダーの一流、二流、三流　 吉田　幸弘 明日香出版社 336ﾖ 新習志野

最新証券業界の動向とカラクリがよ～くわかる本 秋山　謙一郎 秀和システム 338ｱ 東習志野

アルバイト・パートのトラブル相談Ｑ＆Ａ 岩出　誠 民事法研究会 366ｱ 新習志野

同一労働同一賃金の衝撃 山田　久 日本経済新聞出版社 366ﾔ 新習志野

保育の仕事がわかる本 田代　和美 日本実業出版社 376ﾀ 新習志野

トレーニングという仕事 志村　博 東海大学出版部 480ｼ 谷津

最新健康ビジネス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 498ｶ 東習志野

基礎からはじめる職場のメンタルヘルス 川上　憲人 大修館書店 498ｶ 谷津

義肢装具士になるには 益田　美樹 ぺりかん社 498ﾏ 新習志野・大久保

そのまま使える基本のビジネス英語　書く　 デイビッド・セイン ジャパンタイムズ 670ｾ 谷津

そのまま使える基本のビジネス英語　話す　 デイビッド・セイン ジャパンタイムズ 670ｾ 谷津

リクルートのすごい構“創”力 杉田　浩章 日本経済新聞出版社 673ｽ 東習志野

奇跡の営業所 森川　滋之 かんき出版 673ﾓ 谷津

顧客をしっかり囲い込む！
小さな会社の販売チャネル戦略

佐藤　和明 マイナビ出版 675ｻ 谷津

１４歳からのマーケティング　 中野　明 総合法令出版 675ﾅ 谷津

よくわかる現代マーケティング 陶山　計介 ミネルヴァ書房 675ﾖ 新習志野

最新通信業界の動向とカラクリがよくわかる本 中野　明 秀和システム 694ﾅ 東習志野

最新アニメ業界の動向とカラクリがよ～くわかる本 谷口　功 秀和システム 778ﾀ 東習志野
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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。 


