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破壊　新旧激突時代を生き抜く生存戦略 葉村　真樹 ダイヤモンド社 007ﾊ 東習志野

パワー・オブ・ネットワーク
クリストファー・Ｇ．
ブリントン

森北出版 007ﾌ 谷津

地方創生を超えて 小磯　修二 岩波書店 318ﾁ 東習志野
池上彰のマンガでわかる経済学　１
経済のしくみ

池上　彰 日本経済新聞出版社 331ｲ1 大久保

池上彰のマンガでわかる経済学　２
ニュースがわかる

池上　彰 日本経済新聞出版社 331ｲ2 大久保

もう一度学びたい世界経済 丹羽　由一 枻出版社 333ﾓ 新習志野
“社風”の正体 植村　修一 日本経済新聞出版社 335ｳ 新習志野
社長に“もしものこと”があったときの
手続きすべて

ひかりアドバイザー
グループ

清文社 335ｼ 東習志野

ＡＩ時代の企業経営 花村　邦昭 彩流社 335.0ﾊ 大久保
収録を終えて、こんなことを考えた
カンブリア宮殿編集後記

村上　龍 日本経済新聞出版社 335.1ﾑ 大久保

１分で話せ 伊藤　羊一 ＳＢクリエイティブ 336ｲ 谷津
外国人実習・雇用実戦ガイ 佐野　誠 第一法規 336ｶ 東習志野
会計学入門 桜井　久勝 日本経済新聞出版社 336ｻ 谷津
女性の視点で見直す人材育成 中原　淳 ダイヤモンド社 336ｼ 新習志野
たったひと言で変わる！
ほめ言葉マーケティング

田村　直樹 コスモ２１ 336ﾀ 新習志野

一番伝わる説明の順番 田中　耕比古 フォレスト出版 336ﾀ 谷津
テレワーク導入・運用の教科書 日本テレワーク協会 日本法令 336ﾃ 谷津
最高の結果を出すＫＰＩマネジメント 中尾　隆一郎 フォレスト出版 336ﾅ 大久保
これからはじめる在宅勤務制度 毎熊　典子 中央経済社 336ﾏ 新習志野
私のリーダー論　時代を切り開く１０カ条 宮内　義彦 日経ＢＰ社 336ﾐ 谷津
捨てる。　引き算する勇気 やました　ひでこ 幻冬舎 336ﾔ 新習志野
キャッシュレス経済　２１世紀の貨幣論 川野　祐司 文眞堂 338ｶ 新習志野

実践金融データサイエンス
三菱ＵＦＪトラスト
投資工学研究所

日本経済新聞出版社 338ｼ 新習志野

ディープラーニング入門 嶋田　康史 朝倉書店 338ｼ 谷津
最新クレジット／ローン業界の動向と
カラクリがよ～くわかる本

平木　恭一 秀和システム 338ﾋ 東習志野

国税の常識 大淵　博義 税務経理協会 345ｵ 大久保
人間関係境界線（バウンダリー）の
上手な引き方

おのころ　心平 同文舘出版 361ｵ 新習志野

世界が感動する日本の「当たり前」 マンリオ・カデロ 小学館 361ｶ 東習志野
「同一労働同一賃金」はやわかり 北岡　大介 日本経済新聞出版社 366ｷ 谷津
ブラック企業から身を守る！
会社員のための「使える」労働法

今野　晴貴 イースト・プレス 366ｺ 藤崎

資格取り方選び方全ガイド 高橋書店編集部 高橋書店 366ｼ20 新習志野
発達障害の僕が「食える人」に
変わったすごい仕事術

借金玉 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 366ｼ 藤崎

地図とデータで見る女性の
世界ハンドブック

イザベル・アタネ 原書房 367.2ﾁ 大久保

理系女性のライフプラン 丸山　美帆子
メディカル・
サイエンス・
インターナショナル

407ﾘ 谷津

会社や仕事につぶされない
働き方・休み方

茅嶋　康太郎 すばる舎 498ｶ 谷津

感情の問題地図
「で、どう整える？」ストレスだらけ、
モヤモヤばかりの仕事の心理

関屋　裕希 技術評論社 498ｾ 谷津

最新産廃処理の基本と仕組みが
よ～くわかる本

尾上　雅典 秀和システム 519ｵ 東習志野

ディズニー、ＮＡＳＡが認めた遊ぶ鉄工所 山本　昌作 ダイヤモンド社 532ﾔ 藤崎
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ロケットガールの誕生 ナタリア・ホルト 地人書館 538ﾎ 谷津
トコトンやさしい電気の本 山崎　耕造 日刊工業新聞社 540ﾔ 谷津
月を見てパンを焼く
丹波の山奥に５年先まで
予約の取れないパン屋が生まれた理由

塚本　久美 カンゼン 588ﾂ 新習志野

農家が教える軽トラ＆バックホー 農文協 農山漁村文化協会 614ﾉ 谷津
タネはどうなる？！ 山田　正彦 サイゾー 615ﾔ 新習志野
最新ブライダル業界の動向とカラクリが
よ～くわかる本

粂　美奈子 秀和システム 673ｸ 東習志野

売れる販売員の新しい習慣 柴田　昌孝 同文舘出版 673ｼ 新習志野
ＵＰＳＴＡＲＴＳ ブラッド・ストーン 日経ＢＰ社 673ｽ 新習志野
ＩＫＥＡマニアック 森井　ユカ 河出書房新社 673.7ﾓ 大久保
知りたいことが全部わかる！
不動産の教科書

池田　浩一 ソーテック社 673.9ｲ 大久保

けっきょく、よはく。
余白を活かしたデザインレイアウトの本

ｉｎｇｅｃｔａｒ‐ｅ ソシム 674.3ｲ 大久保

＜買わせる＞の心理学 中村　和正
エムディエヌ
コーポレーション

675ﾅ 新習志野

マーケティングの基本 安原　智樹 日本実業出版社 675ﾔ 新習志野
事例でわかる
実戦商品開発マーケティング戦略

佐藤　義典
日本能率協会
マネジメントセンター

675.3ｻ 大久保

すごい物流戦略
アマゾン、ニトリ、ＺＡＲＡ…

角井　亮一 ＰＨＰ研究所 675.4ｶ 大久保

図とイラストで伝わるデザイン グラフィック社 グラフィック社 727ｽ 大久保
顔に魅せられた人生
特殊メイクから現代アートへ

辻　一弘 宝島社 778ﾂ 谷津

トレッキング実践学　　改訂版 高橋　庄太郎 枻出版社 786ﾀ 東習志野
見たまま書くだけ！
宣伝・貼り紙・注意書き６カ国語文例集

看板・掲示板研究会 新星出版社 801ﾐ 谷津

決定版！あがり症克服の教科書 鴨頭　嘉人 かも出版 809ｶ 東習志野
心理学者が教える読ませる技術
聞かせる技術

海保　博之 講談社 816ｶ 谷津

やさしい日本語とやさしい英語で
おもてなし

藤田　玲子 研究社 837ﾌ 谷津
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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月は第２金曜日、１月は４日） 

  ・電算システム更新のための休館（９月２６日～１０月４日） 

  ・年末年始 （１２月２９日～１月３日） 
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