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専門図書館探訪 青柳　英治 勉誠出版 018ｱ 谷津

ひと目でわかるレイアウトの基本。 大里　浩二
エムディエヌコーポレー
ション

021ﾋ 谷津

出版文化と編集者の仕事 大竹　永介 社会評論社 021.4ｵ 中央
ハーバード・スタンフォード流「自分で考える
力」が身につくへんな問題

狩野　みき ＳＢクリエイティブ 141ｶ 新習志野

「面白い」のつくりかた 佐々木　健一 新潮社 141ｻ 東習志野
東大集中力 西岡　壱誠 大和書房 141ﾆ 新習志野
自分をコントロールする力 森口　佑介 講談社 143ﾓ 新習志野
自己肯定感が低い自分と上手につきあう処方 大嶋　信頼 ナツメ社 146ｵ 谷津
私、失敗ばかりなので 内山　聖子 新潮社 159ｳ 谷津
教養としての世界の名言３６５ 佐藤　優 宝島社 159ｷ 藤崎
はじめての会社法 尾崎　哲夫 自由国民社 325ｵ 谷津
国際ビジネス契約の基本・文例・交渉 樋口　一磨 日本加除出版 329.8ﾋ 中央

外国人の法律相談Ｑ＆
第一東京弁護士会
人権擁護委員会
国際人権部会

ぎょうせい 329.9ｶ 中央

全国民が読んだら歴史が変わる
奇跡の経済教室　戦略編

中野　剛志 ベストセラーズ 330ﾅ 新習志野

今さら聞けない！経済のキホンが
２時間で全部頭に入る

吉田　泰史 すばる舎 330ﾖ 谷津

ゲーム理論とマッチング 栗野　盛光 日本経済新聞出版社 331ｸ 谷津
日本経済３０年史 山家　悠紀夫 岩波書店 332.1ﾔ 中央
起業するより会社は買いなさい 高橋　聡 講談社 335ﾀ 藤崎
多国籍企業・グローバル企業と日本経済 小栗　崇資 新日本出版社 335ﾀ 東習志野
ファーストステップ企業法入門 西口　竜司 中央経済社 335ﾆ 中央
ひとり起業の教科書　ゼロから成功 藤原　恭子 ＷＡＶＥ出版 335ﾌ 谷津
社員ゼロ！きちんと稼げる
「１人会社」のはじめ方

山本　憲明 明日香出版社 335ﾔ 藤崎

お客様に好かれる
正しい日本語・敬語の使い方

井上　明美 近代セールス社 336ｲ 東習志野

スタンフォードで学んだ最強の意思決定 籠屋　邦夫 日本経済新聞出版社 336ｺ 新習志野
デキるマネージャーは余計なことをしない 沢渡　あまね 総合法令出版 336ｻ 藤崎
編集思考 佐々木　紀彦 ニューズピックス 336ｻ 藤崎
思考法図鑑 アンド 翔泳社 336ｼ 東習志野
社長、クレーマーから「誠意を見せろ」と
電話がきています

島田　直行 プレジデント社 336ｼ 新習志野

図解不祥事の予防・発見・対応がわかる本 竹内　朗 中央経済社 336ｽ 東習志野
説明の技術見るだけノート 鶴野　充茂 宝島社 336ｾ 新習志野
はじめての経営組織論 高尾　義明 有斐閣 336ﾀ 新習志野
ビジネスを変える１００のブルーオーシャン 日経ＢＰ総研 日経ＢＰ 336ﾋ 谷津
プライバシーマークやるべきこと、
気をつけること

佐藤　飛宇 あさ出版 336.1ﾌ 中央

知識ゼロでも自分でできる！
個人事業の経理と節税

大沢　育郎 ナツメ社 336.9ﾁ 中央

中国金融の実力と日本の戦略 柴田　聡 ＰＨＰ研究所 338ｼ 新習志野
最新中国ビジネス法務の
基本と実務がわかる本

遠藤　誠 秀和システム 338.9ｴ 中央

自分ですらすらできる確定申告の書き方 渡辺　義則 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 345.3ﾜ19 中央
タテ社会と現代日本 中根　千枝 講談社 361ﾅ 新習志野
ほめ下手だから上手くいく 西村　貴好 ユサブル 361ﾆ 藤崎
最新社会保険・労働保険のしくみと手続き 小島　彰 三修社 364.3ｻ 中央
勉強法のキホン 尾崎　智史 ぱる出版 366ｵ 谷津
現場で役立つ！ハラスメントを許さない
現場力と組織力

鈴木　瑞穂 日本経済新聞出版社 366ｽ 新習志野

副業のはじめ方がわかる本 成美堂出版編集部 成美堂出版 366ﾌ 谷津
「同一労働同一賃金」のすべて 水町　勇一郎 有斐閣 366ﾐ 新習志野
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書名 著者 出版社 所蔵館
労働基準法がよくわかる本 下山　智恵子 成美堂出版 366.1ｼ19 中央
できるＧｏｏｇｌｅ　ｆｏｒ　Ｅｄｕｃａｔｉｏｎ
クラウド学習ツール実践ガイド

ストリートスマート インプレス 374ﾃ
新習志野

藤崎
問題解決ができる！
武器としてのデータ活用術

柏木　吉基 翔泳社 417ｶ 新習志野

統計分布を知れば世界が分かる 松下　貢 中央公論新社 417ﾏ 東習志野
心とカラダの正しい休ませ方 日経ＷＯＭＡＮ編集部 日経ＢＰ 495ｺ 藤崎
最新医薬品業界の動向とカラクリが
よ～くわかる本

荒川　博之 秀和システム 499.0ｱ 中央

精密への果てなき道
サイモン・
ウィンチェスター

早川書房 502ｳ 新習志野

発明と技術の百科図鑑 ＤＫ社 原書房 502ﾊ 谷津
世界を変える１００の技術 日経ＢＰ 日経ＢＰ 504ｾ 谷津
ディープテック 丸　幸弘 日経ＢＰ 504ﾏ 藤崎 谷津
ヒューマンエラー 小松原　明哲 丸善出版 509ｺ 東習志野
２０３０中国自動車強国への戦略 湯　進 日本経済新聞出版社 537ﾀ 谷津
ＰＡ入門　基礎が身に付くＰＡの教科書 小瀬　高夫 リットーミュージック 547.3ｺ 中央
初心者からちゃんとしたプロになる
Ｗｅｂデザイン基礎入門

栗谷　幸助
エムディエヌ
コーポレーション

547.4ｼ 中央

最新化学業界の動向とカラクリが
よ～くわかる本

田島　慶三 秀和システム 570.2ﾀ 中央

女子アナの私、普段のワタシ 古谷　有美 双葉社 589ﾌ 藤崎
３８歳からのビジネスコーデ図鑑 森井　良行 日本実業出版社 589.2ﾓ 中央
農業新時代 川内　イオ 文藝春秋 612.1ｶ 中央
あなたのメールは、なぜ相手を怒らせるのか？ 中川路　亜紀 光文社 670ﾅ 谷津
初めてのビジネス英会話 柴田　真一 ＮＨＫ出版 670.9ｼ 中央
英語の決定版 マヤ・バーダマン 朝日新聞出版 670.9ﾊ 中央

ビジネスＥメール・チャットツールの英語表現 松浦　良高
クロスメディア・ラン
ゲージ

670.9ﾏ 中央

「してはいけない」逆説ビジネス学 川田　利明 ワニブックス 673ｶ 谷津
目標をもって人生を面白く生きる 炭谷　久雄 プラチナ出版 673ｽ 新習志野
アマゾンで学んだ！伝え方はストーリーが９割 小西　みさを 宝島社 674ｺ 東習志野

僕らはＳＮＳでモノを買う 飯高　悠太
ディスカヴァー・トゥエン
ティワン

675ｲ 藤崎

売れるしくみをつくるマーケットリサーチ大全 菅原　大介 明日香出版社 675ｽ 新習志野
アイデア量産の思考法 松本　健太郎 大和書房 675ﾏ 新習志野
なぜ「つい買ってしまう」のか？ 松本　健太郎 光文社 675ﾏ 中央

ウーバーランド
アレックス・ローゼンブ
ラット

青土社 685ﾛ 谷津

ジャル・フライト・ストーリーズ イカロス出版 687ｼ 谷津
スマホ使いこなしてる？ こいし　ゆうか マガジンハウス 694ｺ 谷津
アート思考 秋元　雄史 プレジデント社 704ｱ 藤崎
英文サインのデザイン 小林　章 ビー・エヌ・エヌ新社 727ｺ 新習志野
魅せる江戸文字三体字典 福島　栄峰 学研プラス 727ﾌ 藤崎
特殊印刷・加工事典 フレア ＳＢクリエイティブ 749.7ﾄ 中央
栗山ノート 栗山　英樹 光文社 783ｸ 藤崎
英語でガイドする日本
海外ゲストが行きたい西日本の名所

松本　美江 ジャパンタイムズ出版 837ﾏ 谷津

英語でガイドする日本
海外ゲストが行きたい東日本の名所

松本　美江 ジャパンタイムズ出版 837ﾏ 谷津
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★中央図書館　　　　　  　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

※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☆

中央図書館

・火～日 午前９時～午後８時

中央図書館以外の館

・火～日 午前９時～午後５時

＊中央図書館以外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）

・年末年始

・蔵書点検のための休館

・図書整理日 各月の第１金曜日（中央図書館以外の館のみ）
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