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分野 書名 巻次 著者 出版者 資料コード 請求記号１ 請求記号２
貸出できないものには、
「館内」とかいてあります。

既卒・フリーターの就職一発逆転の法則 秋庭洋／著 新人物往来社 1016031567 366.2 ｱｷﾊ 　
就活先生 竹中紳一／著 新潮社 1015997123 336.4 ﾀｹﾅ 　
地アタマを鍛えるスゴイ就職試験 盛田珠実／著 講談社 1015997131 336.4 ﾓﾘﾀ 　
１０年後に後悔しない転職の条件 佐藤文男／著 経済界 1016002253 366.2 ｻﾄｳ 　
青年海外協力隊員になるには 横山和子／著 ぺりかん社 1016004374 333.8 ﾖｺﾔ 　
ＬＩＦＥＷＯＲＫ 小倉崇／著 祥伝社 1016081331 366.2 ｵｸﾗ 　
「働く」の教科書 全日本手をつなぐ育成会／編 中央法規出版 1016027748 366.2 ｾﾝﾆ 　
自衛官になるには 山中伊知郎／著 ぺりかん社 1016005272 392.1 ﾔﾏﾅ 　
看護師 近藤隆雄／著 新水社 1016026443 498.1 ｶﾝｺ 　

これから目指す人・働く人のための看護の仕
事がわかる本

菱沼典子／編著 日本実業出版社 1016081323 498.1 ｺﾚｶ 　

継続は力なり
土木学会教育企画・人材育成委
員会ダイバー

土木学会 1016031781 510.9 ﾄﾎｸ 　

絵師募集！ アンジー／編 東京書籍 1016080093 726.5 ｱﾝｼ 　
公務員試験オールガイド ２０１４年度版 資格試験研究会／編 実務教育出版 1016031708 317.4 ｼｶｸ 　
弁理士試験への招待 伊藤貴子／著 法学書院 1016021683 507.2 ﾍﾝﾘ 　
プロが教える技術士試験合格ガイドブック 「資格の広場」ＪＥＳ／編著 弘文社 1016027870 507.3 ﾆﾎﾝ 　
はじめて学ぶ土木施工管理技術検定Ｑ＆Ａ 國澤正和／共著 弘文社 1016027979 510.7 ｸﾆｻ 　
放射線取扱の基礎 日本アイソトープ協会／編 日本アイソトープ協会 1016029124 539.6 ﾆﾎﾝ 　
電験三種合格一直線法規 菅原秀雄／著 オーム社 1016022301 540.7 ｽｶﾊ 　
不格好経営 南場智子／著 日本経済新聞出版社 1016081307 7.3 ﾅﾝﾊ 　
波乱万丈、進行中 嶋康晃／著 ダイヤモンド社 1015997156 289.1 ｱｾﾓ 　
戦略分析ケースブック ｖｏｌ．２ 沼上幹／著 東洋経済新報社 1016027987 336.1 ﾋﾄﾂ 　

復活を使命にした経営者 ダイヤモンド・ビジネス企画／編
ダイヤモンド・ビジネス
企画

1016081315 499 ﾀｲﾔ 　

名古屋　ものづくり宣言！ 東洋経済新報社 1016025650 509.2 ﾅｺﾔ 　
津波避難タワー 藤原充弘／著 日中言語文化出版社 1016025981 519.9 ﾌｼﾜ 　
大いなる信念の先に 鶴蒔靖夫／著 ＩＮ通信社 1018539195 535.8 ﾂﾙﾏ 　
日本の電機産業 泉田良輔／著 日本経済新聞出版社 1016002261 542 ｲｽﾐ 　
アップル驚異のエクスペリエンス カーマイン・ガロ／著 日経ＢＰ社 1016031922 548.2 ｶﾛ 　

なぜサムスンの社員は一流大卒でなくてもす
ごいのか？

ペ・ドクサン／〔著〕 東洋経済新報社 1015997149 549 ﾍ 　

取締役会９時１５分 森脇亜人／著 勁草書房 1016004382 564 ﾓﾘﾜ 　
小田切新太郎社長の器 金児昭／著 イースト・プレス 1016029884 570.9 ｵﾀｷ 　

部下の心を１分で動かすマネジメントレターの
秘密

岩田松雄／著 角川書店 1016081299 576.7 ｲﾜﾀ 　

アイリスオーヤマ一目瞭然の経営術 三田村蕗子／著 東洋経済新報社 1016023358 578.4 ﾐﾀﾑ 　
ロッテ際限なき成長の秘密 ハ・ジヘ／著 実業之日本社 1016022319 588 ﾊ 　
情熱商人 安田隆夫／著 商業界 1015998261 673.7 ﾔｽﾀ 　
ローソンの告白 財部誠一／著 ＰＨＰ研究所 1016031575 673.8 ﾀｶﾗ 　
個を動かす 池田信太朗／著 日経ＢＰ社 1016023424 673.8 ﾆｲﾅ 　
俺のイタリアン、俺のフレンチ 坂本孝／著 商業界 1016031559 673.9 ｻｶﾓ 　
クロネコヤマト「個を生かす」仕事論 瀬戸薫／著 三笠書房 1015998253 685.9 ｾﾄ 　

ＩＴソリューション企業総覧 ２０１３年度版
日刊工業出版プロダクション／
編

日刊工業新聞社 1018537413 007.3 ﾆﾂｶ 「館内」

就職・転職

職業

資格

企業研究

会社年鑑
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中経企業年鑑 ２０１３ 中部経済新聞社 1016023721 59.1 ﾁﾕｳ 「館内」
海外進出企業総覧 ２０１３　国別編 東洋経済／編 東洋経済新報社 1016024679 335 ｶ 「館内」
海外進出企業総覧 ２０１３　会社別編 東洋経済／編 東洋経済新報社 1016027268 335 ｶ 「館内」
食糧年鑑 ２０１３年度版　〔１〕 日本食糧新聞社 1016025031 611 S33 「館内」
食糧年鑑 ２０１３年度版　〔２〕 日本食糧新聞社 1016025049 611 S33 「館内」
通信販売年鑑 ２０１２年版 通販新聞社／編 宏文出版 1018535268 673.3 ﾂｳｼ 「館内」

業界動向 日経業界地図
２０１３－２０１４　関
西編

日本経済新聞社／編 日本経済新聞出版社 1016027169 335.5 ﾆﾎﾝ 　

宗教年鑑 平成２４年版 文化庁／編 ぎょうせい 1016031229 160.5 S 「館内」
都市データパック ２０１３年版 東洋経済新報社 1016030445 318 ﾄ 「館内」

国民経済計算年報 平成２５年版
内閣府経済社会総合研究所国
民経済計算部／

メディアランド 1016031328 331 K9 「館内」

政府開発援助（ＯＤＡ）国別データブック ２０１２ 外務省国際協力局／編 ［外務省］ 1018535250 333.8 ｶｲﾑ 「館内」
消費者物価指数年報 平成２４年 総務省統計局／編 総務省統計局 1018538312 337 S3 「館内」
物価指数年報 ２０１３年 日本銀行調査統計局／〔編〕 サンパートナーズ 1016030783 337.8 ﾆ 「館内」

自動車保険の概況 平成２４年度
損害保険料率算出機
構

1018535235 339 Z 「館内」

国税庁統計年報書
第１３６回（平成２２
年度版）

国税庁／編 大蔵財務協会 1018535276 345 K5 「館内」

世界の統計 ２０１３年版 総務省統計局／編 総務省統計局 1018535128 350 K3 「館内」
日本国勢図会 ２０１３／１４年版 矢野恒太記念会／編 矢野恒太記念会 1016028829 351 N 「館内」
日本の統計 ２０１３年版 総務省統計研修所／編 総務省統計局 1018535110 351 S6 「館内」
数字でみる日本の１００年 矢野恒太記念会／編 矢野恒太記念会 1016028399 351 S9 「館内」
ヨーロッパ統計年鑑 ２０１１ ヨーロッパ連合／編 柊風舎 1016024554 353 ﾖﾛﾂ 「館内」

人口動態統計 平成２３年　上巻
厚生労働省大臣官房統計情報
部／編

厚生労働統計協会 1016022814 358 K 「館内」

人口動態統計 平成２３年　中巻
厚生労働省大臣官房統計情報
部／編

厚生労働統計協会 1016022822 358 K 「館内」

人口動態統計 平成２３年　下巻
厚生労働省大臣官房統計情報
部／編

厚生労働統計協会 1016022830 358 K 「館内」

我が国人口・世帯の概観 総務省統計局／編 総務省統計局 1018536316 358 S 「館内」

国勢調査報告
平成２２年　第４巻
その１

総務省統計局／編 総務省統計局 1018539617 358 S 「館内」

国勢調査報告
平成２２年　第４巻
その２　１

総務省統計局／編 総務省統計局 1018539625 358 S 「館内」

国勢調査報告
平成２２年　第４巻
その２　２

総務省統計局／編 総務省統計局 1018539633 358 S 「館内」

国勢調査報告
平成２２年　第４巻
その２　３

総務省統計局／編 総務省統計局 1018539641 358 S 「館内」

国勢調査報告
平成２２年　第４巻
その２　４

総務省統計局／編 総務省統計局 1018539658 358 S 「館内」

国勢調査報告
平成２２年　第４巻
その２　５

総務省統計局／編 総務省統計局 1018539666 358 S 「館内」

国勢調査報告
平成２２年　第４巻
その２　６

総務省統計局／編 総務省統計局 1018539674 358 S 「館内」

国勢調査報告
平成２２年　第４巻
その２　７

総務省統計局／編 総務省統計局 1018539682 358 S 「館内」

会社年鑑

統計
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国勢調査報告
平成２２年　第４巻
その２　８

総務省統計局／編 総務省統計局 1018539690 358 S 「館内」

国勢調査報告
平成２２年　第４巻
その２　９

総務省統計局／編 総務省統計局 1018539708 358 S 「館内」

国勢調査報告
平成２２年　第４巻
その２　１０

総務省統計局／編 総務省統計局 1018539716 358 S 「館内」

国勢調査報告
平成２２年　第４巻
その２　１１

総務省統計局／編 総務省統計局 1018539724 358 S 「館内」

国勢調査報告
平成２２年　第４巻
その２　１２

総務省統計局／編 総務省統計局 1018539732 358 S 「館内」

国際連合世界人口年鑑 ｖｏｌ．６２（２０１１） 国際連合統計局／編 原書房 1016024547 358 S4 「館内」

全国世論調査の現況 平成２４年版
内閣府大臣官房政府広報室／
編

内閣府大臣官房政府
広報室

1018538338 361 N7 「館内」

社会保障統計年報 平成２５年版
国立社会保障・人口問題研究所
／編

法研 1016022780 364 ｿ 「館内」

社会生活基本調査報告 平成２３年　第１巻 総務省統計局／編 総務省統計局 1018539740 365 S 「館内」
社会生活基本調査報告 平成２３年　第２巻 総務省統計局／編 総務省統計局 1018539757 365 S 「館内」
社会生活基本調査報告 平成２３年　第３巻 総務省統計局／編 総務省統計局 1018539765 365 S 「館内」
社会生活基本調査報告 平成２３年　第４巻 総務省統計局／編 総務省統計局 1018539773 365 S 「館内」
社会生活基本調査報告 平成２３年　第５巻 総務省統計局／編 総務省統計局 1018539781 365 S 「館内」
社会生活基本調査報告 平成２３年　第６巻 総務省統計局／編 総務省統計局 1018539799 365 S 「館内」
食生活データ総合統計年報 ２０１３年版 三冬社編集部／編集・制作 三冬社 1016024190 365.5 ｾｲｶ 「館内」

労働統計要覧 平成２４年度
厚生労働省大臣官房統計情報
部／編

蔦友印刷 1016029397 366 R2 「館内」

データブック国際労働比較 ２０１３年版 労働政策研究・研修機構／編
労働政策研究・研修機
構

1016031880 366 ﾆﾎﾝ 「館内」

経団連賃金総覧 ２０１３年版 経団連事務局／編 経団連出版 1016022699 366.4 ﾆﾂｹ 「館内」
最低賃金決定要覧 平成２５年度版 労働調査会出版局／編 労働調査会 1016024539 366.4 ﾛ 「館内」
東日本大震災被災市町村のすがた 衞藤英達／著 日本統計協会 1016031872 369.3 ｴﾄｳ 　

学校保健統計調査報告書 平成２４年度
文部科学省生涯学習政策局調
査企画課／〔著

文部科学省 1018536324 374 M2 「館内」

自衛隊年鑑 ２０１３年版 防衛日報社 1016027201 392.1 ｼ 「館内」

患者調査
平成２３年　上巻（全
国編）

厚生労働省大臣官房統計情報
部／編

厚生労働統計協会 1016024562 498 K5 「館内」

患者調査
平成２３年　下巻（都
道府県・二次医療圏
編

厚生労働省大臣官房統計情報
部／編

厚生労働統計協会 1016024570 498 K5 「館内」

厚生統計要覧 平成２４年度
厚生労働省大臣官房統計情報
部／編

厚生労働統計協会 1016024588 498 ｺｳｾ 「館内」

建築統計年報 平成２４年度版
国土交通省総合政策
局情報政策課建設統
計室

1018535243 520.5 ｹﾝﾁ 「館内」

農林水産省統計表
第８７次（平成２３年
～２４年）

農林水産省大臣官房統計部／
編

農林水産省大臣官房
統計部

1018535227 605 N2 「館内」

農業構造動態調査報告書 平成２４年
農林水産省大臣官房統計部／
編

農林水産省大臣官房
統計部

1018535201 610.5 ﾉ 「館内」

統計
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米及び麦類の生産費 平成２３年産
農林水産省大臣官房統計部／
編

農林水産省大臣官房
統計部

1018535185 611 N 　

食料需給表 平成２３年度
農林水産省大臣官房食料安全
保障課／編

農林統計協会 1016026690 611.3 ｼ 「館内」

農作物災害種類別被害統計 平成２４年
農林水産省大臣官房統計部／
編

農林水産省大臣官房
統計部

1018535219 615.8 ﾉｳｻ 「館内」

工芸農作物等の生産費 平成２３年産
農林水産省大臣官房統計部／
編

農林水産省大臣官房
統計部

1018535193 617 ﾉｳﾘ 「館内」

青果物卸売市場調査報告 平成２３年
農林水産省大臣官房統計部／
編

農林水産省大臣官房
統計部

1018535144 621 N 「館内」

畜産統計 平成２４年
農林水産省大臣官房統計部／
編

農林水産省大臣官房
統計部

1018535177 640.5 ﾁ 「館内」

畜産物流通統計 平成２３年
農林水産省大臣官房統計部／
編

農林水産省大臣官房
統計部

1018535169 641.4 ﾉｳﾘ 「館内」

牛乳乳製品統計 平成２３年
農林水産省大臣官房統計部／
編

農林水産省大臣官房
統計部

1018535151 648.1 ﾉｳﾘ 　

漁業経営調査報告 平成２３年
農林水産省大臣官房統計部／
編

農林水産省大臣官房
統計部

1018535136 660.5 ﾉｳﾘ 「館内」

世界各国間貿易統計年報 ２０１３年版 オムニ情報開発 1016025015 678.9 ｾｶｲ 「館内」
都市交通年報 平成２３年版 運輸政策研究機構／編 運輸政策研究機構 1016031336 681.8 ﾄ 「館内」
鉄道統計年報 平成２２年度 国土交通省鉄道局／監修 電気車研究会 1016024687 686 ﾃﾂﾄ 「館内」
ＮＨＫデータブック世界の放送 ２０１３ ＮＨＫ放送文化研究所／編 ＮＨＫ出版 1018535474 699.2 ﾆﾎﾝ 「館内」
白書の白書 ２０１３年版 木本書店・編集部／編 木本書店 1016025023 317 ﾊ 「館内」
法テラス白書 平成２３年度版 日本司法支援センター／編著 日本司法支援センター 1018537405 327.1 ﾆﾎﾝ 「館内」

財産白書 ２０１２
青山財産ネットワーク
ス

1018539823 338.1 ｻｲｻ 「館内」

地方財政白書 平成２５年版 総務省／編 日経印刷 1016024521 349 Z 「館内」
住宅白書 ２０１１－２０１３ 日本住宅会議／編 ドメス出版 1016031252 365.3 ｼ 「館内」
世界の厚生労働 ２０１３ 厚生労働省／編 正陽文庫 1016022772 366 ﾛ 「館内」

海洋白書 ２０１３
海洋政策研究財団（シップ・アン
ド・オーシ

海洋政策研究財団 1018539815 452 ｼﾂﾌ 「館内」

海上保安レポート ２０１３ 海上保安庁／編 日経印刷 1018539807 557.8 ｶ 「館内」

白書

統計


