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世界一わかりやすい業界と会社を選ぶ本 ’１５ イノウ／編著 自由国民社 1016039826 336.4 ｲﾉｳ 　
世界一わかりやすい業界と職種がわかる本 ’１５ イノウ／編著 自由国民社 1016039834 336.4 ｲﾉｳ 　
こう動く！就職活動オールガイド ’１５年版 高嶌悠人／監修 成美堂出版 1016040220 336.4 ｺｳｳ 　
自分で動く就職 ２０１４年版 雇用開発センター／編 雇用開発センター 1016039800 336.4 ｺﾖｳ 　
ホンネの女子就活 ２０１５年度版 女子就活ネット／編 実務教育出版 1016037721 336.4 ｼﾖｼ 　
大逆転の就活攻略法 高田晃一／著 同文舘出版 1016100974 336.4 ﾀｶﾀ 　

就職四季報
中堅・中小企業版
２０１４年版

東洋経済新報社／編 東洋経済新報社 1016038141 336.4 ﾄｳﾖ 　

「就活」サポートブック
東洋大学総合情報学部「キャリ
アデザイン」

同文舘出版 1016100966 336.4 ﾄｳﾖ 　

業界＆職種研究ガイド 〔２０１５年度版〕 マイナビ編集部／編著 マイナビ 1016038273 336.4 ﾏｲﾅ 　

親も必読！間違いだらけの就活！ 毎日新聞キャンパる編集部／編 毎日新聞社 1016038075 336.4 ﾏｲﾆ 　

選ばれる人材になるための職業能力基礎講
座

五日市文雄／著 日経ＢＰ社 1016039818 366.2 ｲﾂｶ 　

最新最強の履歴書・職務経歴書 ’１５年版 矢島雅己／監修 成美堂出版 1016039859 366.2 ｻｲｼ 　

会ってみたくなる履歴書・職歴書と添付手紙
の書き方

’１５年版 福沢恵子／著 成美堂出版 1016039842 366.2 ﾌｸｻ 　

セカ就！ 森山たつを／著 朝日出版社 1016039867 366.2 ﾓﾘﾔ 　
就活女子 ツカダマモル／編著 ナカニシヤ出版 1016039875 377.9 ｼﾕｳ 　

これからを生き抜くデザインのチカラ 日本経済新聞出版社 1016036723 501.8 ｺﾚｶ 　

クリ活 井本善之／編著 宣伝会議 1016088963 674 ｸﾘｶ 　

行政書士の「お仕事」と「正体」がよ～くわかる
本

石下貴大／著 秀和システム 1016100941 327.1 ｲｼｹ 　

ユニクロ監査役が書いた伸びる会社をつくる
起業の教科書

安本隆晴／著 ダイヤモンド社 1016102491 335 ﾔｽﾓ 　

社会起業家になるには 籏智優子／著 ぺりかん社 1016102509 335.8 ﾊﾀﾁ 　

「秘書の仕事」がよくわかる引き継ぎノート
日本国際秘書学会秘書事例研
究会／著

中経出版 1016100958 336.5 ﾆﾎﾝ 　

中小企業診断士 幸本陽平／著 新水社 1016103994 336.8 ｺｳﾓ 　
自衛官への道 平成２５年版 防衛協力会／編 成山堂書店 1016041608 392.1 ｼ 　
プロ直伝！職業作曲家への道 山口哲一／監修 リットーミュージック 1016090621 761.8 ﾌﾛｼ 　
国家試験カタログ ２０１４－２０１５年版 自由国民社 1016039776 317.4 ｺﾂｶ 　
資格取り方選び方全ガイド ２０１５年版 高橋書店編集部／編 高橋書店 1016039784 317.4 ﾀｶﾊ 　

手話技能検定公式テキスト ５・６・７級 ＮＰＯ手話技能検定協会／著
日本能率協会マネジメ
ントセンター

1016042143 378.2 ｼﾕﾜ 　

士業＆資格取得者のための資格起業ＢＩＢＬＥ 横須賀てるひさ／著 技術評論社 1016039792 673 ﾖｺｽ 　
新川崎元気企業 川崎市産業振興財団／編 神奈川新聞社 1016102541 335.2 ｶﾜｻ 　
大阪の注目２０社 米田真理子／著 ダイヤモンド社 1016102558 335.2 ｺﾒﾀ 　
ナンバーワン企業の成功のしくみ コマツ／監修 幻冬舎 1016098947 335.2 ﾅﾝﾊ 　
ナンバーワン企業の儲けるしくみ ヤマト運輸株式会社／監修 幻冬舎 1016098954 335.2 ﾅﾝﾊ 　
トヨタが「現場」でずっとくり返してきた言葉 若松義人／著 ＰＨＰ研究所 1016083758 509.6 ﾜｶﾏ 　

究める力 藤井裕幸／著
ダイヤモンド・ビジネス
企画

1016086330 532.6 ﾌｼｲ 　

就職・転職

職業

資格

企業研究
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トヨタの育て方 ＯＪＴソリューションズ／著 中経出版 1016104000 537 ｵｼｴ 　

強い現場の誕生 小池和男／著 日本経済新聞出版社 1016083766 537 ｺｲｹ 　

世界シェアＮｏ．１を獲得した顧客戦略 莫邦富／著 中経出版 1016100933 545.8 ﾊｸ 　
アップル帝国の正体 後藤直義／著 文藝春秋 1016088955 548.2 ｺﾄｳ 　

陸に上がった日立造船 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

1016087437 550.9 ﾀｲﾔ 　

Ｐ＆Ｇウェイ デーヴィス・ダイアー／著 東洋経済新報社 1016086355 576 ﾋｱﾝ 　
Ｐ＆Ｇ式「勝つために戦う」戦略 Ａ．Ｇ．ラフリー／著 朝日新聞出版 1016102517 576 ﾗﾌﾘ 　
ゲームのルールを変えろ 高岡浩三／著 ダイヤモンド社 1016104018 588 ﾀｶｵ 　
アンデルセン物語 一志治夫／著 新潮社 1016092494 588.3 ﾀｶｷ 　
ともにしあわせになるしあわせ 矢崎和彦／著 英治出版 1016092502 673.3 ﾔｻｷ 　
落ちこぼれでも成功できる 大下英治／著 徳間書店 1016086348 673.7 ﾆﾄﾘ 　
無印良品は、仕組みが９割 松井忠三／著 角川書店 1016088948 673.7 ﾏﾂｲ 　
セブンプレミアム進化論 緒方知行／著 朝日新聞出版 1016102525 673.8 ｵｶﾀ 　

セブン＆アイＨＬＤＧＳ．　９兆円企業の秘密 朝永久見雄／著 日本経済新聞出版社 1016102533 673.8 ﾄﾓﾅ 　

外資系企業総覧 ２０１３年版 東洋経済／［編］ 東洋経済新報社 1016035857 335.4 ｶｲｼ 「館内」　
中国会社四季報 ２０１４年版 東洋経済新報社 1016037028 338.1 ﾁﾕｳ 「館内」　
全国大型小売店総覧 ２０１４ 東洋経済／［編］ 東洋経済新報社 1016037002 673.7 ﾄｳﾖ 「館内」　

食品流通実勢マップ
２０１３～２０１４　総
合編

日本食糧新聞社 1016039164 675.4 ｼﾖｸ 「館内」　

食品流通実勢マップ
２０１３～２０１４　地
域編

日本食糧新聞社 1016039172 675.4 ｼﾖｸ 「館内」　

名簿 国会便覧 平成２５年８月新版 廣済堂出版 1016040816 314 ｺ 「館内」　

日経業界地図 ２０１４年版 日本経済新聞社／編 日本経済新聞出版社 1016100982 335.5 ﾆﾎﾝ 　

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／著 秀和システム 1016032573 499 ｱﾗｶ 　

最新インテリア業界の動向とカラクリがよ～く
わかる本

本田榮二／著 秀和システム 1016042234 529 ﾎﾝﾀ 　

最新鉄鋼業界の動向とカラクリがよ～くわか
る本

川上清市／著 秀和システム 1016037432 564 ｶﾜｶ 　

世界業界マップ ２０１３－１４ グローバル企業調査会／著 ダイヤモンド社 1016032383 602 ｸﾛﾊ 　

情報通信業基本調査報告書
平成２４年情報通信
業基本調査

総務省情報通信国際戦略局／
編

経済産業統計協会 1018546786 7.3 ｼﾖｳ 「館内」　

年鑑・白書全情報 ２００３－２０１２ 日外アソシエーツ株式会社／編 日外アソシエーツ 1016086389 27.5 ﾈ 「館内」　

検察統計年報 ［第１３８］平成２４年
法務省大臣官房司法
法制部司法法制課

1018546794 326.3 ｹﾝｻ 「館内」　

矯正統計年報 平成２４年　１
法務省大臣官房司法
法制部司法法制課

1018546810 326.5 ｷﾖｳ 「館内」　

矯正統計年報 平成２４年　２
法務省大臣官房司法
法制部司法法制課

1018546828 326.5 ｷﾖｳ 「館内」　

統計

企業研究

会社年鑑

業界動向
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保護統計年報 ［第５３］平成２４年
法務省大臣官房司法
法制部司法法制課

1018546802 326.5 ﾎｺﾄ 「館内」　

裁判所データブック ２０１３ 最高裁判所 1018545762 327.1 ｻｲﾊ 「館内」　

出入国管理統計年報 平成２４年
法務省大臣官房司法
法制部司法法制課

1018546836 329.9 ﾎ 「館内」　

住民基本台帳人口移動報告年報 平成２４年 総務省統計局／編 総務省統計局 1018545671 334 S5 「館内」　

中小企業実態基本調査報告書 平成２４年
中小企業庁事業環境部企画課
調査室／編

中小企業庁事業環境
部企画課調査室

1018545705 335.3 ﾁﾕｳ 「館内」　

世界国勢図会 ２０１３／１４年版 矢野恒太記念会／編 矢野恒太記念会 1016040741 350.9 ｾ 「館内」　

民力
２０１３（２０１２－２０
１３）

朝日新聞出版／編 朝日新聞出版 1016039214 351 M3 「館内」　

統計でみる市区町村のすがた ２０１３ 総務省統計局／編 総務省統計局 1018542025 351 ｿｳﾑ 「館内」　

現代アメリカデータ総覧 ２０１１
アメリカ合衆国商務省センサス
局／編

柊風舎 1016041764 355.3 ｹﾝﾀ 「館内」　

人口推計
平成２４年１０月１日
現在

総務省統計局／編 総務省統計局 1018543213 358 S 「館内」　

国勢調査報告
平成２２年　第６巻
その２　１

総務省統計局／編 総務省統計局 1018546687 358 S 「館内」　

国勢調査報告
平成２２年　第６巻
その２　２

総務省統計局／編 総務省統計局 1018546695 358 S 「館内」　

国勢調査報告
平成２２年　第６巻
その２　３

総務省統計局／編 総務省統計局 1018546703 358 S 「館内」　

国勢調査報告
平成２２年　第６巻
その２　５

総務省統計局／編 総務省統計局 1018546729 358 S 「館内」　

国勢調査報告
平成２２年　第６巻
その２　６

総務省統計局／編 総務省統計局 1018546737 358 S 「館内」　

国勢調査報告
平成２２年　第７巻
その３

総務省統計局／編 総務省統計局 1018546745 358 S 「館内」　

日本の将来推計人口 平成２４年１月推計
国立社会保障・人口問題研究所
／編

厚生労働統計協会 1016032938 358.1 ｺｸﾘ 「館内」　

厚生年金保険・国民年金事業年報 平成２３年度 厚生労働省年金局 1018545697 364 ｺｳｾ 「館内」　

家計調査年報
平成２４年　１（家計
収支編）

総務省統計局／編 総務省統計局 1018542017 365 S 「館内」　

社会生活基本調査報告 平成２３年　第８巻 総務省統計局／編 総務省統計局 1018544310 365 S 「館内」　
家計消費状況調査年報 平成２４年 総務省統計局／編 総務省統計局 1018545689 365.4 ｿｳﾑ 「館内」　

アンケート調査年鑑
ｖｏｌ．２６（２０１３年
版）

竹内宏／編 並木書房 1016042879 365.5 ｱ 「館内」　

国民生活基礎調査 平成２２年　第１巻
厚生労働省大臣官房統計情報
部／編

厚生労働統計協会 1016042325 365.5 ｺ 「館内」　

国民生活基礎調査 平成２２年　第２巻
厚生労働省大臣官房統計情報
部／編

厚生労働統計協会 1016042333 365.5 ｺ 「館内」　

国民生活基礎調査 平成２２年　第３巻
厚生労働省大臣官房統計情報
部／編

厚生労働統計協会 1016042341 365.5 ｺ 「館内」　

統計
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国民生活基礎調査 平成２２年　第４巻
厚生労働省大臣官房統計情報
部／編

厚生労働統計協会 1016042358 365.5 ｺ 「館内」　

国民生活基礎調査 平成２３年
厚生労働省大臣官房統計情報
部／編

厚生労働統計協会 1016042366 365.5 ｺ 「館内」　

日本労働年鑑
第８３集（２０１３年
版）

法政大学大原社会問題研究所
／編著

旬報社 1016032631 366 N 「館内」　

労働力調査年報 平成２４年 総務省統計局／編 総務省統計局 1018540813 366 S3 「館内」　

賃金センサス
平成２５年版　第１
巻

厚生労働省統計情報部／編 労働法令 1016040873 366.4 ﾛｳﾄ 「館内」　

賃金センサス
平成２５年版　第２
巻

厚生労働省統計情報部／編 労働法令 1016040881 366.4 ﾛｳﾄ 「館内」　

賃金センサス
平成２５年版　第３
巻

厚生労働省統計情報部／編 労働法令 1016040899 366.4 ﾛｳﾄ 「館内」　

賃金センサス
平成２５年版　第４
巻

厚生労働省統計情報部／編 労働法令 1016040907 366.4 ﾛｳﾄ 「館内」　

賃金センサス
平成２５年版　第５
巻

厚生労働省統計情報部／編 労働法令 1016040915 366.4 ﾛｳﾄ 「館内」　

男女共同参画社会データ集 ２０１３年版 三冬社編集部／編集・制作 三冬社 1016036764 367.2 ｾｲｶ 「館内」　
国民の福祉と介護の動向 ２０１３／２０１４ 厚生労働統計協会／編 厚生労働統計協会 1016040832 369 K13 「館内」　

教育アンケート調査年鑑 ２０１３年版　上
「教育アンケート調査年鑑」編集
委員会／編

創育社 1016035840 370.5 ｷﾖｳ 「館内」　

社会教育調査報告書 平成２３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 1018542694 379 M2 「館内」　

防衛年鑑 ２０１３年版 防衛年鑑刊行会／編 防衛メディアセンター 1018542736 390 B2 「館内」　

自衛隊装備年鑑 ２０１３－２０１４ 朝雲新聞社編集局／編著 朝雲新聞社 1018546844 390 Z 「館内」　

気象年鑑 ２０１３年版 気象業務支援センター／編 気象業務支援センター 1016039156 451 K9 「館内」　

国民衛生の動向 ２０１３／２０１４ 厚生労働統計協会／編 厚生労働統計協会 1016040840 498 K27 「館内」　
国民健康・栄養の現状 〔平成２２年〕 国立健康・栄養研究所／監修 第一出版 1016039206 498 K5 「館内」　
橋梁年鑑 平成２５年版 日本橋梁建設協会／編 日本橋梁建設協会 1018542686 515 K3 「館内」　

日本の水資源 平成２５年版
国土交通省水管理・国土保全局
水資源部／編

社会システム 1016039149 517 ｺ 「館内」　

日本の廃棄物処理 平成２３年度版
環境省大臣官房廃棄
物・リサイクル対策部
廃

1018542751 518.5 ﾆﾎﾝ 　

ビルメンテナンス情報年鑑 ２０１３
全国ビルメンテナンス協会調査
研究委員会／

全国ビルメンテナンス
協会

1018542637 525.8 ﾋﾙﾒ 「館内」　

機械統計年報 平成２４年
経済産業省大臣官房調査統計
グループ／編

経済産業調査会 1016041780 530.5 ｷｶｲ 「館内」　

電線統計年報 ２０１３ 弾塚俊雄／編 日本電線工業会 1018546752 541 N2 「館内」　

古紙統計年報 ２０１２年版 古紙再生促進センター／編 古紙再生促進センター 1018542678 585 ｺ 「館内」　

繊維・生活用品統計年報 平成２４年
経済産業省大臣官房調査統計
グループ／編

経済産業統計協会 1016035923 586 ｾ 「館内」　

統計
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北陸食料・農業・農村情勢報告 平成２４年度 ［北陸農政局］企画調整室／編
農林水産省北陸農政
局

1018546851 610.5 ﾎｸﾘ 「館内」　

生産農業所得統計 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

1018542652 611 N 「館内」　

営農類型別経営統計
平成２３年　組織経
営編

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

1018545721 611.7 ﾉｳﾘ 「館内」　

耕地及び作付面積統計 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

1018542645 615 ﾉｳﾘ 「館内」　

生産林業所得統計報告書 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

1018542660 651.4 ﾉｳﾘ 「館内」　

水産年鑑 第５９集（２０１３年
版）

水産年鑑編集委員会／編 水産社 1016041772 660.5 ｽｲｻ 「館内」　

漁業・養殖業生産統計年報 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

1018545713 660.5 ﾉｳﾘ 「館内」　

サービス産業動向調査年報 平成２４年 総務省統計局／編 総務省統計局 1018546679 673.9 ｿｳﾑ 「館内」　
新交通年鑑 平成２５年版 交通協力会／編 交通協力会 1016035899 680 K 「館内」　
大都市交通センサス分析調査報告書 平成２４年度 国土交通省 1018545739 681.8 ﾀｲﾄ 「館内」　

観光の実態と志向
第３１回（平成２４年
度版）

日本観光振興協会／編 日本観光振興協会 1016040808 688 N3 「館内」　

人権教育・啓発白書 平成２５年版 法務省／編 勝美印刷 1016036996 316.1 ﾎｳﾑ 「館内」　
警察白書 平成２５年版 国家公安委員会／編 日経印刷 1016039131 317 K11 「館内」　
公務員白書 平成２５年版 人事院／編 日経印刷 1016034165 317 Z 「館内」　
司法書士白書 ２０１３年版 日本司法書士会連合会／編 日本加除出版 1018542702 327.1 ｼﾎｳ 「館内」　
経済財政白書 平成２５年版 内閣府／編 日経印刷 1016040790 330.5 K2 「館内」　
日中経済産業白書 ２０１２／２０１３ 日中経済協会 1016039594 333.6 ﾆﾂﾁ 　
政府開発援助（ＯＤＡ）白書 ２０１２年版 外務省／編 外務省 1018545754 333.8 ｶｲﾑ 「館内」　
中小企業白書 ２０１３年版 中小企業庁／編 佐伯印刷 1016040857 335 T19 「館内」　

新規開業白書 ２０１３年版
日本政策金融公庫総合研究所
／編

日本政策金融公庫総
合研究所

1018542850 335.3 ｼ 「館内」　

レジャー白書 ２０１３ 日本生産性本部／編 日本生産性本部 1016039180 365.7 ﾚ 「館内」　
労働経済白書 平成２５年版 厚生労働省／編 新高速印刷 1016042887 366 R2 「館内」　
女性白書 ２０１３ 日本婦人団体連合会／編 ほるぷ出版 1016040824 367 N2 「館内」　
子ども白書 ２０１３ 日本子どもを守る会／編 本の泉社 1016038430 369 K6 「館内」　
文部科学白書 平成２４年度 文部科学省／編 文部科学省 1018545747 373 ﾓ 「館内」　
保育白書 ２０１３年版 全国保育団体連絡会／編 ちいさいなかま社 1016040147 376 H15 「館内」　
発達障害白書 ２０１４年版 日本発達障害連盟／編 明石書店 1016041798 378 S2 「館内」　
日本の防衛 平成２５年版 防衛省／編 日経印刷 1018542728 392 B2 「館内」　
防災白書 平成２５年版 内閣府／編 日経印刷 1016037358 451 S3 「館内」　
科学技術白書 平成２５年版 文部科学省／編 文部科学省 1018542710 505 K 「館内」　
ものづくり白書 ２０１３年版 経済産業省／編 経済産業調査会 1016035881 509.2 ﾓﾉｽ 「館内」　

環境白書　循環型社会白書／生物多様性白
書

平成２５年版
環境省総合環境政策局環境計
画課／編

日経印刷 1016034157 519 K31 「館内」　

公害紛争処理白書 平成２５年版 公害等調整委員会／編 蔦友印刷 1016034173 519.1 ｺ 「館内」　
土地白書 平成２５年版 国土交通省／編 勝美印刷 1016039198 601 K3 「館内」　
首都圏白書 平成２５年版 国土交通省／編 勝美印刷 1016035170 601.1 ｺｸﾄ 「館内」　
食料・農業・農村白書参考統計表 平成２５年版 農林水産省／編 日経印刷 1016041541 610 N15 「館内」　

統計
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食料・農業・農村白書 平成２５年版 農林水産省／編 日経印刷 1016041558 610 N15 「館内」　
食料・農業・農村の動向 平成２４年度 ［農林水産省］ 1018545580 610.5 ｼﾖｸ 「館内」　
森林及び林業の動向 平成２４年度 ［林野庁］ 1018545572 650.5 ｼﾝﾘ 「館内」　
水産白書 平成２５年版 水産庁／編 農林統計協会 1016035196 660 N4 「館内」　
広告白書 ２０１３ 日経広告研究所／編 日経広告研究所 1016035188 674.2 ｺ 「館内」　
通商白書 平成２５年版 経済産業省／編 勝美印刷 1016040865 678 T 「館内」　
国土交通白書 ２０１３ 国土交通省／編 日経印刷 1016035832 682.1 ｺｸﾄ 「館内」　
観光白書 平成２５年版 国土交通省観光庁／編 昭和情報プロセス 1016039222 688 S 「館内」　
情報通信白書 平成２５年版 総務省／編 日経印刷 1016036947 690 Y 「館内」　

白書


