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東大で生まれた人気企業の内定を獲得する
究極のエントリーシート事例集

今井正彦／著 日刊工業新聞社 1016109165 336.4 ｲﾏｲ 　

学生のためのキャリアデザイン入門 渡辺峻／編著 中央経済社 1016060962 336.4 ｶｸｾ 　
「見た目が９割」内定術 竹内一郎／著 産経新聞出版 1016060608 336.4 ﾀｹｳ 　
就活生のための後悔しない会社選び 東洋経済新報社／編 東洋経済新報社 1016060855 336.4 ﾄｳﾖ 　

最新！面接官の本音がわかれば３０日で必
ず内定がとれる！

中谷充宏／著 秀和システム 1016109157 336.4 ﾅｶﾔ 　

日経キーワード ２０１４－２０１５ 日経ＨＲ編集部／編著 日経ＨＲ 1016117853 336.4 ﾆﾂｹ 　
資格をお金に換える方法 高村祐規子／著 中経出版 1016060251 366.2 ﾀｶﾑ 　
ココロオドル仕事を見つける方法 仲暁子／著 サンマーク出版 1016060236 366.2 ﾅｶ 　
学就ＢＯＯＫ 日経ＨＲ編集部／編著 日経ＨＲ 1016060228 377.9 ﾆﾂｹ 　

あと１％だけ、やってみよう 水戸岡鋭治／著
集英社インターナショ
ナル

1016123224 536 ﾐﾄｵ 　

カルロス・ゴーン　リーダーシップ論 カルロス・ゴーン／著 日経ＢＰ社 1016123216 537 ｺﾝ 　
ネットで愛されるお店になる１００の処方箋 黒田一樹／著 繊研新聞社 1016060244 673.3 ｸﾛﾀ 　
一生ものの資格 伊藤塾／編 日本評論社 1016060640 327.1 ｲﾄｳ 　
理学療法士まるごとガイド 日本理学療法士協会／監修 ミネルヴァ書房 1016113811 492.5 ﾘｶｸ 　
作業療法士まるごとガイド 日本作業療法士協会／監修 ミネルヴァ書房 1016106252 498.1 ﾆﾎﾝ 　

お花屋さんの仕事基本のき
日本フローラルマーケティング協
会／編

誠文堂新光社 1016110262 673.7 ﾆﾎﾝ 　

資格 統計学基礎 日本統計学会／編 東京図書 1016043091 417 ﾆﾎﾝ 　
戦略分析ケースブック ｖｏｌ．３ 沼上幹／著 東洋経済新報社 1016109181 336.1 ﾋﾄﾂ 　
マッキンゼー ダフ・マクドナルド／著 ダイヤモンド社 1016110247 336.8 ﾏｸﾄ 　
ホワイト企業 経済産業省／監修 文藝春秋 1016125435 366.3 ﾎﾜｲ 　
破綻 林原靖／著 ワック 1016044842 460 ﾊﾔｼ 　
創業一四〇〇年 金剛利隆／著 ダイヤモンド社 1016117846 520.9 ｺﾝｺ 　
世界で勝てるヒト、モノづくり 井上礼之／著 日経ＢＰ社 1016109173 530.9 ｲﾉｳ 　
嫌な取引先は切ってよい 中里良一／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 1016113829 531.1 ﾅｶｻ 　
人と技術をつなぐ企業 鶴蒔靖夫／著 ＩＮ通信社 1016125419 535 ﾂﾙﾏ 　
タニタはこうして世界一になった 谷田大輔／著 講談社 1016119073 535.3 ﾀﾆﾀ 　
ポラロイド伝説 クリストファー・ボナノス／著 実務教育出版 1016048389 535.8 ﾗﾝﾄ 　
ホンダ生産システム 下川浩一／編著 文眞堂 1016112367 537 ﾎﾝﾀ 　
デンソーモノづくりＤＮＡの心と考動 真弓篤／著 日本規格協会 1016119081 537.6 ﾏﾕﾐ 　

日本一社員がしあわせな会社のヘンな“きま
り”

２ 山田昭男／著 ぱる出版 1016125443 541.6 ﾔﾏﾀ 　

不本意な敗戦 坂本幸雄／著 日本経済新聞出版社 1016110254 548.2 ｻｶﾓ 　

サムスン式国際戦略 石田賢／著 文眞堂 1016125427 549 ｲｼﾀ 　

日本電産永守重信、世界一への方程式 田村賢司／著 日経ＢＰ社 1016115790 549 ﾅｶﾓ 　

魂の経営 古森重隆／著 東洋経済新報社 1016117838 578.5 ｺﾓﾘ 　
言える化 遠藤功／著 潮出版社 1016110239 588.3 ｴﾝﾄ 　

就職・転職

職業
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レッドブルはなぜ世界で５２億本も売れるのか
ヴォルフガング・ヒュアヴェー
ガー／著

日経ＢＰ社 1016115782 588.4 ﾋﾕｱ 　

私＇わたし（たち「ユニクロ１５４番店」で働いて
いました。

大宮冬洋／著 ぱる出版 1018547370 673.7 ｵｵﾐ 　

クロネコヤマト「感動する企業」の秘密 石島洋一／著 ＰＨＰ研究所 1016106260 685.9 ｲｼｼ 　
帝国データバンク会社年鑑 ２０１４　東日本Ｉ 帝国データバンク 1016046615 330.5 T 「館内」　
帝国データバンク会社年鑑 ２０１４　東日本Ⅱ 帝国データバンク 1016046623 330.5 T 「館内」　
帝国データバンク会社年鑑 ２０１４　西日本Ｉ 帝国データバンク 1016046631 330.5 T 「館内」　
帝国データバンク会社年鑑 ２０１４　西日本Ⅱ 帝国データバンク 1016046649 330.5 T 「館内」　
帝国データバンク会社年鑑 ２０１４　索引 帝国データバンク 1016046656 330.5 T 「館内」　
帝国データバンク会社年鑑 ２０１４　付録 帝国データバンク 1016046664 330.5 T 「館内」　
ＣＳＲ企業総覧 ２０１４ 東洋経済／［編］ 東洋経済新報社 1016049973 335.1 ﾄｳﾖ 「館内」　
会社財務カルテ ２０１４年版 東洋経済／編 東洋経済新報社 1016043380 336.9 ｶｲｼ 「館内」　

環境ソリューション企業総覧
２０１３年度版＇ｖｏｌ．
１３（

日刊工業出版プロダクション／
編

日刊工業新聞社 1018550531 519.1 ﾆﾂｶ 「館内」　

自動車年鑑 ２０１３～２０１４年版 日刊自動車新聞社／共編 日刊自動車新聞社 1016045153 537 ｼﾄｳ 「館内」　

自動車年鑑
２０１３～２０１４年版
別冊

日刊自動車新聞社／共編 日刊自動車新聞社 1016045161 537 ｼﾄｳ 「館内」　

名簿 日本の出版社 ２０１４－２０１５ 出版年鑑編集部／編 出版ニュース社 1016119099 23 S 「館内」　
よくわかる情報システム＆ＩＴ業界 新井進／著 日本実業出版社 1016109199 7.3 ｱﾗｲ 　
会社四季報業界地図 ２０１４年版 東洋経済新報社／編 東洋経済新報社 1016044065 335.2 ﾄｳﾖ 　
１秒でわかる！医薬品業界ハンドブック 近藤正觀／著 東洋経済新報社 1016106278 499 ｺﾝﾄ 　
ひとめでわかる産業図鑑＆業界地図 Ｂ２Ｂ編 イノウ／編著 技術評論社 1016045948 602.1 ｲﾉｳ 　

日経シェア調査 ２０１４年版 日経産業新聞／編 日本経済新聞出版社 1016047084 675.2 ﾆﾂｹ 　

日経ＭＪトレンド情報源 ２０１４年版 日経ＭＪ＇流通新聞（／編 日本経済新聞出版社 1016047092 675.4 ﾆﾂｹ 　

全国市町村要覧 平成２５年版 市町村要覧編集委員会／編 第一法規 1016049304 318 Z 「館内」　

民事訟務人権統計年報
［第１２６］平成２４年
１

法務省大臣官房司法
法制部司法法制課

1018548261 327 ﾐﾝｼ 「館内」　

民事訟務人権統計年報
［第１２６］平成２４年
２

法務省大臣官房司法
法制部司法法制課

1018548279 327 ﾐﾝｼ 「館内」　

地域経済総覧 ２０１４ 東洋経済新報社／〔編〕 東洋経済新報社 1016043372 330.5 T4 「館内」　
住民基本台帳人口要覧 平成２５年版　１ 国土地理協会 1018548238 334 S5 「館内」　
住民基本台帳人口要覧 平成２５年版　２ 国土地理協会 1018548246 334 S5 「館内」　
公正取引委員会年次報告 平成２５年版 公正取引委員会／編 公正取引協会 1016062224 335 K49 「館内」　

個人企業経済調査報告 平成２４年　構造編 総務省統計局／編 総務省統計局 1018548220 335 S15 「館内」　

図説日本の中小企業 ２０１３ 商工総合研究所／編 商工総合研究所 1018548287 335.3 ｼﾖｳ 「館内」　
小売物価統計調査年報 平成２４年 総務省統計局／編 総務省統計局 1018548212 337 S3 「館内」　
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国債統計年報 平成２４年度 財務省理財局／編 大風印刷 1016062265 347 ｵｵｸ 「館内」　
国際連合世界統計年鑑 ５６集＇２０１１（ 国際連合統計局／編 原書房 1016060434 350 S3 「館内」　
世界統計白書 ２０１３年版 木本書店・編集部／編 木本書店 1016044057 350.9 ｷﾓﾄ 「館内」　
データでみる県勢 ２０１４年版 矢野恒太記念会／編 矢野恒太記念会 1016060830 351 ﾔ 「館内」　
ヨーロッパ統計年鑑 ２０１２ ヨーロッパ連合／編 柊風舎 1016061705 353 ﾖﾛﾂ 「館内」　

国際連合・世界人口予測 第１分冊
国際連合経済社会情報・政策分
析局人口部／

原書房 1016060277 358 ｺｸｻ 「館内」　

国際連合・世界人口予測 第２分冊
国際連合経済社会情報・政策分
析局人口部／

原書房 1016060285 358 ｺｸｻ 「館内」　

保険と年金の動向 ２０１３／２０１４ 厚生労働統計協会／編 厚生労働統計協会 1016060889 364 ﾎ 「館内」　

家計調査年報
平成２４年　２＇貯
蓄・負債編（

総務省統計局／編 総務省統計局 1018546919 365 S 「館内」　

住宅経済データ集 平成２５年度版 住宅産業新聞社 1016049957 365.3 ｼ 「館内」　

雇用均等基本調査結果報告書 平成２４年度
厚生労働省雇用均等・
児童家庭局雇用均等
政策課

1018550507 366.3 ｺﾖｳ 「館内」　

世界の社会福祉年鑑 ２０１３ 宇佐見耕一／編 旬報社 1016060848 369 ｾｶｲ 「館内」　
文部科学統計要覧 平成２５年版 文部科学省／〔著〕 日経印刷 1016045963 370.5 M 「館内」　

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

創育社 1016049940 370.5 ｷﾖｳ 「館内」　

科学技術要覧 平成２５年版
文部科学省科学技術・学術政策
局／［編］

文部科学省科学技術・
学術政策局

1018550010 505 K 「館内」　

原子力年鑑 ２０１４ 原子力年鑑編集委員会／編 日刊工業新聞社 1016048355 539 G 「館内」　

電気事業便覧 平成２５年版
電気事業連合会統計委員会／
編

日本電気協会 1016060442 540.9 ﾃﾝｷ 「館内」　

ポケット）農林水産統計 平成２５年版
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

1018550069 605 N2 「館内」　

作物統計 平成２４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

1018550051 611 N 「館内」　

農業・農村の６次産業化総合調査報告 平成２２年度
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

1018547420 611.7 ﾉｳﾘ 「館内」　

営農類型別経営統計
平成２３年　個別経
営、総合編

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

1018547438 611.7 ﾉｳﾘ 「館内」　

営農類型別経営統計
平成２３年　個別経
営、第１分冊、水田
作・

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

1018547446 611.7 ﾉｳﾘ 「館内」　

営農類型別経営統計
平成２３年　個別経
営、第２分冊、野菜
作・

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

1018547453 611.7 ﾉｳﾘ 「館内」　

営農類型別経営統計
平成２３年　個別経
営、第３分冊、畜産
経営

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

1018547461 611.7 ﾉｳﾘ 「館内」　

統計
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経営形態別経営統計＇個別経営（ 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

1018547479 611.7 ﾉｳﾘ 「館内」　

水産物流通調査年報 平成２２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

1018547487 661.4 ﾉｳﾘ 「館内」　

水産物流通調査年報 平成２２年＇改定（
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

1018547495 661.4 ﾉｳﾘ 「館内」　

漁業就業動向調査報告書 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

1018547503 661.7 ﾉｳﾘ 「館内」　

漁船統計表 第６５号＇２０１２年（
水産庁資源管理部管理課／
［編］

水産庁資源管理部管
理課

1018547511 665 S 「館内」　

鉄道要覧 平成２５年度 国土交通省鉄道局／監修 電気車研究会 1016044867 686 N 「館内」　

信書便年報 平成２５年度版
総務省情報流通行政
局郵政行政部信書便
事業課

1018550044 693.2 ｼﾝｼ 「館内」　

ＮＨＫ年鑑 ２０１３ ＮＨＫ放送文化研究所／編 ＮＨＫ出版 1018550523 699 N2 「館内」　

日本民間放送年鑑
２０１３＇平成２４年度
版（

日本民間放送連盟／編 コーケン出版 1016062299 699.3 ﾆ 「館内」　

体力・運動能力調査報告書 平成２４年度
文部科学省スポーツ・
青少年局

1018550028 780.1 ﾓﾝﾌ 「館内」　

情報セキュリティ白書 ２０１３
情報処理推進機構＇ＩＰＡ（／企
画・著作・

情報処理推進機構 1016049627 007.6 ｼﾖｳ 「館内」　

犯罪白書 平成２５年版 法務省法務総合研究所／編 日経印刷 1016062232 326 H3 「館内」　

関西経済白書 ２０１３年版 アジア太平洋研究所 1016043448 332.1 ｶﾝｻ 「館内」　

犯罪収益移転防止管理官＇ＪＡＦＩＣ（年次報告
書

平成２４年
警察庁刑事局組織犯罪対策部
犯罪収益移転防

警察庁刑事局組織犯
罪対策部犯罪収益移
転防

1018547529 338.3 ﾊﾝｻ 「館内」　

外為白書
２０１２－１３＇第４
号（

外為どっとコム総合研
究所

1018550275 338.9 ｶｲﾀ 「館内」　

消費者政策の実施の状況 平成２４年度 消費者庁／［編］ ［消費者庁］ 1018547537 365 ｼﾖｳ 「館内」　
介護白書 平成２５年版 全国老人保健施設協会／編 オフィスＴＭ 1016060459 369.2 ｾﾝｺ 「館内」　
厚生労働白書 平成２５年版 厚生労働省／編 日経印刷 1018547552 498 K5 「館内」　
医療白書 ２０１３年度版 矢崎義雄／編 日本医療企画 1016044883 498 ｲﾘﾖ 「館内」　

医療経営白書 ２０１３年度版 医療経営白書編集委員会／編 日本医療企画 1016044875 498.1 ｲﾘﾖ 「館内」　

看護白書 平成２５年版 日本看護協会／編 日本看護協会出版会 1016049296 498.1 ｶﾝｺ 「館内」　
エネルギー白書 ２０１３年版 経済産業省／編 新高速印刷 1018548253 501.6 ｹｲｻ 「館内」　
眼鏡ＤＢ＇データベース（ ２０１３ 眼鏡光学出版／編 眼鏡光学出版 1016060319 535.8 ｶ 「館内」　
世界漁業・養殖業白書 ２０１２年 国際農林業協働協会／［編］ 国際農林業協働協会 1018547545 662 ｺｸｻ 「館内」　

ジェトロ世界貿易投資報告 ２０１３年版
ジェトロ＇日本貿易振興機構（／
編

ジェトロ 1016043364 678 N4 「館内」　

統計

白書


