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内定者はこう書いた！エントリーシート・履歴書・志
望動機・自己ＰＲ　完全版　〔２０１６年度版〕

坂本直文／著 高橋書店
2014.7 1016198382 336.4 ｻｶﾓ

内定者はこう話した！面接・自己ＰＲ・志望動機
完全版　〔２０１６年度版〕

坂本直文／著 高橋書店
2014.7 1016198374 336.4 ｻｶﾓ

絶対内定　　２０１６　自己分析とキャリアデザイン
の描き方

杉村太郎／著 ダイヤモンド社
2014.9 1016194357 336.4 ｽｷﾑ

絶対内定　２０１６　〔２〕　エントリーシート・履歴書 ダイヤモンド社 2014.9 1016194365 336.4 ｽｷﾑ
絶対内定　２０１６　〔３〕　面接 ダイヤモンド社 2014.9 1016195362 336.4 ｽｷﾑ
絶対内定　２０１６　〔４〕　面接の質問 ダイヤモンド社 2014.9 1016194373 336.4 ｽｷﾑ
絶対内定　２０１６　〔５〕　服装・マナー ダイヤモンド社 2014.9 1016194381 336.4 ｽｷﾑ
就職四季報　優良・中堅企業版　２０１６年 東洋経済新報社／編 東洋経済新報社 2014.1 1016198416 336.4 ﾄｳﾖ
就職四季報　女子版　２０１６年版 東洋経済新報社／編 東洋経済新報社 2014.1 1016198408 336.4 ﾄｳﾖ
就職四季報　２０１６年版 東洋経済新報社／編 東洋経済新報社 2014.1 1016198390 336.4 ﾄｳﾖ
日経キーワード　２０１５～２０１６ 日経ＨＲ編集部／編著 日経ＨＲ 2014.1 1016220079 336.4 ﾆﾂｹ
僕たちは就職しなくてもいいのかもしれない 岡田斗司夫ＦＲＥＥｅｘ／著 ＰＨＰ研究所 2014.1 1016206391 366.2 ｵｶﾀ
転職したけりゃ「四季報」のココを読みなさい！ 田宮寛之／著 徳間書店 2014.1 1016212894 366.2 ﾀﾐﾔ
キャリア・コンサルティング技能検定２級テキスト
＆問題集

キャリア・コンサルティング実
践研究会／編

日本能率協会マネ
ジメントセンター

2013.4 1016198333 366.2 ﾃｸﾉ

３０代４０代のための転職完璧（パーフェクト）ガイ
ド　『３５才限界説』なんて関係な
い！，４０代転職成功者も続出あなたはどうするべ
きか？

中谷充宏／著 秀和システム

2014.1 1016209130 366.2 ﾅｶﾔ

東大を卒業した僕がパチンコ屋に就職した理由 パック・エックス／編著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2014.9 1016202820 673.9 ﾊﾂｸ
セールスエンジニアのお仕事 厂崎敬一郎／著 秀和システム 2014.1 1016211516 007.3 ｶﾝｻ
こんなにおもしろい社会保険労務士の仕事 田中実／著 中央経済社 2014.1 1016216580 364 ﾀﾅｶ
精神保健福祉士まるごとガイド 日本精神保健福祉士協会

／監修
ミネルヴァ書房

2014.1 1016211508 369.2 ｾｲｼ

保育士まるごとガイド 高橋貴志／監修 ミネルヴァ書房 2014.1 1016218800 369.4 ﾎｲｸ
保育士になるには 金子恵美／編著 ぺりかん社 2014.1 1016220095 369.4 ﾎｲｸ
理学療法士になるには 丸山仁司／編著 ぺりかん社 2014.1 1016209122 492.5 ﾘｶｸ
あなたが変わる！「医療事務・介護の仕事」 島内晴美／著 ダイヤモンド社 2014.1 1016220111 498.1 ｼﾏｳ
航空管制官はこんな仕事をしている 園山耕司／著 交通新聞社 2014.9 1016230565 538.8 ｿﾉﾔ
通訳・翻訳キャリアガイド　２０１５ ジャパンタイムズ 2014.8 1016195297 801.7 ﾂｳﾔ
ビジネス著作権検定テキスト 塩島武徳／著 青月社 2012.1 1016198275 21.2 ｼｵｼ
個人情報保護士認定試験公式テキスト 柴原健次／著 日本能率協会マネ

ジメントセンター
2014.4 1016198309 316.1 ｺｼﾝ

就職・転職

職業

資格
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最新最強の資格の取り方・選び　’１６年版 成美堂出版編集部／編 成美堂出版 2014.8 1016194399 317.4 ｾｲﾋ
ビジネス実務法務検定試験３級　２０１４年 東京商工会議所／編 東京商工会議所検

定センター
2014.1 1016198184 335 ﾄｳｷ

ビジネス能力検定ジョブパス３　２０１４年 職業教育・キャリア教育財団
／監修

日本能率協会マネ
ジメントセンター

2013.1 1016198341 336 ｼﾖｸ

ビジネス文書検定受験ガイド　１・２級 実務技能検定協会／編 早稲田教育出版 2006.4 1016198325 336.5 ｼﾂﾑ
中小企業診断士入門テキスト ＴＡＣ株式会社（中小企業診

断士講座）／編著
ＴＡＣ出版事業部

2014.4 1016198226 336.8 ﾀﾂｸ

ビジネス会計検定試験公式テキスト３級 大阪商工会議所／編 中央経済社 2014.3 1016198259 336.9 ｵｵｻ
２４週間で独学合格！公認会計士試験（秘）学習法 中尾宏規／著 税務経理協会 2010.1 1016198234 336.9 ﾅｶｵ
うかる！ＦＰ３級速攻テキスト　２０１４－２０１５年
版

フィナンシャルバンクインス
ティチュート株式会社／編

日本経済新聞出版
社

2014.6 1016198283 338.1 ﾌｲﾅ

ナンバーワン社労士必修テキス　２０１５年度版 ＴＡＣ株式会社（社会保険労
務士講座）／編

ＴＡＣ出版事業部
2014.1 1016198176 364 ﾀﾂｸ

社会福祉士　専門科目編（ＭＩＮＥＲＶＡ福祉資格テ
キスト）

ミネルヴァ書房テキストブッ
ク編集委員会／編

ミネルヴァ書房
2012.4 1016198358 369 ﾐﾈﾙ

精神保健福祉士　専門科目編（ＭＩＮＥＲＶＡ福祉
資格テキスト）

ミネルヴァ書房テキストブッ
ク編集委員会／編

ミネルヴァ書房
2012.1 1016198366 369.2 ﾐﾈﾙ

新食生活プランナーになる本 鈴木國朗／著 商業界 2014.1 1016212928 498.5 ｽｽｷ

知的財産管理技能検定３級完全対策講座　合格
へのバイブル

土生哲也／著 日経ＢＰ社
2013.6 1016198291 507.2 ﾊﾌ

わかりやすい！消防設備士共通科目の完全ママ
スター

資格研究会ＫＡＺＵＮＯ／編
著

弘文社
2014.7 1016193797 528.6 ｼｶｸ

１級販売士キーワード解説１２５ 酒巻貞夫／著 同友館 2008.1 1016198218 673.3 ｻｶﾏ
Ｕ－ＣＡＮの販売士検定３級速習レッスン ユーキャン販売士検定試験

研究会／編
ユーキャン学び出
版

2013.1 1016198200 673.3 ﾕｷﾔ

みんなが欲しかった！宅建士の教科書　２０１５年
度版

滝澤ななみ／著 ＴＡＣ出版事業部
2014.1 1016198192 673.9 ﾀｷｻ

マーケティング・ビジネス実務　ベーシック版テキ
スト

国際実務マーケティング協
会／編

税務経理協会
2013.8 1016198317 675 ｺｸｻ

「通関士」合格の基礎知識 片山立志／著 日本能率協会マネ
ジメントセンター

2012.9 1016198267 678.4 ｶﾀﾔ

スラスラ覚える国内・総合旅行業務取扱管理者一
挙合格ゼミ

トラベル＆コンダクターカレッ
ジ／編著

新星出版社
2014.5 1016198242 689.6 ﾄﾗﾍ

資格
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最新証券業界の動向とカラクリがよ～くわかる本 秋山謙一郎／著 秀和システム 2014.1 1016202796 338.1 ｱｷﾔ
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／著 秀和システム
2014.1 1016209171 338.7 ﾋﾗｷ

最新電力・ガス業界の動向とカラクリがよ～くわか
る本

本橋恵一／著 秀和システム
2014.1 1016208157 540.9 ﾓﾄﾊ

流通・消費２０１５勝者の法則　日経ＭＪトレンド情
報源

日経ＭＪ「流通新聞」／編 日本経済新聞出版
社

2014.1 1016199802 675.4 ﾆﾂｹ

全国各種団体名鑑　２０１５　上巻 原書房編集部／編 原書房 2014.9 1016194670 061 Z2 館内用
全国各種団体名鑑　２０１５　中巻 原書房編集部／編 原書房 2014.9 1016194688 061 Z2 館内用
全国各種団体名鑑　２０１５　下巻 原書房編集部／編 原書房 2014.9 1016194696 061 Z2 館内用
全国各種団体名鑑　２０１５　別冊（索引） 原書房編集部／編 原書房 2014.9 1016194704 061 Z2 館内用
日本マスコミ総覧　２０１３年－２０１４年 文化通信社／編 文化通信社 2014.3 1018508232 70.3 ﾆﾎﾝ 館内用
国会便覧　平成２６年１０月臨時版 廣済堂出版 2014.1 1016197491 314 ｺ 館内用
帝国データバンク会社年鑑　２０１５　西日本Ｉ　９５版　 帝国データバンク 2014.1 1016198135 330.5 T 館内用
帝国データバンク会社年鑑　２０１５　西日本Ⅱ　９５版 帝国データバンク 2014.1 1016198143 330.5 T 館内用
帝国データバンク会社年鑑　２０１５　東日本Ｉ　９５版 帝国データバンク 2014.1 1016198119 330.5 T 館内用
帝国データバンク会社年鑑　２０１５　東日本Ⅱ　９５版　 帝国データバンク 2014.1 1016198127 330.5 T 館内用
帝国データバンク会社年鑑　２０１５　索引 帝国データバンク 2014.1 1016198168 330.5 T 館内用
帝国データバンク会社年鑑　２０１５　付録 帝国データバンク 2014.1 1016198150 330.5 T 館内用
会社財務カルテ　２０１５年版 東洋経済／編 東洋経済新報社 2014.1 1016194274 336.9 ｶｲｼ 館内用
自動車年鑑　２０１４～２０１５年版 日刊自動車新聞社／共編 日刊自動車新聞社 2014.9 1016197103 537 ｼﾄｳ 館内用
自動車年鑑　２０１４～２０１５年版　別冊 日刊自動車新聞社／共編 日刊自動車新聞社 2014.9 1016197111 537 ｼﾄｳ 館内用
リクルート・イズム 経済界特別編集部／著 経済界 2014.1 1016216572 007.3 ｹｲｻ
ツイッターで学んだいちばん大切なこと ビズ・ストーン／著 早川書房 2014.9 1016202788 007.3 ｽﾄﾝ
ファーストペンギンの会社 デジタルガレージ創業２０周年

記念プロジェクトチーム／編
ダイヤモンド・ビジ
ネス企画

2014.1 1016204107 007.3 ﾃｼﾀ

ＳＡＰ　会社を、社会を、世界を変えるシンプル・イ
ノベーター

日経ＢＰビジョナリー経営研
究所／編

日経ＢＰ社
2014.1 1016222513 007.3 ﾆﾂｹ

当たり前の経営　常識を覆したＳＣＳＫのマネジメ
ント

野田稔／著 ダイヤモンド社
2014.1 1016222505 007.3 ﾉﾀ

Ｈｏｗ　Ｇｏｏｇｌｅ　Ｗｏｒｋｓ　私たちの働き方とマネジ
メント

エリック・シュミット／著 日本経済新聞出版
社

2014.1 1016206201 007.3 ﾊｳｸ

Ｇｏｏｇｌｅ　Ｂｏｙｓ ジョージ・ビーム／編 三笠書房 2014.1 1016209114 007.3 ﾌﾘﾝ
楽天流 三木谷浩史／著 講談社 2014.1 1016206193 007.3 ﾐｷﾀ
どんな問題も「チーム」で解決するＡＮＡの口ぐせ ＡＮＡビジネスソリューション

／著
ＫＡＤＯＫＡＷＡ

2014.6 1016194134 336.3 ｱﾅﾋ

会社年鑑
等

業界

企業研究
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コストは、必ず半減できる。 三木博幸／著 日本経済新聞出版
社

2014.1 1016222547 509.6 ﾐｷ

算数とハートの経営 小沼光雄／著 幻冬舎メディアコン
サルティング

2014.1 1016212886 513.8 ｺﾇﾏ

絶体絶命でも世界一愛される会社に変える！ 石坂典子／著 ダイヤモンド社 2014.1 1016222539 519.7 ｲｼｻ
町工場の娘 諏訪貴子／著 日経ＢＰ社 2014.1 1016216549 532 ｽﾜ
ひと目でわかる！図解ＤＭＧ森精機 日刊工業新聞社／編 日刊工業新聞社 2014.1 1016212936 532 ﾆﾂｶ
浪江町発廃車リサイクル工場奇跡の経営 池本篤／著 ＡＴパブリケーション 2014.1 1016212878 537 ｲｹﾓ
ビジネスモデル・エクセレンス ビル・フィッシャー／著 日経ＢＰ社 2014.1 1016222521 545.8 ﾋｼﾈ
今治タオル奇跡の復活 佐藤可士和／著 朝日新聞出版 2014.1 1016216564 586.2 ｻﾄｳ
セゾンファクトリー社員と熱狂する経営 齋藤峰彰／著 日経ＢＰ社 2014.1 1016220087 588 ｻｲﾄ
ワンカップ大関は、なぜ、トップを走り続けることが
できるのか？

ダイヤモンド・ビジネス企画
／編・著

ダイヤモンド・ビジ
ネス企画

2014.1 1016212845 588.5 ﾀｲﾔ

サントリー対キリン 永井隆／著 日本経済新聞出版
社

2014.1 1016216556 588.5 ﾅｶｲ

グッチの戦略 長沢伸也／編著 東洋経済新報社 2014.1 1016212860 589.2 ｸﾂﾁ
ユニクロ対ＺＡＲＡ 齊藤孝浩／著 日本経済新聞出版

社
2014.1 1016218818 673.7 ｻｲﾄ

モンベル７つの決断 辰野勇／著 山と溪谷社 2014.1 1016209163 673.7 ﾀﾂﾉ
未完の流通革命 奥田務／著 日経ＢＰ社 2014.1 1016211490 673.8 ｵｸﾀ
プロ経営者新浪剛史 吉岡秀子／著 朝日新聞出版 2014.1 1016212910 673.8 ﾆｲﾅ
２１世紀のブランドを創る「星乃珈琲店」誕 大林豁史／著 ダイヤモンド社 2014.9 1016202812 673.9 ｵｵﾊ
日本でいちばん「親切な会社」をつくる 根岸榮治／著 ダイヤモンド・ビジ

ネス企画
2014.1 1016212902 673.9 ﾈｷｼ

スターバックス輝きを取り戻すためにこだわり続け
た５つの原則

ジョゼフ・ミケーリ／著 日本経済新聞出版
社

2014.9 1016202804 673.9 ﾐｹﾘ

クロネコ遺伝子 岡田知也／著 日本経済新聞出版
社

2014.1 1016214874 685.9 ｵｸﾗ

やる！ 唐池恒二／著 かんき出版 2014.1 1016198549 686.2 ｶﾗｲ
ホームレス農園 小島希世子／著 河出書房新社 2014.1 1016209148 611.7 ｵｼﾏ
農業経営の未来戦略　２ 小田滋晃／編著 昭和堂 2014.1 1016222554 611.7 ﾉｳｷ
ペットとふれあうお店をつくりたい人の本 〔丸田香緒里〕／〔監修〕 学研パブリッシング 2014.1 1016218792 645.9 ﾍﾂﾄ
しあわせを掴む起業のカタチ 日野佳恵子／著 ダイヤモンド社 2014.1 1016218784 673 ﾋﾉ
東京以外で、１人で年商１億円のネットビジネスを
つくる方法

中村あきら／著 朝日新聞出版
2014.1 1016220103 673.3 ﾅｶﾑ

お金をかけずに田舎ではじめるネット通販 西村和弘／著 ぱる出版 2014.1 1016207662 673.3 ﾆｼﾑ

企業研究

起業・開業
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文化屋雑貨店　キッチュなモノからすてがたきモノ
まで

長谷川義太郎／著 文化学園文化出版
局

2014.1 1016211482 673.7 ﾊｾｶ

はじめての飲食店開業の教科書 井澤岳志／著 日本実業出版社 2014.1 1016214882 673.9 ｲｻﾜ
ＣＯＦＦＥＥ　ＳＴＡＮＤ 旭屋出版「カフェ＆レストラ

ン」編集部／編
旭屋出版

2014.1 1016218826 673.9 ｶﾌｴ

自分でネイルサロンを始めようと決めたら読む本 木村安气子／著 実業之日本社 2014.1 1016218776 673.9 ｷﾑﾗ
バル、始める　独立・開業小さな飲み屋の作り方 新星出版社編集部／編 新星出版社 2014.1 1016204099 673.9 ｼﾝｾ
自分の手で店をつくる 馬場仁／著 同文舘出版 2014.1 1016198606 673.9 ﾊﾊ
はじめてでもうまくいく！飲食店の始め方・育て方 Ｂｕｓｉｎｅｓｓ　Ｔｒａｉｎ／著 技術評論社 2014.8 1016198564 673.9 ﾋｼﾈ
債務超過会社の会社分割Ｑ＆Ａ 貝沼彩／著 中央経済社 2014.9 1016189464 325.2 ｶｲﾇ
わかる！会社法 小林英明／著 ＰＨＰ研究所 2014.1 1016206656 325.2 ｺﾊﾔ
平成２６年会社法改正と実務対応 太田洋／編著 商事法務 2014.1 1016217067 325.2 ﾍｲｾ
ハイパフォーマー彼らの法則 相原孝夫／著 日本経済新聞出版

社
2014.1 1016221002 336 ｱｲﾊ

現場論 遠藤功／著 東洋経済新報社 2014.1 1016207969 336 ｴﾝﾄ
マネジメント スチュアート・クレイナー／ プレジデント社 2014.1 1016189613 336 ｸﾚｲ
営業マネジメント 帆足貴宏／著 中央経済社 2014.9 1016189746 336 ｹｲｴ
マーケティング 小倉高宏／著 中央経済社 2014.9 1016189753 336 ｹｲｴ
現場改善 鍜治田良／著 中央経済社 2014.9 1016189761 336 ｹｲｴ
経営の基本 加藤篤士道／著 中央経済社 2014.9 1016189712 336 ｹｲｴ
仕事の基本 木下耕二／著 中央経済社 2014.9 1016189720 336 ｹｲｴ
会計マネジメント 檜作昌史／著 中央経済社 2014.9 1016189738 336 ｹｲｴ
仕事が速くなる技術 『Ｔｈｅ２１』編集部／編 ＰＨＰ研究所 2007.8 1018563625 336 ｻﾆｼ
リスクマネジメントの教科書 白井邦芳／著 東洋経済新報社 2014.1 1016189316 336 ｼﾗｲ
プロジェクトマネジメント現場マニュアル 能登原伸二／著 日経ＢＰ社 2014.9 1016200113 336 ﾉﾄﾊ
ワンランク上を目指すためのロジカルシンキングト
レーニング７７

日沖健／著 産業能率大学出版
部

2014.1 1016210088 336 ﾋｵｷ

ドラッカーの黒字戦略 藤屋伸二／著 ＣＣＣメディアハウ 2014.12 1016220798 336 ﾌｼﾔ
バカになれ！ 水野和敏／著 文藝春秋 2014.11 1016217240 336 ﾐｽﾉ
戦略思考ワークブック　ビジネス篇 三谷宏治／著 筑摩書房 2014.1 1016203117 336 ﾐﾀﾆ
強い会社はなぜ、この習慣を大切にするのか 矢島茂人／著 あさ出版 2014.1 1016199109 336 ﾔｼﾏ
会社はムダが９割 山口智朗／著 あさ出版 2014.9 1016198986 336 ﾔﾏｸ
プロデューサーシップ 山下勝／著 日経ＢＰ社 2014.1 1016213447 336 ﾔﾏｼ
あなたをもっと高く売るパーソナルブランディング 山本秀行／著 日経ＢＰ社 2014.1 1016220533 336 ﾔﾏﾓ
デッドライン仕事術 吉越浩一郎／著 東洋経済新報社 2014.1 1016217059 336 ﾖｼｺ
プレゼンで愛される！ 天野暢子／著 きずな出版 2014.1 1016206599 336.1 ｱﾏﾉ

起業・開業

ビジネス書

会社法
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ザ・ファーストマイル スコット・Ｄ．アンソニー／著 翔泳社 2014.1 1016220822 336.1 ｱﾝｿ
意思決定トレーニング 印南一路／著 筑摩書房 2014.1 1016211722 336.1 ｲﾝﾅ
ビジネス意思決定 大林厚臣／著 ダイヤモンド社 2014.1 1016211813 336.1 ｵｵﾊ
稼ぐ話力 勝間和代／著 毎日新聞社 2014.9 1016189357 336.1 ｶﾂﾏ
ビジネスモデル思考法 川上昌直／著 ダイヤモンド社 2014.1 1016213520 336.1 ｶﾜｶ
イノベーション スチュアート・クレイナー／ プレジデント社 2014.1 1016216952 336.1 ｸﾚｲ
ストラテジー スチュアート・クレイナー／ プレジデント社 2014.1 1016189605 336.1 ｸﾚｲ
グローバル経営戦略　２０１５ デロイトトーマツコンサルティ

ング／監修
東洋経済新報社

2014.1 1016215285 336.1 ｼﾝｸ

戦略思考トレーニング　２ 鈴木貴博／著 日本経済新聞出版
社

2013.8 1016193938 336.1 ｽｽｷ

絶対わかる！セキュリティ超入門 日経ＮＥＴＷＯＲＫ／編 日経ＢＰ社 2014.1 1016198754 336.1 ﾆﾂｹ
アクションラーニング活用術 浜田由朗／著 日刊工業新聞社 2014.1 1016217042 336.1 ﾊﾏﾀ
ビジネスモデル・マッピング・ケースブック 松原恭司郎／編著 日刊工業新聞社 2014.1 1016217034 336.1 ﾋｼﾈ
小さくても強い国のイノベーション力 一橋大学イノベーション研究

センター／編
東洋経済新報社

2014.1 1016230169 336.1 ﾋﾄﾂ

誰も教えてくれなかったシステム企画・提案 水田哲郎／著 日経ＢＰ社 2014.1 1016204776 336.1 ﾐｽﾀ
ビジネスモデル全史 三谷宏治／〔著〕 ディスカヴァー・トゥ

エンティワン
2014.9 1016195891 336.1 ﾐﾀﾆ

誰も教えてくれなかった事業計画を実現させる方
法

みらいコンサルティンググ
ループ／編

中央経済社
2014.1 1016220814 336.1 ﾐﾗｲ

好かれる女性リーダーになるための五十条 有川真由美／著 集英社 2014.1 1016220640 336.3 ｱﾘｶ
組織マネジメント入門 石井晴夫／著 中央経済社 2014.1 1016220681 336.3 ｲｼｲ
ＣＥＯからＤＥＯへ マリア・ジュディース／著 ビー・エヌ・エヌ新社 2014.9 1016189415 336.3 ｷﾃｲ
リーダーシップ スチュアート・クレイナー／ プレジデント社 2014.1 1016216945 336.3 ｸﾚｲ
なぜ、この人に部下は従うのか 渋谷昌三／著 東洋経済新報社 2014.1 1016220541 336.3 ｼﾌﾔ
叱って伸ばせるリーダーの心得５６ 中嶋郁雄／著 ダイヤモンド社 2014.1 1016215160 336.3 ﾅｶｼ
組織が動くシンプルな６つの原則 イヴ・モリュー／著 ダイヤモンド社 2014.1 1016206607 336.3 ﾓﾘﾕ
トヨタのリーダー現場を動かしたその言葉 若松義人／著 ＰＨＰ研究所 2014.1 1016209551 336.3 ﾜｶﾏ
部下の行動が１カ月で変わる！「行動コーチング」
の教科書

石田淳／著 日経ＢＰ社
2014.9 1016189324 336.4 ｲｼﾀ

上司の常識は、部下にとって非常識 榎本博明／〔著〕 クロスメディア・パブ
リッシング

2014.1 1016204529 336.4 ｴﾉﾓ

女性が活躍する会社 大久保幸夫／著 日本経済新聞出版
社

2014.1 1016209577 336.4 ｵｵｸ

フレームワークで人は動く 清水久三子／著 朝日新聞出版 2014.1 1016204602 336.4 ｼﾐｽ

ビジネス書
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人材マネジメントの大転換「健康戦略」の発想と着
眼点

大和総研経営コンサルティ
ング本部／編

中央経済社
2014.1 1016213504 336.4 ﾀｲﾜ

ゴリラの冷や汗 Ｔｅａｍ　ＧＡＴＨＥＲ　Ｐｒｏｊｅｃｔ
／著

夜間飛行
2014.2 1018565935 336.4 ﾁﾑｷ

結果を出す男はなぜ「服」にこだわるのか？ 戸賀敬城／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2014.9 1016196725 336.4 ﾄｶ
外資系とＭＢＡに学んだ「先を読む」会話術 理央周／著 ＰＨＰ研究所 2014.1 1016209569 336.4 ﾘｵｳ
デスクワーク整理術 オダギリ展子／著 三笠書房 2014.1 1016215228 336.5 ｵﾀｷ
クラウドファンディングで夢をかなえる本 板越ジョージ／著 ダイヤモンド社 2014.1 1016220848 336.8 ｲﾀｺ
新・企業価値評価 伊藤邦雄／著 日本経済新聞出版

社
2014.7 1016199927 336.8 ｲﾄｳ

中小企業診断士試験非常識合格法 古森創／著 すばる舎 2014.9 1016189407 336.8 ｺﾓﾘ
図解簿記からはじめる企業財務入門 津森信也／著 東洋経済新報社 2014.1 1016189399 336.8 ﾂﾓﾘ
「強い会社」はセグメント情報で見抜きなささい
「ソニーは金融業」「ＴＢＳは不動産業」－財務諸表
で読み解く各社のプラチナ事業

長谷川正人／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
2014.1 1016211862 336.8 ﾊｾｶ

コーポレートファイナンス実践講座 堀内勉／著 中央経済社 2014.1 1016203141 336.8 ﾎﾘｳ
接待飲食費を中心とした交際費等の実務 石井幸子／著 税務研究会出版局 2014.1 1016220673 336.9 ｲｼｲ
税理士の坊さんが書いた宗教法人の税務と会計
入門

上田二郎／著 国書刊行会
2014.1 1016206581 336.9 ｳｴﾀ

税金を払う奴はバカ！ 大村大次郎／著 ビジネス社 2014.7 1016196790 336.9 ｵｵﾑ
やってはいけない相続対策 大村大次郎／著 小学館 2014.1 1016219055 336.9 ｵｵﾑ
図解一番はじめに読む時価・減損会計の本 小澤善哉／著 東洋経済新報社 2014.1 1016210179 336.9 ｵｻﾜ
会計処理ハンドブック トーマツ／編 中央経済社 2014.9 1016189670 336.9 ｶｲｹ
バランスシートで読みとく世界経済史 ジェーン・グリーソン・ホワイ

ト／著
日経ＢＰ社

2014.1 1016209510 336.9 ｸﾘｿ

海外進出企業の税務調査対策チェックリスト 佐和周／著 中央経済社 2014.1 1016211805 336.9 ｻﾜ
そこが知りたい！固定資産管理の実務 松下欣親／編著 中央経済社 2014.1 1016208009 336.9 ｿｺｶ
同族会社相続の法務と税務 山川一陽／編 学陽書房 2014.1 1016206482 336.9 ﾄｳｿ

節税は「花沢不動産」にきけ！ 長谷川裕雅／著 中央公論新社 2014.1 1016211797 336.9 ﾊｾｶ

フリーランス・個人事業の青色申告スタート Ｂｕｓｉｎｅｓｓ　Ｔｒａｉｎ／著 ダイヤモンド社 2014.1 1016215335 336.9 ﾋｼﾈ
スーパー経理部長が実践する５０の習慣 前田康二郎／著 日本経済新聞出版

社
2014.1 1016215186 336.9 ﾏｴﾀ

税理士が知っておきたい５０のポイント国際 三浦昭彦／共著 大蔵財務協会 2014.1 1016217083 336.9 ﾐｳﾗ
取引スキーム別契約書作成に役立つ税務知識 森・濱田松本法律事務所税

務プラクティスグループ／編
中央経済社

2014.1 1016208033 336.9 ﾓﾘﾊ

ビジネス書
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全国都道府県市区町村別面積調　平成２５年 国土地理院 2014.2 1018564086 291 K3 館内用
全国市町村要覧　平成２６年版 市町村要覧編集委員会／編 第一法規 2014.1 1016197475 318 Z 館内用
民事訟務人権統計年報　［第１２８］平成２５年２
登記・訟務・人権編

法務省大臣官房司
法法制部司法法制
課

2014.9 1018563674 327 ﾐﾝｼ 館内用

在留外国人統計　平成２６年版 法務省入国管理局 2014.1 1018566420 329.9 ﾎ 館内用
地域経済総覧　２０１５ 東洋経済新報社／〔編〕 東洋経済新報社 2014.1 1016193839 330.5 T4 館内用
経済センサス－活動調査報告　平成２４年 総務省統計局／編 経済産業統計協会 2014.5 1016194597 330.5 Z 館内用
経済センサス－活動調査報告　平成２４年 総務省統計局／編 経済産業統計協会 2014.5 1016194605 330.5 Z 館内用
個人企業経済調査報告　平成２５年　構造編 総務省統計局／編 総務省統計局 2014.9 1018563724 335 S15 館内用
小売物価統計調査年報　平成２５年 総務省統計局／編 総務省統計局 2014.9 1018566008 337 S3 館内用
物価指数年報　２０１４年 日本銀行調査統計局長／

〔編〕
サンパートナーズ

2014.9 1016194266 337.8 ﾆ 館内用

データでみる県勢　２０１５年版 矢野恒太記念会／編 矢野恒太記念会 2014.1 1016199851 351 ﾔ 館内用
国勢調査報告　平成２２年　第６巻　その３　１　従
業地・通学地による抽出詳細集計結果

総務省統計局／編 総務省統計局
2014.1 1018563914 358 S 館内用

国勢調査報告　平成２２年　第６巻　その３　２　従
業地・通学地による抽出詳細集計結果

総務省統計局／編 総務省統計局
2014.1 1018563922 358 S 館内用

国勢調査報告　平成２２年　第６巻　その３　　３
従業地・通学地による抽出詳細集計結果

総務省統計局／編 総務省統計局
2014.1 1018563930 358 S 館内用

国勢調査報告　平成２２年　第６巻　その３　４　従
業地・通学地による抽出詳細集計結果

総務省統計局／編 総務省統計局
2014.1 1018563948 358 S 館内用

国勢調査報告　平成２２年　第６巻　その３　　５
従業地・通学地による抽出詳細集計結果

総務省統計局／編 総務省統計局
2014.1 1018563955 358 S 館内用

国勢調査報告　平成２２年　第６巻　その３　６　従
業地・通学地による抽出詳細集計結果

総務省統計局／編 総務省統計局
2014.1 1018563963 358 S 館内用

保険と年金の動向　２０１４／２０１５ 厚生労働統計協会／編 厚生労働統計協会 2014.1 1016230177 364 ﾎ 館内用
家計調査年報　平成２５年　２（貯蓄・負債編） 総務省統計局／編 総務省統計局 2014.8 1018565828 365 S 館内用
賃金センサス　平成２６年版　第１巻 厚生労働省統計情報部／編 労働法令 2014.7 1016195222 366.4 ﾛｳﾄ 館内用
賃金センサス　平成２６年版　第２巻 厚生労働省統計情報部／編 労働法令 2014.7 1016195230 366.4 ﾛｳﾄ 館内用
賃金センサス　平成２６年版　第３巻 厚生労働省統計情報部／編 労働法令 2014.7 1016195248 366.4 ﾛｳﾄ 館内用
賃金センサス　平成２６年版　第５巻 厚生労働省統計情報部／編 労働法令 2014.7 1016195263 366.4 ﾛｳﾄ 館内用
賃金センサス　平成２６年版　第４巻 厚生労働省統計情報部／編 労働法令 2014.7 1016195255 366.4 ﾛｳﾄ 館内用
世界の社会福祉年鑑　２０１４ 宇佐見耕一／編 旬報社 2014.1 1016199869 369 ｾｶｲ 館内用
教育アンケート調査年鑑　２０１４年版　下 「教育アンケート調査年鑑」

編集委員会／編
創育社

2014.1 1016198465 370.5 ｷﾖｳ 館内用

統計
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気象年鑑　２０１４年版 気象業務支援センター／編 気象業務支援セン
ター

2014.8 1016193813 451 K9 館内用

医療と医薬品　２０１４ アステラス製薬 2014.1 1018565851 490.5 ｲﾘﾖ 館内用
医療・医療経営統計データ集　２０１５年版 廣瀬輝夫／監修 三冬社 2014.8 1016196105 498 ｲﾘﾖ 館内用
科学技術要覧　平成２６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

2014.9 1018563757 505 K 館内用

工業統計表　平成２４年　用地・用水編 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
2014.8 1016194621 505 T 館内用

工業統計表　平成２４年　産業編 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
2014.8 1016194613 505 T 館内用

工業統計表　平成２４年　品目編 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
2014.9 1016194647 505 T 館内用

工業統計表　平成２４年　市区町村編 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
2014.8 1016194639 505 T 館内用

鉱工業指数年報　平成２５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
2014.1 1016198424 505.9 ﾂｳｼ 館内用

経済産業省生産動態統計年報　機械統計編 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
2014.8 1016194654 530.5 ｷｶｲ 館内用

原子力年鑑　２０１５ 「原子力年鑑」編集委員会
／編

日刊工業新聞社
2014.1 1016197483 539 G 館内用

電気事業便覧　平成２６年版 電気事業連合会統計委員
会／編

日本電気協会
2014.1 1016199620 540.9 ﾃﾝｷ 館内用

経済産業省生産動態統計年報　繊維・生活用品
統計編　平成２５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
2014.7 1016194662 586 ｾ 館内用

ポケット＊農林水産統計　平成２６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

2014.1 1018565794 605 N2 館内用

作物統計　平成２５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

2014.1 1018565893 611 N 館内用

生産農業所得統計　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

2014.1 1018566503 611 N 館内用

米及び麦類の生産費　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

2014.3 1018564078 611 N 館内用

生産者の米穀在庫等調査結果　平成２４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

2014.3 1018564003 611.3 ﾉｳﾘ 館内用

農業物価統計　平成２５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

2014.1 1018566438 611.8 ﾉｳﾘ 館内用

統計
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工芸農作物等の生産費　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

2014.3 1018564011 617 ﾉｳﾘ 館内用

畜産統計　平成２６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

2014.1 1018566479 640.5 ﾁ 館内用

水産年鑑　第６０集（２０１４年版） 水産年鑑編集委員会／編 水産社 2014.9 1016198457 660.5 ｽｲｻ 館内用
生鮮食料品価格・販売動向調査　平成２５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

2014.1 1018565901 675.5 ﾉｳﾘ 館内用

生鮮食料品価格・販売動向調査　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

2014.3 1018563997 675.5 ﾉｳﾘ 館内用

鉄道要覧　平成２６年度 国土交通省鉄道局／監修 電気車研究会 2014.9 1016196881 686 N 館内用
信書便年報　平成２６年度版 総務省情報流通行

政局郵政行政部信
書便事業課

2014.1 1018564615 693.2 ｼﾝｼ 館内用

ＮＨＫ年鑑　２０１４ ＮＨＫ放送文化研究所／編 ＮＨＫ出版 2014.1 1018565984 699 N2 館内用
日本民間放送年鑑　２０１４（平成２５年度） 日本民間放送連盟／編 コーケン出版 2014.1 1016230094 699.3 ﾆ 館内用
体力・運動能力調査報告書　平成２５年度 文部科学省スポー

ツ・青少年局
2014.1 1018564383 780.1 ﾓﾝﾌ 館内用

情報セキュリティ白書　２０１４ 情報処理推進機構（ＩＰＡ）／
企画・著作・制作

情報処理推進機構
2014.7 1016230631 7.6 ｼﾖｳ 館内用

著作権白書 著作権情報センター 著作権情報セン 2013.1 1018564094 21.2 ﾁﾖｻ 館内用
弁護士白書　２０１４年版 日本弁護士連合会／編著 日本弁護士連合会 2014.1 1018566529 327.1 ﾆﾎﾝ 館内用
関西経済白書　２０１４年版 アジア太平洋研究

所
2014.9 1016194944 332.1 ｶﾝｻ 館内用

外為白書　２０１３－１４（第５号） 外為どっとコム総合
研究所

2014.1 1018564607 338.9 ｶｲﾀ 館内用

世界統計白書　２０１４年版 木本書店・編集部／編 木本書店 2014.1 1016194977 350.9 ｷﾓﾄ 館内用
労働経済白書　平成２６年版 厚生労働省／編 日経印刷 2014.9 1016194589 366 R2 館内用
看護白書　平成２６年版 日本看護協会／編 日本看護協会出版

会
2014.1 1016198432 498.1 ｶﾝｺ 館内用

図で見る環境白書　循環型社会　平成２５版 環境省総合環境政策局環
境計画課／編

日経印刷
2013.6 1018565299 519 ｶﾝｷ

ホビー白書　２０１３年版 メディア開発綜研／編 日本ホビー協会 2013.1 1018564862 592.7 ﾎﾋﾊ 館内用
ジェトロ世界貿易投資報告　２０１４年版 ジェトロ（日本貿易振興機

構）／編
ジェトロ

2014.9 1016194571 678 N4 館内用

通商白書　平成２６年版 経済産業省／編 勝美印刷 2014.8 1016193805 678 T 館内用

統計

白書


