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資格
図解でよくわかる第二種電気工事士　筆記試験＆
技能試験　平成２７年

渡邊利彦／共著 誠文堂新光社 2015.2 1016235796 544 ﾜﾀﾅ

ＴＤＢ業界動向　２０１４－Ⅱ 産業調査部／編 帝国データバンク 2014.2 1018569572 335 ｻﾝｷ 館内用
ＴＤＢ業界動向　２０１５－Ⅰ 産業調査部／編 帝国データバンク 2014.8 1018569580 335 ｻﾝｷ 館内用
業種別業界情報　２０１５年版 中小企業動向調査会／編 経営情報出版社 2015.1 1016231555 335.2 ｷﾖｳ 館内用
最新銀行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 2014.12 1016225128 338.2 ﾋﾗｷ
最新航空業界の動向とカラクリがよ～くわかる本 吉田力／著 秀和システム 2014.12 1016225136 687.2 ﾖｼﾀ
通信業界の裏側が分かる　２０１５ 日経コミュニケーション／編 日経ＢＰ社 2014.12 1016225144 694.2 ﾆﾂｹ
職員録　平成２７年版　上巻 国立印刷局／編 国立印刷局 2014.12 1016231530 281 S3 館内用
職員録　平成２７年版　下巻 国立印刷局／編 国立印刷局 2014.12 1016231548 281 S3 館内用
国会便覧　平成２７年２月新版 廣済堂出版 2015.3 1016235747 314 ｺ 館内用
ＣＳＲ企業総覧　２０１５ 東洋経済／［編］ 東洋経済新報社 2014.12 1018569861 335.1 ﾄｳﾖ 館内用
日本の企業グループ　２０１５年版 東洋経済新報社／〔編〕 東洋経済新報社 2015.2 1016234427 335.2 ﾄｳﾖ 館内用
全国繊維企業要覧　Ｖｏｌ．４８（２０１５）東日本１
東京

信用交換所総合事業部／
編

信用交換所総合事
業部

2014.9 1018569622 586 ｾﾝｲ 館内用

全国繊維企業要覧　Ｖｏｌ．４８（２０１５）東日本２
愛知・東海・北陸

信用交換所総合事業部／
編

信用交換所総合事
業部

2014.9 1018569630 586 ｾﾝｲ 館内用

全国繊維企業要覧　Ｖｏｌ．４８（２０１５）東日本３
北海道・東北・関東・甲信越

信用交換所総合事業部／
編

信用交換所総合事
業部

2014.9 1018569648 586 ｾﾝｲ 館内用

全国繊維企業要覧　Ｖｏｌ．４８（２０１５）西日本１
大阪

信用交換所総合事業部／
編

信用交換所総合事
業部

2014.9 1018569655 586 ｾﾝｲ 館内用

全国繊維企業要覧　Ｖｏｌ．４８（２０１５）西日本２
京都・近畿

信用交換所総合事業部／
編

信用交換所総合事
業部

2014.9 1018569663 586 ｾﾝｲ 館内用

全国繊維企業要覧　Ｖｏｌ．４８（２０１５）西日本３
中国・四国・九州

信用交換所総合事業部／
編

信用交換所総合事
業部

2014.9 1018569671 586 ｾﾝｲ 館内用

全国繊維企業要覧　Ｖｏｌ．４８（２０１５）　索引（５０
音順・業種別）

信用交換所総合事業部／
編

信用交換所総合事
業部

2014.9 1018569689 586 ｾﾝｲ 館内用

北陸三県会社要覧　２０１５年 北陸経済研究所／編 北陸経済研究所 2014.12 1018568251 670 H6 館内用
日本の広告会社　２０１４－２０１５ 宣伝会議／編 宣伝会議 2014.9 1018569929 674 ｺｳｺ 館内用
孫正義の参謀 嶋聡／著 東洋経済新報社 2015.1 1016227033 007.3 ｿﾝ
佐高信の辛口１００社事典 佐高信／著 七つ森書館 2014.12 1016225102 335.2 ｻﾀｶ

スピード経営が日本のものづくりを変える
ＮＥＣパーソナルコンピュータ
株式会社／著

東洋経済新報社 2015.1 1016227074 509.6 ｴﾇｲ

石油の帝国 スティーブ・コール／著 ダイヤモンド社 2014.12 1016227066 568 ｺﾙ

ゆめのちから 盛田淳夫／著
ダイヤモンド・ビジ
ネス企画

2014.12 1016227058 588.3 ﾓﾘﾀ

業界

会社年鑑
等

企業研究
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インスタントラーメンが海を渡った日 村山俊夫／著 河出書房新社 2014.12 1016227041 588.9 ｵｸｲ
マクドナルド失敗の本質 小川孔輔／著 東洋経済新報社 2015.2 1016242156 673.9 ｵｶﾜ
いい仕事をしたいなら、家族を巻き込みなさい！ 櫻田厚／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2014.12 1016233049 673.9 ｻｸﾗ
ソニーはなぜ不動産業を始めたのか？ 茂木俊輔／著 日経ＢＰ社 2014.12 1016225110 673.9 ﾓﾃｷ
クロネコヤマト人の育て方 水迫洋子／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2015.1 1016242149 685.9 ﾐｽｻ
起業のファイナンス 磯崎哲也／著 日本実業出版社 2015.1 1016227330 335 ｲｿｻ
ダンゼン得するいちばんわかりやすい会社ののつ
くり方がよくわかる本

原尚美／著 ソーテック社 2014.12 1016225177 335.4 ﾊﾗ

検索せよ。そして、動き出せ。 桐谷晃司／著 ビジネス社 2015.1 1016225169 611.7 ｷﾘﾀ

わたしのお店のはじめかた。
「わたしのお店のはじめか
た。」編集部／編著

マイナビ 2014.12 1016225151 673.7 ﾜﾀｼ

速さは全てを解決する 赤羽雄二／著 ダイヤモンド社 2015.1 1016228379 336 ｱｶﾊ
リクルートで学んだリーダーになるための７７の仕 小倉広／著 ゴマブックス 2015.1 1016223123 336 ｵｸﾗ
図解ライフハッカー式整理のアイデア１２２ 小山龍介／著 東洋経済新報社 2015.1 1016223115 336 ｺﾔﾏ

世界Ｎｏ．１コンサルティング・ファームが 作佐部孝哉／著
日本能率協会マネ
ジメントセンター

2014.11 1016232892 336 ｻｸｻ

仕事の５力 白潟敏朗／著 中経出版 2008.3 1018568624 336 ｼﾗｶ
正しい目標管理の進め方 中嶋哲夫／著 東洋経済新報社 2015.2 1016228387 336 ﾅｶｼ

全員経営 野中郁次郎／著
日本経済新聞出版
社

2015.1 1016240747 336 ﾉﾅｶ

本質思考 平井孝志／著 東洋経済新報社 2015.2 1016240739 336 ﾋﾗｲ
外資系コンサルの知的生産術 山口周／著 光文社 2015.1 1016240473 336 ﾔﾏｸ
これから伸びる人の必修科目「ビジネスモデル」の
きほん

川上昌直／著 翔泳社 2015.1 1016225524 336.1 ｶﾜｶ

事業計画書
グローバルタスクフォース株
式会社／著

総合法令出版 2003.1 1018569101 336.1 ｸﾛﾊ

ゲーム・チェンジャーの競争戦略 内田和成／編著
日本経済新聞出版
社

2015.1 1016240655 336.1 ｹﾑﾁ

失敗は「そこ」からはじまる フランチェスカ・ジーノ／著 ダイヤモンド社 2015.1 1016227249 336.1 ｼﾉ
戦略をイラスト化するグラフィック・ファシリテーショ
ン・スキル

クリスティーン・チョピアク／
著

ＣＣＣメディアハウ
ス

2014.12 1016223131 336.1 ﾁﾖﾋ

経営戦略 平野敦士カール／著 朝日新聞出版 2015.1 1016227389 336.1 ﾋﾗﾉ
１枚のシートで経営を動かす 宮田矢八郎／著 ダイヤモンド社 2014.12 1016223065 336.1 ﾐﾔﾀ
ビジネスに効くスケッチ 山田雅夫／著 筑摩書房 2015.1 1016225862 336.1 ﾔﾏﾀ
リーダーのための「レジリエンス」入門 久世浩司／著 ＰＨＰ研究所 2015.1 1016225557 336.3 ｸｾ
モノづくり中小企業リーダーの役割 新庄秀光／著 日刊工業新聞社 2014.12 1016225185 336.3 ｼﾝｼ

起業・開業

企業研究

ビジネス書
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なぜ７割のエントリーシートは、読まずに捨てられ
るのか？

海老原嗣生／著 東洋経済新報社 2015.1 1016240515 336.4 ｴﾋﾊ

人材育成の教科書
ダイヤモンド社出版編集部
／編

ダイヤモンド社 2015.1 1016240275 336.4 ﾀｲﾔ

世界で働く人になる！ 田島麻衣子／著 アルク 2014.12 1016223230 336.4 ﾀｼﾏ
最強のコミュニケーションツッコミ術 村瀬健／〔著〕 祥伝社 2015.2 1016240812 336.4 ﾑﾗｾ
いちばんやさしい６０代からの　１ 古賀昭／著 日経ＢＰ社 2015.1 1016240549 336.5 ｺｶ
いちばんやさしい６０代からの　２ 古賀昭／著 日経ＢＰ社 2015.1 1016240556 336.5 ｺｶ

デジタル＆グローバル時代の凄い働き方
ダイヤモンド社出版編集部
／編

ダイヤモンド社 2015.1 1016240507 336.8 ﾀｲﾔ

ＲＯＥ最貧国日本を変える 『山を動かす』研究会／編
日本経済新聞出版
社

2014.12 1016225771 336.8 ﾔﾏｵ

図解ＣＡＡＴ実践入門 あずさ監査法人／編 中央経済社 2015.1 1016227363 336.9 ｱｽｻ

会計学入門 桜井久勝／著
日本経済新聞出版
社

2015.1 1016240358 336.9 ｻｸﾗ

相続税あなたはいくら税金を払う？ 近田順一朗／著 秀和システム 2015.1 1016223214 336.9 ﾁｶﾀ
あなたの相続税は戻ってきます 藤宮浩／著 現代書林 2014.1 1018568996 336.9 ﾌｼﾐ
決算書はここだけ読もう　２０１５年版 矢島雅己／著 弘文堂 2014.1 1016232462 336.9 ﾔｼﾏ
日本都市年鑑　平成２６年版 全国市長会／編 第一法規 2014.12 1016235739 318 N5 館内用

家計の金融行動に関する世論調　平成２６年 日本リサーチセンター／編
金融広報中央委員
会

2014.12 1018567766 330.5 ｷﾝﾕ 館内用

県民経済計算年報　平成２６年版
内閣府経済社会総合研究
所国民経済計算部／編

メディアランド 2015.2 1016235614 330.5 ｹ 館内用

世界経済・社会統計　２０１２ 世界銀行／編 柊風舎 2014.12 1016231563 330.5 ｾｶｲ 館内用
株価総覧　２０１５年版 東洋経済新報社／〔編〕 東洋経済新報社 2015.2 1016233601 331.1 ｶﾌｶ 館内用
個人所得指標　２０１５年版 ＪＰＳ／編 ＪＰＳ 2014.12 1016231696 331.8 ｺ 館内用

日本経済　２０１４－２０１５
内閣府政策統括官（経済財
政分析担当）／編

日経印刷 2015.2 1016235606 332.1 ｹ 館内用

地域の経済　２０１４
内閣府政策統括官（経済財
政分析担当）／編

日経印刷 2015.2 1016235713 332.1 ﾁ 館内用

産業別財務データハンドブック　２０１４年
日本政策投資銀行設備投
資研究所／編

日本経済研究所 2014.12 1018569754 336.8 ﾆﾎﾝ 館内用

国債統計年報　平成２５年度 財務省理財局／編 山浦印刷出版部 2014.11 1016231498 347 ｵｵｸ 館内用

白書統計索引　２０１３
日外アソシエーツ株式会社
／編

日外アソシエーツ 2014.2 1018569879 350.3 ﾆﾁｶ 館内用

日本統計年鑑　第６４回（平成２７年） 総務省統計局／編 総務省統計局 2014.11 1018567915 351 N2 館内用

ビジネス書

統計
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人口の動向日本と世界　２０１５
国立社会保障・人口問題研
究所／編

厚生労働統計協会 2015.2 1016235598 358 ｺ 館内用

家計調査収支項目分類の解説　平成２７年１ 総務省統計局／編 総務省統計局 2015.1 1018568590 365 S 館内用
住宅・土地統計調査速報集計結果　平成２５年 総務省統計局／編 総務省統計局 2014.12 1018568756 365 S 館内用
住宅経済データ集　平成２６年度版 住宅経済研究会／編・著 住宅産業新聞社 2014.11 1016231514 365.3 ｼ 館内用

雇用均等基本調査結果報告書　平成２５年度
厚生労働省雇用均
等・児童家庭局雇
用均等政策課

2014.11 1018567600 366.3 ｺﾖｳ 館内用

高齢社会基礎資料　’１４－’１５年版
エイジング総合研究センター
基礎資料編纂委員会／編

中央法規出版 2014.12 1016232611 367.7 ｺｳﾚ 館内用

社会福祉の動向　２０１５
社会福祉の動向編集委員
会／編

中央法規出版 2015.2 1016234435 369 ｼ 館内用

保育年報　２０１４ 全国保育協議会／編
全国社会福祉協議
会

2014.11 1018569903 369.4 ﾎ 館内用

地方教育費調査報告書　平成２５年度（平成２４会
計年度）

文部科学省生涯学習政策
局政策課調査統計企画室
／〔著〕

文部科学省 ［２０１４．１２］ 1018567873 370.5 M 館内用

学校基本調査報告書　平成２６年度　高等教育機
関編

文部科学省／〔著〕 文部科学省 ［２０１４．１２］ 1018567899 370.5 M 館内用

学校基本調査報告書　平成２６年度　初等中等教
育機関　専修学校・各種学校編

文部科学省／〔著〕 文部科学省 ［２０１４．１２］ 1018567881 370.5 M 館内用

医療施設調査病院報告　平成２５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 2015.2 1016235754 498 K5 館内用

医療施設調査病院報告　平成２５年　下巻（都道
府県編）

厚生労働省大臣官房統計
情報部／編

厚生労働統計協会 2015.2 1016235762 498 K5 館内用

素形材年鑑　平成２５年版 素形材センター 2014.12 1018568160 566 ｿ 館内用
繊維ハンドブック　２０１４年版 日本化学繊維協会／編 日本化学繊維協会 2013.12 1018569697 586 ｾﾝｲ 館内用
食品産業統計年報　平成２６年度版 食品産業センター 2014.12 1016232868 588 ｼﾖｸ 館内用

生産者の米穀在庫等調査結果　平成２５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

2015.2 1018508323 611.3 ﾉｳﾘ 館内用

集落営農実態調査報告書　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

2014.12 1018567808 611.7 ﾉｳﾘ 館内用

野菜生産出荷統計　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

2015.1 1018568566 621 N 館内用

果樹生産出荷統計　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

2015.1 1018568574 625 N3 館内用

統計
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花き生産出荷統計　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

2015.1 1018568558 627 N9 館内用

畜産物流通統計　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

2014.12 1018567618 641.4 ﾉｳﾘ 館内用

牛乳乳製品統計　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

2014.12 1018568178 648.1 ﾉｳﾘ 館内用

森林・林業統計要覧　２０１４年版 林野庁／編
日本森林林業振興
会

2015.1 1016233650 650.5 ﾘﾝﾔ 館内用

漁業経営調査報告　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

2015.1 1018508257 660.5 ﾉｳﾘ 館内用

ＮＨＫデータブック世界の放送　２０１５ ＮＨＫ放送文化研究所／編 ＮＨＫ出版 2015.2 1018557791 699.2 ﾆﾎﾝ 館内用
消防白書　平成２６年版 消防庁／編 消防庁 ［２０１４］ 1018568186 317 S7 館内用
犯罪白書　平成２６年版 法務省法務総合研究所／ 日経印刷 2014.12 1016231522 326 H3 館内用

法テラス白書　平成２５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

2014.12 1018567758 327.1 ﾆﾎﾝ 館内用

公正取引委員会年次報告　平成２６年版 公正取引委員会／編 公正取引協会 2014.12 1016231506 335 K49 館内用

金融情報システム白書　平成２７年版
金融情報システムセンター
／編

財経詳報社 2014.12 1016233643 338.5 ｷ 館内用

女性労働の分析　２０１３年 ２１世紀職業財団 2015.2 1016235580 366.3 ﾛｳﾄ 館内用

精神保健福祉白書　２０１５年版
精神保健福祉白書編集委
員会／編

中央法規出版 2014.11 1016235176 369.2 ｾｲｼ 館内用

介護白書　平成２６年版 全国老人保健施設協会／ オフィスＴＭ 2014.1 1018569887 369.2 ｾﾝｺ 館内用
ホビー白書　２０１４年版 メディア開発綜研／編 日本ホビー協会 2014.12 1018568152 592.7 ﾎﾋﾊ 館内用

白書

統計


