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新卒採用基準 廣瀬泰幸／著 東洋経済新報社 2015.2 1016242420 336.4 ﾋﾛｾ
あなたは、今の仕事をするためだけに生まれてき
たのですか

伊藤真／著
日本経済新聞出版
社

2015.6 1016278424 367.7 ｲﾄｳ

企業との協働によるキャリア教育 宮重徹也／編著 慧文社 2015.3 1018586121 377.9 ｷｷﾖ
地方公務員になるには 井上繁／編著 ぺりかん社 2015.2 1016245779 318.3 ﾁﾎｳ
家裁調査官の仕事がわかる本 法学書院編集部／編 法学書院 2014.3 1016237867 327.1 ﾎｳｶ
薬剤師 久保田嘉郎／著 新水社 2014.1 1016237560 498.1 ｸﾎﾀ
最新医療事務のすべてがわかる本 青地記代子／監修 日本文芸社 2015.3 1018583839 498.1 ｻｲｼ
産業カウンセラー 大野萌子／著 新水社 2015.3 1016249656 498.8 ｵｵﾉ
海上保安官になる本　２０１５－２０１６ イカロス出版 2015.3 1018591121 557.8 ｶｲｼ
海上保安大学校海上保安学校へ　平成２７年版 海上保安受験研究会／編 成山堂書店 2015.2 1018558583 557.8 ｶｲｼ
美容室・理容室・サロンで働く人たち 津留有希／著 ぺりかん社 2015.1 1016237206 595 ﾂﾙ
農業女子 伊藤淳子／著 洋泉社 2015.4 1018570216 611.7 ｲﾄｳ
葬祭業界で働く 薄井秀夫／著 ぺりかん社 2015.1 1016236141 673.9 ｳｽｲ
図解でよくわかる第一種電気工事士　筆記試験＆
技能試験　平成２７年版

渡邊利彦／共著 誠文堂新光社 2015.5 1016238964 544 ﾜﾀﾅ

販売士２級 清水敏行／共著 税務経理協会 2015.2 1016250266 673.3 ﾊﾝﾊ 館内用
最新保育サービス業界の動向とカラクリがよ～く
わかる本

大嶽広展／著 秀和システム 2015.3 1018583797 369.4 ｵｵﾀ

最新物流業界の動向とカラクリがよ～くわかる本 橋本直行／著 秀和システム 2015.3 1018583805 675.4 ﾊｼﾓ

専門情報機関総覧　２０１５
専門図書館協議会調査分
析委員会／編

専門図書館協議会 2015.2 1016235929 018 S 館内用

中経企業年鑑　２０１５ 中部経済新聞社 2014.1 1016236281 059.1 ﾁﾕｳ 館内用
海外進出企業総覧　２０１５　国別編 東洋経済／編 東洋経済新報社 2015.4 1016237297 335 ｶ 館内用
海外進出企業総覧　２０１５　会社別編 東洋経済／編 東洋経済新報社 2015.5 1016250902 335 ｶ 館内用
食糧年鑑　２０１５年度版　〔１〕 日本食糧新聞社 2015.4 1016252346 611 S33 館内用
食糧年鑑　２０１５年度版　〔２〕 日本食糧新聞社 2015.4 1016252353 611 S33 館内用
通信販売年鑑　２０１３年版 通販新聞社／編 宏文出版 2013.3 1018558120 673.3 ﾂｳｼ 館内用
ハイヤー・タクシー年鑑　２０１５年版 ハイタク問題研究会／編 東京交通新聞社 2015.4 1018591022 685.5 ﾊｲﾀ 館内用
日本インターネット書紀 鈴木幸一／著 講談社 2015.3 1016250613 007.3 ｽｽｷ
孫正義の焦燥 大西孝弘／著 日経ＢＰ社 2015.6 1016278416 007.3 ｿﾝ

リクルート 日本経済新聞社／編
日本経済新聞出版
社

2015.2 1016245787 007.3 ﾆﾎﾝ

Ａｌｉｂａｂａアリババの野望 王利芬／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2015.3 1018584852 007.3 ﾊ
黒子の流儀 春田真／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2015.4 1016238923 007.3 ﾊﾙﾀ
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逆境を越えて 山岡淳一郎／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2015.5 1018575025 289.1 ｵｸﾗ
世界最高のバイオテク企業 ゴードン・バインダー／著 日経ＢＰ社 2015.4 1018573814 460 ﾊｲﾝ

ヒューマシン・カンパニー 中山愼一／著
ダイヤモンド・ビジ
ネス企画

2015.4 1018570265 532 ﾅｶﾔ

なぜ、メルセデス・ベンツは選ばれるのか？ 上野金太郎／著 サンマーク出版 2015.4 1018570257 537 ｳｴﾉ
トヨタ仕事の基本大全 ＯＪＴソリューションズ／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2015.2 1018583904 537 ｵｼｴ
トヨタの反省力 唐土新市郎／著 泰文堂 2014.1 1016251298 537 ｶﾗﾂ
答えは必ずある 人見光夫／著 ダイヤモンド社 2015.2 1018583888 537 ﾋﾄﾐ

世界Ｎｏ．１トヨタの非常識な４５の習慣 若松義人／著
ＰＨＰエディターズ・
グループ

2015.3 1018584829 537 ﾜｶﾏ

パナソニック人事抗争史 岩瀬達哉／著 講談社 2015.4 1018570224 545 ｲﾜｾ
バルミューダ奇跡のデザイン経営 守山久子／〔著〕 日経ＢＰ社 2015.4 1018570281 545.8 ﾓﾘﾔ
最強の未公開企業ファーウェイ 田濤／著 東洋経済新報社 2015.2 1018583896 547 ﾆﾝ
切り捨てＳＯＮＹ 清武英利／著 講談社 2015.4 1018570232 549 ｷﾖﾀ
倒れゆく巨象 ロバート・クリンジリー／著 祥伝社 2015.3 1018583870 549 ｸﾘﾝ

上品な上質 ファミリア／編
ダイヤモンド・ビジ
ネス企画

2015.4 1018570240 589.2 ﾌｱﾐ

「消せるボールペン」３０年の開発物語 滝田誠一郎／著 小学館 2015.4 1018570273 589.7 ﾀｷﾀ
ＫＩＮＧ　ＪＩＭヒット文具を生み続ける独創のセオリー 宮本彰／著 河出書房新社 2015.6 1018579019 589.7 ﾐﾔﾓ
図解無印良品は、仕組みが９割 松井忠三／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2015.2 1018583912 673.7 ﾏﾂｲ
日本スターバックス物語 梅本龍夫／著 早川書房 2015.5 1018579027 673.9 ｳﾒﾓ
ＴＳＵＴＡＹＡの謎 川島蓉子／著 日経ＢＰ社 2015.5 1018573822 673.9 ｶﾜｼ
小山昇の失敗は蜜の味 小山昇／著 日経ＢＰ社 2015.3 1018583862 673.9 ｺﾔﾏ
まごころを運ぶ 渡辺賢一／著 ダイヤモンド社 2015.3 1018583847 685.9 ﾜﾀﾅ
日本郵政 井手秀樹／著 東洋経済新報社 2015.4 1018583854 693.2 ｲﾃ
起業の神様が教える、ビジネスで一番大事なこと 安東邦彦／著 総合法令出版 2015.2 1016239715 335 ｱﾝﾄ
渋谷で教える起業先生！ 黒石健太郎／著 毎日新聞出版 2015.6 1016277426 335 ｸﾛｲ
ゼロからはじめる起業の法律必ず知っておきたい
こと１００

小坂英雄／著 あさ出版 2015.3 1018580512 335 ｺｻｶ

起業 失敗の法則 鈴木　健介／著
ディスカヴァー・トゥ
エンティワン

2014.4 1016239970 335 ｽｽｷ

自力で自立するマイスタイル起業 中山マコト／著 パブラボ 2015.3 1016239723 335 ﾅｶﾔ
失敗しない個人事業の始め方 吉澤大／監修 ナツメ社 2015.5 1018573830 673 ｼﾂﾊ
起業の疑問と不安がなくなる本 中野裕哲／著 日本実業出版社 2015.3 1016239707 673 ﾅｶﾉ

小さなカフェのはじめ方 富田佐奈栄／著
主婦の友インフォス
情報社

2015.5 1018570190 673.9 ﾄﾐﾀ
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繁盛する飲食店が必ずやっている開業資金の調
達方法

原陽介／著 秀和システム 2015.2 1018583821 673.9 ﾊﾗ

わたしがカフェをはじめた日。 ホホホ座／文と絵 小学館 2015.4 1018570208 673.9 ﾎﾎﾎ
登記 商業登記ハンドブック 松井信憲／著 商事法務 2015.5 1018574127 325.1 ﾏﾂｲ

いちばんやさしい株式会社の議事録作成全集 岡住貞宏／著 自由国民社 2015.5 1018577203 325.2 ｵｶｽ
会社法の道案内 山下眞弘／編著 法律文化社 2015.2 1016247684 325.2 ｶｲｼ
改正会社法で変わるファイナンス・Ｍ＆Ａの実務 中村慎二／著 中央経済社 2015.6 1016277343 325.2 ｶｲｾ
改正会社法・施行規則等の解説　２０１４－２０１５ 岡伸浩／編 中央経済社 2015.5 1018575496 325.2 ｶｲｾ
監査役・監査委員ハンドブック 中村直人／編著 商事法務 2015.6 1016275446 325.2 ｶﾝｻ
会社法 神田秀樹／著 弘文堂 2015.6 1016275404 325.2 ｶﾝﾀ
子会社管理の法務・税務 あさひ法律事務所／編 中央経済社 2015.4 1018586139 325.2 ｺｶｲ

ベーシック会社法入門 宍戸善一／著
日本経済新聞出版
社

2015.3 1018584290 325.2 ｼｼﾄ

類型別中小企業のための会社法 柴田和史／著 三省堂 2015.5 1018571362 325.2 ｼﾊﾀ
会社法詳解 柴田和史／著 商事法務 2015.6 1018577211 325.2 ｼﾊﾀ
新・株主総会ガイドライン 東京弁護士会会社法部／ 商事法務 2015.4 1018586105 325.2 ﾄｳｷ

必携改正会社法の実務　平成２６年
東京弁護士会親和全期会
／著

自由国民社 2015.6 1016275412 325.2 ﾄｳｷ

取締役の法律知識 中島茂／著
日本経済新聞出版
社

2015.4 1018586840 325.2 ﾅｶｼ

よくわかる取締役になったら事典 浜辺陽一郎／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2015.3 1018580728 325.2 ﾊﾏﾍ
図解新会社法のしくみ 浜辺陽一郎／著 東洋経済新報社 2015.4 1018586055 325.2 ﾊﾏﾍ
記載例で理解する株主総会・取締役会・監査役会
の議事録作成

三菱ＵＦＪ信託銀行証券代
行部／編

清文社 2015.3 1018580801 325.2 ﾐﾂﾋ

書式 自分で読み書きできる英文ビジネス契約書 野副靖人／著 中央経済社 2015.4 1018570182 670.9 ﾉｿｴ

決算 会社法決算書の読み方・作り方
新日本有限責任監査法人
／編

中央経済社 2015.2 1016244426 336.9 ｼﾝﾆ

POP
たった１行で繁盛店に変える！つい買いたくなるＰ
ＯＰの極意

沼澤拓也／著 実業之日本社 2015.3 1018583813 674.7 ﾇﾏｻ

現役総務さんの声を生かした総務のお仕事がスイ
スイはかどる本

池田理恵子／著 秀和システム 2015.6 1018577328 336 ｲｹﾀ

ビジネス・ペップトーク 占部正尚／著 日刊工業新聞社 2015.4 1018571081 336 ｳﾗﾍ
部下論 江口克彦／著 東洋経済新報社 2015.5 1018571644 336 ｴｸﾁ

反社会的勢力排除の「超」実践ガイドブック エス・ピー・ネットワーク／著
レクシスネクシス・
ジャパン

2014.4 1016236190 336 ｴｽﾋ

企業・団体のためのマイナンバー制度への実務対応 影島広泰／著 清文社 2015.3 1016247841 336 ｶｹｼ

起業
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発想法の使い方 加藤昌治／著
日本経済新聞出版
社

2015.4 1018586501 336 ｶﾄｳ

ザ・ラストマン 川村隆／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2015.3 1016248856 336 ｶﾜﾑ
仕事で成長する人は、なぜ「不安」を「転機」に変え
られるのか？

久世浩司／著 朝日新聞出版 2015.3 1016247742 336 ｸｾ

グロービスＭＢＡマネジメント　２ グロービス経営大学院／編 ダイヤモンド社 2015.4 1018586337 336 ｸﾛﾋ
グロービス流ビジネス勉強力 グロービス経営大学院／著 東洋経済新報社 2015.5 1018571453 336 ｸﾛﾋ
ネット炎上対策の教科書 小林直樹／著 日経ＢＰ社 2015.6 1016277228 336 ｺﾊﾔ
儲ける社長のＰＤＣＡのまわし方 小山昇／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2015.6 1016275354 336 ｺﾔﾏ
仕事の速い人は１５０字で資料を作り３分でプレゼ
ンする。

坂口孝則／著 幻冬舎 2015.4 1018585743 336 ｻｶｸ

“９９％の社員”から抜け出す人の考え方 杉元崇将／著 ダイヤモンド社 2015.4 1018571800 336 ｽｷﾓ

鬼手仏心の経営 鈴木訓夫／著
日本経済新聞出版
社

2015.6 1016277418 336 ｽｽｷ

中小企業のためのＢＣＰ策定パーフェクトガイド 高荷智也／著 ウィズワークス 2015.6 1016275339 336 ﾀｶﾆ
ビジネス偏差値７０の人の答え４０の人の答え 鳥原隆志／著 朝日新聞出版 2015.2 1016244392 336 ﾄﾘﾊ

オーナー社長のための理念経営４つの戦略 藤本繁夫／著
幻冬舎メディアコン
サルティング

2015.3 1018586824 336 ﾌｼﾓ

東大首席弁護士が教える「ブレない」思考法 山口真由／著 ＰＨＰ研究所 2015.3 1018581189 336 ﾔﾏｸ
リクルートでゼロから学んだ絶対ルール 弓手一平／著 実業之日本社 2015.4 1018586246 336 ﾕﾝﾃ
一流の人はなぜ、Ａ３ノートを使うのか？ 横田伊佐男／著 学研パブリッシング 2015.4 1018586386 336 ﾖｺﾀ
２枚目の名刺未来を変える働き方 米倉誠一郎／〔著〕 講談社 2015.5 1018577567 336 ﾖﾈｸ
ｉＰｈｏｎｅ・ｉＰａｄ企業導入ガイドライ ｉＯＳコンソーシアム／著 日経ＢＰ社 2015.3 1018581197 336.1 ｱｲｵ
先生、イノベーションって何ですか？ 伊丹敬之／著 ＰＨＰ研究所 2015.5 1018574267 336.1 ｲﾀﾐ
ＳＴＡＲＴ　ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ！ ハイス・ファン・ウルフェン／ ビー・エヌ・エヌ新 2015.2 1016244335 336.1 ｳﾙﾌ
決算書から読み解くビジネスモデル分析術 ＡＰＭコンサルティング／著 翔泳社 2015.3 1016248690 336.1 ｴﾋｴ
リーン・スタートアップを駆使する企業 トレヴァー・オーエンズ／著 日経ＢＰ社 2015.6 1016277244 336.1 ｵｴﾝ
マッキンゼーのエリートはノートに何を書いている 大嶋祥誉／著 ＳＢクリエイティブ 2015.2 1016246413 336.1 ｵｵｼ
ＯＲのはなし 大村平／著 日科技連出版社 2015.5 1018575439 336.1 ｵｵﾑ
外資系コンサルタントの企画力 金巻龍一／著 東洋経済新報社 2015.4 1018586410 336.1 ｶﾈﾏ
クラウド未導入企業のためのクラウド型パッケージ
がよ～くわかる本

厂崎敬一郎／著 秀和システム 2015.4 1018580637 336.1 ｶﾝｻ

教科書を超えた技術経営 伊丹敬之／編著
日本経済新聞出版
社

2015.4 1018585842 336.1 ｷﾖｳ

Ｅｘｃｅｌビジネス統計パーフェクトマスタ 金城俊哉／著 秀和システム 2015.5 1018571602 336.1 ｷﾝｼ
１０１デザインメソッド ヴィジェイ・クーマー／著 英治出版 2015.2 1016246223 336.1 ｸﾏ

ビジネス書
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外資系投資銀行のエクセル仕事術 熊野整／著 ダイヤモンド社 2015.2 1016244434 336.1 ｸﾏﾉ
もしも社長がセキュリティ対策を聞いてきたら 蔵本雄一／著 日経ＢＰ社 2015.6 1016277368 336.1 ｸﾗﾓ
経営情報論 遠山曉／著 有斐閣 2015.3 1016239319 336.1 ｹｲｴ

ビッグデータ活用の常識は今すぐ捨てなさい 神戸デジタル・ラボ／編
幻冬舎メディアコン
サルティング

2015.5 1018577237 336.1 ｺｳﾍ

受注を勝ち取るための外資系「提案」の技術 式町久美子／著 ダイヤモンド社 2015.3 1018581304 336.1 ｼｷﾏ
実践ビジネスプラン 川上智子／編著 中央経済社 2015.3 1018580538 336.1 ｼﾂｾ
「問題解決」のきほん 鈴木進介／著 翔泳社 2015.3 1018581320 336.1 ｽｽｷ
カフェオレからはじまるイノベーション 田子學／著 翔泳社 2015.6 1016275321 336.1 ﾀｺ
データ活用実践教室 高橋威知郎／著 日経ＢＰ社 2015.3 1018580710 336.1 ﾃﾀｶ
ＴＥＤトーク　実践編 ジェレミー・ドノバン／著 新潮社 2015.4 1018586881 336.1 ﾄﾉﾊ
ＩＧＰＩ流ビジネスプランニングのリアル・ノウハウ 冨山和彦／著 ＰＨＰ研究所 2015.5 1018586485 336.1 ﾄﾔﾏ
未来志向型経営 仲宗根政則／著 ダイヤモンド社 2015.3 1018580611 336.1 ﾅｶｿ
情熱の仕事学 成毛眞／著 日経ＢＰ社 2015.6 1016277509 336.1 ﾅﾙｹ
「持たない」で儲ける会社 西村克己／〔著〕 講談社 2015.4 1018587186 336.1 ﾆｼﾑ
プレゼンは「目線」で決まる 西脇資哲／著 ダイヤモンド社 2015.6 1016277251 336.1 ﾆｼﾜ
一橋ＭＢＡ戦略ケースブック 沼上幹／著 東洋経済新報社 2015.3 1016246421 336.1 ﾇﾏｶ
イノベーション・ファシリテーター 野村恭彦／著 プレジデント社 2015.5 1018574291 336.1 ﾉﾑﾗ

バリュー・プロポジション・デザイン
アレックス・オスターワル
ダー／著

翔泳社 2015.4 1018586469 336.1 ﾊﾘﾕ

成功するイノベーションは何が違うのか？ ネイサン・ファー／著 翔泳社 2015.2 1016244640 336.1 ﾌｱ
オープン・イノベーションの教科書 星野達也／著 ダイヤモンド社 2015.2 1016246397 336.1 ﾎｼﾉ
仕事に生かす地頭力 細谷功／著 筑摩書房 2015.2 1016242628 336.1 ﾎｿﾔ
外資系コンサルのスライド作成　作例集 山口周／著 東洋経済新報社 2015.4 1018586394 336.1 ﾔﾏｸ

競争しない競争戦略 山田英夫／著
日本経済新聞出版
社

2015.3 1018580561 336.1 ﾔﾏﾀ

描（か）いて、見せて、伝えるスゴい！プレゼン ダン・ローム／著 講談社 2015.3 1016247775 336.1 ﾛﾑ
ビジネスが劇的に変わる！エクセルデータ分析の
教科書

渡辺克之／著 ソーテック社 2015.4 1018586956 336.1 ﾜﾀﾅ

知らないと危ない、会社の裏ルール 楠木新／著
日本経済新聞出版
社

2015.2 1016242826 336.3 ｸｽﾉ

なぜ、優れたリーダーは「失敗」を語るのか 佐々木繁範／著 ＰＨＰ研究所 2015.3 1016244327 336.3 ｻｻｷ
新１分間リーダーシップ ケン・ブランチャード／著 ダイヤモンド社 2015.5 1018577286 336.3 ｼﾝｲ
ぼくは「技術」で人を動かす 高島宏平／著 ダイヤモンド社 2015.2 1016242511 336.3 ﾀｶｼ

リーダーシップの名著を読む 日本経済新聞社／編
日本経済新聞出版
社

2015.5 1018574242 336.3 ﾆﾎﾝ
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プロフェッショナル・リーダー 野田努／著 ダイヤモンド社 2015.5 1018574382 336.3 ﾉﾀ

ハーバード流逆転のリーダーシップ リンダ・Ａ．ヒル／著
日本経済新聞出版
社

2015.4 1018571826 336.3 ﾊﾊﾄ

求心力 平尾誠二／著 ＰＨＰ研究所 2015.3 1018584365 336.3 ﾋﾗｵ
稲盛流コンパ 北方雅人／共著 日経ＢＰ社 2015.4 1018586451 336.3 ﾎﾂﾎ
リーダーは夢を語りなさい 矢部輝夫／著 ＰＨＰ研究所 2015.7 1016277442 336.3 ﾔﾍ
あなたの隣のモンスター社員 石川弘子／著 文藝春秋 2015.2 1016246165 336.4 ｲｼｶ
新米上司の言葉かけ 梶原しげる／著 技術評論社 2015.5 1016250852 336.4 ｶｼﾜ
帰国ガイド　２０１４年度版 ＪＣＭ／編 ＪＣＭ 2014.2 1018558815 336.4 ｷｺｸ
外国人雇用の実務 近藤秀将／著 中央経済社 2015.5 1018571693 336.4 ｺﾝﾄ
「タレント」の時代 酒井崇男／著 講談社 2015.2 1016248732 336.4 ｻｶｲ
税理士が知っておきたい５０のポイント労務 佐藤広一／著 大蔵財務協会 2015.4 1018571156 336.4 ｻﾄｳ
研修講師養成講座 真田茂人／著 中央経済社 2015.4 1018586196 336.4 ｻﾅﾀ

人事制度活用の“勘どころ”
産業能率大学総合研究所
人事システム開発プロジェク
ト／編著

産業能率大学出版
部

2015.2 1016246538 336.4 ｻﾝｷ

社長の覚悟 柴田励司／著 ダイヤモンド社 2015.3 1018580520 336.4 ｼﾊﾀ
世界標準のビジネスマナー ドロシア・ジョンソン／著 東洋経済新報社 2015.5 1018571628 336.4 ｼﾖﾝ
ビジネスメンタリズム 白戸三四郎／著 経済法令研究会 2015.5 1018577617 336.4 ｼﾗﾄ

ＯＪＴ完全マニュアル
ダイヤモンド社人材開発編
集部／編

ダイヤモンド社 2015.3 1018580645 336.4 ﾀｲﾔ

うまく伝わらない人のためのコミュニケーション改
善マニュアル

竹内義晴／著 秀和システム 2015.6 1018577393 336.4 ﾀｹｳ

「ビジネスマナー」のきほん ＴＮＢ編集部／編著 翔泳社 2015.3 1018580603 336.4 ﾃｲｴ

統合人事管理
「統合人事管理」研究会／
編著

経団連出版 2015.3 1018580736 336.4 ﾄｳｺ

結果を出す男は「飲み会」で何をしているの 戸賀敬城／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2015.6 1016277145 336.4 ﾄｶ
コーポレートコーチング　上 苫米地英人／著 開拓社 2015.6 1016275347 336.4 ﾄﾏﾍ
若手社員が育たない。 豊田義博／著 筑摩書房 2015.6 1018579399 336.4 ﾄﾖﾀ
目標未達でも給料が上がる人 福田稔／〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2015.3 1018580447 336.4 ﾌｸﾀ
新１分間マネジャー ケン・ブランチャード／著 ダイヤモンド社 2015.6 1016277269 336.4 ﾌﾗﾝ
ケースで学ぶ社員の不祥事・トラブルの予防と対
策

本間邦弘／著
日本経済新聞出版
社

2015.3 1018580454 336.4 ﾎﾝﾏ

事業は人なり 松下幸之助／著 ＰＨＰ研究所 2015.3 1016244343 336.4 ﾏﾂｼ
コーチング・アクロス・カルチャーズ フィリップ・ロジンスキー／著 プレジデント社 2015.1 1016244608 336.4 ﾛｼﾝ
ＥＸＣＥＬ　ＶＢＡ　業務自動化 近田伸矢／著 翔泳社 2015.4 1018586949 336.5 ｴｸｾ
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実践ビジネスメール教室 平野友朗／著 日経ＢＰ社 2015.3 1018580462 336.5 ﾋﾗﾉ
世界のトップを１０秒で納得させる資料の法則 三木雄信／著 東洋経済新報社 2015.5 1018571651 336.5 ﾐｷ
なぜ、あの会社は女性管理職が順調に増えてい
るのか

麓幸子／編 日経ＢＰ社 2015.4 1018586170 336.7 ﾅｾｱ

ＣＦＯを目指すキャリア戦略 安藤秀昭／著 中央経済社 2015.4 1018585974 336.8 ｱﾝﾄ

はじめての企業価値評価 砂川伸幸／著
日本経済新聞出版
社

2015.2 1016244293 336.8 ｲｻｶ

原価計算セミナー 片岡洋一／編著 中央経済社 2015.4 1018571214 336.8 ｹﾝｶ
「ＲＯＥって何？」という人のための経営指標の教 小宮一慶／著 ＰＨＰ研究所 2015.7 1016277319 336.8 ｺﾐﾔ
「日本でいちばん大切にしたい会社」がわかる１０
０の指標

坂本光司／著 朝日新聞出版 2015.3 1018584381 336.8 ｻｶﾓ

テキスト原価会計 高橋賢／著 中央経済社 2015.2 1016242644 336.8 ﾀｶﾊ
入門企業金融論 中島真志／著 東洋経済新報社 2015.3 1016246207 336.8 ﾅｶｼ

内部統制の知識 町田祥弘／著
日本経済新聞出版
社

2015.3 1018580678 336.8 ﾏﾁﾀ

「地域一番コンサルタント」になる方法 水沼啓幸／著 同文舘出版 2015.2 1016242453 336.8 ﾐｽﾇ
有価証券報告書の見方・読み方 あずさ監査法人／編 清文社 2015.3 1018580793 336.8 ﾕｳｶ
サクッとわかる！「勘定科目」のキホンと「仕訳」の
入門

駒井伸俊／著 秀和システム 2015.3 1018580785 336.9 ｺﾏｲ

財務会計論　１（基本論点編） 佐藤信彦／編著 中央経済社 2015.4 1018571818 336.9 ｻｲﾑ
財務会計論　２（応用論点編） 佐藤信彦／編著 中央経済社 2015.4 1018574119 336.9 ｻｲﾑ
実践税理士法 日本税理士会連合会／編 中央経済社 2015.4 1018586204 336.9 ｻｶﾀ
財務会計講義 桜井久勝／著 中央経済社 2015.3 1018580751 336.9 ｻｸﾗ
財務会計・入門 桜井久勝／著 有斐閣 2015.3 1016239251 336.9 ｻｸﾗ
顧問税理士のための相続・事業承継スキーム 白井一馬／著 中央経済社 2013.1 1016236869 336.9 ｼﾗｲ
会計不正はこう見抜け ハワード・シリット／著 日経ＢＰ社 2015.3 1018580777 336.9 ｼﾘﾂ
申告書の書き方から学ぶ国際税務に強い税理士
になる本

高山政信／著 中央経済社 2015.2 1016244491 336.9 ｼﾝｺ

税務コンプライアンスの実務 鈴木広樹／編著 清文社 2015.5 1018571297 336.9 ｾｲﾑ
戦後企業会計史 遠藤博志／編著 中央経済社 2015.2 1016244707 336.9 ｾﾝｺ
帳簿の世界史 ジェイコブ・ソール／著 文藝春秋 2015.4 1018586519 336.9 ｿﾙ
税理士なら知っておきたい事業承継対策の法務・
税務Ｑ＆Ａ

タクトコンサルティング／編 中央経済社 2015.3 1018580371 336.9 ﾀｸﾄ

税理士が本当に知りたい生前贈与相談頻出ケー
ススタディ

チェスター／編 清文社 2015.3 1016247726 336.9 ﾁｴｽ
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地主・賃貸経営者のための相続対策チェック
ＴＯＭＡコンサルタンツグ
ループ／編著

税務研究会出版局 2015.5 1018574309 336.9 ﾄｳﾏ

専門家のための事業承継の実務 野上浩二郎／著 翔泳社 2015.2 1016244483 336.9 ﾉｶﾐ
はじめての相続税 平林亮子／著 中央経済社 2015.4 1018586832 336.9 ﾋﾗﾊ
簿記の基礎テキスト 村田直樹／編著 創成社 2015.5 1018577195 336.9 ﾎｷﾉ
中小企業の事業承継 牧口晴一／著 清文社 2015.5 1018575447 336.9 ﾏｷｸ
連結納税の実務と申告の手引 三浦昭彦／著 大蔵財務協会 2015.3 1018580835 336.9 ﾐｳﾗ
全国都道府県市区町村別面積調　平成２６年 国土地理院 2015.3 1018559565 291 K3 館内用

国民経済計算年報　平成２５年度
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 2015.5 1016252197 331 K9 館内用

政府開発援助（ＯＤＡ）国別デ　２０１４ 外務省国際協力局／編 ［外務省］ 2015.3 1018559938 333.8 ｶｲﾑ 館内用
消費者物価指数年報　平成２６年 総務省統計局／編 総務省統計局 2015.3 1018591592 337 S3 館内用

物価指数年報　２０１５年
日本銀行調査統計局長／
〔編〕

サンパートナーズ 2015.6 1016253609 337.8 ﾆ 館内用

自動車保険の概況　平成２６年度
損害保険料率算出
機構

2015.2 1018558252 339 Z 館内用

国税庁統計年報書　第１３８回（平成２４年 国税庁／編 大蔵財務協会 2014.1 1018559375 345 K5 館内用
世界の統計　２０１５年版 総務省統計局／編 総務省統計局 2015.3 1018590230 350 K3 館内用

図表でみる世界の主要統計　２０１４年版
経済協力開発機構（ＯＥＣ
Ｄ）／編著

明石書店 2015.5 1018579043 350.9 ｹｲｻ 館内用

日本国勢図会　２０１５／１６年版 矢野恒太記念会／編 矢野恒太記念会 2015.6 1016253203 351 N 館内用
日本の統計　２０１５年版 総務省統計局／編 総務省統計局 2015.3 1018590115 351 S6 館内用

現代アメリカデータ総覧　２０１２
アメリカ合衆国商務省センサ
ス局／編

柊風舎 2015.5 1016239905 355.3 ｹﾝﾀ 館内用

人口動態統計　平成２５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 2015.4 1016237289 358 K 館内用

人口動態統計　平成２５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 2015.4 1016237271 358 K 館内用

人口動態統計　平成２５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 2015.3 1016236497 358 K 館内用

国際連合世界人口年鑑　ｖｏｌ．６４（２０１３） 国際連合統計局／編 原書房 2015.2 1016235721 358 S4 館内用

全国世論調査の現況　平成２６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

［２０１５］ 1018559334 361 N7 館内用

社会保障統計年報　平成２７年版
国立社会保障・人口問題研
究所／編

法研 2015.4 1016237305 364 ｿ 館内用

統計でみる都道府県のすがた　２０１５ 総務省統計局／編 総務省統計局 2015.2 1018559870 365 S 館内用

ビジネス書
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社会生活統計指標　２０１５ 総務省統計局／編 総務省統計局 2015.2 1018559862 365 S 館内用

食生活データ総合統計年報　２０１５年版
三冬社編集制作部／編集・
制作

三冬社 2015.2 1016252668 365.5 ｾｲｶ 館内用

データブック国際労働比較　２０１５年版
労働政策研究・研修機構／
編

労働政策研究・研
修機構

2015.3 1016252569 366 ﾆﾎﾝ 館内用

最低賃金決定要覧　平成２７年度版 労働調査会出版局／編 労働調査会 2015.3 1016252387 366.4 ﾛ 館内用
文部科学統計要覧　平成２７年版 文部科学省／〔著〕 文部科学省 ［２０１５．３］1018590263 370.5 M

気象年鑑　２０１５年版 気象業務支援センター／編
気象業務支援セン
ター

2015.5 1016253187 451 K9 館内用

国民健康・栄養の現状　〔平成２３年〕 国立健康・栄養研究所／監 第一出版 2015.3 1016236489 498 K5 館内用

厚生統計要覧　平成２６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 2015.4 1016239822 498 ｺｳｾ 館内用

看護関係統計資料集　平成２６年 日本看護協会出版会／編
日本看護協会出版
会

2015.4 1016239913 498.1 ｶﾝｺ 館内用

工業統計表　平成２４年　企業統計編
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 2015.7 1016236505 505 T 館内用

建設経済統計ガイドブック 建設経済統計研究会／編 建設物価調査会 2013.1 1016236158 510.9 ｹﾝｾ
海外電気事業統計　２０１４年版 海外電力調査会／編 海外電力調査会 2014.1 1018558237 540.9 ｶｲｶ 館内用
金型統計要覧　２０１５ 藤本敏樹／著 経済産業統計協会 2015.1 1018558740 566.1 ﾌｼﾓ 館内用

農林水産省統計表　第８９次（平成２５年～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

2015.3 1018559599 605 N2 館内用

農業構造動態調査報告書　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

2015.3 1018559219 610.5 ﾉ 館内用

米及び麦類の生産費　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

2015.3 1018559078 611 N 館内用

食料需給表　平成２５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 2015.5 1016251637 611.3 ｼ 館内用

６次産業化総合調査報告　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

2015.3 1018558351 611.7 ﾉｳﾘ 館内用

農作物災害種類別被害統計　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

2015.3 1018559227 615.8 ﾉｳｻ 館内用

工芸農作物等の生産費　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

2015.3 1018559086 617 ﾉｳﾘ 館内用

食品流通段階別価格形成調査報　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

2015.3 1018559201 621.4 ﾉｳﾘ 館内用

サービス産業動向調査拡大調査　平成２５年 総務省統計局／編 総務省統計局 2015.3 1018591378 673.9 ｿｳﾑ 館内用

統計
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サービス産業動向調査年報　平成２５年 総務省統計局／編 総務省統計局 2015.3 1018591360 673.9 ｿｳﾑ 館内用
国際連合貿易統計年鑑　ｖｏｌ．６２（２０ 国際連合統計局／編 原書房 2015.3 1016236216 678.9 ｺｸｻ 館内用
国際連合貿易統計年鑑　ｖｏｌ．６２（２０ 国際連合統計局／編 原書房 2015.3 1016236208 678.9 ｺｸｻ 館内用
世界各国間貿易統計年報　２０１５年版 オムニ情報開発 2015.4 1016239921 678.9 ｾｶｲ 館内用
都市交通年報　平成２４年版 運輸政策研究機構／編 運輸政策研究機構 2014.1 1016237420 681.8 ﾄ 館内用
観光の実態と志向　第３３回（平成２６年度版） 日本観光振興協会／編 日本観光振興協会 2015.3 1016251553 688 N3 館内用

国際会議統計　２０１３年
日本政府観光局（ＪＮＴＯ）コ
ンベンション誘致部(MICE推
進担当)／編

日本政府観光局コ
ンベンション誘致部

2015.1 1018558146 689 ﾆﾎﾝ 館内用

情報メディア白書　２０１５ 電通総研／編 ダイヤモンド社 2015.2 1016243972 7.3 ﾃﾝﾂ 館内用
白書の白書　２０１５年版 木本書店・編集部／編 木本書店 2015.6 1016250969 317 ﾊ 館内用
地方財政白書　平成２７年版 総務省／編 日経印刷 2015.4 1016239814 349 Z 館内用
世界の厚生労働　２０１５ 厚生労働省／編 情報印刷 2015.4 1016239798 366 ﾛ 館内用

統計

白書


