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エントリーシート勝者の実例集　〔２０１８年度版〕　 池田陽介／著 高橋書店 2016.1 1016273797 336.4 ｲｹﾀ
納得内定ゼミ カナリア書房 2014.3 1016273854 336.4 ｲｼｲ
大学就職課発！！目からウロコの就活術 大内孝夫／著 音楽之友社 2016.6 1016348599 336.4 ｵｵｳ
戦略！成長企業の見分け方　〔２０１８年度〕　 門脇徹雄／著 一ツ橋書店 2016.4 1016273920 336.4 ｶﾄﾜ
自分で動く就職　２０１７年版 雇用開発センター／編 雇用開発センター 2016.3 1016273748 336.4 ｺﾖｳ
就活ノートの作り方　〔’１７〕 才木弓加／著 マイナビ 2015.8 1016273862 336.4 ｻｲｷ
内定を決める！面接の極意　〔２０１８年度〕　 酒井正敬／著 高橋書店 2016.1 1016273805 336.4 ｻｶｲ
内定者はこう選んだ！業界選び　〔２０１８年度版〕 坂本直文／著 高橋書店 2016.1 1016273847 336.4 ｻｶﾓ
内定者はこう書いた！エントリシート・履歴書・志
望動機・自己ＰＲ　〔２０１８年度版〕

坂本直文／著 高橋書店 2016.1 1016273821 336.4 ｻｶﾓ

内定者はこう話した！面接・自　〔２０１８年度版〕 坂本直文／著 高橋書店 2016.1 1016273839 336.4 ｻｶﾓ
一問一答面接攻略　〔２０１８年度版〕 櫻井照士／著 高橋書店 2016.1 1016273813 336.4 ｻｸﾗ
内定をとりたければ、その就活はやめなさい 篠上芳光／〔著〕 三栄書房 2016.3 1016273771 336.4 ｼﾉｶ
世界一わかりやすい業界と職種　’１７ イノウ／編著 ソシム 2016.2 1016273367 336.4 ｾｶｲ
好印象で差をつける就活レッスン 田村純子／著 評言社 2015.5 1016273789 336.4 ﾀﾑﾗ
ロジカル面接術　２０１８年　基本編 津田久資／著 ワック 2016.3 1016273896 336.4 ﾂﾀ
就職四季報　女子版　２０１７年版 東洋経済新報社／編 東洋経済新報社 2016.2 1016273359 336.4 ﾄｳﾖ
就職四季報　優良・中堅企業版　２０１７年 東洋経済新報社／編 東洋経済新報社 2016.2 1016272435 336.4 ﾄｳﾖ
就職四季報　２０１７年版 東洋経済新報社／編 東洋経済新報社 2016.2 1016272427 336.4 ﾄｳﾖ

ＳＷＯＴ分析で攻略する就活面接試験 長坂有浩／著
滋慶出版／つちや
書店

2015.5 1016273904 336.4 ﾅｶｻ

面接の質問「でた順」５０　２０１７年度版 渡辺茂晃／著 日経ＨＲ 2015.1 1016273888 336.4 ﾆﾂｹ
ロジカル・プレゼンテーション就活　エントリーシー
ト対策　２０１７年度版

高田貴久／著 日経ＨＲ 2015.1 1016273870 336.4 ﾆﾂｹ

留学・キャリアコンサルタントが教える留学 本橋幸夫／著 本の泉社 2015.7 1016353789 336.4 ﾓﾄﾊ

クリエイティブ業界に就職するためのポート ４Ｄ２Ａ／編
ワークスコーポレー
ション

2011.1 1016273763 336.4 ﾜｸｽ

仕事と就活の教養講座 細谷実／編著 白澤社 2016.3 1016338087 366 ｼｺﾄ
面接の１０分前、１日前、１週間前にやるべきこと 海老原嗣生／著 小学館 2016.5 1016347393 366.2 ｴﾋﾊ
成功する転職「５％」の法則 小林毅／著 自由国民社 2016.3 1016352021 366.2 ｺﾊﾔ
はじめての転職ガイド必ず成功する転職　採用獲
得のメソッド　〔２０１８年度版〕

谷所健一郎／著 マイナビ出版 2016.2 1016273706 366.2 ﾔﾄｺ

ちょっと待ったその就活！ 上田晶美／著 技術評論社 2013.1 1016273912 377.9 ｳｴﾀ

職業
就活、転職の役に立つデジタル・ＩＴ業界がよくわ
かる本

志村一隆／著 宣伝会議 2016.3 1016273755 7.3 ｼﾑﾗ

就職・
転職
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臨床心理士・公認心理師まるごとガイド 亀口憲治／監修 ミネルヴァ書房 2016.4 1016346189 146 ﾘﾝｼ
清掃はやさしさ 新津春子／著 ポプラ社 2016.3 1016343046 289.1 ﾆｲﾂ
行政書士合格者のための開業準備実践講座 竹内豊／著 税務経理協会 2016.5 1016273938 327.1 ﾀｹｳ
こんなにおもしろい中小企業診断士の仕事 建宮努／著 中央経済社 2016.5 1016344564 336.8 ﾀﾃﾐ
税理士の「お仕事」と「正体」がよ～くわかる本 大野晃／著 秀和システム 2016.4 1016343095 336.9 ｵｵﾉ
社労士の「お仕事」と「正体」がよ～くわかる本 久保輝雄／著 秀和システム 2016.3 1016332197 364 ｸﾎ
ＷＯＲＫ　ＭＯＤＥＬＳ 太田英基／著 いろは出版 2016.3 1016352112 366.2 ｵｵﾀ
フリーランスで生きるということ 川井龍介／著 筑摩書房 2015.8 1016272625 366.2 ｶﾜｲ
日本の給料＆職業図鑑 給料ＢＡＮＫ／著 宝島社 2016.1 1016274811 366.2 ｷﾕｳ
女性の職業のすべて　２０１７年版 女性の職業研究会／編 啓明書房 2015.1 1016274688 366.2 ｼﾖｾ
中学生・高校生の仕事ガイド　２０１６－２０１７年版 進路情報研究会／編 桐書房 2015.1 1016272864 366.2 ｼﾝﾛ

青少年ケアストレスカウンセラー〈公式テキスト〉　
クオリティ・オブ・ライフ支援
振興会／著

総合法令出版 2016.5 1016347427 367.6 ｾｲｼ

歯科技工のおもしろさ 日本歯科技工士会／編 口腔保健協会 2015.1 1018606655 498.1 ﾆﾎﾝ
企業中間管理職ケアストレスカウンセラー〈公式テ
キスト〉

クオリティ・オブ・ライフ支援
振興会／著

総合法令出版 2016.5 1016347419 498.8 ｷｷﾖ

カフェオーナー・カフェスタッフ・バリスタ 安田理／編著 ぺりかん社 2016.2 1016332205 673.9 ｶﾌｴ
公務員試験オールガイド　２０１７年度版 資格試験研究会／編 実務教育出版 2016.2 1016351965 317.4 ｼｶｸ
最新乙種第４類危険物取扱者合格完全ガイド 坪井孝夫／著 日本文芸社 2016.4 1016352575 317.7 ﾂﾎｲ
わかりやすい！乙種１・２・３・５・６類危 工藤政孝／編著 弘文社 2016.2 1016352567 317.7 ﾜｶﾘ
わかりやすい！乙種第４類危険物取扱者試験 工藤政孝／編著 弘文社 2016.5 1016352559 317.7 ﾜｶﾘ

高齢者ケアストレスカウンセラー〈公式テキスト〉
クオリティ・オブ・ライフ支援
振興会／著

総合法令出版 2016.5 1016347401 369.2 ｺｳﾚ

新・公害防止の技術と法規　公害防止管理者等資
格認定講習用　２０１６　水質編　技術編

公害防止の技術と法規編集
委員会／編

産業環境管理協会 2016.1 1016273011 519 ｺｳｶ

新・公害防止の技術と法規　公害防止管理者等資
格認定講習用　　２０１６　騒音・振動編

公害防止の技術と法規編集
委員会／編

産業環境管理協会 2016.1 1016273342 519 ｺｳｶ

新・公害防止の技術と法規　公害防止管理者等資
格認定講習用　２０１６　ダイオキシン類編

公害防止の技術と法規編集
委員会／編

産業環境管理協会 2016.1 1016273334 519 ｺｳｶ

新・公害防止の技術と法規　公害防止管理者等資
格認定講習用　２０１６　水質編　水質概論

公害防止の技術と法規編集
委員会／編

産業環境管理協会 2016.1 1016273003 519 ｺｳｶ

新・公害防止の技術と法規　公害防止管理者等資
格認定講習用　２０１６　全編共通　公害総論

公害防止の技術と法規編集
委員会／編

産業環境管理協会 2016.1 1016273029 519 ｺｳｶ

新・公害防止の技術と法規　公害防止管理者等資
格認定講習用　２０１６　大気編　技術編

公害防止の技術と法規編集
委員会／編

産業環境管理協会 2016.1 1016273037 519 ｺｳｶ

職業

資格
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資格
新・公害防止の技術と法規　公害防止管理者等資
格認定講習用　２０１６　大気編　大気概論

公害防止の技術と法規編集
委員会／編

産業環境管理協会 2016.1 1016273045 519 ｺｳｶ

今がわかる未来がわかる業界地図　２０１６－１７
年版

成美堂出版編集部／編 成美堂出版 2016.3 1016270843 335.2 ｾｲﾋ

最新介護ビジネスの動向とカラクリがよ～くわかる
本

川原経営総合センター／著 秀和システム 2016.4 1016343079 369.2 ｶﾜﾊ

よくわかる医療業界 川越満／著 日本実業出版社 2016.6 1016380170 498 ｶﾜｺ
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 2016.4 1016343087 499 ｱﾗｶ
最新化学業界の動向とカラクリがよ～くわかる本 田島慶三／著 秀和システム 2016.3 1016332239 570.9 ﾀｼﾏ
最新化粧品業界の動向とカラクリがよ～くわかる本 梅本博史／著 秀和システム 2016.5 1016347377 576.7 ｳﾒﾓ
最新鉄道業界の動向とカラクリがよ～くわかる本 佐藤信之／著 秀和システム 2016.3 1016336479 686.2 ｻﾄｳ
最新旅行業界の動向とカラクリがよ～くわかる本 中村恵二／著 秀和システム 2016.6 1016378158 689.6 ﾅｶﾑ
海外進出企業総覧　２０１６　国別編 東洋経済／編 東洋経済新報社 2016.4 1016271635 335 ｶ 館内用
食糧年鑑　２０１６年度版　〔１〕 日本食糧新聞社 2016.4 1016274068 611 S33 館内用
食糧年鑑　２０１６年度版　〔２〕 日本食糧新聞社 2016.4 1016274076 611 S33 館内用
フランチャイズ大事典 大出版社 2000.1 1018608511 673.3 ﾌﾗﾝ 館内用
フレンチ・レストランフィガロの物語 入部隆司／著 世界文化社 2016.4 1016343145 289.1 ｲﾘﾍ
バリアバリュー 垣内俊哉／著 新潮社 2016.3 1016343053 289.1 ｶｷｳ
ソニー盛田昭夫 森健二／著 ダイヤモンド社 2016.4 1016344549 289.1 ﾓﾘﾀ
京都企業歴史と空間の産物 徳賀芳弘／編著 中央経済社 2016.6 1016376244 335.2 ｷﾖｳ

ＳＨＩＰ
シップヘルスケアホールディ
ングス株式会社ＳＨＩＰ理念
共有プロジェクト／編著

日経ＢＰコンサル
ティング

2016.5 1016346213 498.1 ｼﾂﾌ

ザ・町工場 諏訪貴子／著 日経ＢＰ社 2016.3 1016338145 532 ｽﾜ
仕事がうまくいく７つの鉄則 フェルディナント・ヤマグチ／著 日経ＢＰ社 2016.3 1016338152 537 ﾌｴﾙ
イノベーションは「３＋７の物語」で成功する 佐久間昇二／著 ＰＨＰ研究所 2016.4 1016343111 545 ｻｸﾏ
パナソニックＶ字回復の真実 平川紀義／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2016.3 1016338137 545 ﾋﾗｶ
シャープ「企業敗戦」の深層 中田行彦／著 イースト・プレス 2016.3 1016338129 549 ﾅｶﾀ
ＳＯＮＹ平井改革の１５００日 日経産業新聞／編 日本経済新聞出版社 2016.5 1016348607 549 ﾆﾂｹ

テクノホスピタリティを世界へ 馬淵将平／著
ダイヤモンド・ビジ
ネス企画

2016.6 1016380162 549 ﾏﾌﾁ

資生堂インパクト 石塚由紀夫／著 日本経済新聞出版社 2016.5 1016376236 576.7 ｲｼｽ
ぷしゅよなよなエールがお世話になります 井手直行／著 東洋経済新報社 2016.4 1016343129 588.5 ｲﾃ
知られざる競争優位 フリードヘルム・シュヴァルツ／著ダイヤモンド社 2016.4 1016343103 588.9 ｼﾕﾊ
靴下バカ一代 越智直正／著 日経ＢＰ社 2016.5 1016346197 589.2 ｵﾁ
「理」と「情」の狭間 磯山友幸／著 日経ＢＰ社 2016.3 1016338111 673.7 ｲｿﾔ

業界

会社年鑑

企業研究
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叙々苑「焼肉革命」 新井泰道／〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2016.5 1016376228 673.9 ｱﾗｲ
「７つの習慣」と「一風堂」 河原成美／著 ＰＨＰ研究所 2016.6 1016378992 673.9 ｶﾜﾊ
マグロ大王木村清 木村清／著 講談社 2016.4 1016343061 673.9 ｷﾑﾗ

未来をつくる起業家 ケイシー・ウォール／〔著〕
クロスメディア・パブ
リッシング

2015.1 1016272484 7.3 ｳｵﾙ

１５歳で起業したぼくが社長になって学んだこと 正田圭／著 ＣＣＣメディアハウス 2016.3 1016338095 289.1 ﾏｻﾀ
絶対に後悔しない！４５歳からの起業の心得 上野光夫／著 明日香出版社 2016.4 1016343137 335 ｳｴﾉ
起業成功７つの法則 馬渡晃／著 自由国民社 2016.5 1016347385 335.2 ﾏﾜﾀ
株式会社のつくり方と運営　’１６～’１７ 小谷羊太／共著 成美堂出版 2016.7 1016380154 335.4 ｶﾌｼ

年収１億円を実現するＦＰ独立・開業読本 黒松雄平／著
幻冬舎メディアコン
サルティング

2016.3 1016338178 338.1 ｸﾛﾏ

おうち教室をはじめる本 桔梗有香子／著 ソシム 2016.3 1016338103 366.2 ｷｷﾖ
副業ライターのはじめ方 しげぞう／著 自由国民社 2016.3 1016338160 366.2 ｼｹｿ

創業マニュアル
ふくい産業支援センター／
［編］

ふくい産業支援セ
ンター販路開発支
援部

2016.3 1018610863 673 ｿｳｷ

５０歳からの起業術 中野裕哲／著 大和書房 2016.5 1016344556 673 ﾅｶﾉ
個人事業のはじめ方がすぐわかる本　’１６～’１７
年版

ヒューマン・プライム／著 成美堂出版 2016.7 1016380147 673 ﾋﾕﾏ

成功する飲食店は開業準備で決まる！ 宮崎代志美／著 アニモ出版 2016.2 1016332213 673.9 ﾐﾔｻ
輸入総代理をはじめよう 石崎絢一／著 技術評論社 2016.3 1016332221 678.4 ｲｼｻ
会社法のツボとコツがゼッタイにわかる本 大越一毅／著 秀和システム 2016.3 1016339010 325.2 ｵｵｺ
会社法のみちしるべ 大塚英明／著 有斐閣 2016.3 1016335018 325.2 ｵｵﾂ
最新会社法の基本と仕組みがよ～くわかる本 大村健／著 秀和システム 2016.3 1016331348 325.2 ｵｵﾑ
会社法　１ 奥島孝康／編 日本評論社 2016.4 1016351387 325.2 ｶｲｼ
会社法 高橋美加／著 弘文堂 2016.3 1016339143 325.2 ｶｲｼ
会社法コンメンタール　２０ 岩原紳作／〔ほか〕編 商事法務 2016.3 1016350520 325.2 ｶｲｼ
基礎から学べる会社法 近藤光男／著 弘文堂 2016.3 1016339291 325.2 ｷｿｶ
事例研究会社法 小林量／編著 日本評論社 2016.4 1016343657 325.2 ｼﾚｲ
事例で考える会社法 伊藤靖史／著 有斐閣 2015.1 1016272708 325.2 ｼﾚｲ
役員会運営実務ハンドブック 辺見紀男／編 商事法務 2016.4 1016340430 325.2 ﾔｸｲ
会社法計算書類作成ハンドブック トーマツ／編 中央経済社 2016.3 1016331553 336.9 ﾄﾏﾂ
中小企業施策利用ガイドブック　平成２８年 中小企業庁広報室／編 中小企業庁広報室 2016.4 1018609287 335.3 ﾁﾕｳ
給与計算をするならこの１冊 河野順一／著 自由国民社 2016.4 1016340497 336.4 ｺｳﾉ
四季報で学ぶ決算書の読み方 林總／著 大和書房 2016.6 1016376749 336.9 ﾊﾔｼ
赤字はどこへ消えた？ 平林亮子／著 プレジデント社 2016.5 1016346593 336.9 ﾋﾗﾊ

企業研究

起業・
開業

会社法

資金・賃金

決算
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ビジネス英語のツボとコツがゼッタイにわかる本 上田怜奈／著 秀和システム 2016.6 1016349142 336 ｳｴﾀ
最新事業継続マネジメントとＢＣＰ（事業継続計画）
がよ～くわかる本

打川和男／著 秀和システム 2016.4 1016335125 336 ｳﾁｶ

インド英語のツボ 榎木薗鉄也／著 アルク 2016.6 1016379412 336 ｴﾉｷ
会社でよく使うミーティングのひと言英語フレーズ 大島さくら子／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2016.3 1016334862 336 ｵｵｼ
「０から１」の発想術 大前研一／著 小学館 2016.4 1016340406 336 ｵｵﾏ
未来から選ばれる働き方 神田昌典／著 ＰＨＰ研究所 2016.5 1016340711 336 ｶﾝﾀ

ひらめきクリック！大全 桑原晃弥／著
ＰＨＰエディターズ・
グループ

2016.5 1016343723 336 ｸﾜﾊ

図解＆事例で学ぶ入社１年目の教科書 カデナクリエイト／著 マイナビ出版 2016.4 1016343442 336 ｽｶｲ
図解いちばんやさしく丁寧に書いた総務・労務・経
理の本　’１６～’１７年版

磯竹克人／監修 成美堂出版 2016.7 1016379461 336 ｽｶｲ

超・箇条書き 杉野幹人／著 ダイヤモンド社 2016.6 1016379479 336 ｽｷﾉ
世界一わかりやすいフレームワーク グローバルタスクフォース／著 総合法令出版 2016.3 1016331330 336 ｾｶｲ
国連でも通じる世界の非ネイティブ英語術 谷本真由美／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2016.6 1016379404 336 ﾀﾆﾓ
サーチ・インサイド・ユアセルフ チャディー・メン・タン／著 英治出版 2016.5 1016346643 336 ﾀﾝ
ドラッカーを読んだら会社が変わった！ 佐藤等／著 日経ＢＰ社 2016.6 1016377333 336 ﾄﾗﾂ
サプライチェーン・マネジメント論 中野幹久／著 中央経済社 2016.3 1016331389 336 ﾅｶﾉ
ニッポン経営名鑑 日経トップリーダー／編 日経ＢＰ社 2016.4 1016340505 336 ﾆﾂｹ
ゼロイチ 林要／著 ダイヤモンド社 2016.5 1016349316 336 ﾊﾔｼ
ビジネスの基礎知識５０ グロービス／著 ダイヤモンド社 2016.3 1016339069 336 ﾋｼﾈ
Ｎｏ．２という働き方 細島誠彦／著 日本経済新聞出版社 2016.3 1016339218 336 ﾎｿｼ
即決できる人のフレームワーク 松島準矢／著 ナツメ社 2016.4 1016338970 336 ﾏﾂｼ
マイナンバーの実務入門 水町雅子／著 労務行政 2016.3 1016335174 336 ﾐｽﾏ

アクセンチュアのプロフェッショナルが教え
アクセンチュアアナリティクス
／著

翔泳社 2016.5 1016377499 336.1 ｱｸｾ

マンガでやさしくわかる事業計画書 井口嘉則／著
日本能率協会マネ
ジメントセンター

2013.4 1016274456 336.1 ｲｸﾁ

国際化時代の戦略的マネジメント 伊藤龍史／著 新潟日報事業社 2012.4 1018606572 336.1 ｲﾄｳ
事業計画書は１枚にまとめなさい 上野光夫／著 ダイヤモンド社 2016.4 1016344531 336.1 ｳｴﾉ
世界標準の思考ツールが一気にわかる戦略フ
レームワーク２５

ボーガン・エバンス／著 ダイヤモンド社 2016.3 1016339051 336.1 ｴﾊﾝ

経営戦略 大滝精一／著 有斐閣 2016.3 1016339416 336.1 ｵｵﾀ
そうか、ここが問題だったんだ！がどんどん見えて
くるデータの読み方・活かし方

柏木吉基／著 大和出版 2016.5 1016346668 336.1 ｶｼﾜ

はじめての問題解決力トレーニング 斎藤顕一／著 ダイヤモンド社 2016.5 1016346650 336.1 ｻｲﾄ

ビジネス書
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実務解説職務発明 深津拓寛／著 商事法務 2016.3 1016331637 336.1 ｼﾂﾑ
戦略にこそ「戦略」が必要だ マーティン・リーブス／著 日本経済新聞出版社 2016.2 1016328468 336.1 ｾﾝﾘ
ＤｅｖＯｐｓ教科書 レン・バス／著 日経ＢＰ社 2016.6 1016379313 336.1 ﾃﾌｵ
Ｅｘｃｅｌでデータ分析即戦力講座 豊田裕貴／著 秀和システム 2016.3 1016331546 336.1 ﾄﾖﾀ

日本復活の鍵起業工学 古池進／著
冨山房インターナ
ショナル

2016.3 1016334805 336.1 ﾆﾎﾝ

負けない知財戦略
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 2016.3 1016273466 336.1 ﾋﾄﾂ

秘密保持契約の実務 森本大介／編著 中央経済社 2016.3 1016335133 336.1 ﾋﾐﾂ
１０戦９勝の数字の使い方 深沢真太郎／著 小学館 2016.6 1016377275 336.1 ﾌｶｻ
９９％の人が知らない数字に強くなる裏ワザ 深沢真太郎／著 ダイヤモンド社 2016.2 1016331405 336.1 ﾌｶｻ
経営のための統計学入門 福田公正／著 ミネルヴァ書房 2016.3 1016334789 336.1 ﾌｸﾀ
日本人だからこそできる英語プレゼンテーション 藤尾美佐／著 ＤＨＣ 2016.3 1016331439 336.1 ﾌｼｵ
あなたの職場は、なぜ問題ばかり起きるのか 別所栄吾／著 日本経済新聞出版社 2016.2 1016329458 336.1 ﾍﾂｼ
新人コンサルタントが入社時に叩き込まれる 松浦剛志／著 日本実業出版社 2016.6 1016349134 336.1 ﾏﾂｳ
イノベーション・マネジメント 野城智也／著 東京大学出版会 2016.5 1016376269 336.1 ﾔｼﾛ

はじめての事業計画のつくり方 吉本貴志／［著］
ディスカバー・トウ
エンティワン

2014.8 1016272377 336.1 ﾖｼﾓ

いらない課長、すごい課長 新井健一／著 日本経済新聞出版社 2016.3 1016340935 336.3 ｱﾗｲ
最強のリーダーシップ理論集中講義 小野善生／著 日本実業出版社 2013.2 1016353128 336.3 ｵﾉ
ムーブユアバス ロン・クラーク／著 ＳＢクリエイティブ 2016.4 1016343731 336.3 ｸﾗｸ
７つの習慣原則中心リーダーシップ スティーブン・Ｒ・コヴィー／著 キングベアー出版 2016.2 1016328450 336.3 ｺｳﾋ
組織の掟 佐藤優／著 新潮社 2016.4 1016340893 336.3 ｻﾄｳ
チーム・オブ・チームズ スタンリー・マクリスタル／著 日経ＢＰ社 2016.4 1016339267 336.3 ﾁﾑｵ
リーダー１年目からの教科書 辻秀一／著 ぱる出版 2016.5 1016347864 336.3 ﾂｼ
サイロ・エフェクト ジリアン・テット／著 文藝春秋 2016.2 1016329334 336.3 ﾃﾂﾄ
未来を構想し、現実を変えていくイノベータ 徳岡晃一郎／著 東洋経済新報社 2016.3 1016331371 336.3 ﾄｸｵ
世界基準のリーダー養成講座 テイシー・バイアム／著 朝日新聞出版 2016.4 1016339861 336.3 ﾊｲｱ
書くだけであなたの最高の力を引き出す方法 ジョアンナ・バーシュ／著 ＳＢクリエイティブ 2016.4 1016339119 336.3 ﾊｼﾕ

プロフェッショナルリーダーシップ
ビジネス・ブレークスルー大
学／編

東洋経済新報社 2016.5 1016343616 336.3 ﾋｼﾈ

スーパーボス
シドニー・フィンケルシュタイ
ン／著

日経ＢＰ社 2016.4 1016339275 336.3 ﾌｲﾝ

リーダーシップの４つの役割
フランクリン・コヴィー・ジャパ
ン／編

キングベアー出版 2016.2 1016331470 336.3 ﾌﾗﾝ

ファシリテーション・ベーシックス 堀公俊／著 日本経済新聞出版社 2016.2 1016328500 336.3 ﾎﾘ

ビジネス書
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会社の中はジレンマだらけ 本間浩輔／著 光文社 2016.4 1016340810 336.3 ﾎﾝﾏ
新面接の英語 有元美津世／著 ジャパンタイムズ 2016.6 1016349308 336.4 ｱﾘﾓ
図解ビジネスマナーの基本事典 池田書店編集部／編 池田書店 2016.2 1016328484 336.4 ｲｹﾀ
社会人用語ハンドブック 今井登茂子／著 サンマーク出版 2016.5 1016347823 336.4 ｲﾏｲ
掃除と経営 大森信／著 光文社 2016.5 1016349514 336.4 ｵｵﾓ
大人の気づかい＆マナーサクッとノート 直井みずほ／監修 永岡書店 2015.2 1016272138 336.4 ｵﾄﾅ
職能給の再構築と日本型成果主義賃金の実践 齋藤清一／著 中央経済社 2016.6 1016377317 336.4 ｻｲﾄ
仕事と育児を両立する部下のマネジメントハンド
ブック

２１世紀職業財団 2015.8 1016352880 336.4 ｼｺﾄ

女性活躍「不可能」社会ニッポン 渋谷龍一／著 旬報社 2016.5 1016349696 336.4 ｼﾌﾔ
女性活躍の教科書 麓幸子／編 日経ＢＰ社 2016.4 1016339457 336.4 ｼﾖｾ
心理術サクッとノート 神岡真司／監修 永岡書店 2015.8 1016272146 336.4 ｼﾝﾘ
人事部の仕事のことならこの１冊 高橋幸子／著 自由国民社 2016.4 1016343459 336.4 ﾀｶﾊ
セミナー講師の教科書 立石剛／著 かんき出版 2016.3 1016339135 336.4 ﾀﾃｲ
戦略コンサルティング・ファームの面接攻略 ビクター・チェン／著 ダイヤモンド社 2016.3 1016334904 336.4 ﾁｴﾝ
仕事で恥をかかないビジネスマナー 日本経済新聞出版社／編 日本経済新聞出版社 2016.4 1016339606 336.4 ﾆﾎﾝ
日本でいちばん社員のやる気が上がる会社 坂本光司／著 筑摩書房 2016.3 1016334615 336.4 ﾆﾎﾝ
日本人でも間違えている「話し方」練習帳 野口敏／著 電波社 2016.6 1016349159 336.4 ﾉｸﾁ
ビジネスは話し方が９割 野村絵理奈／著 ポプラ社 2016.5 1016346577 336.4 ﾉﾑﾗ
技術流出の構図 藤原綾乃／著 白桃書房 2016.2 1016328401 336.4 ﾌｼﾜ
ビジネスマナーの解剖図鑑 北條久美子／著 エクスナレッジ 2016.4 1016339614 336.4 ﾎｳｼ
ドキュメント作成システム構築ガイド 伊藤敬彦／著 技術評論社 2016.4 1016339176 336.5 ｲﾄｳ
新しい文章力の教室 唐木元／著 インプレス 2015.8 1016351775 336.5 ｶﾗｷ
外資系投資銀行の資料作成ルール６６ 熊野整／著 プレジデント社 2016.4 1016339259 336.5 ｸﾏﾉ
大人のための書く全技術 齋藤孝／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2016.3 1016339465 336.5 ｻｲﾄ
現場が動き出す会計 伊丹敬之／著 日本経済新聞出版社 2016.3 1016339226 336.8 ｲﾀﾐ
Ｅｘｃｅｌで利益シミュレーションができる 柏木吉基／著 洋泉社 2016.4 1016339622 336.8 ｶｼﾜ
３０代からの仕事に使える「お金」の考え方 児玉尚彦／著 筑摩書房 2016.3 1016335372 336.8 ｺﾀﾏ
ビジネス・アカウンティング 山根節／著 中央経済社 2016.3 1016334722 336.8 ﾋｼﾈ
バリュエーションの教科書 森生明／著 東洋経済新報社 2016.6 1016349167 336.8 ﾓﾘｵ
ファーストステップ原価計算を学ぶ 山北晴雄／著 中央経済社 2016.4 1016334813 336.8 ﾔﾏｷ
個人事業の経理と節税 青木茂人／著 成美堂出版 2016.4 1016334706 336.9 ｱｵｷ
Ｑ＆Ａ税効果会計の実務ガイド あずさ監査法人／編 中央経済社 2016.3 1016339127 336.9 ｱｽｻ
税務署は３年泳がせる。 飯田真弓／著 日本経済新聞出版社 2016.6 1016377473 336.9 ｲｲﾀ
新・現代会計入門 伊藤邦雄／著 日本経済新聞出版社 2016.3 1016338954 336.9 ｲﾄｳ
新・会計図解事典 金子智朗／著 日経ＢＰ社 2016.4 1016340588 336.9 ｶﾈｺ

ビジネス書
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１０％対応改正消費税のポイントとその実務 熊王征秀／著 税務研究会出版局 2016.5 1016347807 336.9 ｸﾏｵ
経理規程ハンドブック トーマツ／編 中央経済社 2016.4 1016340653 336.9 ｹｲﾘ
企業会計入門 斎藤静樹／著 有斐閣 2016.3 1016334979 336.9 ｻｲﾄ
財務諸表監査の実務 南成人／著 中央経済社 2016.6 1016377481 336.9 ｻｲﾑ
初歩から学ぶ簿記・経営分析 三枝幸文／共著 税務経理協会 2016.4 1016339374 336.9 ｻｴｸ
財務会計・入門 桜井久勝／著 有斐閣 2016.3 1016335398 336.9 ｻｸﾗ
社長になる人のための会計の教科書 松尾信吉／編 日本経済新聞出版社 2016.5 1016347815 336.9 ｼﾔﾁ
不動産の価格がわかる本 大和不動産鑑定／編著 日経ＢＰ社 2016.4 1016339572 336.9 ﾀｲﾜ
会計参謀 谷口学／著 中央経済社 2016.6 1016377325 336.9 ﾀﾆｸ
出向・転籍における税務実務 永田金司／著 大蔵財務協会 2016.2 1016331447 336.9 ﾅｶﾀ
親の財産を１００％引き継ぐ一番いい方法 永峰英太郎／著 ビジネス社 2016.6 1016349233 336.9 ﾅｶﾐ
財務諸表の見方 日本経済新聞社／編 日本経済新聞出版社 2016.5 1016349175 336.9 ﾆﾎﾝ
粉飾決算 浜田康／著 日本経済新聞出版社 2016.2 1016331397 336.9 ﾊﾏﾀ
ＩＴエンジニアとして生き残るための会計の知識 原幹／著 日経ＢＰ社 2015.1 1016270538 336.9 ﾊﾗ
ひと目でわかる！図解「実家」の相続 レガシィ／著 青春出版社 2016.4 1016335000 336.9 ﾋﾄﾒ
ビジネスにいちばん使える会計の本 安本隆晴／著 ダイヤモンド社 2016.4 1016343665 336.9 ﾔｽﾓ
宗教年鑑　平成２７年版 文化庁／編 文化庁 2016.3 1018606168 160.5 S 館内用

全国都道府県市区町村別面積調　平成２７年
国土交通省国土地
理院

2016.2 1018606150 291 K3 館内用

経済センサス－基礎調査報告　平成２６年　第１
巻　〔その１〕　事業所に関する集計

総務省統計局／〔編〕 総務省統計局 2016.3 1018607919 330.5 Z 館内用

経済センサス－基礎調査報告　平成２６年　第２
巻　企業等に関する集計

総務省統計局／〔編〕 総務省統計局 2016.3 1018607927 330.5 Z 館内用

地域の経済　２０１５
内閣府政策統括官（経済財
政分析担当）／編

メディアランド 2016.4 1016352310 332.1 ﾁ 館内用

政府開発援助（ＯＤＡ）国別データブック　２０１５ 外務省国際協力局／編 ［外務省］ 2016.3 1018607307 333.8 ｶｲﾑ 館内用
個人企業経済調査報告　平成２６年　構造編 総務省統計局／編 総務省統計局 2015.9 1018605723 335 S15 館内用
消費者物価指数年報　平成２７年 総務省統計局／編 総務省統計局 2016.3 1018610319 337 S3 館内用
小売物価統計調査（動向編）年　平成２６年 総務省統計局／編 総務省統計局 2016.2 1018605707 337 S3 館内用

自動車保険の概況　平成２７年度
損害保険料率算出
機構

2016.3 1018610327 339 Z 館内用

世界の統計　２０１６年版 総務省統計局／編 総務省統計局 2016.3 1018605673 350 K3 館内用
国際連合世界統計年鑑　５８集（２０１３） 国際連合統計局／編 原書房 2016.5 1016274480 350 S3 館内用
日本国勢図会　２０１６／１７年版 矢野恒太記念会／編 矢野恒太記念会 2016.6 1016352666 351 N 館内用
日本の統計　２０１６年版 総務省統計局／編 総務省統計局 2016.3 1018605665 351 S6 館内用
ヨーロッパ統計年鑑　２０１３－１４ ヨーロッパ連合／編 柊風舎 2016.5 1016274498 353 ﾖﾛﾂ 館内用

統計
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人口動態統計　平成２６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 2016.4 1016273391 358 K 館内用

人口動態統計　平成２６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 2016.3 1016271668 358 K 館内用

人口動態統計　平成２６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 2016.4 1016273409 358 K 館内用

国勢調査調査結果の利用案内　平成２７年 総務省統計局／編 総務省統計局 2016.3 1018608057 358 S 館内用
国際連合世界人口年鑑　ｖｏｌ．６５（２０１４） 国際連合統計局／編 原書房 2016.3 1016270744 358 S4 館内用

人口の動向日本と世界　２０１６
国立社会保障・人口問題研
究所／編

厚生労働統計協会 2016.2 1016270686 358 ｺ 館内用

社会保障統計年報　平成２８年版
国立社会保障・人口問題研
究所／編

法研 2016.4 1016271627 364 ｿ 館内用

データブック国民生活時間調査　２０１５ ＮＨＫ放送文化研究所／編 ＮＨＫ出版 2016.3 1018606184 365 N4 館内用
社会生活統計指標　２０１６ 総務省統計局／編 総務省統計局 2016.2 1018605681 365 S 館内用
統計でみる都道府県のすがた　２０１６ 総務省統計局／編 総務省統計局 2016.2 1018605699 365 S 館内用
日本の住宅・土地 総務省統計局／編 総務省統計局 2016.3 1018606713 365.3 ｿｳﾑ 館内用

女性の暮らしと生活意識データ　２０１６年
三冬社編集制作部／編集・
制作

三冬社 2016.6 1016352674 365.5 ｼﾖｾ 館内用

労働統計要覧　平成２７年度
厚生労働省大臣官房統計
情報部／編

蔦友印刷 2016.5 1016350553 366 R2 館内用

最低賃金決定要覧　平成２８年度版 労働調査会出版局／編 労働調査会 2016.3 1016271643 366.4 ﾛ 館内用
文部科学統計要覧　平成２８年版 文部科学省／〔著〕 文部科学省 [2016.3] 1018609121 370.5 M 館内用

子どもの学習費調査報告書　平成２６年度
文部科学省生涯学習政策
局政策課調査統計企画室
／［編］

文部科学省 [2015.3] 1018606143 373.4 ﾓﾝﾌ 館内用

がんの統計　２０１５年版 がんの統計編集委員会／編 がん研究振興財団 2016.3 1018606176 491.6 ｶﾝﾉ 館内用
医療施設調査病院報告　平成２６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 2016.3 1016271619 498 K5 館内用

医療施設調査病院報告　平成２６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 2016.3 1016271601 498 K5 館内用

患者調査　平成２６年　下巻（都道府県・二次医療
圏編）

厚生労働省大臣官房統計
情報部／編

厚生労働統計協会 2016.4 1016272005 498 K5 館内用

患者調査　平成２６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 2016.4 1016273383 498 K5 館内用

厚生統計要覧　平成２７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 2016.4 1016274472 498 ｺｳｾ 館内用

統計
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看護関係統計資料集　平成２７年 日本看護協会出版会／編
日本看護協会出版
会

2016.3 1016271718 498.1 ｶﾝｺ 館内用

日本の廃棄物処理　平成２６年度版
環境省大臣官房廃
棄物・リサイクル対
策部廃棄物対策課

2016.3 1018605749 518.5 ﾆﾎﾝ 館内用

建築統計年報　平成２７年度版
国土交通省総合政
策局情報政策課建
設統計室

[2016] 1018605756 520.5 ｹﾝﾁ 館内用

古紙統計年報　２０１５年版 古紙再生促進センター／編
古紙再生促進セン
ター

2016.4 1018609253 585 ｺ 館内用

生産者の米穀在庫等調査結果　平成２６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

2016.2 1018609261 611.3 ﾉｳﾘ 館内用

営農類型別経営統計　平成２５年　個別経営
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

2016.3 1018607935 611.7 ﾉｳﾘ 館内用

営農類型別経営統計　平成２５年　個別経営
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

2016.3 1018607950 611.7 ﾉｳﾘ 館内用

営農類型別経営統計　平成２５年　個別経営
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

2016.3 1018607943 611.7 ﾉｳﾘ 館内用

サービス産業動向調査年報　平成２６年 総務省統計局／編 総務省統計局 2016.3 1018605715 673.9 ｿｳﾑ 館内用
日本貿易の現状　２０１６ 日本貿易会 2016.3 1018609147 678.2 ﾆﾎﾝ 館内用
国際連合貿易統計年鑑　ｖｏｌ．６３（２０１４）　１ 国際連合統計局／編 原書房 2016.3 1016270819 678.9 ｺｸｻ 館内用
国際連合貿易統計年鑑　ｖｏｌ．６３（２０１４）　２ 国際連合統計局／編 原書房 2016.3 1016270827 678.9 ｺｸｻ 館内用
観光の実態と志向　第３４回（平成２７年度 日本観光振興協会／編 日本観光振興協会 2016.3 1016352302 688 N3 館内用

国際会議統計　２０１４年
日本政府観光局（ＪＮＴＯ）イ
ンバウンド戦略部／編

日本政府観光局イ
ンバウンド戦略部

2015.1 1018606218 689 ﾆﾎﾝ 館内用

スポーツ白書　２０１４ 笹川スポーツ財団 2014.2 1018607299 780 ｽﾎﾂ 館内用
公務員白書　平成２８年版 人事院／編 日経印刷 2016.5 1016352682 317 Z 館内用
白書の白書　２０１６年版 木本書店・編集部／編 木本書店 2016.5 1016274464 317 ﾊ 館内用
日本の国際協力　２０１５年版 外務省／編 外務省 2016.3 1018610343 333.6 ｶｲﾑ 館内用

犯罪収益移転防止管理官（ＪＡＦＩＣ）年次報告書
平成２７年

警察庁犯罪収益移転防止
対策室／［編］

警察庁犯罪収益移
転防止対策室／
［編］

[2016] 1018609279 338.3 ﾊﾝｻ 館内用

地方財政の状況　平成２８年版 総務省／［編］ 総務省 [2016.3] 1018607976 349 Z 館内用
世界の厚生労働　２０１６ 厚生労働省／編 音羽印刷 2016.4 1016271650 366 ﾛ 館内用

精神保健医療福祉白書　２０１６
精神保健医療福祉白書編
集委員会／編

中央法規出版 2015.1 1016270264 369.2 ｾｲｼ 館内用

白書
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海洋白書　２０１６
笹川平和財団海洋政策研
究所／［編］

笹川平和財団海洋
政策研究所

2016.3 1018607984 452 ｼﾂﾌ 館内用

海上保安レポート　２０１６ 海上保安庁／編 〔海上保安庁〕 [2016] 1018610335 557.8 ｶ 館内用
食料・農業・農村の動向　平成２７年度 ［農林水産省］ [2016] 1018610350 610.5 ｼﾖｸ 館内用
森林及び林業の動向　平成２７年度 ［林野庁］ [2016] 1018610368 650.5 ｼﾝﾘ 館内用

白書


