
ビジネス支援コーナー　新着図書案内 H28.7-9

分野 資料名 著者 出版者 出版年 資料コード
請求記
号1

請求記
号2

貸出できな
いものには
館内と書い
てあります

医薬品　２０１７年度版 医薬業界研究会／編 産学社 2016.1 1016355495 336.4 ｲﾔｸ
業界と職種がわかる本　’１８年版 岸健二／編 成美堂出版 2016.6 1016357574 336.4 ｷﾖｳ
絶対内定　２０１８　〔６〕 ダイヤモンド社 2016.6 1016355479 336.4 ｸﾏｶ
２０歳からの文章塾 黒澤晃／著 宣伝会議 2016.7 1016382705 336.4 ｸﾛｻ
出版　２０１７年度版 植田康夫／監修 産学社 2016.3 1016355529 336.4 ｼﾕﾂ
商社　２０１７年度版 美原融／監修 産学社 2016.1 1016355511 336.4 ｼﾖｳ
食品　２０１７年度版 芝崎希美夫／監修 産学社 2015.1 1016355503 336.4 ｼﾖｸ
こう動く！就職活動オールガイ　’１８年版 高嶌悠人／監修 成美堂出版 2016.6 1016357582 336.4 ｾｲﾋ
最新最強の履歴書・職務経歴書　’１８年版 矢島雅己／監修 成美堂出版 2016.6 1016360347 366.2 ｻｲｼ
会ってみたくなる履歴書・職歴　’１８年版 福沢恵子／著 成美堂出版 2016.6 1016360354 366.2 ﾌｸｻ
図書館員をめざす人へ 後藤敏行／著 勉誠出版 2016.3 1016358143 13.1 ｺﾄｳ
記者・ライターの「お仕事」と「正体」がよ～くわかる
本

秋山謙一郎／著 秀和システム 2016.7 1016383901 21.3 ｱｷﾔ

仕事のカタログ　２０１７－１８年版 自由国民社 2016.5 1016355487 366.2 ｼｺﾄ
気象予報士・予報官になるには 金子大輔／著 ぺりかん社 2016.6 1016383893 451.2 ｶﾈｺ
販売員・ファッションアドバイザーになるには 浅野恵子／著 ぺりかん社 2016.6 1016381970 673.3 ｱｻﾉ

人気ハンドメイド作家になりたい人が読む本 ＡＲＥＮＳＫＩ／著 技術評論社 2016.7 1016381988 673.7 ﾆﾝｷ

看護師と看護学生の資格・進学キャリアアップガイ
ド　保健師・助産師・認定看護師・専門看護師／編
入・大学院進学

中央ゼミナール／編 オクムラ書店 2012.6 1016356501 498.1 ﾁﾕｳ

アロマテラピー検定公式テキス　１級 日本アロマ環境協会／編著 日本アロマ環境協会 2016.4 1018641702 499.8 ﾆﾎﾝ
アロマテラピー検定公式テキス　２級 日本アロマ環境協会／編著 日本アロマ環境協会 2016.4 1018641710 499.8 ﾆﾎﾝ
ＡＥＡＪ認定アロマブレンドデザイナー公式 日本アロマ環境協会／編 日本アロマ環境協会 2016.6 1018641025 499.8 ﾆﾎﾝ
知的財産管理技能検定公式テキスト３級 知的財産教育協会／編 アップロード 2016.6 1016358648 507.2 ﾁﾃｷ
知的財産管理技能検定公式テキスト２級 知的財産教育協会／編 アップロード 2016.6 1016358655 507.2 ﾁﾃｷ

潜水士テキスト 中央労働災害防止協会／編
中央労働災害防止
協会

2015.4 1016358630 558.9 ﾁﾕｳ

調理師読本　２０１６年版 日本栄養士会／編 第一出版 2016.4 1016356907 596 ﾆﾎﾝ

日経業界地図　２０１７年版 日本経済新聞社／編
日本経済新聞出版
社

2016.8 1016393454 335.5 ﾆﾎﾝ

建設業界ガイドブック　２０１６
建設産業人材確
保・育成推進協議
会

2016.3 1018640928 510.9 ｹﾝｾ

就職・
転職

職業

資格

業界
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国会便覧　平成２８年８月新版
シュハリ・イニシア
ティブ

2016.8 1016359661 314 ｺ 館内用

東商信用録　近畿・北陸版　平成２８年版　
東京商工リサーチ
関西支社

2016.9 1016359158 335 ﾄ 館内用

東商信用録　近畿・北陸版　平成２８年版　
東京商工リサーチ
関西支社

2016.9 1016359166 335 ﾄ 館内用

会員名簿　平成２８年度
建設コンサルタンツ
協会

[2016] 1018640936 510.6 ｶｲｲ 館内用

全国大型小売店総覧　２０１７ 東洋経済／［編］ 東洋経済新報社 2016.8 1016358978 673.7 ﾄｳﾖ 館内用
経営はロマンだ！ 小倉昌男／著 日本経済新聞社 2003.1 1016358622 289.1 ｵｸﾗ
「不思議な会社」に不思議なんてない 荒木恭司／著 あさ出版 2016.7 1016381962 528 ｱﾗｷ
ホンダらしさとワイガヤ 長沢伸也／編 同友館 2016.6 1018641033 537 ﾎﾝﾀ
日本人の知らないＨＯＮＤＡ ジェフリー・ロスフィーダー／著 海と月社 2016.4 1016355891 537 ﾛｽﾌ
鴻海（ホンハイ）帝国の深層 王樵一／著 翔泳社 2016.8 1016391177 549 ｵｳ
サムスン崩壊 勝又壽良／著 宝島社 2016.9 1016397034 549 ｶﾂﾏ
ソニー復興の劇薬 西田宗千佳／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2016.7 1016389148 549 ﾆｼﾀ
スーさんの「ガリガリ君」ヒット術 鈴木政次／著 ワニブックス 2016.8 1016386144 588.3 ｽｽｷ
ニトリ成功の５原則 似鳥昭雄／著 朝日新聞出版 2016.8 1016392183 673.7 ﾆﾄﾘ
「肉ひと筋」で、勝つ。 尾崎弘之／著 集英社 2016.8 1016392191 673.9 ｲﾁﾉ
美味しい、楽しい、感動があるから、お客様は来て
くれる　ダントツ地域Ｎｏ．１ハンバーガーチェーン・
ラッキーピエロの独自化戦略

王一郎／著 ダイヤモンド社 2016.6 1016381954 673.9 ｵｳ

サバへの愛を語り３６８５万円を集めた話 右田孝宣／著 日経ＢＰ社 2016.7 1016384990 673.9 ﾐｷﾀ

金鳥の夏はいかにして日本の夏になったのか 金鳥宣伝部／編
ダイヤモンド・ビジ
ネス企画

2016.8 1016392175 674.9 ﾀｲﾆ

ビジネス・フォー・パンクス ジェームズ・ワット／著 日経ＢＰ社 2016.9 1016395426 675 ﾜﾂﾄ
農で１２００万円！ 西田栄喜／著 ダイヤモンド社 2016.9 1016395418 611.7 ﾆｼﾀ

「起業」「開業」を考えたらこの１冊
中小企業を応援する会計事
務所の会／著

あさ出版 2016.7 1016384966 673 ｷｷﾖ

失敗をゼロにする起業のバイブル 中山匡／著 かんき出版 2016.7 1016389155 673 ﾅｶﾔ
１０％起業 パトリック・Ｊ．マクギニス／著日経ＢＰ社 2016.6 1016381947 673 ﾏｸｷ
はじめての無料ネットショップ作り 日向凛／著 秀和システム 2016.8 1016393439 673.3 ﾋﾕｳ

お客が殺到する飲食店の始め方　’１６～’１７年
版

入江直之／著 成美堂出版 2016.7 1016383919 673.9 ｲﾘｴ

「金持ち大家さん」になる！最新アパート・マンショ
ン満室経営術

浦田健／著 日本実業出版社 2016.7 1016381160 673.9 ｳﾗﾀ

企業

会社年鑑

起業
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本気のラーメン店開業バイブル 田村英樹／著 翔泳社 2016.6 1016381939 673.9 ﾀﾑﾗ
はじめての「居酒屋」オープンｂｏｏｋ バウンド／著 技術評論社 2006.8 1016354738 673.9 ﾊｳﾝ
はじめての「カレー屋さん」オープンＢＯＯＫ バウンド／著 技術評論社 2011.4 1016354670 673.9 ﾊｳﾝ
はじめての「こだわりカフェ」オープンｂｏｏｋ バウンド／著 技術評論社 2009.1 1016354704 673.9 ﾊｳﾝ
はじめての「ヘアサロン」オープンｂｏｏｋ バウンド／著 技術評論社 2008.5 1016354720 673.9 ﾊｳﾝ
はじめてのラーメン店オープンＢＯＯＫ バウンド／著 技術評論社 2010.1 1016354688 673.9 ﾊｳﾝ
はじめての私流（わたしりゅう）！癒しサロンオープ
ンｂｏｏｋ

バウンド／著 技術評論社 2009.3 1016354696 673.9 ﾊｳﾝ

はじめての「にぎわい移動屋台」オープンＢＯＯＫ Ｂｕｓｉｎｅｓｓ　Ｔｒａｉｎ／著 技術評論社 2013.1 1016354662 673.9 ﾋｼﾈ
はじめての「お宿」オープンｂｏｏｋ バウンド／著 技術評論社 2008.8 1016354712 689.8 ﾊｳﾝ
商業登記全書　第７巻 神崎満治郎／編 中央経済社 2016.7 1016382580 325.1 ｼﾖｳ
株式会社をつくるならこの１冊 河野順一／著 自由国民社 2016.7 1016385229 325.2 ｺｳﾉ
取引手法別資本戦略の法務・会計・税務 ＥＹ　Ｊａｐａｎ／編 中央経済社 2016.9 1016395749 325.2 ｲﾜｲ
司法書士＆行政書士に読んでほしい会社設立時
の税務の話

山下雄次／共著 日本法令 2016.3 1016360768 325.2 ｼﾎｳ

詳説会社法 川村正幸／著 中央経済社 2016.9 1016393843 325.2 ｼﾖｳ

規程 企業間電子商取引導入モデル規定集 入江淳一／著
アーバンプロデュー
ス

2001.1 1018614774 670 ｲﾘｴ 館内用

資金 海外勤務者・来日外国人の給与実務ダブルガイド あいわ税理士法人／編 中央経済社 2016.9 1016395996 336.4 ｶｲｶ
決算書のしくみ 新日本有限責任監査法人／編 中央経済社 2016.9 1016395830 336.9 ｼﾝﾆ
決算書で面白いほど会社の数字がわかる本 福岡雄吉郎／著 あさ出版 2016.7 1016380451 336.9 ﾌｸｵ
事件は帳簿で起きている 前川修満／著 ベストセラーズ 2016.7 1016380832 336.9 ﾏｴｶ

POP 実用的なチラシデザイン リンクアップ／編 グラフィック社 2016.6 1016360545 674.7 ｼﾂﾖ

子育てモデル企業紹介ガイドブック
福井県産業労働部労働政
策課／編

福井県産業労働部
労働政策課

2016.3 1041019298 H366 H

「実は福井」の技［親・学生向け版］
福井県産業労働部地域産
業・技術振興課／編

福井県産業労働部
地域産業・技術振
興課

2015.1 1041019173 H670 H6

「実は福井」の技
福井県産業労働部地域産
業・技術振興課／編

福井県産業労働部
地域産業・技術振
興課

2015.1 1041019140 H670 H6

ＳＥＥＤ　Ｐｒｏｆｅｓｓｉｏｎａｌ　越前おおの 大野商工会議所／編 大野商工会議所 2016.3 1041095462 H670 O5
成長思考 赤羽雄二／著 日本経済新聞出版社 2016.7 1016386763 336 ｱｶﾊ
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 2016.9 1016395772 336 ｲｹﾀ

あなたの会社が最速で変わる７つの戦略 神田昌典／著 フォレスト出版 2016.9 1016395798 336 ｶﾝﾀ

起業

ビジネス書

地元

登記

会社法

決算
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戦略思考のリスクマネジメント 企業広報戦略研究所／編著
日経ＢＰコンサル
ティング

2016.7 1016385153 336 ｷｷﾖ

できる人が続けている「先読み仕事術」 北川和恵／著 同文舘出版 2014.4 1016360511 336 ｷﾀｶ

新たな事業価値の創造
九州大学ビジネス・スクール
／編

ＱＢＳ出版 2016.7 1016384248 336 ｷﾕｳ

ＯＲＩＧＩＮＡＬＳ誰もが「人と違うこと」 アダム・グラント／著 三笠書房 2016.7 1016380691 336 ｸﾗﾝ
経営管理論 上野恭裕／編著 中央経済社 2016.7 1016380717 336 ｹｲｴ
あなたが作る等身大のＢＣＰ 昆正和／著 日刊工業新聞社 2016.8 1016392464 336 ｺﾝ
入社１０年分の思考スキルが３時間で学べる 斎藤広達／著 日経ＢＰ社 2016.9 1016393868 336 ｻｲﾄ
ザ・会社改造 三枝匡／著 日本経済新聞出版社 2016.8 1016393744 336 ｻｴｸ
実践ビジネス英語 杉田敏／著 ＮＨＫ出版 2016.7 1016385179 336 ｽｷﾀ
図解入門よくわかる最新ＰＭＢＯＫソフトウェア拡
張版

鈴木安而／著 秀和システム 2016.9 1016395756 336 ｽｽｷ

アイデアソン！ 須藤順／著 徳間書店 2016.9 1016395806 336 ｽﾄｳ
クリエイティブ思考の邪魔リスト 瀬戸和信／著 朝日新聞出版 2016.7 1016385146 336 ｾﾄ
超仮説思考 高野研一／著 かんき出版 2016.8 1016389817 336 ﾀｶﾉ
小さな会社★儲けのルール 竹田陽一／著 フォレスト出版 2016.8 1016386748 336 ﾀｹﾀ
小さな会社の総務・労務・経理 大田原幸司／監修 西東社 2016.1 1016393751 336 ﾁｲｻ

マンガでやさしくわかるインバスケット思考 鳥原隆志／著
日本能率協会マネ
ジメントセンター

2016.8 1016392431 336 ﾄﾘﾊ

社長！その会見、会社を潰します 中島茂／著 日本経済新聞出版社 2016.7 1016386755 336 ﾅｶｼ
なぜ、あなたの仕事は終わらないのか 中島聡／〔著〕 文響社 2016.6 1016356121 336 ﾅｶｼ
完全図解一冊で丸わかりドラッカー・ポーター・コト
ラー入門

中野明／著 朝日新聞出版 2016.9 1016395780 336 ﾅｶﾉ

ビジネススキル大全 藤井孝一／著 ダイヤモンド社 2016.7 1016385161 336 ﾌｼｲ
アクション・バイアス ハイケ・ブルック／著 東洋経済新報社 2015.3 1016356063 336 ﾌﾙﾂ
プロフェッショナルサラリーマン 俣野成敏／著 小学館 2016.7 1016387001 336 ﾏﾀﾉ
サスティナブル・カンパニー 水尾順一／著 宣伝会議 2016.8 1016387266 336 ﾐｽｵ
最強の働き方 ムーギー・キム／著 東洋経済新報社 2016.7 1016387308 336 ﾑｷｷ
最強のイノベーション理論集中講義 安部徹也／著 日本実業出版社 2015.2 1016354365 336.1 ｱﾍ
ＴＥＤ　ＴＡＬＫＳ クリス・アンダーソン／著 日経ＢＰ社 2016.7 1016385187 336.1 ｱﾝﾀ
ビジネスモデルの教科書　上級編 今枝昌宏／著 東洋経済新報社 2016.8 1016387282 336.1 ｲﾏｴ
走りながら考える新規事業の教科書 今津美樹／著 かんき出版 2016.8 1016392407 336.1 ｲﾏｽ
Ｑ＆Ａ営業秘密をめぐる実務論点 ＴＭＩ総合法律事務所／編 中央経済社 2016.9 1016395814 336.1 ｷﾕｱ
社長が知らないＩＴの真相 楠真／著 日経ＢＰ社 2016.6 1016380774 336.1 ｸｽﾉ
現場で使えるセキュリティ事故対応 リクルートテクノロジーズ／著日経ＢＰ社 2016.7 1016385310 336.1 ｹﾝﾊ

ビジネス書
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事業戦略策定ガイドブック 坂本雅明／著 同文舘出版 2016.7 1016357707 336.1 ｻｶﾓ
創業メンタリティ クリス・ズック／著 日経ＢＰ社 2016.7 1016385211 336.1 ｽﾂｸ
役員になれる人の「数字力」使い方の流儀 田中慎一／著 明日香出版社 2016.8 1016389635 336.1 ﾀﾅｶ
東大生が実際に学んでいる戦略思考の授業 出口知史／著 徳間書店 2016.6 1016380998 336.1 ﾃｸﾁ
仕事の数字のツボとコツがゼッタイにわかる本 古山竜司／著 秀和システム 2016.9 1016395764 336.1 ﾌﾙﾔ
社長が知りたいＩＴ　５０の本当 谷島宣之／著 日経ＢＰ社 2016.6 1016380758 336.1 ﾔｼﾏ
ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ　ＰＡＴＨ 横田幸信／著 日経ＢＰ社 2016.7 1016385195 336.1 ﾖｺﾀ

生産性が高い「残業ゼロ職場」のつくり方
名南経営コンサルティング
／著

日本実業出版社 2016.7 1016382325 336.2 ｾｲｻ

社員参謀！ 荻阪哲雄／著 日本経済新聞出版社 2016.6 1016380709 336.3 ｵｷｻ
これからのマネジャーの教科書 グロービス経営大学院／著 東洋経済新報社 2016.7 1016380733 336.3 ｺﾚｶ
実行の４つの規律 クリス・マチェズニー／著 キング・ベアー出版 2016.9 1016393876 336.3 ｼﾂｺ
レッドチーム思考 ミカ・ゼンコ／著 文藝春秋 2016.6 1016380741 336.3 ｾﾝｺ
なぜか不思議と部下がついてくる上司のルール８
８

寺松輝彦／著 ダイヤモンド社 2016.6 1016382333 336.3 ﾃﾗﾏ

女性が管理職になったら読む本 ギンカ・トーゲル／著 日本経済新聞出版社 2016.6 1016380766 336.3 ﾄｹﾙ
マッキンゼー流最高の社風のつくり方 ニール・ドシ／著 日経ＢＰ社 2016.8 1016387290 336.3 ﾄｼ
ニッポン逆襲の組織論 文藝春秋 2016.1 1016360206 336.3 ﾆﾂﾎ
悪いヤツほど出世する ジェフリー・フェファー／著 日本経済新聞出版社 2016.6 1016381004 336.3 ﾌｴﾌ
文化を超えるグローバルリーダーシップ Ｒ．Ｊ．ハウス／著 中央経済社 2016.8 1016387274 336.3 ﾌﾝｶ
「働きがいあふれる」チームのつくり方 前川孝雄／著 ベストセラーズ 2016.8 1016391540 336.3 ﾏｴｶ
薀蓄雑学説教の事典 池田克彦／著 時事通信出版局 2016.8 1016392456 336.4 ｲｹﾀ
中小企業の人事評価・賃金制度つくり方・見直し方大津章敬／著 日本実業出版社 2016.9 1016392472 336.4 ｵｵﾂ

参謀人事本部長 大村尚弘／著
幻冬舎メディアコン
サルティング

2016.5 1016360776 336.4 ｵｵﾑ

国際人的資源管理 関口倫紀／編著 中央経済社 2016.7 1016380725 336.4 ｺｸｻ
Ｓｌａｃｋ入門 松下雅和／著 技術評論社 2016.7 1016359505 336.4 ｽﾗｸ
やってはいけない！職場の作法 高城幸司／著 筑摩書房 2016.7 1016384271 336.4 ﾀｶｷ

人事再生
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 2016.6 1016355008 336.4 ﾋﾄﾂ

伝わるデザインの基本 高橋佑磨／著 技術評論社 2016.9 1016358267 336.5 ﾀｶﾊ
小さな会社のＥｘｃｅｌ　ＶＢＡ（ブイビーエー）業務自
動化アプリケーション作成・運用ガイド

武藤玄／著 翔泳社 2016.8 1016391557 336.5 ﾁｲｻ

資金繰りは４色通帳にまかせなさい 亀田潤一郎／著 経済界 2016.9 1016393769 336.8 ｶﾒﾀ

企業価値評価　上
マッキンゼー・アンド・カンパ
ニー／著

ダイヤモンド社 2016.8 1016392415 336.8 ｷｷﾖ

ビジネス書
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企業価値評価　下
マッキンゼー・アンド・カンパ
ニー／著

ダイヤモンド社 2016.8 1016392423 336.8 ｷｷﾖ

経理部は見ている。 楠木新／著 日本経済新聞出版社 2016.9 1016395822 336.8 ｸｽﾉ
〈図解〉決算書を読みこなして経営分析ができる本 高下淳子／著 日本実業出版社 2007.2 1016360503 336.8 ｺｳｹ
ＩＦＲＳ「新リース基準」 あずさ監査法人／編 中央経済社 2016.7 1016385443 336.9 ｱｽｻ
ひとり社長の経理の基本 井ノ上陽一／著 ダイヤモンド社 2016.8 1016389643 336.9 ｲﾉｳ
なぜ彼女が帳簿の右に売上と書いたら世界が変
わったのか？

衛藤美彩／著
ＰＨＰエディターズ・
グループ

2016.9 1016392449 336.9 ｴﾄｳ

元・国税調査官税理士が教える経理のためのマイ
ナンバー実務がすべてわかる本

小田隆一／著 ダイヤモンド社 2016.6 1016380782 336.9 ｵﾀ

会社の節税をするならこの１冊 アーク＆パートナーズ／著 自由国民社 2016.7 1016382341 336.9 ｶｲｼ
企業価値向上のための財務会計リテラシー 西川郁生／編著 日本経済新聞出版社 2016.8 1016392480 336.9 ｷｷﾖ
Ｑ＆Ａ海外資産税 辻・本郷税理士法人／著 清文社 2016.7 1016387209 336.9 ｷﾕｱ
現代会計用語辞典 高須教夫／編 税務経理協会 2016.8 1016391565 336.9 ｹﾝﾀ
仕訳と勘定科目の基本と実践トレーニング１ 三好和紗／監修 三修社 2015.1 1016356717 336.9 ｼﾜｹ

こんなときどうする？減損会計の実務詳解Ｑ＆Ａ
新日本有限責任監査法人
／編

中央経済社 2016.8 1016387217 336.9 ｼﾝﾆ

解説中小企業等協同組合会計基準
全国中小企業団体中央会
／編

第一法規 2016.9 1016393850 336.9 ｾﾝｺ

長女と嫁が相続でやるべき５つのこと 西原崇／著 自由国民社 2016.9 1016393801 336.9 ﾆｼﾊ
日本一前向きな相続対策の本 藤宮浩／著 現代書林 2015.7 1018640993 336.9 ﾌｼﾐ
相続の６つの物語 本郷尚／著 日本経済新聞出版社 2016.8 1016389627 336.9 ﾎﾝｺ
なぜ、会計嫌いのあいつが会社の数字に強くなっ
た？

村上裕太郎／著 東洋経済新報社 2016.7 1016385203 336.9 ﾑﾗｶ

都市データパック　２０１６年版 東洋経済新報社 2016.7 1016354597 318 ﾄ 館内用

矯正統計年報　平成２７年　１
法務省大臣官房司
法法制部司法法制
課

2016.7 1018641371 326.5 ｷﾖｳ 館内用

矯正統計年報　平成２７年　２
法務省大臣官房司
法法制部司法法制
課

2016.7 1018641389 326.5 ｷﾖｳ 館内用

保護統計年報　［第５６］平成２７年
法務省大臣官房司
法法制部司法法制
課

2016.7 1018641363 326.5 ﾎｺﾄ 館内用

ビジネス書

統計
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出入国管理統計年報　平成２７年
法務省大臣官房司
法法制部司法法制
課

2016.7 1018641355 329.9 ﾎ 館内用

国民経済計算年報　平成２６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 2016.5 1016355016 331 K9 館内用

農林漁業及び関連産業を中心とした産業連関表
　（飲食費のフローを含む。）　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

2016.3 1018641579 331.2 ﾉｳﾘ 館内用

住民基本台帳人口移動報告年報　平成２７年 総務省統計局／編 総務省統計局 2016.7 1018641314 334 S5 館内用
物価指数年報　２０１６年 日本銀行調査統計局／〔編〕 サンパートナーズ 2016.7 1016356592 337.8 ﾆ 館内用
世界国勢図会　２０１６／１７年版 矢野恒太記念会／編 矢野恒太記念会 2016.9 1016359687 350.9 ｾ 館内用
統計でみる市区町村のすがた　２０１６ 総務省統計局／編 総務省統計局 2016.6 1018640118 351 ｿｳﾑ 館内用
家計調査年報　平成２７年　１（家計収支編） 総務省統計局／編 総務省統計局 2016.6 1018613917 365 S 館内用
アンケート調査年鑑　ｖｏｌ．２９（２０１６年版） 並木書房編集部／編 並木書房 2016.8 1016359281 365.5 ｱ 館内用
日本労働年鑑　第８６集（２０１６年版） 法政大学大原社会問題研究所／編著旬報社 2016.6 1016354811 366 N 館内用
労働力調査年報　平成２７年 総務省統計局／編 総務省統計局 2016.5 1018612711 366 S3 館内用

データブック国際労働比較　２０１６年版 労働政策研究・研修機構／編
労働政策研究・研
修機構

2016.3 1016355883 366 ﾆﾎﾝ 館内用

国民の福祉と介護の動向　２０１６／２０１７ 厚生労働統計協会／編 厚生労働統計協会 2016.9 1016360644 369 K13 館内用

教育アンケート調査年鑑　２０１６年版　上
「教育アンケート調査年鑑」
編集委員会／編

創育社 2016.6 1016356642 370.5 ｷﾖｳ 館内用

学校保健統計（学校保健統計調）　平成２７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］ [2016] 1018611556 374 M2 館内用

防衛年鑑　２０１６年版 防衛年鑑刊行会／編 防衛メディアセンター 2016.5 1018640126 390 B2 館内用
自衛隊装備年鑑　２０１６－２０１７ 朝雲新聞社出版業務部／編著朝雲新聞社 2016.7 1018641728 390 Z 館内用

気象年鑑　２０１６年版 気象業務支援センター／編
気象業務支援セン
ター

2016.6 1016354795 451 K9 館内用

国民衛生の動向　２０１６／２０１７ 厚生労働統計協会／編 厚生労働統計協会 2016.8 1016359646 498 K27 館内用
国民健康・栄養の現状　〔平成２４年〕 医薬基盤・健康・栄養研究所／監修第一出版 2016.6 1016356618 498 K5 館内用

資源エネルギー年鑑　２０１６
資源エネルギー年鑑編集委
員会／編

通産資料出版会 2016.6 1016359307 501.6 ｼｹﾝ 館内用

工業統計表　平成２５年　企業統計編 経済産業調査会／編 経済産業調査会 2016.6 1016356626 505 T 館内用
鉱工業指数年報　平成２７年 経済産業統計協会／編 経済産業統計協会 2016.8 1016359299 505.9 ﾂｳｼ 館内用

水循環白書　平成２８年版
内閣官房水循環政策本部
事務局／編

勝美印刷（印刷） 2016.7 1016359679 517 ｺ 館内用

統計
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ビルメンテナンス情報年鑑　２０１６
全国ビルメンテナンス協会
調査研究委員会／編

全国ビルメンテナン
ス協会

2016.3 1018613941 525.8 ﾋﾙﾒ 館内用

経済産業省生産動態統計年報　機械統計編　 経済産業調査会／編 経済産業調査会 2016.8 1016360651 530.5 ｷｶｲ 館内用

インターネット白書　２０１６
インターネット白書編集委員
会／編

インプレスＲ＆Ｄ 2016.2 1016356659 547.4 ｲﾝﾀ 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２７年

経済産業統計協会／編 経済産業統計協会 2016.7 1016359315 586 ｾ 館内用

農林業センサス　２０１５年　第２巻
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

2016.6 1018641553 610 N 館内用

農林業センサス　２０１５年　第７巻
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

2016.6 1018641561 610 N 館内用

米及び麦類の生産費　平成２６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

2016.3 1018611531 611 N 館内用

食料需給表　平成２６年度
農林水産省大臣官房政策
課食料安全保障室／編

農林統計協会 2016.6 1016355545 611.3 ｼ 館内用

経営形態別経営統計（個別経営）　農業経営統計
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

2016.3 1018611515 611.7 ﾉｳﾘ 館内用

農作物災害種類別被害統計　平成２７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

2016.3 1018611549 615.8 ﾉｳｻ 館内用

工芸農作物等の生産費　平成２６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

2016.3 1018611523 617 ﾉｳﾘ 館内用

生産林業所得統計報告書　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

2016.6 1018613933 651.4 ﾉｳﾘ 館内用

商業統計表　平成２６年　第２巻（産業編（都道府
県表））

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 2016.6 1016354548 670 T6 館内用

商業統計表　平成２６年　第４巻（品目編）
経済産業省大臣官房調査
統計グループ／編

経済産業統計協会 2016.6 1016354563 670 T6 館内用

商業統計表　平成２６年　第３巻（産業編（市区町
村表））

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 2016.6 1016354555 670 T6 館内用

商業統計表　平成２６年　第１巻（産業編（総括
表））

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 2016.6 1016354530 670 T6 館内用

生鮮野菜価格動向調査報告　平成２７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

2016.5 1018613925 675.5 ﾉｳﾘ 館内用

世界各国間貿易統計年報　２０１６年版 オムニ情報開発 2016.7 1016357632 678.9 ｾｶｲ 館内用
人権教育・啓発白書　平成２８年版 法務省／編 勝美印刷 2016.6 1016355578 316.1 ﾎｳﾑ 館内用
警察白書　平成２８年版 国家公安委員会／編 日経印刷 2016.7 1016357665 317 K11 館内用

統計
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外交青書　第５９号（平成２８年版） 外務省／編 日経印刷 2016.6 1018613958 319 G 館内用
犯罪被害者白書　平成２８年版 国家公安委員会／編 勝美印刷（印刷） 2016.7 1018640134 326.3 ﾅｲｶ 館内用
司法書士白書　２０１６年版 日本司法書士会連合会／編 日本加除出版 2016.8 1018641330 327.1 ｼﾎｳ 館内用
経済財政白書　平成２８年版 内閣府／編 日経印刷 2016.8 1016359554 330.5 K2 館内用
中小企業白書　２０１６年版 中小企業庁／編 日経印刷 2016.6 1016355552 335 T19 館内用

新規開業白書　２０１６年版
日本政策金融公庫総合研
究所／編

日本政策金融公庫
総合研究所

2016.6 1018613966 335.3 ｼ 館内用

消費者政策の実施の状況　平成２７年度 消費者庁／［編］ ［消費者庁］ [2016] 1018614014 365 ｼﾖｳ 館内用
レジャー白書　２０１６ 日本生産性本部／編 日本生産性本部 2016.8 1016358986 365.7 ﾚ 館内用
女性白書　２０１６ 日本婦人団体連合会／編 ほるぷ出版 2016.8 1016359265 367 N2 館内用
子ども白書　２０１６ 日本子どもを守る会／編 本の泉社 2016.8 1016357624 369 K6 館内用
文部科学白書　平成２７年度 文部科学省／編 文部科学省 [2016] 1018641348 373 ﾓ 館内用
保育白書　２０１６年版 全国保育団体連絡会／編 ちいさいなかま社 2016.8 1016357640 376 H15 館内用
防災白書　平成２８年版 内閣府／編 日経印刷 2016.7 1016356923 451 S3 館内用

医療白書　２０１６－２０１７年版
ヘルスケア総合政策研究所
／企画・制作

日本医療企画 2016.7 1016356634 498 ｲﾘﾖ 館内用

食育推進施策　平成２８年版 農林水産省／［編］ ［農林水産省］ [2016] 1018641322 498.5 ﾅｲｶ 館内用
エネルギー白書　２０１６年版 経済産業省／編 経済産業調査会 2016.8 1018641736 501.6 ｹｲｻ 館内用
ものづくり白書　２０１６年版 経済産業省／編 経済産業調査会 2016.7 1016358994 509.2 ﾓﾉｽ 館内用
公害紛争処理白書　平成２８年版 公害等調整委員会／編 蔦友印刷 2016.6 1016355560 519.1 ｺ 館内用
繊維白書　２００６ 矢野経済研究所 2005.1 1018613602 586 S2 館内用
土地白書　平成２８年版 国土交通省／編 勝美印刷 2016.8 1016359653 601 K3 館内用
水産の動向　平成２７年度 ［水産庁］ [2016] 1018611564 660.5 ｽｲｻ 館内用
広告白書　２０１６ 日経広告研究所／編 日経広告研究所 2016.7 1016356600 674.2 ｺ 館内用
通商白書　２０１６ 経済産業省／編 勝美印刷 2016.8 1016360669 678 T 館内用
国土交通白書　２０１６ 国土交通省／編 日経印刷 2016.7 1016356931 682.1 ｺｸﾄ 館内用
情報通信白書　平成２８年版 総務省／編 日経印刷 2016.8 1016357657 690 Y 館内用

白書


