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英文履歴書の書き方 有元美津世／著 ジャパンタイムズ 2013.3 1016361089 336.4 ｱﾘﾓ
最新版！３０代４０代の転職採用される履歴書・職
務経歴書

佐藤祐子／著 秀和システム 2014.9 1016364141 366.2 ｻﾄｳ

採用される履歴書・職務経歴書はこう書く 小島美津子／著 日本実業出版社 2003.6 1016364158 366.2 ｺｼﾏ
正社員になる履歴書・職務経歴書の書き方 就活フォーラム２１／著 自由国民社 2016.1 1016403287 366.2 ｼﾕｳ

早期内定のトリセツ 日本経済新聞社／編
日本経済新聞出版
社

2016.1 1016407551 336.4 ﾆﾎﾝ

転職者のための職務経歴書・履歴書・添え状の書
き方　〔２０１８年度版〕

谷所健一郎／著 マイナビ出版 2016.8 1016364174 366.2 ﾔﾄｺ

転職者のための面接回答例　〔２０１８年度版〕 谷所健一郎／著 マイナビ出版 2016.8 1016364182 366.2 ﾔﾄｺ
転職者のための面接突破術　〔２０１８年度版〕 坂本直文／著 マイナビ出版 2016.8 1016364190 366.2 ｻｶﾓ
履歴書・職務経歴書採用される書き方 藤井佐和子／著 新星出版社 2016.1 1016364166 366.2 ﾌｼｲ
介護福祉士まるごとガイド 日本介護福祉士会／監修 ミネルヴァ書房 2016.1 1016408740 369 ｶｲｺ
航空管制官になる本　２０１６－２０１７ 阿施光南／執筆 イカロス出版 2016.5 1016362137 538.8 ｺｳｸ
コーチング・ビジネスのすすめ 五十嵐久／著 合同フォレスト 2016.9 1016400606 336.4 ｲｶﾗ
実はすごい！！「療法士」の仕事 ＰＯＳＴ編集部／編 ＢＡＢジャパン 2016.1 1016368415 492.5 ﾎｽﾄ

知られざる医療スペシャリストたちの世界 森ノ宮医療学園／編
幻冬舎メディアコン
サルティング

2016.1 1016408757 498.1 ﾓﾘﾉ

公務員の「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 2016.9 1016400598 317.3 ｱｷﾔ
コンサルタントの「お仕事」と「正体」がよ～くわかる
本

岩崎剛幸／著 秀和システム 2016.9 1016400580 336.8 ｲﾜｻ

司書になるには 森智彦／著 ぺりかん社 2016.1 1016403121 013.1 ﾓﾘ
自然保護レンジャーになるには 須藤ナオミ／著 ぺりかん社 2016.1 1016405449 519.8 ｽﾄｳ
ドッグトレーナー・犬の訓練士になるには 井上こみち／著 ぺりかん社 2016.8 1016365536 645.6 ｲﾉｳ

資格 野菜ソムリエ公式ガイドブック 日本野菜ソムリエ協会／著
日本能率協会マネ
ジメントセンター

2016.9 1016367250 596.3 ﾔｻｲ

会社四季報業界地図　２０１７年版 東洋経済新報社／編 東洋経済新報社 2016.9 1016362855 335.2 ﾄｳﾖ
最新カウンセリング業界の動向とカラクリがよ～く
わかる本

土岐優美／著 秀和システム 2016.1 1016413765 146.8 ﾄｷ

最新福祉ビジネスと業界のカラクリがよ～くわかる
本

高山善文／著 秀和システム 2016.1 1016400648 369 ﾀｶﾔ

図解！業界地図　２０１７年版
ビジネスリサーチ・ジャパン
／著

プレジデント社 2016.8 1016362848 335.2 ﾋｼﾈ

流通・消費２０１７勝敗を決める１８のルール 日経ＭＪ「流通新聞」／編
日本経済新聞出版
社

2016.1 1016367243 675.4 ﾆﾂｹ

就職・
転職

職業

業界
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会社財務カルテ　２０１７年版 東洋経済／編 東洋経済新報社 2016.1 1016361469 336 ｶｲｼ 館内
ＣＳＲ企業総覧　２０１７（ＥＳＧ編） 東洋経済／［編］ 東洋経済新報社 2016.1 1016368670 335.1 ﾄｳﾖ 館内
ＣＳＲ企業総覧　２０１７（雇用・人材活用 東洋経済／［編］ 東洋経済新報社 2016.1 1016368662 335.1 ﾄｳﾖ 館内
全国エリア別健康自然食品事業　２０１５年 山の下出版 2015.9 1018625457 588 ｾﾝｺ 館内
全国各種団体名鑑　２０１７　上巻 原書房編集部／編 原書房 2016.9 1016361659 061 Z2 館内
全国各種団体名鑑　２０１７　中巻 原書房編集部／編 原書房 2016.9 1016361667 061 Z2 館内
全国各種団体名鑑　２０１７　下巻 原書房編集部／編 原書房 2016.9 1016361675 061 Z2 館内
全国各種団体名鑑　２０１７　別冊（索引） 原書房編集部／編 原書房 2016.9 1016361683 061 Z2 館内
帝国データバンク会社年鑑　２０１７　東日本Ｉ　９７版　 帝国データバンク 2016.1 1016365072 330.5 T 館内
帝国データバンク会社年鑑　２０１７　東日本Ⅱ　９７版 帝国データバンク 2016.1 1016365080 330.5 T 館内
帝国データバンク会社年鑑　２０１７　西日本Ｉ　９７版　 帝国データバンク 2016.1 1016365098 330.5 T 館内
帝国データバンク会社年鑑　２０１７　西日本Ⅱ　９７版　 帝国データバンク 2016.1 1016365106 330.5 T 館内
帝国データバンク会社年鑑　２０１７　索引 帝国データバンク 2016.1 1016365114 330.5 T 館内
米国会社四季報　２０１６秋冬号 東洋経済新報社 2016.1 1016363259 338.1 ﾍｲｺ
全国企業あれこれランキング　２０１７ 帝国データバンク／［編］ 帝国データバンク 2016.1 1016365122 330.5 T 館内

イシダ
京都産業学研究シリーズ企業
研究第二巻編集委員会／編

龍谷大学・京都産
業学センター

2015.5 1016360958 535.3 ｷﾖｳ

ＨＰウェイ デービッド・パッカード／著 海と月社 2011.6 1016360982 549 ﾊﾂｶ
奇跡の醤 竹内早希子／著 祥伝社 2016.1 1016408799 588.6 ﾀｹｳ
ＧＥ変化の経営 熊谷昭彦／著 ダイヤモンド社 2016.1 1016411843 540.6 ｸﾏｶ
老舗の流儀 黒川光博／著 新潮社 2016.1 1016403477 588.3 ｸﾛｶ
図解働き方 稲盛和夫／著 三笠書房 2016.1 1016408807 159 ｲﾅﾓ
世界トップシェアを勝ち取った田舎の小さな工場の
奇跡

山中重治／著
幻冬舎メディアコン
サルティング

2016.1 1016403949 576.8 ﾔﾏﾅ

大ヒット連発のバンダイナムコが大切にしている
たった１つの考え方

石川祝男／著 サンマーク出版 2016.1 1016403931 589.7 ｲｼｶ

なぜ、コメダ珈琲店はいつも行列なのか？ 高井尚之／著 プレジデント社 2016.1 1016407544 673.9 ﾀｶｲ
ネーミング辞典 学研辞典編集部／編 学研教育出版 2013.1 1016367276 674 ｶﾂｹ

福田金属箔粉工業
京都産業学研究シリーズ企
業研究第三巻編集委員会

龍谷大学・京都産
業学センター

2016.5 1016360941 565 ｷﾖｳ

町の金型屋、世界へ 松本芙未晃／著
幻冬舎メディアコン
サルティング

2016.9 1016367268 532 ﾏﾂﾓ

未来食堂ができるまで 小林せかい／著 小学館 2016.9 1016400655 673.9 ｺﾊﾔ
お客様が集まる店頭〈手書き〉ボード 中村心／著 日本実業出版社 2014.5 1016366179 674.5 ﾅｶﾑ
「お教室」のつくり方 池田範子／著 同文舘出版 2016.9 1016369298 366.2 ｲｹﾀ
稼ぎたければ、捨てなさい。 船ケ山哲／著 きずな出版 2016.9 1016366310 673 ﾌﾅｶ

企業研究

起業

会社年鑑
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我慢をやめてみる 森川亮／著 朝日新聞出版 2016.1 1016403956 335 ﾓﾘｶ
起業を考えたら必ず読む本 井上達也／著 明日香出版社 2016.9 1016400622 673 ｲﾉｳ
子育てママの「起業」の仕方教えます。 井上幸子／著 ゲイン 2016.1 1016414664 673 ｲﾉｳ
女子のひとり起業２年目の教科書 滝岡幸子／著 同文舘出版 2016.9 1016366203 673 ﾀｷｵ
小さな飲食店売上を伸ばすメニューブックの作り
方

タルイタケシ／著 翔泳社 2010.3 1016366187 673.9 ﾀﾙｲ

潰れないビジネスの教科書 石崎絢一／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2016.1 1016408773 673 ｲｼｻ
はじめてのカラーミーショップオープンＢＯＯＫ バウンド／著 技術評論社 2016.1 1016407528 673.3 ﾊｼﾒ
ハンドメイドで夢をかなえる本気で売るために実践
すること１００

田中正志／著 翔泳社 2016.1 1016408765 673.3 ﾀﾅｶ

「ハンドメイド・マーケットプレイス」オールガイド 菅村大全／著 グラフィック社 2013.8 1016366161 673.3 ｽｶﾑ
フランチャイズ契約の実務と理論 遠藤隆／著 日本法令 2016.1 1016408781 673.8 ｴﾝﾄ
プロ直伝！はじめての小さな飲食店成功のコツ 宇井義行／監修 ナツメ社 2016.1 1016400630 673.9 ﾌﾛｼ
ベンチャー企業の法務ＡｔｏＺ 後藤勝也／編著 中央経済社 2016.1 1016407536 335 ﾍﾝﾁ
本気の居酒屋開業バイブル 斉藤俊成／著 翔泳社 2016.5 1016366195 673.9 ｻｲﾄ
もっと売れっ子ハンドメイド作家になる本 たかはしあや／著 ソシム 2016.1 1016400614 673.7 ﾀｶﾊ
会社法 田中亘／著 東京大学出版会 2016.9 1016400945 325.2 ﾀﾅｶ
会社法実務相談 西村あさひ法律事務所／編 商事法務 2016.1 1016409250 325.2 ﾆｼﾑ
会社法要説 落合誠一／著 有斐閣 2016.1 1016414110 325.2 ｵﾁｱ
新・取締役会ガイドライン 東京弁護士会会社法部／ 商事法務 2016.1 1016404384 325.2 ﾄｳｷ
中小企業のための解散・倒産・事業承継の法律と
税務

久野実／監修 三修社 2015.1 1016361501 325.2 ﾁﾕｳ

取締役会改革 中村直人／著 中央経済社 2016.1 1016414011 325.2 ﾅｶﾑ
会社規程 就業規則の法律実務 石嵜信憲／編著 中央経済社 2016.1 1016412247 336.4 ｼﾕｳ

財務３表一体理解法 國貞克則／著 朝日新聞出版 2016.1 1016403238 336.9 ｸﾆｻ
トコトンやさしい決算書の読み方 中野裕哲／著 ナツメ社 2016.1 1016401802 336.9 ﾅｶﾉ

取引先の倒産を予知する「決算書分析」の極意 田中威明／著
幻冬舎メディアコン
サルティング

2016.1 1016403410 336.9 ﾀﾅｶ

［福井県立福井産業技術専門学院］Ｇｕｉｄａｎcｅ
福井産業技術専門学院／
［編］

福井県立福井産業
技術専門学院

2015.6 1041021286 H377 H24

ふくいメディカルカタログ
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 1041022813 H670 H6

福井県売る力強化マニュアル
福井県産業労働部産業政
策課小規模企業応援室／

福井県産業労働部
産業政策課

［２０１６］ 1041023290 H335 H

起業

会社法

決算

地元
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ＩＴ心理学 小山昇／著 プレジデント社 2016.1 1016405951 336.1 ｺﾔﾏ

新しい産業革命
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 2016.9 1016361485 336.8 ﾋﾄﾂ

新しい働き方 越川慎司／著 講談社 2016.1 1016414722 336.1 ｺｼｶ
あなたを悩ます話してもわからない人 柴田豊幸／著 幻冬舎 2016.9 1016367771 336.4 ｼﾊﾀ
あなたのセキュリティ対応間違っています 辻伸弘／著 日経ＢＰ社 2016.1 1016405993 336.1 ﾂｼ

いたいコンサルすごいコンサル 長谷部智也／著
日本経済新聞出版
社

2016.9 1016397976 336.8 ﾊｾﾍ

オープン・オーガニゼーション ジム・ホワイトハースト／著 日経ＢＰ社 2016.9 1016398255 336.3 ﾎﾜｲ
海外勤務が決まったらすぐ読む本 白藤香／著 あさ出版 2016.9 1016397950 336.4 ｼﾗﾌ
監査報告書の指摘事項と改善提案 藤井範彰／著 同文舘出版 2016.1 1016414136 336.8 ﾌｼｲ
監査論 盛田良久／編著 中央経済社 2016.1 1016397695 336.9 ｶﾝｻ

企業をしらべれば人生が変わる！ 西野嘉之／著
産業能率大学出版
部

2016.9 1016397703 336.8 ﾆｼﾉ

企業経営に資する知的財産 石田正泰／著 経済産業調査会 2016.7 1018624591 336 ｲｼﾀ
君が会社で幸せになれる一生使える仕事力 佐々木常夫／著 ビジネス社 2016.1 1016413963 336 ｻｻｷ
キャリア開発２４の扉 小野田博之／編著 生産性出版 2011.1 1016361121 336.4 ｷﾔﾘ

Ｑ＆Ａ企業のための反社会的勢力排除実践マ
ニュアル

長崎県弁護士会民事介入
暴力被害者救済センター運
営委員会／編

商事法務 2016.1 1016408054 336 ﾅｶｻ

現場で役立つ！セクハラ・パワハラと言わせない
部下指導

鈴木瑞穂／著
日本経済新聞出版
社

2016.1 1016411009 336.4 ｽｽｷ

ザ・コーチ 谷口貴彦／著 小学館 2016.1 1016409375 336.4 ﾀﾆｸ
最新コーチングの手法と実践がよ～くわかる本 谷口祥子／著 秀和システム 2016.9 1016397687 336.4 ﾀﾆｸ
財務会計講義 桜井久勝／著 中央経済社 2016.3 1016363184 336.9 ｻｸﾗ
財務３表図解分析法 國貞克則／著 朝日新聞出版 2016.1 1016403428 336.9 ｸﾆｻ
仕掛学 松村真宏／著 東洋経済新報社 2016.1 1016397968 336.1 ﾏﾂﾑ
仕事が速い人は図で考える 奥村隆一／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2016.1 1016415075 336.1 ｵｸﾑ
実験制度会計論 田口聡志／著 中央経済社 2015.3 1016368779 336.9 ﾀｸﾁ
自分の時間を取り戻そう ちきりん／著 ダイヤモンド社 2016.1 1016412122 336.2 ﾁｷﾘ

社員が成長し業績が向上する人事制度 松本順市／著
日本経営合理化協
会出版局

2016.9 1016367599 336.4 ﾏﾂﾓ

女性管理職の教科書 小川由佳／著 同文舘出版 2016.1 1016412106 336.3 ｵｶﾜ
「人事管理論」再考 木谷宏／著 生産性出版 2016.9 1016397992 336.4 ｷﾀﾆ
「数字で考える」が簡単にできるようになる本 柏原崇宏／著 総合法令出版 2016.1 1016397984 336.1 ｶｼﾊ

ビジネス書
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すらすら図解新ＩＦＲＳのしくみ
あずさ監査法人ＩＦＲＳアドバ
イザリー室／編

中央経済社 2016.1 1016412205 336.9 ｱｽｻ

生産性 伊賀泰代／著 ダイヤモンド社 2016.1 1016412270 336.2 ｲｶ
絶対失敗しないワークスタイル変革 日経情報ストラテジー／編 日経ＢＰ社 2016.1 1016364646 336.1 ｾﾂﾀ
ゼロから始める相続税・贈与税と財産評価 岩下忠吾／著 日本法令 2016.1 1016411033 336.9 ｲﾜｼ
相続税申告業務の基礎と実務 森富幸／著 日本評論社 2016.9 1016398115 336.9 ﾓﾘ

ダイバーシティ経営戦略　４
経済産業省経済産業政策
局経済社会政策室／編

経済産業調査会 2016.8 1018624583 336.4 ｹｲｻ

誰でもできる！Ｑ＆Ａ事業承継税制徹底活用マ
ニュアル

今仲清／著 ぎょうせい 2015.9 1016361493 336.9 ｲﾏﾅ

チェックリストで分かる有期・パート・派遣社員の法
律実務

倉重公太朗／編著 労務行政 2016.5 1016366419 336.4 ﾁｴﾂ

デジタルトランスフォーメーション
ベイカレント・コンサルティン
グ／著

日経ＢＰ社 2016.9 1016397679 336.1 ﾃｼﾀ

転職人気ＮＯ．１コンサルタントになれる人、なれ
ない人

高橋信也／共著 プレジデント社 2016.1 1016410985 336.8 ﾀｶﾊ

ドイツ税理士による決算書の作成証明業務 坂本孝司／編著 ＴＫＣ出版 2016.9 1018623817 336.9 ﾄｲﾂ
なぜ一流のリーダーは東京－大阪間を飛行機で
移動するのか

能町光香／著 扶桑社 2016.1 1016409771 336.3 ﾉｳﾏ

なぜ良い戦略が利益に結びつかないのか ポール・レインワンド／著 ダイヤモンド社 2016.1 1016415067 336.1 ﾚｲﾝ
入門考える技術・書く技術　スライド編 山崎康司／著 ダイヤモンド社 2016.1 1016411041 336.5 ﾔﾏｻ
パート・契約社員・派遣社員の法律問題とトラブル
解決法

小島彰／監修 三修社 2016.1 1016364521 336.4 ﾊﾄｹ

配転・出向・降格の法律実務 石嵜信憲／編著 中央経済社 2016.3 1016367896 336.4 ﾊｲﾃ
はじめての人の簿記入門塾 浜田勝義／著 かんき出版 2005.1 1016362004 336.9 ﾊﾏﾀ
はじめよう！プロセス設計 羽生章洋／著 技術評論社 2016.1 1016414144 336.5 ﾊﾌ
働き方という病 江上剛／著 徳間書店 2016.1 1016412114 336 ｴｶﾐ

発想する底力 中村隆紀／著
日本経済新聞出版
社

2016.1 1016404343 336 ﾅｶﾑ

ビジネスエリートへのキャリア戦略 渡辺秀和／著 ダイヤモンド社 2014.9 1018643799 336 ﾜﾀﾅ

部下をもつ人のための人事・労務の法律 安西愈／著
日本経済新聞出版
社

2016.1 1016411116 336.4 ｱﾝｻ

プレイングマネジャーの戦略ノート術 田島弓子／著 ダイヤモンド社 2016.1 1016401877 336.3 ﾀｼﾏ

プロフェッショナルイングリッシュ
ビジネス・ブレークスルー大
学／編

東洋経済新報社 2016.1 1016410993 336 ﾋｼﾈ

３日でわかる〈銀行〉業界　２０１８年度版 日経ＨＲ編集部／編著 日経ＨＲ 2016.1 1016411132 336.4 ﾆﾂｹ
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未来型ビジネスプロセス
トランスコスモス株式会社／
監修

東洋経済新報社 2016.1 1016413971 336 ｼﾝｸ

めんどくさくて、「なんだかやる気が出ない」がなく
なる本

西多昌規／著 ＳＢクリエイティブ 2016.9 1016365601 336 ﾆｼﾀ

やさしい法人税申告入門　平成２９年申告用 高下淳子／著 中央経済社 2016.1 1016414151 336.9 ｺｳｹ
有名企業からの脱出 冨山和彦／著 幻冬舎 2016.1 1016408047 336 ﾄﾔﾏ
「良い質問」をする技術 粟津恭一郎／著 ダイヤモンド社 2016.9 1016400994 336.4 ｱﾜｽ
よい謝罪 竹中功／著 日経ＢＰ社 2016.1 1016407932 336.4 ﾀｹﾅ
医療・医療経営統計データ集　２０１７－２ 廣瀬輝夫／監修 三冬社 2016.8 1016364976 498 ｲﾘﾖ 館内
ＮＨＫ年鑑　２０１６ ＮＨＫ放送文化研究所／編 ＮＨＫ出版 2016.1 1018624823 699 N2 館内

海外在留邦人数調査統計　平成２８年版 外務省領事局政策課／編
外務省領事局政策
課

2016.9 1018622470 334 G 館内

介護・看護サービス統計データ集　２０１７－２０１
８年版

廣瀬輝夫／監修 三冬社 2016.1 1016363515 369 ｶｲｺ 館内

家計消費状況調査年報　平成２７年 総務省統計局／編 総務省統計局 2016.8 1018643062 365.4 ｿｳﾑ 館内
家計調査年報　平成２７年　２（貯蓄・負債編） 総務省統計局／編 総務省統計局 2016.9 1018622462 365 S 館内

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

創育社 2016.1 1016365924 370.5 ｷﾖｳ 館内

漁業就業動向調査報告書　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

2016.7 1018643112 661.7 ﾉｳﾘ 館内

漁船統計表　第６８号（２０１５年）
水産庁資源管理部管理課
／［編］

水産庁資源管理部
管理課

2016.8 1018624542 665 S 館内

経済センサス－基礎調査報告　平成２６年 総務省統計局／〔編〕 総務省統計局 2016.9 1018623627 330.5 Z 館内

検察統計年報　［第１４１］平成２７年
法務省大臣官房司
法法制部司法法制
課

2016.8 1018643070 326.3 ｹﾝｻ 館内

原子力年鑑　２０１７
「原子力年鑑」編集委員会
／編

日刊工業新聞社 2016.1 1016365916 539 G 館内

県民経済計算年報　平成２８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 2016.9 1016361451 330.5 ｹ 館内

工業統計表　平成２６年　品目編 経済産業調査会／編 経済産業調査会 2016.9 1016362244 505 T 館内
工業統計表　平成２６年　産業編 経済産業調査会／編 経済産業調査会 2016.9 1016362269 505 T 館内
工業統計表　平成２６年　市区町村編 経済産業調査会／編 経済産業調査会 2016.9 1016362236 505 T 館内
工業統計表　平成２６年　用地・用水編 経済産業調査会／編 経済産業調査会 2016.9 1016362251 505 T 館内
厚生年金保険・国民年金事業年報　平成２６年度 厚生労働省年金局／［編］ 厚生労働省 2016.9 1018643088 364 ｺｳｾ 館内

統計
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耕地及び作付面積統計　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

2016.6 1018643104 615 ﾉｳﾘ 館内

個人企業経済調査報告　平成２７年　構造編 総務省統計局／編 総務省統計局 2016.1 1018624518 335 S15 館内

雇用均等基本調査結果報告書　平成２７年度
厚生労働省雇用均
等・児童家庭局雇
用均等政策課

2016.1 1018624831 366 ｺﾖｳ 館内

裁判所データブック　２０１６ 最高裁判所 ［２０１６］ 1018624526 327.1 ｻｲﾊ 館内
自動車年鑑　２０１６～２０１７年版 日刊自動車新聞社／共編 日刊自動車新聞社 2016.9 1016362319 537 ｼﾄｳ 館内
自動車年鑑　２０１６～２０１７年版　別冊 日刊自動車新聞社／共編 日刊自動車新聞社 2016.9 1016362301 537 ｼﾄｳ 館内
住宅経済データ集　平成２８年度版 住宅経済研究会／編・著 住宅産業新聞社 2016.1 1016368654 365.3 ｼ 館内
住民基本台帳人口要覧　平成２８年版　１ 国土地理協会 2016.8 1018643120 358.1 ｼ 館内
住民基本台帳人口要覧　平成２８年版　２ 国土地理協会 2016.8 1018643138 358.1 ｼ 館内
商業統計表　平成２６年　業態別統計編（小売業） 経済産業統計協会／編 経済産業統計協会 2016.1 1016364224 670 T6 館内
情報通信業基本調査報告書　平成２７年情報通
信業基本調査

経済産業統計協会／編 経済産業統計協会 2016.8 1018643146 007.3 ｼﾖｳ 館内

食の安全と健康意識データ集　２０１６年版
三冬社編集制作部／編集・
制作

三冬社 2016.4 1016364505 365.5 ｾｲｶ 館内

女性労働の分析　２０１５年 ２１世紀職業財団 2016.1 1016369058 366.3 ﾛｳﾄ 館内
図説日本の中小企業　２０１６ 商工総合研究所／編 商工総合研究所 2016.8 1018643823 335.3 ｼﾖｳ 館内
世界経済・社会統計　２０１３・２０１４ 世界銀行／編 柊風舎 2016.1 1016364208 330.5 ｾｶｲ 館内
世界の社会福祉年鑑　２０１６ 宇佐見耕一／編 旬報社 2016.1 1016368290 369 ｾｶｲ 館内
世帯土地統計確報集計結果　平成２５年　第１巻
全国編

国土交通省政策統括官／編
国土交通省政策統
括官

2016.9 1018622496 334.6 ｺｸﾄ 館内

世帯土地統計確報集計結果　平成２５年　第２巻
都道府県編（北海道、東北）

国土交通省政策統括官／編
国土交通省政策統
括官

2016.9 1018622504 334.6 ｺｸﾄ 館内

世帯土地統計確報集計結果　平成２５年　第２巻
都道府県編（関東）

国土交通省政策統括官／編
国土交通省政策統
括官

2016.9 1018622512 334.6 ｺｸﾄ 館内

世帯土地統計確報集計結果　平成２５年　第２巻
都道府県編（北陸、中部）

国土交通省政策統括官／編
国土交通省政策統
括官

2016.9 1018622520 334.6 ｺｸﾄ 館内

世帯土地統計確報集計結果　平成２５年　第２巻
都道府県編（近畿）

国土交通省政策統括官／編
国土交通省政策統
括官

2016.9 1018622538 334.6 ｺｸﾄ 館内

世帯土地統計確報集計結果　平成２５年　第２巻
都道府県編（中国、四国）

国土交通省政策統括官／編
国土交通省政策統
括官

2016.9 1018622546 334.6 ｺｸﾄ 館内

世帯土地統計確報集計結果　平成２５年　第２巻
都道府県編（九州・沖縄）

国土交通省政策統括官／編
国土交通省政策統
括官

2016.9 1018622553 334.6 ｺｸﾄ 館内

統計
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世帯土地統計確報集計結果　平成２５年　第３巻
政令指定都市・県庁所在市編（その１）

国土交通省政策統括官／編
国土交通省政策統
括官

2016.9 1018622561 334.6 ｺｸﾄ 館内

世帯土地統計確報集計結果　平成２５年　第３巻
政令指定都市・県庁所在市編（その２）

国土交通省政策統括官／編
国土交通省政策統
括官

2016.9 1018622579 334.6 ｺｸﾄ 館内

全国市町村要覧　平成２８年版 市町村要覧編集委員会／編 第一法規 2016.1 1016364331 318 Z 館内
素形材年鑑　平成２７年版 素形材センター 2016.1 1018624849 566 ｿ 館内
地域経済総覧　２０１７ 東洋経済新報社／〔編〕 東洋経済新報社 2016.9 1016361212 330.5 T4 館内

地域の経済　２０１６
内閣府政策統括官（経済財
政分析担当）／編

メディアランド 2016.1 1016363739 332.1 ﾁ 館内

畜産物流通統計　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

2016.9 1018624534 641.4 ﾉｳﾘ 館内

賃金センサス　平成２８年版　第１巻 厚生労働省統計情報部／編 労働法令 2016.7 1016362988 366.4 ｺｳｾ 館内
賃金センサス　平成２８年版　第２巻 厚生労働省統計情報部／編 労働法令 2016.7 1016362996 366.4 ｺｳｾ 館内
賃金センサス　平成２８年版　第３巻 厚生労働省統計情報部／編 労働法令 2016.7 1016363002 366.4 ｺｳｾ 館内
賃金センサス　平成２８年版　第４巻 厚生労働省統計情報部／編 労働法令 2016.7 1016363010 366.4 ｺｳｾ 館内
賃金センサス　平成２８年版　第５巻 厚生労働省統計情報部／編 労働法令 2016.7 1016363028 366.4 ｺｳｾ 館内
データでみる県勢　２０１７年版 矢野恒太記念会／編 矢野恒太記念会 2016.1 1016368274 351 ﾔ 館内
鉄道要覧　平成２８年度 国土交通省鉄道局／監修 電気車研究会 2016.9 1016363721 686 N 館内
電線統計年報　２０１６年版 日本電線工業会／［編］ 日本電線工業会 2016.9 1018643096 541 N4 館内

土地基本調査総合報告書　平成２５年
国土交通省土地・水資源局
／［編］

国土交通省土地・
水資源局

2016.9 1018622488 334 ｺｸﾄ 館内

日本民間放送年鑑　２０１６（平成２７年度版） 日本民間放送連盟／編 コーケン出版 2016.1 1016369355 699.3 ﾆ 館内
犯罪白書　平成２８年版 法務省法務総合研究所／ 日経印刷 2016.1 1016369041 326 H3 館内
平成２７年国勢調査抽出速報集計結果 総務省統計局／編 総務省統計局 2016.9 1018623619 358 S 館内
法人土地・建物基本調査確報集
平成２５年　第１巻　全国編

国土交通省政策統括官／
編

国土交通省政策統
括官

2016.9 1018622587 334.6 ｺｸﾄ 館内

法人土地・建物基本調査確報集　平成２５年
第２巻　都道府県編（北海道、東北）

国土交通省政策統括官／
編

国土交通省政策統
括官

2016.9 1018622595 334.6 ｺｸﾄ 館内

法人土地・建物基本調査確報集　平成２５年
第２巻　都道府県編（関東）

国土交通省政策統括官／
編

国土交通省政策統
括官

2016.9 1018622603 334.6 ｺｸﾄ 館内

法人土地・建物基本調査確報集　平成２５年
第２巻　都道府県編（北陸、中部）

国土交通省政策統括官／
編

国土交通省政策統
括官

2016.9 1018622611 334.6 ｺｸﾄ 館内

法人土地・建物基本調査確報集　平成２５年
第２巻　都道府県編（近畿）

国土交通省政策統括官／
編

国土交通省政策統
括官

2016.9 1018622629 334.6 ｺｸﾄ 館内

法人土地・建物基本調査確報集　平成２５年
第２巻　都道府県編（中国、四国）

国土交通省政策統括官／
編

国土交通省政策統
括官

2016.9 1018622637 334.6 ｺｸﾄ 館内

統計
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法人土地・建物基本調査確報集　平成２５年
第２巻　都道府県編（九州・沖縄）

国土交通省政策統括官／
編

国土交通省政策統
括官

2016.9 1018622645 334.6 ｺｸﾄ 館内

法人土地・建物基本調査確報集　平成２５年
第３巻　政令指定都市・県庁所在地編（その１）

国土交通省政策統括官／
編

国土交通省政策統
括官

2016.9 1018622652 334.6 ｺｸﾄ 館内

法人土地・建物基本調査確報集　平成２５年
第３巻　政令指定都市・県庁所在地編（その２）

国土交通省政策統括官／
編

国土交通省政策統
括官

2016.9 1018622660 334.6 ｺｸﾄ 館内

北陸食料・農業・農村情勢報告　平成２７年度 企画調整室／編 北陸農政局 2016.7 1018623635 610.5 ﾎｸﾘ 館内
保険と年金の動向　２０１６／２０１７ 厚生労働統計協会／編 厚生労働統計協会 2016.1 1016368647 364 ﾎ 館内

民事・訟務人権統計年報　［第１２９］平成２７年１
登記・訟務・人権編

法務省大臣官房司
法法制部司法法制
課

2016.7 1018622678 327 ﾐﾝｼ 館内

民事・訟務人権統計年報　［第１２９］平成２７年２
戸籍・供託・登録免許税編

法務省大臣官房司
法法制部司法法制
課

2016.9 1018622686 327 ﾐﾝｼ 館内

類似団体別市町村財政指数表　平成２６年度 地方財務協会／編 地方財務協会 2016.1 1016365908 349 R 館内

医療経営白書　２０１６－２０１７年版
医療経営白書編集委員会
／編

日本医療企画 2016.9 1016361600 498.1 ｲﾘﾖ 館内

介護白書　平成２８年版 全国老人保健施設協会／編 オフィスＴＭ 2016.1 1016365544 369.2 ｾﾝｺ 館内

外為白書　２０１５－１６（第７号）
外為どっとコム総合
研究所

2016.1 1018624856 338.9 ｶｲﾀ 館内

看護白書　平成２８年版 日本看護協会／編
日本看護協会出版
会

2016.1 1016365510 498.1 ｶﾝｺ 館内

観光白書　平成２８年版 国土交通省観光庁／編 昭和情報プロセス 2016.8 1016361170 688 S 館内
関西経済白書　２０１６ アジア太平洋研究所／編 丸善プラネット 2016.1 1016365452 332.1 ｶﾝｻ 館内
公正取引委員会年次報告　平成２８年版 公正取引委員会／編 公正取引協会 2016.1 1016368282 335 K49 館内
厚生労働白書　平成２８年版 厚生労働省／編 日経印刷 2016.1 1018622694 498 K5 館内
交通安全白書　平成２８年版 内閣府／編 勝美印刷（印刷） 2016.6 1018623650 681 S5 館内
高齢社会白書　平成２８年版 内閣府／編 日経印刷 2016.6 1018623668 367.7 ｺｳﾚ 館内
子供・若者白書　平成２８年版 内閣府／編 日経印刷 2016.6 1018623676 367.6 ﾅｲｶ 館内

ジェトロ世界貿易投資報告　２０１６年版
日本貿易振興機構（ジェト
ロ）／編

日本貿易振興機構 2016.1 1016364349 678 N4 館内

住生活ビジネス白書　２０１６ 新建新聞社 2016.7 1016364729 520.9 ｼﾕｳ 館内
首都圏白書　平成２８年版 国土交通省／編 勝美印刷 2016.6 1016362970 601.1 ｺｸﾄ 館内
障害者白書　平成２８年版 内閣府／編 勝美印刷（印刷） 2016.7 1018623684 369.2 ｼ 館内
少子化社会対策白書　平成２８年版 内閣府／編 日経印刷 2016.8 1018623643 334.3 ﾅｲｶ 館内
食料・農業・農村白書参考統計　平成２８年 農林水産省／編 日経印刷 2016.8 1016366534 610 N15 館内

統計

白書
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日本の防衛　平成２８年版 防衛省／編 防衛省・自衛隊 ［２０１６］ 1018643161 392 B2 館内
発達障害白書　２０１７年版 日本発達障害連盟／編 明石書店 2016.9 1016361204 378 S2 館内

法テラス白書　平成２７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

2016.9 1018643153 327.1 ﾆﾎﾝ 館内

労働経済白書　平成２８年版 厚生労働省／編 勝美印刷 2016.9 1016363267 366 R2 館内

白書


