
請求記号 タイトル 人名 出版者

159 4 N7 インスタントラーメン発明王安藤百福かく語りき 安藤　百福／著 中央公論新社

159 M0 人を見る眼・仕事を見る眼 ＰＨＰ研究所／編 ＰＨＰ研究所

159 O2 松下幸之助の流儀 松下　幸之助／著 ＰＨＰ研究所

28 O7 1 教科書にのせたい！日本人じてん　１ 岡澤　憲芙／監修 彩流社

28 ｲﾜ 岩崎弥太郎 小西　聖一／著 理論社

28 ﾄﾖ 豊田喜一郎伝　４ 甲斐謙二 恒信社

28 ﾄﾖ 豊田喜一郎 山口　理／文 あかね書房

281 I8 私の履歴書　第１７集 日本経済新聞社／編 日本経済新聞社

289 ｱﾝ 魔法のラーメン発明物語 安藤　百福／著 日本経済新聞出版社

289 ｲﾃ 石油王出光佐三発想の原点 堀江　義人／著 三心堂出版社

289 ｲﾌ 井深大 山崎　武敏／著 時事通信社

289 ｲﾜ 岩崎弥太郎伝 太田　尚樹／著 角川学芸出版

289 ｼﾌ 渋沢栄一 土屋　喬雄／著 吉川弘文館

創業者物語（全国編）
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289 ｼﾌ 渋沢栄一を知る事典 渋沢栄一記念財団／編 東京堂出版

289 ﾀｹ ウイスキーとダンディズム 竹鶴　孝太郎／〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

289 ﾀｹ 竹鶴とリタの夢 千石　涼太郎／著 双葉社

289 ﾀｹ マッサン語録 菊地　秀一／著 宝島社

289 ﾊﾅ 花森安治 河出書房新社

289 ﾊﾅ 花森安治 河出書房新社

289 ﾊﾅ 花森安治と『暮しの手帖』 山田　俊幸／編著 小学館

289 ﾎﾝ 技術と格闘した男・本田宗一郎 ＮＨＫ取材班／著 日本放送出版協会

289 ﾎﾝ 本田宗一郎思うままに生きろ 梶原　一明／著 講談社

289 ﾎﾝ わが友本田宗一郎 井深　大／著 ごま書房

289 ﾏﾂ 人間・松下幸之助 ＰＨＰ研究所／編集 ＰＨＰ研究所

289 ﾖｼ 吉本せいの生涯 宝島社

332 8 O1 創業者列伝 学研パブリッシング

335 13 O3 海賊とよばれた男　出光佐三の生き方 松本　幸夫／著 総合法令出版

335 13 O7 出光佐三　人を生かす言葉 英和出版社
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335 M6 松下幸之助発言集ベストセレクション　第２巻 松下　幸之助／著 ＰＨＰ研究所

335 M8 井深大語録 井深大研究会／編 小学館

335 M9 盛田昭夫語録 盛田昭夫研究会／編 小学館

370 M1 あと半分の教育 井深　大／著 ごま書房

376 M3 幼稚園では遅すぎる 井深　大／著 ごま書房

540 67 N7 ソニー知られざる成長物語 佐野　角夫／著 毎日新聞社

540 67 O3 パナソニック・ショック 立石　泰則／著 文藝春秋

540 9 O3 「電機・半導体」大崩壊の教訓 湯之上　隆／著 日本文芸社

540 9 O3 日の丸家電の命運 真壁　昭夫／著 小学館

588 57 O4 琥珀色の夢を見る 松尾　秀助／著 朝日新聞出版

588 O6 大研究！すごいぞ！インスタントラーメン 月路　よなぎ／漫画 講談社ビーシー

596 04 N4 １００歳を元気に生きる 安藤　百福／著 中央公論新社

596 7 O5 ニッカウヰスキー８０年史 ニッカウヰスキー株式会社／発行 ニッカウヰスキー株式会社

632 O1 蚕にみる明治維新 鈴木　芳行／著 吉川弘文館

775 4 M9 宝塚 川崎　賢子／著 講談社
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775 4 N1 宝塚　２００１ 平凡社

775 4 O4 虹の橋渡りつづけて　人物編 小林　公一／監修 阪急コミュニケーションズ

9146 ｻｶ 人生はアマ・カラ・ピン 本田　宗一郎／〔述〕 講談社

F1 ｲｹ 三菱を創った男岩崎弥之助の物語 池田　平太郎／著
幻冬舎メディアコンサルティ

ング

F1 ｴﾊ 1 小説盛田昭夫学校　上 江波戸　哲夫／著 プレジデント社

F1 ｴﾊ 2 小説盛田昭夫学校　下 江波戸　哲夫／著 プレジデント社

F1 ｺｳ 天馬の歌 神坂　次郎／著 日本経済新聞社

F1 ﾄｳ 竜馬と弥太郎 童門　冬二／著 日本放送出版協会

F1 ﾄｳ 論語とソロバン 童門　冬二／著 祥伝社

F1 ﾅﾝ 1 暁の群像　上 南條　範夫／著 文藝春秋

F1 ﾅﾝ 2 暁の群像　下 南條　範夫／著 文藝春秋

F1 ﾋﾔ 海賊とよばれた男　上 百田　尚樹／著 講談社

F1 ﾋﾔ 海賊とよばれた男　下 百田　尚樹／著 講談社
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H 280 O0 夢チャレンジ　きらり山口人物伝　Ｖｏｌ．４ 山口県ひとづくり財団

H 280 O3 夢チャレンジ　きらり山口人物伝　Ｖｏｌ．６ 山口県ひとづくり財団

H 280 O4 夢チャレンジ　きらり山口人物伝　Ｖｏｌ．７ 山口県ひとづくり財団

H 289 ｱﾕ 鮎川義介 堀　雅昭／著 弦書房

H 289 ｱﾕ 鮎川義介伝 小沢　親光／著 山口新聞社

H 289 ｱﾕ 日産コンツェルン経営史研究 宇田川　勝／著 文眞堂

H 289 ｱﾕ 日産の創業者　鮎川義介 宇田川　勝／著 吉川弘文館

H 289 ｲﾉ 井上勝 老川　慶喜／著 ミネルヴァ書房

H 289 ｲﾉ 井上勝 老川　慶喜 萩ものがたり

H 289 ｲﾉ 没後１００年記念誌　日本の鉄道の父　井上勝 萩博物館／編者
井上勝没後１００年記念事業

実行委員

H 289 ﾌｼ 日本の近代を拓いた萩の産業人脈 樋口　尚樹／著者 萩ものがたり

H 289 ﾌｼ 日本の近代を拓いた萩の産業人脈 樋口　尚樹／著者 萩ものがたり

創業者物語（郷土編）
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H 289 ﾌｼ 藤田伝三郎の雄渾なる生涯 砂川　幸雄／著 草思社

H 602 I3 宇部産業史 俵田　明／編 渡辺翁記念文化協会

H 664 N2 下関クジラ物語 安冨　静夫／ほか著 下関くじら食文化を守

H 664 N9 くじらと捕鯨の物語　一部改訂増頁 岡村　昌幸／著者 大村印刷

H 669 O1 萩・北浦のクジラ文化 清水　満幸／著者 萩ものがたり

H 970 ｲﾁ ますらをたちの旅 一坂　太郎／著者 萩ものがたり

335 N3 とぴっくす・ぐろーばる 宇部興産／編 文芸春秋企画出版部

58 O1 冷凍食品のひみつ おぎの　ひとし／漫画
学研パブリッシングコミュニ

ケーショ

664 9 L9 明治期日本捕鯨誌 東洋捕鯨／〔編〕 マツノ書店

686 21 N8 古写真にみる日本の鉄道 三宅　俊彦／〔編〕著 新人物往来社
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317 4 O8 19 国家試験カタログ　２０１９－２０年版 自由国民社

317 4 O8 19 公務員試験オールガイド　２０１９年度版 資格試験研究会／編 実務教育出版

332 8 O5 財閥を築いた男たち 加来　耕三／著 ポプラ社

335 04 O6 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

335 13 O1 大失敗にも大不況にも負けなかった社長たちの物語 柴崎　伴之／著 彩図社

335 21 O6 世界を動かす地域産業の底力 中沢　孝夫／著 筑摩書房

335 35 O6 中小企業のための補助金・助成金徹底活用法 経士会／監修 同友館

335 N9 カンブリア宮殿　村上竜×経済人　社長の金言 村上　竜／著 日本経済新聞出版社

335 O6 Ｑ＆Ａ５０歳からの「起業」教科書 きらきらｓｃｈｏｏｌ／編著 セルバ出版

335 O3 １万円起業 クリス・ギレボー／著 飛鳥新社

335 O6 稼ぎたければ、捨てなさい。 船ケ山　哲／著 きずな出版

335 O7 ５０歳からの起業術 中野　裕哲／著 大和書房

335 O7 ５０歳からの人生がもっと楽しくなる仕事カタログ 片桐　実央／著 マガジンハウス

キャリア支援（就活支援）コーナーご存知ですか？
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335 O7
ママ起業家これだけ知っておけば十分　税金＋社会保

険＆経営の便利ブック
岡　京子／著 セルバ出版

366 29 O7 最新最強の資格の取り方・選び方全ガイド　’１９年版 成美堂出版編集部／編 成美堂出版

366 29 O7 資格取り方選び方全ガイド　２０１９年版 高橋書店編集部／編 高橋書店

366 29 O8 資格取り方選び方全ガイド　２０２０年版 高橋書店編集部／編 高橋書店
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