
番号 タイトル 副タイトル等 著者名等 出版社等 分類番号 刊年

1 フリーランス1年目の教科書
独立・開業前に絶対知っておき
たい

飯野　たから 自由国民社 335 2019

2
誰でも無理なく継続的にお客様が集ま
る起業1年目の集客の教科書

今井　孝 かんき出版 335 2019

3 知識ゼロからの小さな会社の始め方
アディーレ会計事
務所

幻冬舎 335 2017

4 初期費用ゼロで始める定年プチ起業 一生稼ぎ続ける賢いやり方 田口　智隆 水王舎 335 2015

5 会社をつくれば自由になれる 中年起業という提案 竹田  茂 インプレス 335 2018

6 地方起業の教科書
地方での起業こそが、最強のビ
ジネスモデルである!

中川　直洋 あさ出版 335 2020

7 地方でクリエイティブな仕事をする
小さく始める開業&マーケティン
グ術

笠原　徹 玄光社 335 2020

8
中学生にもわかる会社の創り方・拡げ
方・売り方

宮嵜　太郎
クロスメディア・パ
ブリッシング

335 2021

9 入門起業の科学 田所　雅之 日経BP社 335 2019

10 起業をするならこの1冊 馬渡　晃 自由国民社 335 2016

11 ひとりビジネスのはじめ方 「好き」を仕事にする! 吉田　英樹 青月社 335 2016

12 「ひとり会社」の起こし方・育て方
思いをカタチにする4つのステッ
プ

波多野　卓司 ぱる出版 335 2017

13 勝ち続ける会社をつくる起業の教科書 野坂　英吾 日本実業出版社 335 2017

14 潰れないビジネスの教科書 起業を成功させる 石崎　絢一 KADOKAWA 335 2016

15 夢を追いかける起業家たち
ワイワイガヤガヤ愉しみながら仕
事を創る

ギルバート 西村書店 335.13 2017

16 今日からできる!小さな会社のSDGs
事例がいっぱいですぐわかる!ア
イデアBOOK

村尾　隆介 青春出版社 335.15 2020

17 フランチャイズ契約の実務と書式 改訂版 神田　孝 三協法規出版 673.32 2018

18 決定版!趣味起業の教科書
ほかでは教えてくれない楽しい
起業のはじめかた

戸田　充広 マガジンランド 673.36 2017
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番号 タイトル 副タイトル等 著者名等 出版社等 分類番号 刊年

19 個人事業の始め方
開業 運営 経理 税金まですべて
わかる!

中野　裕哲 西東社 335 2014

20
個人事業のはじめ方がすぐわかる本
'20〜'21年版

開業手順から事業計画の立て方
各種書類の記載方法まで

ヒューマン・プライ
ム

成美堂出版 335 2020

21
個人事業を会社にするメリット・デメリッ
トがぜんぶわかる本

どっちがお得!?　改訂4版 関根　俊輔 新星出版社 335 2019

22
創業から廃業まで中小企業のための経
営法務Q&A

木村　貴司 同友館 335.35 2018

23
個人事業主の事務処理がぜんぶ自分
でできる本

見積書、請求書、売掛管理、経
理、パートの給与計算まで

北川　知明 ソシム 336 2021

24 総務の仕事便利帳 新井　博 法学書院 336 2020

25 はじめての会社経営100問100答 小笠原　士郎 明日香出版社 336.1 2017

26 損する起業・得する起業 お金は少ないほうがうまくいく! 谷口　雅和 同文舘出版 336.8 2018

27 個人事業の経理と節税　'20年版 フリーランス 自営業者 青木　茂人 成美堂出版 336.9 2020

28 ひとり社長の経理の基本
「経費」から「決算」までこの1冊
で全部わかる!

井ノ上　陽一 ダイヤモンド社 336.9 2016

29 起業したらまっさきに読む経理の本 笠原　清明
クロスメディア・パ
ブリッシング

336.9 2018

30
実践!「繁盛立地」の判定・分析・売上予
測

林原　琢磨 同文舘出版 673 2020

31
あらゆる販促を成功させる「A4」1枚アン
ケート実践バイブル

お客様の声から売れる広告・儲
かる仕組みが確実に作れる!

岡本　達彦 ダイヤモンド社 673.3 2016

32
スマホ決済の選び方と導入がズバリわ
かる本

キャッシュレス時代の中小店の
指南書

小宮　紳一 秀和システム 673.3 2019

33 地域密着繁盛店のつくり方 売場表現、販促で勝負する! 阿部　貴行 同文舘出版 673.7 2015

34 これからはじめる商品撮影の教科書
売れる商品写真が「今すぐ」撮れ
る!

長谷川　修 技術評論社 674.3 2018

35 すぐ書ける!「稼ぐPOP」のつくり方 POPのお悩み解決します 森本　純子 同文舘出版 674.53 2019

36 デジタル時代の実践スキル SNS戦略
顧客と共感を集める運用&活用
テクニック

後藤　真理恵 翔泳社 675 2020

37
小さな会社でできる!売上・集客が倍増
するSNS活用術

西　良旺子 セルバ出版 675 2020

38
起業家のためのマーケティングバイブ
ル

伊藤　健太 同友館 675 2017

39 図解マーケティング大全
市場調査から販促まで使える
マーケティングの強化書!!

洋泉社 675 2018

40
小さな会社のはじめてのブランドの教科
書

これ一冊でぜんぶわかる! 高橋　克典 ダイヤモンド社 675 2017

41
好きな場所で、好きな時間に、愛される
仕事を手に入れる本

大東　めぐみ ぱる出版 335 2017

42 女性のための「起業の教科書」 法律・お金・経営のプロが教える 豊増　さくら 日本実業出版社 335 2018

43
女性が起業して成功するためには「与
え方」が9割

望む未来を手に入れる5つのス
テップ

なかうら　愛子 ごま書房新社 335 2021

44 女性のための「起業の教科書」 法律・お金・経営のプロが教える 豊増　さくら 日本実業出版社 335 2018

45
なぜ「女性起業」は男の10倍成功する
のか

フツーの女子が短期間で儲ける
8ステップ

後藤　勇人 ぱる出版 335 2015

起業に役立つ実務の本

これで安心！販売促進

女性の起業
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番号 タイトル 副タイトル等 著者名等 出版社等 分類番号 刊年

46
マイペースで働く!自宅でひとり起業仕
事図鑑

AT HOME
ENTREPRENEURSHIP

滝岡  幸子 同文舘出版 335 2018

47
マイペースでずっと働く!女子のひとり起
業2年目の教科書

A WOMAN'S
ENTREPRENEURSHIP

滝岡  幸子 同文舘出版 335 2016

48
前田さん、主婦の私もフリーランスにな
れますか?

前田  めぐる
日本経済新聞出版
社

335 2017

49
経験ゼロから長く続ける起業のステー
ジアップ術

マツド　アケミ 同文舘出版 335 2019

50 荒くれ漁師をたばねる力
ド素人だった24歳の専業主婦が
業界に革命を起こした話

坪内　知佳 朝日新聞出版 661.7 2017

51 定年就農
小さな農でつかむ生きがいと収
入

神山　安雄 素朴社 611.7 2016

52 東大卒、農家の右腕になる。 小さな経営改善ノウハウ100 佐川　友彦 ダイヤモンド社 611.7 2020

53 ゼロからはじめる!脱サラ農業の教科書 田中　康晃 同文舘出版 611.7 2018

54 小さい農業で稼ぐコツ
加工・直売・幸せ家族農業で
30a1200万円

西田　栄喜 農山漁村文化協会 611.7 2016

55 稼げる!新農業ビジネスの始め方 資格・経験ゼロでもOK 山下　弘幸 すばる舎 611.7 2018

56
絶対にギブアップしたくない人のための
成功する農業

岩佐　大輝 朝日新聞出版 611.7 2018

57 農業のマーケティング教科書 食と農のおいしいつなぎかた 岩崎　邦彦
日本経済新聞出版
社

611.7 2017

58
最新農業の動向としくみがよ〜くわかる
本

業界人、就職、転職に役立つ情
報満載

中村　恵二 秀和システム 612.1 2018

59 図解よくわかるスマート農業 デジタル化が実現する儲かる農業 三輪　泰史 日刊工業新聞社 614.8 2020

60
建設業法のツボとコツがゼッタイにわか
る本

大野　裕次郎 秀和システム 510.91 2020

61
建設業界のしくみとビジネスがこれ1冊
でしっかりわかる教科書

降籏　達生 技術評論社 510.921 2020

62 <入門>建設業会計の基礎知識 初めての人でもわかる
建設産業経理研究
機構

清文社 510.95 2016

63 空き家管理ビジネスがわかる本 中山　聡 同文舘出版 673.99 2016

64
個人事業ではじめるアパート・マンショ
ン経営がぜんぶわかる本

山端　康幸 あさ出版 673.99 2014

65 これからのシェアハウスビジネス 地域活性化で日本再生! 三浦　展 住宅新報社 673.99 2014

66 ゼロからわかる「戸建賃貸」入門
“間違いだらけの土地資産活用”
で泣き寝入りしないために

近藤　昭 ダイヤモンド社 673.99 2016

67
知識ゼロからの民泊ビジネスがっちり
成功術

1年で400万円!「自分流おもてな
し」で楽しく稼ぐ

鶴岡　真緒 ビジネス社 673.99 2016

68
ミライを変えるモノづくりベンチャーのは
じめ方

テクノロジーで世界を刷新する! 丸　幸弘 実務教育出版 335 2017

69 自宅ではじめるモノづくり超入門
3DプリンタとAutodesk 123D Designに
よる新しい自宅製造業のはじめ方 水野　操

ソフトバンククリエ
イティブ

501.8 2013

70 小さな「パン屋さん」のはじめ方
“毎日食べたい”と思われるお店
づくりのコツ

Business Train 河出書房新社 588.32 2017

71
繁盛するベーカリーのためのBREAD
MAGAZINE

旭屋出版 588.32 2015

72 ゼロから始めるシードル醸造所
リンゴ産地で広がる新たなビジネ
スモデル

小野　司 虹有社 588.55 2020

建設業・不動産業について

製造業がよくわかる

就農・農業関係の起業
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番号 タイトル 副タイトル等 著者名等 出版社等 分類番号 刊年

73 小池芳子のこうして稼ぐ農産加工
味をよくし、受託を組み合わせて
フル稼働

小池　芳子 農山漁村文化協会 619 2018

74
だれでも起業できる農産加工実践ガイ
ド

尾崎　正利 農山漁村文化協会 619 2020

75 小さい林業で稼ぐコツ
軽トラとチェンソーがあればでき
る

農山漁村文化協会 農山漁村文化協会 651.7 2017

76
こだわり&人気雑貨店とカフェのデザイ
ン

パイインターナショ
ナル

673.7 2015

77
最新外食業界の動向とカラクリがよ〜く
わかる本

業界人、就職、転職に役立つ情
報満載

中村　恵二 秀和システム 673.97 2018

78 食と暮らしを豊かにするデザイン
地域らしさで成功するフード・ブラ
ンディング

赤松　陽子
ビー・エヌ・エヌ新
社

673.97 2019

79 愛される「一人店」のつくり方 自分一人でできる小さな飲食店 小倉　朋子 草思社 673.97 2014

80 はじめよう!移動販売 クルマ1台で起業する 滝岡　幸子 同文舘出版 673.97 2019

81 飲食店を開店・開業する前に読む本 ゼロから始める繁盛店づくり 藤岡  千穂子 同文舘出版 673.97 2016

82
お客が殺到する飲食店の始め方と運営
'20〜'21年版

お客が殺到する飲食店の始め方
と運営

入江　直之 成美堂出版 673.97 2020

83
飲食業開業・許認可申請手続きマニュ
アル

事業者必携 服部　真和 三修社 673.97 2016

84 小さなカフェのはじめ方
必ず成功する!お店開業実用
BOOK

Business Train 河出書房新社 673.98 2018

85 カフェをはじめる人の本
東京で開業したカフェ8店、地方ではじ
めたカフェ6店が自分らしいお店のつく
り方をおしえます

成美堂出版編集部 成美堂出版 673.98 2017

86 通販ビジネスの教科書 岩永　洋平 東洋経済新報社 673.36 2016

87 通販のしくみがわかる本 大石　真 同文舘出版 673.36 2015

88 ネットショップ運営攻略大全 竹内　謙礼 技術評論社 673.36 2021

89 自宅でオンライン起業はじめました 秋田　稲美 WAVE出版 673.36 2020

90
お金をかけずに田舎ではじめるネット通
販

西村　和弘 ぱる出版 673.36 2014

91
プロが教える儲かる「ネット古物商」の
始め方

泉澤　義明 ぱる出版 673.36 2018

92 はじめての無料ネットショップ作り 日向　凛 秀和システム 673.36 2016

93 ネットショップフォト講座 自然光を使った撮影テクニック せきね おさむ
スタジオタッククリ
エイティブ

674.3 2016

94 本屋、はじめました　増補版 新刊書店Titleの冒険 辻山　良雄 筑摩書房 024 2020

95
食品企業の成功する通販・直販ビジネ
ス

地方・中小が圧倒的に有利!
トゥルーコンサル
ティング株式会社

同文舘出版 588.09 2020

96
はじめてでもできる!ハンドメイド作家の
たのしい売り方BOOK

Happy Handmade Life 白崎　カオ インプレス 673.36 2016

97
最新小売業界の動向とカラクリがよ～く
わかる本

業界人、就職、転職に役立つ情
報満載

根城　泰 秀和システム 673.7 2019

98 Amazonに勝てる絶対ルール
売上げをアマゾン、楽天に持って
行かれてたまるか!

竹内　謙礼 商業界 673.7 2015

99 免税店のはじめ方
開業のための申請手続きと経営
Q&A

野川　悟志 税務経理協会 673.7 2014

はじめよう！飲食業

ネットショップをつくる

小売業のはじめ方
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番号 タイトル 副タイトル等 著者名等 出版社等 分類番号 刊年

100 お花屋さんの仕事基本のき
今さら聞けない、仕入れ・販売・
店作りのこと

日本フローラル
マーケティング協会

誠文堂新光社 673.7 2013

101
お金をかけずに始める<古物商・リサイ
クルショップ&質屋>の儲け方・超入門

野沢　一馬 ぱる出版 673.7 2019

102 貧乏治療院と繁盛治療院 根岸　靖 合同フォレスト 498.163 2017

103
地域密着型デイサービス大競争時代を
生き抜く黒字戦略

安定経営を実現する付加価値
サービスの具体策

浅岡　雅子 翔泳社 673.95 2016

104
介護ビジネス進出の実務と手続きのす
べて

申請書式記載例付き 大内　俊一 日本実業出版社 673.95 2015

105
最新介護ビジネスの動向とカラクリがよ
〜くわかる本

業界人、就職、転職に役立つ情
報満載

川原経営総合セン
ター

秀和システム 673.95 2019

106
最新福祉ビジネスと業界のカラクリがよ
〜くわかる本

業界人、就職、転職に役立つ情
報満載

高山　善文 秀和システム 673.95 2016

107
超高齢社会の「困った」を減らす課題解
決ビジネスの作り方

斉藤　徹 翔泳社 673.95 2019

108 図解実践介護ビジネスがよくわかる本
介護業界、起業、新規参入法、
資金調達法までを網羅

中原　登世子 誠文堂新光社 673.95 2014

109 「お教室」のつくり方
“好き・得意”を教える先生になろ
う!

池田　範子 同文舘出版 335 2016

110
ママでもできる!生徒さんが途切れない
おうち教室をはじめる本

あなたもサロネーゼになれる! 桔梗　有香子 ソシム 335 2016

111
トリマーのためのペットサロン開業・経
営マニュアル

独立の第一歩から開店までのノウハ
ウ、繁盛サロンを作る経営術がわかる

サスティナコンサル
ティング

緑書房 645.6 2014

112
繁盛サロンにするためのあなただけの
オンリーワンメニューのつくり方

穂口　大悟 同文舘出版 673.96 2018

113 成功する「セラピスト」ビジネスの教科書 鈴木　幸代 セルバ出版 673.96 2020

114 小さなサロンのはじめ方
必ず成功する!お店開業実用
BOOK

Business Train 河出書房新社 673.96 2018

115 美容室「幹部」の教科書
部下を持ったら必要になる58の
こと

佐藤　康弘 同文舘出版 673.96 2017

技術を活かして起業する　～教室、美容室など～

◆雑誌◆

　県立図書館では雑誌を約300誌所蔵しています。

　『日経ビジネス』（日経ＢＰ社）、『週刊ダイヤモンド』（ダイヤモンド社）等の全国誌の他、『財界あお

もり』（財界あおもり）、『週刊帝国ニュース青森県版』（帝国データバンク青森支店）、『中小企業あおも

り』（青森県中小企業団体中央会）等の青森県関係のビジネス雑誌もご利用になれます。

◆データベース◆

　県立図書館に設置している専用端末から、官報情報検索等その他データベースの検索ができます。

◆レファレンス◆

　図書館が図書館資料を使って、資料や情報を探すお手伝いをします。

◆その他◆

　県立図書館では、このリストの図書のほかにもたくさんの図書を所蔵しています。

　ホームページ（http://www.plib.pref.aomori.lg.jp/)の「本や資料を探す」により、調べたい図書の検索がで

きます。所蔵していない図書についても、他の図書館から取り寄せて貸出しすることができます。

　お探しの図書が見つからない場合は、お気軽にご相談ください。

医療・福祉に関わる仕事
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◆ オンライン貸出サービスとは

県立図書館の本をインターネットで検索し、貸出や予約の申込みができます。貸出準備ができ次第、電子メー

ルでお知らせします。

電子メール到着の翌日から、県立図書館や最寄りの貸出協力館で本を受け取ることができます。

ホームページで利用状況（貸出・予約）を確認できるほか、貸出延長手続きも可能です。

◆ オンライン貸出サービスを利用するには

① 利用者カードと仮パスワードが必要です。県立図書館窓口、郵送、電子申請によりお申し込みください。

申込み方法は、県立図書館ホームページをご覧ください。

② 青森県立図書館ホームページにアク

セスし、利用者カードの利用者番号と

仮パスワードで Myライブラリにログイ

ンしてください。

③ 「パスワード変更」画面でお好きなパ

スワード（英数字を組み合わせた８～

２０ケタ）を入力してパスワードを変

更してください。

④ 「利用者情報」画面でメールアドレス

を登録してください。

◆ 貸出及び返却

貸出期間は１５日間です。

※ 以下の表は、協力館で受取の場合です。県立図書館で受取の場合は、随時メール送信され、それに応じた取置期限・貸出期間となります。

曜日 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 

県
立
図
書
館
貸
出
処
理

メ
ー
ル
送
信

協
力
館
か
ら
受
取
開
始

協
力
館
の
取
置
期
限
終

協
力
館
へ
の
返
却
期
限

県
立
図
書
館
返
却
処
理

協力館 

へ搬送 

貸出協力館取置期間 回収 
協力館 

から搬送 
貸出期間（１５日間） 

（延長受付期間） 

←----オンライン上の利用状況では、県立図書館と協力館の搬送期間も含め「貸出〇〇（貸出一般等）」と表示されます。-----→ 

オンライン貸出サービス 青森県立図書館 
http://www.plib.pref.aomori.lg.jp/ 

利用者 青森県立図書館 

県内図書館・公民館等 
（青森県立図書館を含む） 

オンライン貸出サービスで予約申込

システム処理及び搬送
（県内図書館・公民館等受取分） 

貸出 

貸出メールの送信 

返却 

図書の確保・取置 
（県立図書館受取分） 

返却図書回収・ 

システム処理

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥

（My ライブラリログイン画面） （パスワード変更画面） 
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■利用の方法

・ 　利用できる資料は、図書資料です。（雑誌・ＡＶ資料は、対象外です。）

・

・

■貸出期間の延長

・

・

・  メールでの延長の申し込みはできません。

■資料の返却

・

・

・

・

■その他

・

　返却期限までに、専用袋に入れて借受時に指定した協力館のカウンターに直接
返却してください。協力館のブックポストへは返却しないでください。

　貸出期間の延長等の都合により、図書資料を２回以上に分けて返却するなどのた
め、専用袋が使用できない場合は、「遠隔地返却サービス」と明記した封筒等に入
れて返却してください。

　借受時に指定した協力館の変更は、原則としてできません。借受時に指定した協
力館又は県立図書館に返却してください。

　協力館へ返却した資料が県立図書館に届く前に、新たに借受けしたい場合には、
返却済みである旨、カウンター職員に申し出てください。

遠隔地返却サービス利用案内

青森県立図書館

　貸出の際、協力館（裏面一覧のとおりです。）で返却したい旨を県立図書館カウン
ター職員にお話しください。

　資料は、「遠隔地返却サービス」と明記された専用袋に、貸出票（レシート）とともに
入れて貸出します。

　借りている図書資料に他の利用者からの予約の申し込みがない場合は、１週間
単位で２回まで延長が可能です。

　貸出の延長は、返却期限の３日前からホームページ（予めパスワードの申請が必
要です。カウンター職員へお申し付けください。）または電話で受け付けます。

　　「青森市民図書館」での返却はできません。
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オンライン貸出サービス・遠隔地返却サービス 

 協 力 館 一 覧 
項番 地区 市町村 名  称 旧市町村 

1 東青地区 青森市 青森市浪岡中央公民館 浪岡 

2 平内町 平内町立図書館 平内 

3 今別町 今別町中央公民館 今別 

4 今別町町民ふれあい文庫  

5 外ヶ浜町 外ヶ浜町中央公民館 蟹田 

6 蓬田村 蓬田村ふるさと総合センター 蓬田 

7 西北五地区 五所川原市 五所川原市立図書館 五所川原 

8 五所川原市立図書館金木分館 金木 

9 五所川原市立図書館市浦分館 市浦 

10 つがる市 つがる市立図書館 柏 

11 つがる市教育委員会「松の館」 木造 

12 つがる市森田公民館 森田 

13 つがる市牛潟公民館 車力 

14 鰺ヶ沢町 日本海拠点館 鯵ヶ沢 

15 深浦町 「太宰の宿」ふかうら文学館 深浦 

16 深浦町公民館岩崎分館 岩崎 

17 板柳町 板柳町民図書館 板柳 

18 鶴田町 鶴田町公民館 鶴田 

19 中泊町 中泊町図書館 中里 

20 中泊町教育委員会小泊事務所（中泊町日本海漁火センター） 小泊 

21 中弘南黒地区 弘前市 弘前市立弘前図書館 弘前 

22 弘前市立岩木図書館 岩木 

23 黒石市 黒石市立図書館（※令和４年６月以降開館予定） 黒石 

24 平川市 平川市平賀図書館 平賀 

25 平川市尾上図書館 尾上 

26 平川市碇ヶ関公民館 碇ヶ関 

27 西目屋村 西目屋村中央公民館 西目屋 

28 藤崎町 藤崎町図書館大夢 藤崎 

29  藤崎町常盤公民館（常盤生涯学習文化会館） 常盤 

30 大鰐町 大鰐町中央公民館 大鰐 

31 田舎館村 田舎館村中央公民館 田舎館 

32 上十三地区 十和田市 十和田市民図書館 十和田 

33 三沢市 三沢市立図書館 三沢 

34 野辺地町 野辺地町立図書館 野辺地 

35 七戸町 七戸中央図書館 七戸 

36 七戸中央公民館 天間林 

37 おいらせ町 おいらせ町立図書館 百石 

38 おいらせ町立北公民館  下田 

39 六戸町 六戸町立図書館 六戸 

40 横浜町 横浜町民図書館 横浜 

41 東北町 東北町立図書館 上北 

42  東北町立図書館乙供分室（東北町中央公民館） 東北 

43 六ヶ所村 六ヶ所村民図書館 六ヶ所 

44 むつ下北地区 むつ市 むつ市立図書館 むつ 

45 むつ市立図書館川内分館 川内 

46 むつ市立図書館大畑分館 大畑 

47 むつ市立図書館脇野沢分館（脇野沢地域交流センター） 脇野沢 

48 大間町 北通り総合文化センター「ウイング」 大間 

49 東通村 東通村教育委員会 東通 

50 風間浦村 風間浦村中央公民館 風間浦 

51 佐井村 佐井村中央公民館 佐井 

52 三八地区 八戸市 八戸市立図書館 八戸 

53 八戸市図書情報センター  

54 八戸市立南郷図書館 南郷 

55 三戸町 三戸町立図書館 三戸 

56 五戸町 五戸町図書館 五戸 

57 田子町 田子町立図書館 田子 

58 南部町 南部町立名川中学校図書室 名川 

59 南部町立福地公民館 福地 

60 階上町 階上町ハートフルプラザ・はしかみ 階上 

61 新郷村 新郷村教育委員会（山村開発センター） 新郷 

2022.2.28現在 
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