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目次に戻る 【サテ】シリーズ 

図書番号 図書名 著者 出版社 

01-01-001 ゼミナール現代会計入門 伊藤 邦雄 日本経済新聞社 

01-01-002 ゼミナール現代会計入門 伊藤 邦雄 日本経済新聞社 

01-01-003 ゼミナール現代会計入門 伊藤 邦雄 日本経済新聞社; 

01-01-004 新版 MBAマネジメント・ブック グロービス・マネジメント・インスティテュート ダイヤモンド社 

01-01-005 新版 MBAマネジメント・ブック グロービス・マネジメント・インスティテュート ダイヤモンド社 

01-01-006 新版 MBAマネジメント・ブック グロービス・マネジメント・インスティテュート ダイヤモンド社 

01-01-007 MBA アカウンティング グロービス ダイヤモンド社 

01-01-008 [新版] MBAアカウンティング (MBAシリーズ) グロービス・マネジメント・インスティテュート ダイヤモンド社 

01-01-009 [新版] MBAアカウンティング (MBAシリーズ) グロービス・マネジメント・インスティテュート ダイヤモンド社 

01-01-010 [新版] MBAアカウンティング (MBAシリーズ) グロービス・マネジメント・インスティテュート ダイヤモンド社 

01-01-011 MBAマーケティング グロービス ダイヤモンド社 

01-01-012 MBAマーケティング グロービス ダイヤモンド社 

01-01-013 MBA経営戦略 グロービスマネジメントインスティテュート ダイヤモンド社 

01-01-014 MBA経営戦略 グロービスマネジメントインスティテュート ダイヤモンド社 

01-01-015 MBAファイナンス グロービスマネジメントインスティテュート ダイヤモンド社 

01-01-016 MBAゲーム理論 鈴木 一功 (監修), グロービスマネジメントインスティテュート (編) ダイヤモンド社 

01-01-017 MBAクリティカル・シンキング グロービスマネジメントインスティテュート ダイヤモンド社 

01-01-018 MBAオペレーション戦略 (MBAシリーズ) グロービス ダイヤモンド社 

01-01-019 MBA人材マネジメント (MBAシリーズ) グロービス・マネジメント・インスティテュート ダイヤモンド社 

01-01-020 MBAマーケティング (日経BP実戦MBA) 平久保 仲人 日経BP社 

01-01-021 MBAバリュエーション (日経BP実戦MBA) 森生 明 日経BP社 

01-01-022 MBA財務会計 日経BP実戦MBA〈3〉 金子 智朗 日経BP社 

01-01-023 MBA財務会計 日経BP実戦MBA〈3〉 金子 智朗 日経BP社 

01-01-024 MBA管理会計 (日経BP実戦MBA) 本多 慶行 日経BP社 

01-01-025 MBA管理会計 (日経BP実戦MBA) 本多 慶行 日経BP社 

01-01-026 バリュー・クリエーター―人材と組織の価値創造を実現する (ミシガン大学ビ ジ
ネススクール) 

アンジャン・V. セイカー(著） ,松林 博文 (訳) ダイヤモンド社 

01-01-027 バリュー・クリエーター―人材と組織の価値創造を実現する (ミシガン大学ビ ジ
ネススクール) 

アンジャン・V. セイカー(著） ,松林 博文 (訳) ダイヤモンド社 

01-01-028 ソーシャル・キャピタル―人と組織の間にある「見えざる資産」を活用する (ミ シ
ガン大学ビジネススクール) 

ウェイン ベーカー(著) , 中島 豊 (訳) ダイヤモンド社 

01-01-029 ソーシャル・キャピタル―人と組織の間にある「見えざる資産」を活用する (ミ シ
ガン大学ビジネススクール) 

ウェイン ベーカー(著） , 中島 豊 (訳) ダイヤモンド社 

01-01-030 カスタマー・バリュー―クオリティと顧客満足を高め収益につなげる (ミシガン 大
学ビジネススクール) 

マイケル・D. ジョンソン , アンダース グスタフソン(著) , 西村 行功 (訳) ダイヤモンド社 

01-01-031 カスタマー・バリュー―クオリティと顧客満足を高め収益につなげる (ミシガン 大
学ビジネススクール) 

マイケル・D. ジョンソン , アンダース グスタフソン(著) , 西村 行功 (訳) ダイヤモンド社 

01-01-032 不確実性のマネジメント―危機を事前に防ぐマインドとシステムを構築する (ミ
シガン大学ビジネス・スクール) 

カール・E. ワイク , キャスリーン・M. サトクリフ(著） , 西村 行功 (訳) ダイヤモンド社 

01-01-033 成果創造のマネジメント―人と組織のパフォーマンスを高める5つの法則 (ミ シ
ガン大学ビジネススクール) 

クリントン・O. ロンゲネッカー , ジャック・L. シモネッティ(著) , 中島 豊 (訳) ダイヤモンド社 

01-01-034 MBA全集〈1〉ゼネラル・マネジャーの役割 フィナンシャルタイムズ (編集),IMD ,  ウォートンスクール , ロンドンビジネススクール(著) , 神山 
昌信, 泉 竜也 (訳) 

ダイヤモンド社 

01-01-035 MBA全集〈2〉マーケティング 木村 達也 (監修), フィナンシャルタイムズ (編),IMD , ウォートンスクール ,  ロンドンビジネ スス
クール(著） ,  清水 誠之, 杉村 雅人 (訳) 

ダイヤモンド社 

01-01-036 MBA全集〈3〉アカウンティング フィナンシャルタイムズ (編), ウォートンスクール ,IMD ,ロンドンビジネススクール(著) , 森 正人 
(訳) 

ダイヤモンド社 

01-01-037 MBA全集〈4〉ファイナンス 鈴木 一功 (監修), ファイナンシャルタイムズ (編), IMDインターナショナル , ペンシルバニ ア大
学ウォートンスクール , ロンドンビジネススクール (著), 神山 昌信 , 泉 竜也 (訳) 

ダイヤモンド社 

01-01-038 経営戦略 (MBA全集) フィナンシャルタイムズ (編), ウォートンスクール 、IMD , ロンドンビジネススクール (著), 清
水 誠之 , 森 正人 (訳) 

ダイヤモンド社 

01-01-039 リーダーシップと倫理 (MBA全集) IMDインターナショナル 、ペンシルバニア大学ウォートンスクール , ロンドンビジネスス クー
ル (著), 神山 昌信 (訳), 泉 竜也 (訳) 

ダイヤモンド社 

01-01-040 組織行動と人的資源管理 (MBA全集) IMDインターナショナル, ロンドンビジネススクール,フィナンシャルタイムズ ,  ペンシルバ ニア
大学ウォートンスクール(編), 杉村 雅人 , 森 正人 (訳) 

ダイヤモンド社 

01-01-041 MBA全集〈8〉意思決定と情報 IMDインターナショナル , ペンシルバニア大学ウォートンスクール , ロンドンビジネスス クー
ル (著), 杉村 雅人 (訳), 佐藤 哲 (訳) 

ダイヤモンド社 

01-01-042 MBA全集〈9〉オペレーション IMDインターナショナル , ペンシルバニア大学ウォートンスクール ,  ロンドンビジネスス クー
ル (著), 清水 誠之 (訳) 

ダイヤモンド社 

01-01-043 MBA全集〈10〉競争戦略の経済学 [単行本] IMDフィナンシャルタイムズ (編),ウォートンスクールロンドンビジネススクール (著), 森 正 人 (
訳), 佐藤 哲 (訳) 

ダイヤモンド社 

01-01-044 ミッション・クリティカル―ERPからエンタープライズ・システムへ [単行本] トーマス・H. ダベンポート (著), ダイヤモンド社 

01-01-045 戦略の原理―独創的なポジショニングが競争優位を生む コンスタンチノス マルキデス (著), 有賀 裕子 (訳) ダイヤモンド社 

01-01-046 適応力のマネジメント―アダプティブ・エンタープライズ (Harvard business 
school press) 

スティーブ ヘッケル (著),坂田 哲也 , 八幡 和彦 (訳） ダイヤモンド社 

01-01-047 知識の源泉―イノベーションの構築と持続 ドロシー レオナルド (著), ダイヤモンド社 



01-01-048 eブランド―顧客ロイヤルティのネットマーケティング フィル カーペンター (著),  校条 浩 (訳) ダイヤモンド社 

01-01-049 コミットメント経営―高業績社員の育て方 (Harvard business school press) ジョン・R. カッツェンバック (著), 黒田 由貴子 (訳) ダイヤモンド社 

01-01-050 アクション・ラーニング (Harvard business school press) デービッド・A. ガービン (著), ダイヤモンド社 

01-01-051 ハーレーダビッドソン経営再生への道―トップダウンから全員参加型経営へ 
(Harvard Business School Press) 

リッチ ティアリンク .リー オズリー (著), 伊豆原 弓 , 柴田 昌治（訳） 翔泳社 

01-01-052 ザ・ブランド―世紀を越えた起業家たちのブランド戦略 (Harvard business 
school press) 

ナンシー・F. ケーン (著), 翔泳社 

01-01-053 イノベーションのジレンマ―技術革新が巨大企業を滅ぼすとき (Harvard 
business school press) 

玉田 俊平太（監修）、クレイトン・クリステンセン(著), 伊豆原 弓 (訳), 翔泳社 

01-01-054 企業文化のe改革―進化するネットビジネス型組織 (Harvard business 
school press) 

ロザベス・モス カンター(著) 櫻井 祐子 (訳), 翔泳社 

01-01-055 アメリカを創ったベンチャー・キャピタリスト―夢を支えた35人の軌跡 
(Harvard Business School Press) 

ウダヤン グプタ (著),  楡井 浩一 (訳), 翔泳社 

01-01-056 隠れた人材価値―高業績を続ける組織の秘密 (Harvard Business School 
Press) 

長谷川 喜一郎（監修）チャールズ オライリー .ジェフリー フェファー (著), 広田 里子 (訳), 有賀 
裕子 (訳), 

翔泳社 

01-01-057 隠れた人材価値―高業績を続ける組織の秘密 (Harvard Business School 
Press) 

長谷川 喜一郎（監修）.チャールズ オライリー , ジェフリー フェファー (著),広田 里子 , 有 賀 
裕子 (訳), 

翔泳社 

01-01-058 ウォー・フォー・タレント ― 人材育成競争 (Harvard Business School Press) エド・マイケルズ , ヘレン・ハンドフィールド=ジョーンズ , ベス・アクセルロッド (著), マッキ ンゼ
ー・アンド・カンパニー (訳), 渡会 圭子 (訳) 

翔泳社 

01-01-059 コトラー 新・マーケティング原論 HBSシリーズ (Harvard business school 
press) 

フィリップ・コトラー (著), ディパック・C・ジェイン (著), スヴィート・マイアシンシー (著), 有賀 裕子 
(訳) 

翔泳社 

01-01-060 静かなリーダーシップ (Harvard business school press) 高木 晴夫 (監修),ジョセフ・L. バダラッコ (著),  夏里 尚子 (訳), 翔泳社 

01-01-061 イノベーションへの解 利益ある成長に向けて (Harvard business school 
press) 

玉田 俊平太 (監修), クレイトン・クリステンセン(著), マイケル・レイナー (著), 櫻井 祐子 (訳) 翔泳社 

01-01-062 イノベーションへの解 利益ある成長に向けて (Harvard business school 
press) 

玉田 俊平太 (監修), クレイトン・クリステンセン(著), マイケル・レイナー (著), 玉田 俊平太 (監
修), 櫻井 祐子 (訳) 

翔泳社 

01-01-063 不確実性の経営戦略 (ハーバード・ビジネス・レビュー・ブックス) Harvard Business Review (編), DIAMONDハーバードビジネスレビュー編集部 (訳) ダイヤモンド社 

01-01-064 ITマネジメント (ハーバード・ビジネス・レビュー・ブックス) Harvard Business Review (編), DIAMONDハーバードビジネスレビュー編集部 (訳) ダイヤモンド社 

01-01-065 顧客サービス戦略 (ハーバード・ビジネス・レビュー・ブックス) Harvard Business Review (編), DIAMONDハーバードビジネスレビュー編集部 (訳) ダイヤモンド社 

01-01-066 ナレッジ・マネジメント (ハーバード・ビジネス・レビュー・ブックス) Harvard Business Review (編), DIAMONDハーバードビジネスレビュー編集部 (訳) ダイヤモンド社 

01-01-067 ブランド・マネジメント (ハーバード・ビジネス・レビュー・ブックス) Harvard Business Review (編), DIAMONDハーバードビジネスレビュー編集部 (訳) ダイヤモンド社 

01-01-068 金融工学のマネジメント (ハーバード・ビジネス・レビュー・ブックス) Harvard Business Review (編), DIAMONDハーバードビジネスレビュー編集部 (訳) ダイヤモンド社 

01-01-069 ITマーケティング (ハーバード・ビジネス・レビュー・ブックス) ジェームズ H. ギルモア , 2世,B.ジョセフ パイン (編), DIAMONDハーバードビジネスレ ビュ
ー編集部 (訳) 

ダイヤモンド社 

01-01-070 成長戦略論 (ハーバード・ビジネス・レビュー・ブックス) Harvard Business Review (編), DIAMONDハーバードビジネスレビュー編集部 (訳) ダイヤモンド社 

01-01-071 ネットワーク戦略論 (ハーバード・ビジネス・レビュー・ブックス) ドン タプスコット (編),  DIAMONDハーバードビジネスレビュー編集部 (訳) ダイヤモンド社 

01-01-072 コーポレート・ガバナンス (ハーバード・ビジネス・レビュー・ブックス) Harvard Business Review (編), DIAMONDハーバードビジネスレビュー編集部 (訳) ダイヤモンド社 

01-01-073 戦略と経営 (ハーバード・ビジネス・レビュー・ブックス ジョーン マグレッタ (編), Joan Magretta (原著), DIAMONDハーバードビジネスレビュー編 集部 
(訳) 

ダイヤモンド社 

01-01-074 バリューチェーン・マネジメント (ハーバード・ビジネス・レビュー・ブックス） ハーバードビジネスレビュー (編), DIAMONDハーバードビジネスレビュー編集部 (訳) ダイヤモンド社 

01-01-075 業績評価マネジメント (ハーバード・ビジネス・レビュー・ブックス) Harvard Business Review (編), DIAMONDハーバードビジネスレビュー編集部 (訳) ダイヤモンド社 

01-01-076 ブレークスルー思考 (ハーバード・ビジネス・レビュー・ブックス Harvard Business Review (編), DIAMONDハーバードビジネスレビュー編集部 (訳) ダイヤモンド社 

01-01-077 コーチングの思考技術 (ハーバード・ビジネス・レビュー・ブックス) DIAMOND ハーバードビジネスレビュー編集部 (訳) ダイヤモンド社 

01-01-078 意思決定の思考技術 (ハーバード・ビジネス・レビュー・ブックス ハーバードビジネスレビュー (編), DIAMOND ハーバードビジネスレビュー編集部 (訳) ダイヤモンド社 

01-01-079 コミュニケーション戦略スキル (ハーバード・ビジネス・レビュー・ブックス) DIAMONDハーバード・ビジネス・レビュー編集部 (訳), ダイヤモンド社 

01-01-080 交渉の戦略スキル (ハーバード・ビジネス・レビュー・ブックス) ハーバードビジネスレビュー (編),  DIAMONDハーバードビジネスレビュー編集部 (訳) ダイヤモンド社 

01-01-081 ザ・ゴール ― 企業の究極の目的とは何か エリヤフ・ゴールドラット（著）, 三本木 亮 (訳),稲垣公夫（解説） ダイヤモンド社 

01-01-082 ザ・ゴール 2 ― 思考プロセス エリヤフ・ゴールドラット（著）, 三本木 亮 (訳),稲垣公夫（解説） ダイヤモンド社 

01-01-083 クリティカルチェーン―なぜ、プロジェクトは予定どおりに進まないのか? エリヤフ・ゴールドラット（著）, 三本木 亮 (訳),津曲公二（解説） ダイヤモンド社 

01-01-084 会計制度 (基本テキスト・シリーズ) 山地 範明 同文舘出版 

01-01-085 会計英語 (基本テキスト・シリーズ) ダニエル ドーラン , 橋本 尚 同文舘出版 

01-01-086 連結会計 (基本テキスト・シリーズ) 内山 峰男 , 榎本 正博 同文舘出版 

01-01-087 SEがはじめて学ぶ会計 広川 敬祐 日本実業出版社 

01-01-088 SEがはじめて学ぶ在庫管理 ITC総合研究所 日本実業出版社 

01-01-089 グロービスMBAファイナンス グロービス経営大学院 ダイヤモンド社 

01-01-090 ザ・クリスタルボール 岸良裕司 (監修),エリヤフ・ゴールドラット (著),  三本木亮 (訳) ダイヤモンド社 

01-01-091 ストラテジック・イノベーション 戦略的イノベーターに捧げる10の提言 ビジャイ・ゴビンダラジャン、クリス・トリンブル 翔泳社 

01-01-092 Q&A業種別会計実務・1 コンテンツ&メディア トーマツ TMT(情報・メディア・通信) インダストリーグループ 中央経済社 

01-01-093 Q&A業種別会計実務・2 商社 トーマツ商社 インダストリーグループ 中央経済社 

01-01-094 Q&A業種別会計実務・３ 素材 トーマツ マニュファクチャリング インダストリーグループ 中央経済社 

01-01-095 Q&A業種別会計実務・4 製薬 トーマツライフサイエンス・ヘルスケア インダストリーグループ 中央経済社 

01-01-096 Q&A業種別会計実務・5 機械製造 トーマツ マニュファクチャリング インダストリーグループ 中央経済社 

01-01-097 Q&A業種別会計実務・6 小売 トーマツ コンシューマービジネス インダストリーグループ 中央経済社 



01-01-098 Q&A業種別会計実務・7 運輸 トーマツ 航空・運輸 インダストリーグループ 中央経済社 

01-01-099 Q&A業種別会計実務・8 建設 トーマツ 建設・不動産 インダストリーグループ 中央経済社 

01-01-100 Q&A業種別会計実務・9 銀行 トーマツ 建設・不動産 インダストリーグループ 中央経済社 

01-01-101 Q&A業種別会計実務・10 リース トーマツ 建設・不動産 インダストリーグループ 中央経済社 

01-01-102 Q&A業種別会計実務・11 クレジット トーマツ 建設・不動産 インダストリーグループ 中央経済社 

01-01-103 Q&A業種別会計実務・12 保険 トーマツ 建設・不動産 インダストリーグループ 中央経済社 

01-01-104 MBAビジネスプラン 株式会社グロービス ダイヤモンド社 

01-01-105 MBAビジネスプラン 株式会社グロービス ダイヤモンド社 

01-01-106 Wiley Encyclopedia of Management  Volume1: Accouting Colin Clubb and Shahed Imam/ Cary L. Cooper（編） Wiley 

01-01-107 Wiley Encyclopedia of Management  Volume2: Business Ethics The  Business  Ethics  Faculty  in the Opus College of Business at the University of 
St.Thomas/ Cary L. Cooper（編） 

Wiley 

01-01-108 Wiley Encyclopedia of Management  Volume3: Entrepreneurship Michael H.Morris and Donald F. Kuratko/ Cary L. Cooper（編） Wiley 

01-01-109 Wiley Encyclopedia of Management  Volume4: Finance Krishna Paudyal/ Cary L. Cooper（編） Wiley 

01-01-110 Wiley Encyclopedia of Management Volume5: Human Resource Management David E. Guest and David J. Needle/ Cary L. Cooper（編） Wiley 

01-01-111 Wiley Encyclopedia of Management Volume6: Inteｒnational Management David E. Guest and David J. Needle/ Cary L. Cooper（編） Wiley 

01-01-112 Wiley Encyclopedia of Management Volume7: Management Information 
Systems 

Detmar W. Straub and Richard Welke/ Cary L. Cooper（編） Wiley 

01-01-113 Wiley Encyclopedia of Management Volume8: Managerial Economics Robert E. McAuliffe/ Cary L. Cooper（編） Wiley 

01-01-114 Wiley Encyclopedia of Management Volume9: Marketing Nick Lee and Andrew M. Farrell/ Cary L. Cooper（編） Wiley 

01-01-115 Wiley Encyclopedia of Management Volume10: Operations Management Sinead Roden, Michael Lewis, and Nigel Slack  / Cary L. Cooper（編） Wiley 

01-01-116 Wiley Encyclopedia of Management Volume11: Organizational Behavior Patrick C. Flood and Yseult Freeney  / Cary L. Cooper（編） Wiley 

01-01-117 Wiley Encyclopedia of Management Volume12: Strategic Management John McGee and Tanya Sammut-Bonnici  / Cary L. Cooper（編） Wiley 

01-01-118 Wiley Encyclopedia of Management Volume13: Technology and Innovation 
Management 

V. K. Narayanan and Gina O'Connor  / Cary L. Cooper（編） Wiley 

01-01-119 Wiley Encyclopedia of Management Volume14: Cumulative Index Cary L. Cooper（編） Wiley 

01-01-120 グロービスMBAアカウンティング【改訂3版】 グロービス経営大学院 ダイヤモンド社 

01-01-121 ゼミナール経営学入門 伊丹 敬之，加護野 忠男 日本経済新聞社 

01-01-122 ゼミナール 流通入門 田島 義博, 原田 英生 日本経済新聞社 

01-01-123 ゼミナール 金融商品取引法 宍戸善一、大崎貞和 日本経済新聞出版社 

01-01-124 ゼミナール企業価値評価 伊藤 邦雄 日本経済新聞出版社 

01-01-125 ゼミナール現代会計入門 伊藤 邦雄 日本経済新聞出版社 

01-01-126 イノベーションのジレンマ―技術革新が巨大企業を滅ぼすとき (Harvard 
business school press) 

玉田 俊平太(監修）,クレイトン・クリステンセ(著）, 伊豆原 弓 (訳), 翔泳社 

01-01-127 「経験知」を伝える技術 ディープスマートの本質 ドロシー・レナード, ウォルター・スワップ(著）, 池村 千秋 (訳) ランダムハウス講談社 

01-01-128 ブルー・オーシャン戦略 競争のない世界を創造する (Harvard business 
school press) 

W・チャン・キム, レネ・モボルニュ（著）, 有賀 裕子 (訳) ランダムハウス講談社 

01-01-129 ブルー・オーシャン戦略 競争のない世界を創造する (Harvard business 
school press) 

W・チャン・キム, レネ・モボルニュ（著）, 有賀 裕子 (訳) ランダムハウス講談社 

01-01-130 財務会計理論 (基本テキスト・シリーズ) 橋本 尚 同文舘出版 

01-01-131 内部監査 (基本テキスト・シリーズ) 松井 隆幸 同文舘出版 

01-01-132 租税法 (基本テキスト・シリーズ) 佐藤 正勝 同文舘出版 

01-01-133 法人税法 (基本テキスト・シリーズ) 下村 英紀 同文舘出版 

01-01-134 経営学 (基本テキスト・シリーズ) 唐沢 昌敬 同文舘出版 

01-01-135 連結会計 (基本テキスト・シリーズ) 一法師 信武 , 榎本 正博 同文舘出版 

01-01-136 会計基準 (基本テキスト・シリーズ) 小林 秀行 同文舘出版 

01-01-137 税務会計法 (基本テキスト・シリーズ) 鈴木 豊 同文舘出版 

01-01-138 公会計 (基本テキスト・シリーズ) 稲沢 克祐 同文舘出版 

01-01-139 簿記 (基本テキスト・シリーズ) 中島 稔哲 同文舘出版 

01-01-140 上級簿記(講義編) (基本テキスト・シリーズ) 成田 由加里 同文舘出版 

01-01-141 管理会計 (基本テキスト・シリーズ) 青木 雅明 同文舘出版 

01-01-142 コストマネジメント (基本テキスト・シリーズ) 小沢 浩 同文舘出版 

01-01-143 国際会計 (基本テキスト・シリーズ) 杉本 徳栄 同文舘出版 

01-01-144 会計制度 (基本テキスト・シリーズ) 山地 範明 同文舘出版 

01-01-145 財務会計理論 (基本テキスト・シリーズ) 橋本 尚 同文舘出版 

01-01-146 国際会計 改訂版 (基本テキスト・シリーズ) 杉本 徳栄 同文館出版 

01-01-147 H. ミンツバーグ経営論 DIAMONDハーバード・ビジネスレビュー編集部 (編),ヘンリー・ミンツバーグ（著） ダイヤモンド社 



01-01-148 明日を支配するもの―21世紀のマネジメント革命 P.F. ドラッカー(著),  上田 惇生 (訳) ダイヤモンド社 

01-01-149 明日を支配するもの―21世紀のマネジメント革命 P.F. ドラッカー(著), 上田 惇生 (訳) ダイヤモンド社 

01-01-150 ドラッカー名著集13 マネジメント[上]―課題、責任、実践 P.F.ドラッカー(著), 上田 惇生 (訳) ダイヤモンド社 

01-01-151 ドラッカー名著集14 マネジメント[中]―課題、責任、実践 P.F.ドラッカー(著), 上田 惇生 (訳) ダイヤモンド社 

01-01-152 ドラッカー名著集15 マネジメント[下]―課題、責任、実践 P.F.ドラッカー(著), 上田 惇生 (訳) ダイヤモンド社 

01-01-153 ドラッカー名著集 4 非営利組織の経営 P.F.ドラッカー(著), 上田 惇生 (訳) ダイヤモンド社 

01-01-154 [新版]ブルー・オーシャン戦略 競争のない世界を創造する W･チャン・キム     レネ・モボルニュ ダイヤモンド社 



目次に戻る 
【サテ】MBA教育 

図書番号 図書名 著者 出版社 

01-02-01 MBA式勉強法 モーゲン・ウィッツェル , 内田 学 , 山本 洋介 , 内田 由里子 東洋経済新報社 

01-02-02 MBA流交渉術の基本―ビジネススクールで叩きこまれる 手塚 宏之 中経出版 

01-02-03 考える技術・書く技術―問題解決力を伸ばすピラミッド原則 グロービスマネジメントインスティテュート（監修）,バーバラ ミント (著),  山崎 康司 (訳), ダイヤモンド社 

01-02-04 問題解決プロフェッショナル「思考と技術」 齋藤 嘉則 , グロービス ダイヤモンド社 

01-02-05 ロジカル・シンキング―論理的な思考と構成のスキル (Best solution) 照屋 華子 , 岡田 恵子 東洋経済新報社 

01-02-06 考える技術・書く技術 板坂 元 講談社 

01-02-07 検証 日米ビジネススクール―エリート登竜門の実態と課題を探る 丹下 博文 同文舘出版 

01-02-08 ハーバード・ビジネス・スクール―MBAへの道 三輪 裕範 丸善 

01-02-10 ハーバード・ビジネス・スクールにて 土屋 守章 中央公論新社 

01-02-11 ハーバード・ビジネス・スクールの経営教育 デイビッド・W・ユーイング（著）,茂木賢三郎（翻訳） TBSブリタニカ（現在は阪急コ 
ミュニケーションズ ） 

01-02-12 eラーニング―実践的スキルの習得技法 山崎 将志 ダイヤモンド社 

01-02-13 ハーバード・ビジネス・スクール―MBAへの道 三輪 裕範 丸善 

01-02-14 Execution: The Discipline of Getting Things Done Larry Bossidy, Ram Charan Crown Business 

01-02-15 You're in Charge, Now What?: The 8 Point Plan Thomas J. Neff, James M. Citrin Crown Business 

01-02-16 CEO 最高経営責任 トーマス・J・ネフ , ジェームス・M・シトリン（著） , 村井 章子 (訳) アスペクト 

01-02-17 CEO 最高経営責任 トーマス・J・ネフ , ジェームス・M・シトリン（著） , 村井 章子 (訳) アスペクト 

01-02-18 経営は「実行」―明日から結果を出す鉄則 ラリー・ボシディ , ラム・チャラン（著） , 高遠 裕子 (訳) 日本経済新聞社 

01-02-19 経営は「実行」―明日から結果を出す鉄則 ラリー・ボシディ , ラム・チャラン（著） , 高遠 裕子 (訳) 日本経済新聞社 

01-02-20 Winning Jack Welch, Suzy Welch HarperBusiness 

01-02-21 ウィニング 勝利の経営 ジャック・ウェルチ , スージー・ウェルチ , 斎藤 聖美 日本経済新聞社 

01-02-22 ウィニング 勝利の経営 ジャック・ウェルチ , スージー・ウェルチ , 斎藤 聖美 日本経済新聞社 

01-02-23 ウィニング 勝利の経営 ジャック・ウェルチ, スージー・ウェルチ（著）, 斎藤 聖美 （訳） 日本経済新聞社 

01-02-24 Leadership Rudolph Giuliani Miramax 

01-02-25 Leadership Rudolph Giuliani Miramax 

01-02-26 Built to Last: Successful Habits of Visionary Companies (Harper Business 
Essentials) 

Jim Collins, Jerry I. Porras Harper Paperbacks 

01-02-29 Beyond Entrepreneurship: Turning Your Business into an Enduring Great 
Company 

James Collins, William C. Lazier Prentice Hall Press 

01-02-31 事業再生要諦―志と経営力‐日本再生の十年に向けて 越 純一郎 商事法務 

01-02-32 事業再生要諦―志と経営力‐日本再生の十年に向けて 越 純一郎 商事法務 

01-02-33 自治体破産―再生の鍵は何か (NHKブックス） 白川 一郎 日本放送出版協会 

01-02-34 自治体破産―再生の鍵は何か (NHKブックス) 白川 一郎 日本放送出版協会 

01-02-35 ハイパワー・マーケティング ジェイ・エイブラハム（著）, 金森 重樹 (訳) インデックス・コミュニケーショ 
ンズ 

01-02-36 ハイパワー・マーケティング ジェイ・エイブラハム（著）, 金森 重樹 (訳) インデックス・コミュニケーショ 
ンズ 

01-02-37 Getting Everything You Can Out of All You've Got: 21 Ways You Can Out- 
think, Out-perform and Out-earn the Competition 

Jay Abraham Piatkus Books 

01-02-38 Getting Everything You Can Out of All You've Got: 21 Ways You Can Out- 
think, Out-perform and Out-earn the Competition 

Jay Abraham Piatkus Books 

01-02-39 Blue Ocean Strategy: How To Create Uncontested Market Space And Make The 
Competition Irrelevant 

W. Chan Kim, Renee Mauborgne Harvard Business School Pr 

01-02-42 トップMBAの必読文献―ビジネススクールの使用テキスト500冊 グローバルタスクフォース 東洋経済新報社 

01-02-43 ハーバードビジネススクール 不幸な人間の製造工場 フィリップ・デルヴス・ブロートン（著）, 岩瀬 大輔 (監訳), 吉澤 康子 (訳) 日経BP社 

01-02-44 トップMBAの必読文献―ビジネススクールの使用テキスト500冊 グローバルタスクフォース 東洋経済新報社 

01-02-45 バリューシフト―企業倫理の新時代 リン・シャープ ペイン （著）, 鈴木 主税 , 塩原 通緒 (訳) 毎日新聞社 

01-02-46 MBA全1冊 ジョエル・クルツマン , ヴィクトリア・グリフィス , グレン・リフキン（著） , 船川 淳志 （監訳）, 河
井 佳子 （訳） 

日本経済新聞社 



【サテ】経営学 
目次に戻る 

図書番号 図書名 著者 出版社 

01-03-01 MBAの授業―ビジネススクールは何を教えているか ミロ ソベル（著）, 内田 学 , 竹野 洋一 , 小林 信三 (訳) 総合法令出版 

01-03-02 MBAの授業―ビジネススクールは何を教えているか ミロ ソベル（著）, 内田 学 , 竹野 洋一 , 小林 信三 （訳) 総合法令出版 

01-03-03 MBA講座 経営 ロバート・F. ブルナー, R.エドワード フリーマン, エリザベス・オルムステッド タイスバーグ, マー
ク・R. エーカー, ロバート・E. スペックマン（著）,  嶋口 充輝 (訳), 吉川 明希 (訳) 

日本経済新聞社 

01-03-04 MBA講座 財務・会計 ジョン・L. リビングストン（著） , 朝日監査法人 , 井上斎藤英和監査法人 , 朝日新和会計 社 (
訳) 

日本経済新聞社 

01-03-05 エグゼクティブのための経営学講座―スタンフォード・ビジネススクール ゲイトン・E. ジャーメイン (編), 石川 泰彦 , 本部 和彦 (訳) ティビーエス・ブリタニカ 

01-03-06 マネジメントの先覚者 キャロル ケネディ（著） ,ダイヤモンドハーバードビジネス編集部 (訳) ダイヤモンド社 

01-03-07 ビジネスゲームで学ぶMBAの経営―経営シミュレーションゲーム 
「BizLAUNCH」活用法 

ソニーヒューマンキャピタル (監修),相葉 宏二（著） 日本経済新聞社 

01-03-08 “日本発”MBA 戦略&マネジメント〈上〉基礎編 伊佐田 文彦 , 日本総合研究所 (編) 中央経済社 

01-03-09 “日本発”MBA 戦略&マネジメント〈下〉実践編 日本総合研究所 ,伊佐田 文彦（著） 中央経済社 

01-03-10 一橋大学ビジネススクール「知的武装講座」 伊丹 敬之 , 沼上 幹 , 伊藤 邦雄 , 小川 英治 プレジデント社 

01-03-11 最新「マネジメント」とケース分析―経営学修士号取得のためのコア・コース 基
礎講座 (図解入門MBA) 

大石 達也 (監修) ,広綱 晶子 （著） 秀和システム 

01-03-12 最新「経営戦略」とケース分析―経営学修士号取得のためのコア・コース基 礎
講座 (図解入門MBA) 

広綱 晶子 (監修) ,大石 達也 （著） 秀和システム 

01-03-13 経営学教育の理論と実践―ケース・メソッドを中心として (文真堂現代経営 学
選集) 

坂井 正広 文眞堂 

01-03-14 ケース・スタディの方法 (マーケティング名著翻訳シリーズ) ロバート・K. イン（著）  , 近藤 公彦 (訳) 千倉書房 

01-03-15 ケース・スタディの方法 (マーケティング名著翻訳シリーズ) ロバート・K. イン（著）  , 近藤 公彦 (訳) 千倉書房 

01-03-16 ケース・メソッドに学ぶ経営の基礎 坂井 正広 , 村本 芳郎 白桃書房 

01-03-17 ケースで学ぶ経営学 岩坪 友義 , 長井 和男 , 越谷 重友 , 飯野 峻尾 学文社 

01-03-18 ケースメゾット実践原理ーディスカッション・リーダーシップの本質 ルイス・B. バーンズ ,  C.ローランド クリステンセン,  アビー・J. ハンセン ダイヤモンド社 

01-03-19 ビジネス・ケースブック1 一橋ビジネスレビューブックス 一橋ビジネスレビュー（編） 東洋経済新報社 

01-03-20 ビジネス・ケースブック2 (一橋ビジネスレビューブックス) 一橋ビジネスレビュー（編） 東洋経済新報社 

01-03-21 ビジネス・ケースブック〈3〉 (一橋ビジネスレビューブックス) 高橋宏（編） 東洋経済新報社 

01-03-23 国際・学際研究 システムとしての日本企業 青木 昌彦 (編), ロナルド ドーア (編),  NTTデータ通信システム科学研究所 (訳) NTT出版 

01-03-24 ハンドブック経営学 神戸大学経済経営学会 ミネルヴァ書房 

01-03-25 戦略分析ケースブック Vol.3: リーボック「イージートーン」/パナソニック「ポ ケッ
トドルツ」/日本駐車場開発/EMS大手「鴻海」/ドラッグストア業界/日立 製作所
/パワー半導体デバイス産業 

沼上 幹 東洋経済新報社 

01-03-26 日本の優秀企業研究―企業経営の原点 6つの条件 新原 浩朗 日本経済新聞社 

01-03-27 北海道の企業―ビジネスをケースで学ぶ (札幌大学産業経営研究所企業研 究
シリーズ) 

小川 正博、佐藤 郁夫、 森永 文彦 北海道大学出版会 

01-03-28 北海道企業ファイル―躍進する200社+140社 北海道新聞社 北海道新聞社 

01-03-29 北の起業学―成長4社の軌跡 (北海道大学技術経営テキスト (1)) 浜田 康行, 佐藤 孝一 共同文化社 

01-03-30 ケース・スタディ 日本企業事例集―世界のビジネス・スクールで採用されて い
る 

ハーバード・ビジネス・スクール ダイヤモンド社 



【サテ】経営戦略 
目次に戻る 

図書番号 図書名 著者 出版社 

01-04-01 企業戦略論【上】基本編 競争優位の構築と持続 ジェイ・B・バーニー(著) 岡田 正大 (訳) ダイヤモンド社 

01-04-02 企業戦略論【中】事業戦略編 競争優位の構築と持続 ジェイ・B・バーニー(著) , 岡田 正大 (訳) ダイヤモンド社 

01-04-03 企業戦略論【下】全社戦略編 競争優位の構築と持続 ジェイ・B・バーニー(著), 岡田 正大 (訳) ダイヤモンド社 

01-04-04 戦略経営論 ガース サローナー , ジョエル ポドルニー, アンドレア シェパード(著),  石倉 洋子 (訳) 東洋経済新報社 

01-04-05 競争戦略論〈1〉 マイケル・E. ポーター(著) , 
竹内 弘高 (訳) 

ダイヤモンド社 

01-04-06 競争戦略論〈2〉 マイケル・E. ポーター (著), 
竹内 弘高 (訳) 

ダイヤモンド社 

01-04-07 日本の競争戦略 マイケル・E. ポーター , 竹内 弘高 ダイヤモンド社 

01-04-08 ケースで読む競争逆転の経営戦略 原田 勉 東洋経済新報社 

01-04-09 経営戦略の論理 伊丹 敬之 日本経済新聞社 

01-04-10 ケースブック 経営戦略の論理 伊丹 敬之 , 西野 和美 日本経済新聞社 

01-04-11 競争戦略論 一橋ビジネスレビューブックス 青島 矢一 , 加藤 俊彦 東洋経済新報社 

01-04-12 戦略と組織を考える―MBAのための7ケース 山根 節 中央経済社 

01-04-13 入門 MBAへの経営戦略論 服部 吉伸 , 西野 光則 文理閣 

01-04-14 企業の自己革新―カオスと創造のマネジメント 竹内 弘高, 加護野 忠男, 野中 郁次郎, 榊原 清則, 奥村 昭博 中央公論社 

01-04-15 会社はだれのものか 岩井 克人 平凡社 

01-04-16 ビジョナリー・カンパニー 2 - 飛躍の法則 ジェームズ・C. コリンズ (著), 山岡 洋一 (訳) 日経BP社 

01-04-17 バリュー・プロフィット・チェーン―顧客・従業員満足を「利益」と連鎖させる ジェームス・L. ヘスケット, レオナード・A. シュレシンジャー, W.アール サッサー(著) 山
本 昭二 (訳), 小野 譲司 (訳) 

日本経済新聞社 

01-04-18 ストーリーとしての競争戦略 ―優れた戦略の条件 (Hitotsubashi Business 
Review Books) 

楠木 建 東洋経済新報社 

01-04-19 ビジョナリー・カンパニー ― 時代を超える生存の原則 ジェームズ・C. コリンズ, ジェリー・I. ポラス（著）,  山岡 洋一 (訳) 日経BP社 

01-04-20 ビジョナリー・カンパニー ― 時代を超える生存の原則 ジェームズ・C. コリンズ; ジェリー・I. ポラス 日経BP社 

01-04-21 ビジョナリー・カンパニー 2 - 飛躍の法則 ジェームズ・C. コリンズ 日経BP社 

01-04-22 ビジョナリー・カンパニー3 衰退の五段階 ジェームズ・Ｃ・コリンズ(James C. Collins) 日経BP社 

01-04-23 ビジョナリーカンパニー【特別編】 ジェームズ・C・コリンズ 日経BP社 

01-04-24 戦略と競争分析―ビジネスの競争分析方法とテクニック Craig S.Fleisher, Babette E.Bensoussan, 菅澤 喜男, 岡村 亮, 藤澤 哲雄 コロナ社 

01-04-25 アメリカ・スポーツビジネスに学ぶ経営戦略 デビッド・M. カーター, ダレン ロベル(著）,原田 宗彦 (訳) 大修館書店 

01-04-26 ダイナミック戦略論―ポジショニング論と資源論を超えて 河合 忠彦 有斐閣 

01-04-27 戦略「脳」を鍛える 御立 尚資 東洋経済新報社 

01-04-28 ケースブック 経営戦略の論理 伊丹 敬之, 西野 和美 日本経済新聞社 

01-04-29 実践 M&Aマネジメント 服部 暢達 東洋経済新報社 

01-04-30 M & A の戦略と法務 (新版) 森信 静治, 川口 義信, 湊 雄二 日本経済新聞社 

01-04-31 戦略サファリ―戦略マネジメント・ガイドブック (Best solution) ヘンリー ミンツバーグ, ジョセフ ランペル, ブルース アルストランド(著）, 斎藤 嘉則, 奥沢 朋
美, 木村 充, 山口 あけも (訳) 

東洋経済新報社 

01-04-32 新版競争の戦略 M.E. ポーター（著）、土岐 坤（翻訳）、服部 照夫（翻訳）、中辻 万治（翻訳） ダイヤモンド社 

01-04-33 競争優位の戦略―いかに高業績を持続させるか M.E.ポーター（著）、 土岐 坤（翻訳） ダイヤモンド社 

01-04-34 戦略とは何か コーネリス・クルイヴァー , ジョン・ピアーズ2世(著) , 大柳 正子 (訳) 東洋経済新報社 

01-04-35 戦略計画 創造的破壊の時代 ヘンリー ミンツバーグ（著）,中村 元一 (監訳), 崔 大龍 ,  黒田 哲彦 , 小高 照男 (訳) 産能大出版部 

01-04-36 ケースで学ぶ経営戦略―グローバル企業の興亡 横山 寛美 シグマベイスキャピタル 

01-04-37 倒産・再生のリスクマネジメント―企業の持続型再生条件を探る 太田 三郎 同文舘出版 

01-04-38 企業戦略を考える―いかにロジックを組み立て、成長するか 淺羽 茂 , 須藤 実和 日本経済新聞出版社 

01-04-39 ネクスト・マーケット 「貧困層」を「顧客」に変える次世代ビジネス戦略 (ウォー トン
経営戦略シリーズ) 

C.K.プラハラード (著), スカイライト コンサルティング (訳) 英治出版 

01-04-40 価格戦略論 ヘルマン サイモン; ロバート・J. ドーラン ダイヤモンド社 

01-04-41 ビジョナリー・カンパニー ― 時代を超える生存の原則 ジェームズ・C. コリンズ, ジェリー・I. ポラス（著）,  山岡 洋一 (訳) 日経BP社 

01-04-42 CSV経営戦略 名和  高司 東洋経済新報社 

01-04-43 戦略的思考とは何か-エール大学式「ゲーム理論」の発想法 アビナッシュ・ディキシット、バリー・ネイルバフ(著）  菅野  隆・嶋津  祐一(訳) 阪急コミュニケーションズ 



目次に戻る 

【サテ】流通マーケティング 
図書番号 図書名 著者 出版社 

01-05-01 マーケティング戦略論―ノースウェスタン大学大学院ケロッグ・スクール ドーン イアコブッチ(著) , 奥村 昭博 (訳), 岸本 義之 (訳) ダイヤモンド社 

01-05-02 価格と顧客価値のマーケティング戦略―プライス・マネジメントの本質 青木 淳 ダイヤモンド社 

01-05-03 建設・不動産ビジネスのマーケティング戦略―低成長時代をブレークスルー す
るビジネス・モデル 

織山 和久 ダイヤモンド社 

01-05-04 戦略的データベース・マーケティング―顧客リレーションシップの実践技法 ロブ ジャクソン , ポール ワン(著), 日紫喜 一史 (訳) ダイヤモンド社 

01-05-05 MBAエッセンシャルズ マーケティング バルーク・ビジネス・コンサルティング (編),   野沢 誠治 東洋経済新報社 

01-05-06 戦略マーケティング ボストンコンサルティンググループ ダイヤモンド社 

01-05-07 マーケティング100の発想―マトリックスですべてがわかる マルコム・H.B. マクドナルド, ジョン・W. レパード(著), 木村 達也 , 森 尚子 (訳) ダイヤモンド社 

01-05-08 ケースで学ぶマーケティング 井原 久光 ミネルヴァ書房 

01-05-09 顧客の「役割」を重視するデマンドチェーン・マネジメント ロバート・E. ウェイランド, ポール・M. コール(著),  入江 仁之 (訳) ダイヤモンド社 

01-05-10 B2Bマーケティング―顧客価値の向上に貢献する7つのプロセス ジュリオ・チェザレ パチェンティ(著),  高達 秋良 (監訳) ダイヤモンド社 

01-05-11 リレーションシップ・マーケティング―企業間における関係管理と資源移転 
(Marketing & Distributionシリーズ) 

南  知惠子 千倉書房 

01-05-12 カスタマー・ロイヤルティの経営―企業利益を高めるCS戦略 ジェームス・L. ヘスケット, レオナード・A. シュレシンジャー, W.アール,ジュニア サッサー 日本経済新聞社 

01-05-13 アカウント・プランニングが広告を変える―消費者をめぐる嘘と真実 ジョン スティール(著）,丹治 清子, 大久保 智子, 牧口 征弘 (訳) ダイヤモンド社 

01-05-14 パワー・ブランドの本質―企業とステークホルダーを結合させる「第五の経営 資
源」 

片平 秀貴 ダイヤモンド社 

01-05-15 ブランド・リーダーシップ―「見えない企業資産」の構築 デービッド・A. アーカー, エーリッヒ ヨアヒムスターラー(著）,阿久津 聡 (訳) ダイヤモンド社 

01-05-16 流通・営業戦略―現代のマーケティング戦略〈3〉 (有斐閣アルマ) 小林 哲 , 南 知惠子 (編) 有斐閣 

01-05-17 MBAマーケティングリサーチ入門 高田 博和, 上田 隆穂, 内田 学, 奥瀬 喜之 東洋経済新報社 

01-05-18 マーケティングリサーチハンドブック―リサーチ理論・実務手順から需要予 測・
統計解析まで 

酒井 隆 日本能率協会マネジメントセン 
ター 

01-05-19 MBA・営業マネジメント 太田一樹（監修）,営業マネジメント協会（編） 萌書房 

01-05-20 サービス産業のTQC―実践事例と成功へのアプローチ 池沢 辰夫, 納谷 嘉信, 米山 高範, 小田島 弘, 原田 明 日科技連出版社 

01-05-21 営業プロセス・イノベーション―市場志向のコミュニケーション改革 高嶋 克義 有斐閣 

01-05-22 ソリューション営業の基本戦略 高橋 勝浩 ダイヤモンド社 

01-05-24 現代流通―理論とケースで学ぶ (有斐閣アルマ) 矢作 敏行 有斐閣 

01-05-25 日本の取引慣行ー流通と消費者の利益 三輪芳郎 有斐閣 

01-05-26 日本的流通の経済学―参入・規制メカニズムの解明 有賀 健 日本経済新聞社 

01-05-27 卸売企業の経営と戦略 高宮城 朝則 同文舘出版 

01-05-28 流通の経済分析－情報と取引－ 丸山雅祥 創文社 

01-05-29 日本市場の競争構造ー市場と取引ー 丸山雅祥 創文社 

01-05-30 日本の流通 三輪 芳朗, 西村 清彦 (編) 東京大学出版会 

01-05-31 マーケティング・リサーチ―企業と公組織の意思決定 D.A.アーカー, G.S.デイ(著）, 石井 淳蔵 (訳) 白桃書房 

01-05-32 社会調査法入門 (有斐閣ブックス) 盛山 和夫 有斐閣 

01-05-33 心理学実験マニュアル―SPSSの使い方からレポートへの記述まで 若島 孔文, 都築 誉史, 松井 博史 北樹出版 

01-05-34 初めてでもできる社会調査・アンケート調査とデータ解析 安藤 明之 日本評論社 

01-05-35 SPSSで学ぶ統計分析入門 馬場 浩也 東洋経済新報社 

01-05-36 図解入門ビジネス アンケート調査とデータ解析の仕組みがよーくわかる本 
―社会調査のためのデータの集め方と統計解析入門 (How‐nual Business 
Guide Book) 

竹内光悦  元治恵子  山口和範 秀和システム 

01-05-37 文系のためのSPSS超入門 秋川 卓也、 内藤 統也 プレアデス出版 

01-05-38 SPSS完全活用法データの入力と加工―初心者にもベテランにも役に立つ ユ
ーザー待望の裏ワザとテクニック集 

酒井 麻衣子 東京図書 

01-05-39 すぐわかるSPSSによるアンケートの調査・集計・解析 内田 治 東京図書 

01-05-40 SPSSとAmosによる心理・調査データ解析―因子分析・共分散構造分析まで 小塩 真司 東京図書 

01-05-41 研究事例で学ぶSPSSとAmosによる心理・調査データ解析 小塩真司 東京図書 

01-05-42 SPSS完全活用法―データの視覚化とレポートの作成 酒井 麻衣子 東京図書 

01-05-43 実践形式で学ぶSPSSとAmosによる心理・調査データ解析 小塩真司 東京図書 

01-05-44 すぐわかるSPSSによるアンケートの多変量解析 内田 治 東京図書 



01-05-45 すぐわかるSPSSによるアンケートのコレスポンデンス分析 (ていねいでわか り
やすいクリックするだけの統計入門) 

内田 治 東京図書 

01-05-46 社会調査・経済分析のためのSPSSによる統計処理 劉 晨、石村 貞夫、 盧 志和 東京図書 

01-05-47 SPSSでやさしく学ぶアンケート処理 加藤 千恵子、石村 貞夫、 盧 志和 東京図書 

01-05-48 SPSSのススメ〈1〉2要因の分散分析をすべてカバー 竹原 卓真 北大路書房 

01-05-49 SPSSによる多変量解析 村瀬 洋一, 高田 洋, 廣瀬 毅士 (編) オーム社 

01-05-50 SPSSによるやさしいアンケート分析―12.0J、13.0J、14.0J対応 小木曽 道夫 オーム社 

01-05-51 SPSSによるやさしい統計学 岸 学 オーム社 

01-05-52 SPSSによるやさしい統計学 岸 学 オーム社 

01-05-53 SPSSによるやさしい統計学 岸 学 オーム社 

01-05-54 SPSSによるやさしい統計学 岸 学 オーム社 

01-05-55 SPSSによるやさしい統計学 岸 学 オーム社 

01-05-56 SPSSによるやさしい統計学 岸 学 オーム社 

01-05-57 SPSSによるやさしい統計学 岸 学 オーム社 

01-05-58 SPSSによるやさしい統計学 岸 学 オーム社 

01-05-59 SPSSによるやさしい統計学 岸 学 オーム社 

01-05-61 44の例題で学ぶ統計的検定と推定の解き方 上田 拓治 オーム社 

01-05-62 データマイニング事例集 上田 太一郎 共立出版 

01-05-63 データマイニング事例集 上田 太一郎 共立出版 

01-05-64 データマイニング事例集 上田 太一郎 共立出版 

01-05-65 データマイニング事例集 上田 太一郎 共立出版 

01-05-66 データマイニング実践集 上田 太一郎 共立出版 

01-05-67 データマイニング実践集 上田 太一郎 共立出版 

01-05-68 データマイニング実践集 上田 太一郎 共立出版 

01-05-69 データマイニング実践集 上田 太一郎 共立出版 

01-05-70 らくらく図解 アンケート分析教室 菅 民郎 オーム社 

01-05-71 らくらく図解 アンケート分析教室 菅  民郎 オーム社開発局 

01-05-72 らくらく図解 アンケート分析教室 菅  民郎 オーム社 

01-05-73 らくらく図解 アンケート分析教室 菅  民郎 オーム社 

01-05-74 らくらく図解アンケート分析教室 菅  民郎 オーム社 

01-05-75 流通用語辞典 (日経文庫) 日本経済新聞社 日本経済新聞社 

01-05-76 Business Insight  季刊  ビジネス・インサイト  第19巻  第4号  （No.76, Winter 
2011) 

現代経営学研究所 

01-05-77 Phronesis『フロネシス』〈06〉消費のニューノーマル 三菱総合研究所 丸善出版 

01-05-78 コトラー、アームストロング、恩藏のマーケティング原理 フィリップ コトラー (著), ゲイリー アームストロング (著),恩蔵直人(著) 丸善出版 

01-05-79 サービス・マーケティング原理 クリストファー ラブロック (著), ローレン ライト (著) 白桃書房 

01-05-80 ブランド論---無形の差別化を作る20の基本原則 デービッド・アーカー (著) ダイヤモンド社 

01-05-81 リレーションシップ・マーケティング－企業間における関係管理と資源移転－ 南智恵子 千倉書房 

01-05-82 コトラーのマーケティング・マネジメント 基本編 恩藏 直人 (監修), 山本 清次（編）, 長谷川 定吉（編） ，フィリップ・コトラー（著）、月谷 真 紀 (
訳) 

ピアソン・エデュケーション 

01-05-83 国際マーケティング戦略―ビジネス活動とグローバル展開 熊田 喜三男 , 釜賀 雅史 , 折笠 和文, 岡本 純 学文社 

01-05-84 非営利組織のマーケティング戦略 フィリップ コトラー  , アラン・R. アンドリーセン（著） , 井関 利明 , 新日本監査法人公会計 本
部 (訳) 

第一法規株式会社 

01-05-85 コトラー&ケラーのマーケティング・マネジメント 第12版 恩藏 直人 (監修), フィリップ・コトラー  , ケビン・レーン ケラー（著） , 月谷 真紀 (訳) Pearson Education Japan for 
JP 

01-05-86 データマイニング事例集 上田 太一郎 共立出版 

01-05-87 データマイニング実践集 上田 太一郎 共立出版 

01-05-88 Excelで手軽にできるアンケート解析―研修効果測定からISO関連のお客様 満
足度測定まで 

今里 健一郎 日本規格協会 

01-05-89 Excelでここまでできる統計解析―パレート図から重回帰分析まで 今里 健一郎 , 森田 浩 日本規格協会 

01-05-90 ドン・シュルツの統合マーケティング ドン・シュルツ , ハイジ・シュルツ（著） , 上木原 弘修 , 州崎 健, 宮澤 正憲 (訳) ダイヤモンド社 

01-05-91 THE HANDBOOK OF Strategic Public Relations and Integrated Marketing 
Communications   SECOND EDITION 

CLARKE L.CAYWOOD,EDITOR McGraw-Hill Education 



目次に戻る 

【サテ】ベンチャー・中小企業 
図書番号 図書名 著者 出版社 

01-06-01 「起業」のマネジメント―ベンチャーを大きく育てる成功方程式 小林 忠嗣 PHP研究所 

01-06-02 「起業」のマネジメント―ベンチャーを大きく育てる成功方程式 小林 忠嗣 PHP研究所 

01-06-03 スーパーベンチャー戦略 (21世紀の未来戦略) 山本 尚利 同友館 

01-06-04 スーパーベンチャー戦略 (21世紀の未来戦略) 山本 尚利 同友館 

01-06-05 中小企業とコーポレート  アントレプレーシップ 原  憲一郎 叢林書院 

01-06-06 ケースブック 日本のスタートアップ企業 米倉 誠一郎 (編) 有斐閣 

01-06-07 企業の変化適応力を高めるコーポレート・アントレプレナーシップ NRIアメリカ , バブソン大学 , 野村総合研究所広報部 

01-06-08 アントレプレナーシップ入門 D.J. ストーリー(著) ,忽那 憲治,安田 武彦,高橋 徳行 (訳) 有斐閣 

01-06-09 アントレプレナーシップ入門 D.J. ストーリー(著) ,忽那 憲治,安田 武彦,高橋 徳行 (訳) 有斐閣 

01-06-10 ベンチャー創造の理論と戦略―起業機会探索から資金調達までの実践的方 法
論 

ジェフリー・A ティモンズ(著） , 千本 倖生, 金井 信次 (訳) ダイヤモンド社 

01-06-11 投資できる起業 できない起業 八幡惠介 光文社 

01-06-12 平成21年度  ナレッジリサーチ事業  環境激変期における中小製造業の技 術
経営に関する調査研究  ～市場開拓、人材育成、グローバル化対応との 関連
を中心として～  【「中小製造業の技術経営」先進事例集（20事例）】 

独立行政法人  中小企業基盤整備機構 

01-06-13 平成21年度  ナレッジリサーチ事業  ベンチャーファイナンスに関する調査研 究（
投資データの検証及び欧州におけるベンチャー振興政策の調査） 

独立行政法人  中小企業基盤整備機構 

01-06-14 最強の起業戦略―スタートアップで知っておくべき20の原則 リチャード・ドーフ、トーマス・バイアース 日経BP社 

01-06-15 スタートアップ・バイブル シリコンバレー流・ベンチャー企業のつくりかた アニス・ウッザマン 講談社 

01-06-16 The Entrepreneurial Mindset McGrath,Rita Gunther、 MacMillan, Ian Harvard Business Review 
Press 

01-06-17 すべては一杯のコーヒーから 松田 公太 新潮社 

01-06-18 ケースで学ぶ  実戦 起業塾 木谷 哲夫、瀧本 哲史、麻生川 静男、 須賀 等 日本経済新聞出版社 



目次に戻る 

【サテ】国際取引・国際経営 
図書番号 図書名 著者 出版社 

01-07-01 国際取引―貿易・契約・国際事業の法律実務 唐沢 宏明 同文舘出版 

01-07-02 国際取引―貿易・契約・国際事業の法律実務 唐沢 宏明 同文舘出版 

01-07-03 ケースブック 国際経営 吉原 英樹, 諸上 茂登, 板垣 博 (編) 有斐閣 

01-07-04 グローバル経営入門 (マネジメント・テキストシリーズ) 浅川 和宏 日本経済新聞社 

01-07-05 MBAのグローバル経営 クリストファー・A. バートレット, スマントラ ゴシャール(著） ,梅津 祐良 (訳) 日本能率協会マネジメントセン 
ター 

01-07-06 グローバル化と日本の経済・社会 (MINERVA現代経済学叢書) 大分大学経済学部 (編) ミネルヴァ書房 

01-07-07 トヨタシステムと国際戦略―組織と制度改革の展望 (MINERVA現代経営学 叢
書) 

影山 僖一 ミネルヴァ書房 

01-07-08 アジア太平洋の国際経営―国際比較経営からのアプローチ 丹野 勲 同文舘 

01-07-09 三星(サムスン)の技術能力構築戦略―グローバル企業への技術学習プロセ ス 曺 斗燮 , 尹 鍾彦 有斐閣 

01-07-10 東アジア 経済連携の時代 渡辺 利夫 (編).日本総合研究所調査部環太平洋研究センター (著), 東洋経済新報社 

01-07-11 日本の東アジア戦略~共同体への期待と不安 渡辺 利夫 (編)、日本総合研究所調査部環太平洋戦略研究センター (著), 東洋経済新報社 

01-07-13 産業発展のルーツと戦略―日中台の経験に学ぶ 園部 哲史 , 大塚 啓二郎 (著) 知泉書館 

01-07-14 東アジア自動車部品産業のグローバル連携 小林 英夫 , 竹野 忠弘 (著) 文眞堂 

01-07-15 シンガポールの経済発展と日本 清水 洋 コモンズ 

01-07-16 経済のグローバル化と日本 (神奈川大学入門テキストシリーズ) 神奈川大学 (編), 秋山 憲治 (著), 御茶の水書房 

01-07-17 図解 「中国・台湾・香港」の主要企業と業界地図―中華圏ビジネスの“いま” と“
これから”が見えてくる 

エヌエヌエー (著) 日刊工業新聞社 

01-07-18 企業取引法の実務 花水 征一 (著), 土屋 弘三 (著), 三浦 哲男 (著) 商事法務 

01-07-19 東北アジア共同体への道―現状と課題 松野 周治, 夏 剛, 徐 勝 文眞堂 

01-07-20 21世紀北東アジア世界の展望―グローバル時代の社会経済システムの構 築 増田 祐司, 生活経済政策研究所 (編) 日本経済評論社 

01-07-21 グローカル経営戦略―名古屋の企業文化論 村山 元英 文眞堂 

01-07-22 国際商取引入門 亀田 尚己, 八尾 晃, 小林 晃 文眞堂 

01-07-23 レター・オブ・インテントの用途と書き方―取引におけるリスク管理の一側面 
(Nunoi Business) 

則定 隆男 東京布井出版 

01-07-24 ベーシック貿易取引 小林 晃 経済法令研究会 

01-07-25 国際ビジネス英語入門 亀田 尚己 丸善 

01-07-26 国際的な企業戦略とジョイント・ベンチャー (国際取引法フォーラム研究叢書) 澤田 壽夫, 森下 哲朗, 柏木 昇 商事法務 

01-07-27 現代国際取引法 井原 宏 商事法務研究会 

01-07-28 プライマリー国際取引法 木棚 照一, 山根 裕子, 中川 淳司 (編) 法律文化社 

01-07-29 国際経営論への招待 (有斐閣ブックス) 吉原 英樹 (編) 有斐閣 

01-07-30 理論とケースで学ぶ国際ビジネス 江夏 健一、桑名 義晴、 IBI国際ビジネス研究センター 同文舘出版 

01-07-31 グローバル経営と戦略的クオリティ・マネジメント―日本発のグローバル・オ ペ
レーションズ・マネジメント 

宮川 正裕 同文舘出版 

01-07-32 Transnational Management: Text, Cases and Readings in Cross-border 
Management 

Christopher A. Bartlett、Sumantra Ghoshal、 Paul W. Beamish McGraw Hill Higher Education 

01-07-33 WTO  貿易自由化を超えて 中川 淳司 岩波新書 

01-07-34 WTO・FTA法入門  グローバル経済のルールを学ぶ 小林 友彦、飯野 文、小寺 智史、福永 有夏 法律文化社 



【サテ】経済学・調査分析技法/経済学・経済分析 
目次に戻る 

01-08-01 スティグリッツ 入門経済学 ジョセフ・E. スティグリッツ (著), 秋山 太郎 、木立 力 , 藪下 史郎 , 金子 
能宏 , 清野 一治 (訳) 

東洋経済新報社 

01-08-02 スティグリッツ マクロ経済学 ジョセフ・E. スティグリッツ (著), 秋山 太郎 、木立 力 , 藪下 史郎 , 金子 
能宏 , 清野 一治 (訳) 

東洋経済新報社 

01-08-03 スティグリッツ ミクロ経済学 ジョセフ・E. スティグリッツ (著),  薮下 史郎 , 金子 能宏 , 清野 一治 , 
秋山 太郎 , 木立 力 (訳) 

東洋経済新報社 

01-08-04 マンキュー経済学〈1〉ミクロ編 N.グレゴリー マンキュー (著), 足立 英之 , 小川 英治 , 中馬 宏之 , 石 
川 城太 , 地主 敏樹 , 柳川 隆 (訳) 

東洋経済新報社 

01-08-05 マンキュー経済学〈2〉マクロ編 N.グレゴリー マンキュー (著), 足立 英之 , 小川 英治 , 中馬 宏之 , 石 
川 城太 , 地主 敏樹 , 柳川 隆 (訳) 

東洋経済新報社 

01-08-06 ブランシャール マクロ経済学〈上〉 オリヴィエ ブランシャール (著),  鴇田 忠彦 , 中山 徳良 , 渡辺 慎一 ,. 
知野 哲朗 .中泉 真樹 (訳) 

東洋経済新報社 

01-08-07 ブランシャール マクロ経済学〈下〉 オリヴィエ ブランシャール (著), 鴇田 忠彦 , 中泉 真樹 , 渡辺 慎一, 知 
野 哲朗 , 中山 徳良 (訳) 

東洋経済新報社 

01-08-08 マンキュー マクロ経済学 第2版〈1〉入門篇 N.グレゴリー マンキュー (著), 足立 英之 , 中谷 武 , 地主 敏樹 , 柳川 
隆 (訳) 

東洋経済新報社 

01-08-09 入門ミクロ経済学 ハル・R. ヴァリアン (著), 佐藤 隆三 (訳) 勁草書房 

01-08-10 新・涙なしの統計学 D. ロウントリー (著),加納 悟 (訳) 新世社 

01-08-11 誰にも聞けなかった新聞によくでる経済データのよみかた (dare nimo kikenakatta) 小塩 隆士 (著) 日本経済新聞社 

01-08-12 入門マクロ経済学 中谷 巌(著) 日本評論社 

01-08-13 マンキューマクロ経済学(第2版)II応用篇 N・グレゴリー・マンキュー (著), 足立 英之 (訳) 東洋経済新報社 

01-08-14 マンキュー経済学I ミクロ編(第3版) グレゴリー・マンキュー 東洋経済新報社 

01-08-15 マンキュー  マクロ経済学（第３版）I 入門編 グレゴリー・マンキュー 東洋経済新報社 

01-08-16 マンキュー マクロ経済学〈2〉応用篇 グレゴリー マンキュー 東洋経済新報社 

01-08-17 スティグリッツ ミクロ経済学 第4版 (スティグリッツ経済学シリーズ) ジョセフ・E. スティグリッツ、カール・E. ウォルシュ 東洋経済新報社 

01-08-18 スティグリッツ入門経済学 第4版 ジョセフ E.スティグリッツ、カール E.ウォルシュ 東洋経済新報社 

01-08-19 Data Envelopment Analysis: A Comprehensive Text with Models, Applications, 
References and DEA-Solver Software 

William W. Cooper、Lawrence M. Seiford、Kaoru Tone Springer 

01-08-20 経営の経済学 丸山 雅祥 有斐閣 

01-08-21 入門ビジネス・エコノミクス 早稲田大学商学部ビジネスエコノミクス研究会 中央経済社 

01-08-22 経営のための直感的統計学 吉田 耕作 日経BP社 

01-08-23 経営のための直感的統計学 吉田 耕作 日経BP社 

01-08-24 完全独習 統計学入門 小島 寛之 ダイヤモンド社 

01-08-25 定量分析実践講座―ケースで学ぶ意思決定の手法 福澤 英弘 ファーストプレス 

01-08-26 Excel ビジネス統計分析  ビジテク  2007/2003対応 末吉 正成; 末吉 美喜 翔泳社 

01-08-27 日本の地方銀行戦略の課題と展望 野村資本市場研究所  取締役社長  岩崎俊博  編 野村資本市場研究所 

01-08-28 レヴィットミクロ経済学  基礎編 スティーブン･レヴィット/オースタン・グールズビー/チャド・サイヴァーソ 東洋経済新報社 

01-08-29 レヴィットミクロ経済学  発展編 スティーブン･レヴィット/オースタン・グールズビー/チャド・サイヴァーソ 東洋経済新報社 

01-08-30 ダニエル・カーネマン  心理と経済を語る ダニエル・カーネマン 楽工社 

01-08-31 ファスト＆スロー  上  あなたの意思はどのように決まるか？ ダニエル・カーネマン 早川書房 

01-08-32 ファスト＆スロー  下  あなたの意思はどのように決まるか？ ダニエル・カーネマン 早川書房 

01-08-33 経済は感情で動く  はじめての行動経済学 マッテオ・モッテルリーニ 紀伊國屋書店 

01-08-34 世界は感情で動く  行動経済学からみる脳のトラップ マッテオ・モッテルリーニ 紀伊國屋書店 

01-08-35 予想どおりに不合理  行動経済学が明かす「あなたがそれを選ぶわけ」 ダン・アリエリー 早川書房 

01-08-36 不合理だからうまくいく  行動経済学で｢人を動かす」 ダン・アリエリー 早川書房 

01-08-37 ずる  嘘とごまかしの行動経済学 ダン・アリエリー 早川書房 

01-08-38 アリエリー教授の「行動経済学」入門 ダン・アリエリー 早川書房 

01-08-39 セイラー教授の行動経済学入門 リチャード・セイラー ダイヤモンド社 

01-08-40 実践行動経済学  健康、富、幸福への聡明な選択 リチャード・セイラー/キャス・サンスティーン 日経BP社 

01-08-41 行動経済学の逆襲 リチャード・セイラー 早川書房 

01-08-42 クルーグマン  ミクロ経済学[第2版] ポール・クルーグマン/ロビン・ウェルス 東洋経済新報社 

01-08-43 マンキュー  マクロ経済学Ⅰ入門編  [第4版] N・グレゴリー・マンキュー 東洋経済新報社 



目次に戻る 

【サテ】産業 
図書番号 図書名 著者 出版社 

01-09-01 産業力―衰退説を撃つ 日本経済新聞社  (編) 日本経済新聞社 

01-09-02 地域経済学と地域政策 H. アームストロング (著), J. テイラー (著), 佐々木 公明 (訳), 計量計画研究所地域経済 学研
究会 (訳) 

流通経済大学出版会 

01-09-03 新版 地域産業論―産業の地域化を求めて 伊藤 正昭 (著) 学文社 

01-09-04 北海道の宿題―北海道は“試される大地”なんかぢゃない 和野内 崇弘 (著) 海豹舎 

01-09-05 日本石炭産業の衰退:戦後北海道における企業と地域 杉山伸也・牛島利明 慶應義塾大学出版会 

01-09-06 北海道経済の多面的分析：TPPによる所得増加への道筋 遠藤正寛 慶應義塾大学出版会 

01-09-07 現代産業組織論 植草 益, 竹中 康治, 菅久 修一, 井手 秀樹, 堀江 明子 NTT出版 



【サテ】金融 目次に戻る 
01-10-01 新しい金融論―信用と情報の経済学 J・E・スティグリッツ 、ブルース グリーンウォルド (著), 内藤純一、家森 

信善（訳） 
東京大学出版会 

01-10-02 トービン 金融論 ジェームス トービン (著), 薮下 史郎 , 蟻川 靖浩 , 大阿久 博 (訳) 東洋経済新報社 

01-10-03 金融システムと情報の理論 藪下 史郎 東京大学出版会 

01-10-04 金融システムと情報の理論 藪下 史郎 東京大学出版会 

01-10-05 貨幣金融制度と経済発展―貨幣と制度の政治経済学 藪下 史郎 有斐閣 

01-10-06 金融分析の最先端 筒井 義郎 東洋経済新報社 

01-10-07 新しい金融理論―金融取引のミクロ的基礎から金融システムの設計へ 酒井 良清 , 前多 康男 有斐閣 

01-10-08 金融システムの経済学 酒井 良清 東洋経済新報社 

01-10-09 エコノミクス 入門 金融論 池尾 和人 , 大橋 和彦 , 遠藤 幸彦 , 前多 康男 , 渡辺 努 ダイヤモンド社 

01-10-10 中小企業金融とベンチャー・ファイナンス―日・米・英の国際比較 忽那 憲治 東洋経済新報社 

01-10-11 地域金融システムの危機と中小企業金融－信用保証制度の役割と信用金庫のガバ 
ナンス－ 

家森信善 千倉書房 

01-10-12 外資系金融機関の仕事 ダイヤモンドハーバードビジネス編集部 (編) ダイヤモンド社 

01-10-13 戦略の選択 銀行「編」―クローズドな銀行業からオープンな金融サービス業への転換 宇田 左近 , 大庫 直樹 , 川本 裕子 , 山本 修 , マッキンゼーアンドカン 
パニー金融グループ 

ダイヤモンド社 

01-10-14 金融機能と規制の経済学 岩本 康志 , 齊藤 誠 , 前多 康男 , 渡辺 努 東洋経済新報社 

01-10-15 中小企業金融入門 薮下 史郎 , 武士俣 友生 東洋経済新報社 

01-10-16 中小企業金融入門 薮下 史郎 , 武士俣 友生 東洋経済新報社 

01-10-17 金融論 (シリーズ・新エコノミクス) 村瀬 英彰 日本評論社 

01-10-18 日本の金融制度 鹿野 嘉昭 東洋経済新報社 

01-10-19 金融システムの再生にむけて―中央銀行員によるレクチャー銀行論 日本銀行銀行論研究会 (編) 有斐閣 

01-10-20 新しい日本銀行―その機能と業務 日本銀行金融研究所 有斐閣 

01-10-21 日本のメインバンク・システム 青木 昌彦 , ヒュー パトリック (編), Hugh Patrick (原著), 東銀リサーチ 
インターナショナル (訳) 

東洋経済新報社 

01-10-23 信用金庫の地域貢献 関 満博 , 鈴木 眞人 (編) 新評論 

01-10-24 信用金庫の経営モデル 信用中央金庫機能拡充委員会（監修）,信用中央金庫信用金庫部（編） 金融財政事情研究会 

01-10-25 日本銀行の機能と業務 日本銀行金融研究所編 有斐閣 

01-10-26 日本の金融制度第2版 鹿野嘉昭 東洋経済新報社 

01-10-27 検証 中小企業金融―「根拠なき通説」の実証分析 渡辺努、植杉威一郎 日本経済新聞出版社 

01-10-28 信金・信組の競争力強化策 高橋 克英 中央経済社 

01-10-29 脱・店舗化するリテール金融戦略: バンクからバンキングの時代へ ブレット・キング(著)  上野博（訳） 東洋経済新報社 

01-10-30 バリューチェーンファイナンス―変わりゆく顧客の視点からみた、企業と銀行の「対話」 
の技術 

江上広行 きんざい 

01-10-31 金融機関マネジメント: バンカーのための経営戦略論 川本裕子 東洋経済新報社 

01-10-32 ふるさと投資ファンド-意欲のある中小企業が資金を得る仕組み 吉野直行、塩澤修平、嘉治佐保子 慶應義塾大学出版会 

01-10-33 金融経済学 【著書】清水克俊 東京大学出版会 

01-10-34 金融 【著書】内田浩史 株式会社有斐閣 

01-10-35 金融経済  実際と理論  第３版 吉野直行・山上秀文 慶應義塾大学出版会 

01-10-36 金融の仕組みと働き 岡田秀夫・田中敦・野間敏克・播磨谷浩三・藤原賢哉 有斐閣ブックス 

01-10-37 ｼﾘｰｽﾞ新エコノミクス  金融論 村瀬英彰 日本評論社 

01-10-38 国際金融規制と銀行経営  ビジネスモデルの大転換 みずほ総合研究所(編) 中央経済社 

01-10-39 信用金庫論  制度論としての整理 村本  孜 金融財政事情研究会 

01-10-40 地域金融のあしたの探り方 大庫直樹 金融財政事情研究会 

01-10-41 よみがえる金融  共同組織金融機関の未来 新田信行 ダイヤモンド社 

01-10-42 金融のエッセンス 川西諭・山崎福寿 有斐閣 

01-10-43 西武信用金庫は中小企業も個人もお客さまを絶対的に支援する 碓氷  悟史 あさ出版 

01-10-44 ソーシャルファイナンス革命  世界を変えるお金の集め方 慎  泰俊 技術評論社 

01-10-45 「ソーシャルレンディング」という新しい投資のカタチ  みんなと幸せになるお金の使い方 妹尾  賢俊 角川学芸出版 

01-10-46 ソーシャルファイナンスの教科書-「社会」のために「あなたのお金」が働くということ 河口  真理子 生産性出版 

01-10-47 フィランソロピーのニューフロンティア-社会的インパクト投資の新たな手法と課題- L.M.サラモン ミネルヴァ書房 

01-10-48 「連帯金融」の世界  欧州における金融の社会化運動 アメリ・アルティ ミネルヴァ書房 

01-10-49 ソーシャルインパクト・ボンドとは何か-ファイナンスによる社会イノベーションの可能性- 塚本  一郎/金子  郁容 ミネルヴァ書房 

01-10-50 クラウドファンディング革命  ｰ面白いアイディアに1億円集まる時代ｰ 中山  亮太郎 ＰＨＰ研究所 

01-10-51 はじめよう、お金の地産地消  地域の課題を「お金と人のエコシステム』で解決する 木村  真樹 英治出版 

01-10-52 なめらかなお金がめぐる社会。あるいは、なぜあなたは小さな経済圏で生きるべきなの 家入  一真 ディスカヴァー・トゥエンティワン 

01-10-53 革命のファンファーレ  現代のお金と広告 西野  亮廣 幻冬舎 

01-10-54 パーソナルファイナンス研究の新しい地平 パーソナルファイナンス学会 文眞堂 

01-10-55 明日をつくる地域金融  イノベーションを支えるエコシステム 内田  聡 昭和堂 

01-10-56 中小企業金融における会計の役割 坂本孝司・加藤恵一郎 中央経済社 

01-10-57 金融から学ぶ民事法入門＜第2版＞ 大垣  尚司 勁草書房 

01-10-58 金融から学ぶ会社法入門 大垣  尚司 勁草書房 

01-10-59 持続可能な資本主義  「いい会社」に投資し日本一をとった鎌倉投信がみつけた信頼と 新井  和宏 ディスカヴァー・トゥエンティワン 

01-10-60 幸せな人は「お金｣と「働く」を知っている 新井  和宏 イースト・プレス 

01-10-61 外資系コンサルのスライド作成術 山口 周 東洋経済新報社 



【サテ】財務・会計 
目次に戻る 

01-11-001 ケースブック会計学入門 (ライブラリケースブック会計学) 永野 則雄 新世社 

01-11-002 ケースブック 簿記会計入門 (ライブラリケースブック会計学) 佐藤 信彦 , 泉 宏之 新世社 

01-11-003 ケースブック コストマネジメント (ライブラリケースブック会計学) 加登 豊 , 李 建 新世社 

01-11-004 ケースブック監査論 (ライブラリ ケースブック会計学) 吉見 宏 新世社 

01-11-005 超図解ビジネス 企業会計超入門 (超図解ビジネスシリーズ) アンダーセンビジネススクール (編) エクスメディア 

01-11-006 超図解ビジネス 経済記事を読むための新会計基準 (超図解ビジネスシリーズ) アンダーセンビジネススクール (編) エクスメディア 

01-11-007 超図解ビジネス 連結財務諸表 (超図解ビジネスシリーズ) アンダーセンビジネススクール (編) エクスメディア 

01-11-008 超図解ビジネス 仕訳と勘定科目入門 (超図解ビジネスシリーズ) アンダーセンビジネススクール (編) エクスメディア 

01-11-009 超図解ビジネス 最新!時価会計入門 (超図解ビジネスシリーズ) アンダーセンビジネススクール (編) エクスメディア 

01-11-010 超図解ビジネス 財務諸表分析入門 (超図解ビジネスシリーズ) アンダーセンビジネススクール (編) エクスメディア 

01-11-011 超図解ビジネス キャッシュフロー計算書の作成と分析 (超図解ビジネスシリーズ) アンダーセンビジネススクール (編) エクスメディア 

01-11-012 超図解ビジネス 税効果会計 (超図解ビジネスシリーズ) アンダーセンビジネススクール エクスメディア 

01-11-013 アカウンティング (MBAエッセンシャル講座) 岡崎 一浩、スチュアート ブライソン、日本コンラッド、 Stuart Brison 中央経済社 

01-11-014 管理会計 岡本 清 , 尾畑 裕 , 広本 敏郎 , 挽 文子 中央経済社 

01-11-015 企業会計の展望 中 善宏 税務経理協会 

01-11-016 企業会計の展望 中 善宏 税務経理協会 

01-11-017 戦略管理会計 西山 茂 ダイヤモンド社 

01-11-018 戦略財務会計 西山 茂 ダイヤモンド社 

01-11-019 ビジネス・アカウンティング―MBAの会計管理 山根 節 中央経済社 

01-11-020 ビジネス・アカウンティング―MBAの会計管理 山根 節 中央経済社 

01-11-021 戦略的管理会計―キャッシュフローと価値創造の経営 浅田 孝幸 有斐閣 

01-11-022 管理会計―価値創出をめざして 上埜 進 税務経理協会 

01-11-023 ケース・スタディ 日本型管理会計システム 佐藤 康男（編） 中央経済社 

01-11-024 ケース・スタディ  日本企業の管理会計システム 佐藤 康男（編） 白桃書房 

01-11-025 学校で教えない「財務経営」－今だから磨くべきこのビジネス感覚 小林 一平 経済界 

01-11-026 MBA税務工学入門―タックス・アンド・ビジネス・ストラテジー マイロン・S. ショールズ , メール エリクソン, テリー シェブリン , マーク・ A. 
ウォルソン , エドワード メイデゥ（著） ,坂林 孝郎 (訳) 

中央経済社 

01-11-027 MBA税務工学入門―タックス・アンド・ビジネス・ストラテジー マイロン・S. ショールズ , メール エリクソン , テリー シェブリン , マー ク
・A. ウォルソン , エドワード メイデゥ（著） , 坂林 孝郎 (訳) 

中央経済社 

01-11-028 バランスト・スコアカード―理論とケース・スタディ 桜井 通晴 同文舘出版 

01-11-029 戦略評価の経営学―戦略の実行を支える業績評価と会計システム ロバート サイモンズ（著） , 伊藤 邦雄 (訳) ダイヤモンド社 

01-11-030 戦略評価の経営学―戦略の実行を支える業績評価と会計システム ロバート サイモンズ（著）,  伊藤 邦雄 (訳) ダイヤモンド社 

01-11-031 バランス・スコアカード―新しい経営指標による企業変革 ロバート・S. キャプラン , デビッド・P. ノートン（著）, 吉川 武男 (訳) 生産性出版 

01-11-032 企業連携のコスト戦略―コストダウンを実現する全体最適マネジメント ロビン クーパー , レジーナ スラッグマルダー（著）, 清水 孝, 長谷川 
惠一 (訳) 

ダイヤモンド社 

01-11-033 事業価値創造のマネジメント―企業の未来を設計する プライスウォーターハウスファイナンシャル&コストマネジメントチーム 
（著）  , 中沢 恵 (訳) 

ダイヤモンド社 

01-11-034 コスト戦略と業績管理の統合システム ロバート・S. キャプラン, ロビン クーパー（著）, 櫻井 通晴 （訳） ダイヤモンド社 

01-11-035 キャプランとノートンの戦略バランスト・スコアカード ロバート・S・キャプラン , デビッド・P・ノートン（著）, 櫻井 通晴 (訳) 東洋経済新報社 

01-11-036 企業価値を創造する会計指標入門 大津 広一 ダイヤモンド社 

01-11-037 原価計算 岡本 清 国元書房 

01-11-038 原価計算問題集―問題・解説・解答 岡本 清 国元書房 

01-11-039 脱予算経営 ジェレミー ホープ , ロビン フレーザー（著）, 清水 孝 (訳) 生産性出版 

01-11-040 企業分析入門 クリシュナ・G. パレプ , ビクター・L. バーナード, ポール・M. ヒーリー 
（著）, 斎藤 静樹 , 筒井 知彦, 川本 淳 , 八重倉 孝 , 亀坂 安紀子 (訳) 

東京大学出版会 

01-11-041 利益が見える戦略MQ会計 西 順一郎 , 米津 晋次, 宇野 寛 かんき出版 

01-11-042 戦略思考で読み解く経営分析入門―12の重要指標をケーススタディで理解する 大津 広一 ダイヤモンド社 

01-11-043 主体的に動く アカウンタビリティ・マネジメント ロジャー・コナーズ , トム・スミス, クレイグ・ヒックマン（著）, 花塚  恵 (
訳) 

ディスカヴァー・トゥエンティワ 
ン 

01-11-044 財務諸表分析入門―Excelでわかる企業力 松村 勝弘, 篠田 朝也 , 松本 敏史 ビーケイシー 

01-11-045 国際会計の実務―金融商品・保険契約 International GAAP アーンストアンドヤング レクシスネクシスジャパン 

01-11-046 企業価値創造会計―エレクトロニクス業界の事例分析 企業価値創造会計研究会 学文社 

01-11-047 SEのための内部統制超入門 (技評SE選書) 森 昭彦 技術評論社 

01-11-048 入門会計学―財務諸表を読むためのエッセンス (専門基礎ライブラリー) 片山 覚 , 高久 隆太 , 成岡 浩一, 山内 暁 , 井出 健二郎 実教出版 

01-11-049 最新ホテル企業会計完全マスター―真にグローバルなホテル・旅館経営のために 山口 祐司 (監修,著), 北岡 忠輝, 青木 章通 柴田書店 

01-11-050 コンメンタール 会社計算規則・商法施行規則 弥永 真生 商事法務 

01-11-051 環境財務会計の国際的動向と展開 河野 正男 , 八木 裕之, 村井 秀樹 , 阪 智香, 上田 俊昭 森山書店 

01-11-052 最新会計学のコア 岡部 孝好 森山書店 

01-11-053 企業組織再編の税務 新版―制度別逐条解説 稲見 誠一 , 佐藤 信祐 清文社 

01-11-054 組織再編税制―申告書・届出書作成と記載例 佐藤 信祐 , 鯉淵 直子 清文社 

01-11-055 脱予算経営への挑戦 ブャーテ・ボグネス（著） , 清水 孝 , 清水 扶慈子 (訳) 生産性出版 

01-11-056 監査論を学ぶ (わしづかみシリーズ) 蟹江 章 , 藤岡 英治, 高原 利栄子 税務経理協会 

01-11-057 IFRS・IAS(国際財務報告基準・国際会計基準)徹底解説―計算例と仕訳例でわかる 国
際会計基準 

菊谷 正人 税務経理協会 

01-11-058 必携 中国の会計・税務詳解 新日本有限責任監査法人 , 新日本アーンストアンドヤング税理士法 人 税務経理協会 

01-11-059 M&Aストラクチャー税務事例集―買収・事業再編・事業再生における税効果スキーム 古田 哲也 , 大和田 智, 爲永 友明 , 石塚 直樹, KPMG税理士法人 税務経理協会 



01-11-060 企業会計基準完全詳解 財務会計基準機構 (監修), 企業会計基準委員会 , ASBJ= (編), 税務経理協会 

01-11-061 関係会社間の税務 諸星 健司 税務経理協会 

01-11-062 ベーシック企業会計 大沼 宏, 和田 博志 創成社 

01-11-063 ケーススタディM&A・組織再編の税務処理   廣川 昭廣 大蔵財務協会 

01-11-064 日本公認会計士協会編集「監査実務ハンドブック [平成22年版]」 日本公認会計士協会 (編)   第一法規株式会社 

01-11-065 財務会計講義 桜井久勝 中央経済社 

01-11-066 内部監査実務ハンドブック トーマツ (編)   中央経済社 

01-11-067 IFRS会計学基本テキスト 橋本 尚, 山田 善隆  中央経済社 

01-11-068 企業会計の基礎 山下 壽文, 日野 修造 , 山形 武裕 , 高木 正史 中央経済社 

01-11-069 連結財務諸表の会計実務     新日本有限責任監査法人 (編) 中央経済社 

01-11-070 国際財務報告基準(IFRS)〈2009〉 あらた監査法人 , PwCアドバイザリー (編) 税務研究会出版局 

01-11-071 原価・管理会計入門 園田 智昭 (著), 横田 絵理 (著) 中央経済社 

01-11-072 IFRS財務会計入門    広瀬 義州 中央経済社      

01-11-073 会計法規集 新版 山本憲央（編著） 中央経済社 

01-11-074 会計学入門―会計・監査の基礎を学ぶ 千代田 邦夫  中央経済社   

01-11-075 スタンダードテキスト 監査論      盛田 良久, 友杉 芳正, 長吉 眞一, 山浦 久司 , 蟹江 章 中央経済社 

01-11-076 スタンダードテキスト 財務会計論〈2〉応用論点編 佐藤 信彦, 齋藤 真哉, 柴 健次, 松本 敏史, 高須 教夫, 河崎 照行 中央経済社 

01-11-077 スピードマスター国際税務     矢内 一好 , 高山 政信 中央経済社    

01-11-078 連結会計ハンドブック   トーマツ (編) 中央経済社;      

01-11-079 会社法決算の実務―計算書類等の作成方法と開示例   あずさ監査法人 (編) 中央経済社   

01-11-080 連結会計入門 広瀬 義州 , 桜井 久勝, 鈴木 一水 , 藤田 晶子 , 長束 航 , 太田 正博 中央経済社   

01-11-081 会計処理ハンドブック   トーマツ (編) 中央経済社      

01-11-082 CD-ROMでスラスラわかる 財務3表一体分析法ソフト『図解の達人』 國貞 克則 朝日新聞出版     

01-11-083 テキストブック 内部監査   箱田 順哉 東洋経済新報社   

01-11-084 スタンダード管理会計 清水 孝 , 長谷川 惠一, 小林 啓孝, 伊藤 嘉博 東洋経済新報社 

01-11-085 公会計の理論―税をコントロールする公会計 吉田 寛 東洋経済新報社 

01-11-086 会計基準のグローバリゼーション―IFRSの浸透化と各国の対応 古賀 智敏 (監修), ジェーン・M. ゴドフレイ , ケルン チャルマース（編）, 
石井 明 , 五十嵐 則夫 (訳) 

同文舘出版 

01-11-087 連結財務諸表要説  菊谷 正人, 吉田 智也 同文舘出版 

01-11-088 会計学入門    市村 巧 同文舘出版 

01-11-089 これだけは知っておきたい 内部監査の手法〈1〉グループ会社の内部監査 川村 眞一 同文舘出版 

01-11-090 金融機関のための管理会計マネジメント―IFRSとバーゼル2の動向を踏まえて 谷守 正行, 小林 孝明, 吉田 康英 同文舘出版 

01-11-091 IFRS(国際財務報告基準)入門 石島 隆 (監修),IFRS研究会 同友館 

01-11-092 ISO9001/14001内部監査のチェックポイント200―有効で本質的なマネジメントシステ ム
への改善 

国府 保周 日本規格協会 

01-11-093 収益認識 日本公認会計士協会 日本公認会計士協会出版局 

01-11-094 21世紀会計・監査・ガバナンス事典 八田 進二 (編) 白桃書房 

01-11-095 テキスト 国際会計基準 桜井 久勝 白桃書房 

01-11-096 財務会計・入門 第7版-企業活動を描き出す会計情報とその活用法(有斐閣アルマ) 桜井 久勝, 須田 一幸 有斐閣 

01-11-097 財務会計 斎藤 静樹 有斐閣 

01-11-098 国際財務報告基準詳説:iGAAP 金融商品編 デロイトトウシュトーマツ(著）,監査法人トーマツ, 荻 茂生, 岩崎 伸哉 (
訳) 

雄松堂出版 

01-11-099 完全比較: 国際会計基準と日本基準 新日本有限責任監査法人 雄松堂出版 

01-11-100 中国子会社の投資・会計・税務 (あずさ海外ネットワーク) あずさ監査法人中国事業室、 KPMG 中央経済社 

01-11-101 財務会計講義 桜井 久勝 中央経済社 

01-11-102 国際財務報告基準(IFRS)(特別追補版)〈2011年5月・6月公表〉 IFRS財団、企業会計基準委員会、ASBJ=、 財務会計基準機構 中央経済社 

01-11-103 国際財務報告基準(IFRS)2011  PART A IFRS財団、公益財団法人財務会計基準機構、 企業会計基準委員会 中央経済社 

01-11-104 国際財務報告基準(IFRS)2011  PART B IFRS財団、公益財団法人財務会計基準機構、 企業会計基準委員会 中央経済社 

01-11-105 連結財務諸表規則逐条詳解 平松 朗、柳川 俊成、大橋 英樹、 金子 裕子 中央経済社 

01-11-106 勘定科目・仕訳事典 新田 忠誓、渋谷 武夫、菊谷 正人、 横山 和夫 中央経済社 

01-11-107 【禁帯出】キャッシュフロー 101 マイクロマガジン 

01-11-108 【禁帯出】キャッシュフロー 202 マイクロマガジン 

01-11-109 戦略思考で読み解く経営分析入門  12の重要指標をケーススタディで理解する 大津広一 ダイヤモンド社 

01-11-110 企業分析シナリオ  [第2版] 西山茂 東洋経済新報社 

01-11-111 新規上場  実務ガイド みずほ証券公開引受部[編著] 中央経済社 

01-11-112 有価証券報告書 完全作成ガイド 児玉厚 清文社 

01-11-113 国際財務報告基準(IFRS)  ① IFRS財団  編 中央経済社 

01-11-114 国際財務報告基準(IFRS)2012   ② IFRS財団  編 中央経済社 

01-11-115 国際税務ハンドブック〈第2版〉 税理士法人プライスウォーターハウスクーパース 中央経済社 

01-11-116 外国企業との取引と財務＜第５版＞ 仲谷栄一郎・井上康一・梅辻雅春・藍原滋著 株式会社商事法務 

01-11-117 国際財務報告基準(IFRS)2013 PART A IFRS財団、企業会計基準委員会、 公益財団法人財務会計基準機構 中央経済社 

01-11-118 国際財務報告基準(IFRS)2013 PART Ｂ IFRS財団、企業会計基準委員会、 公益財団法人財務会計基準機構 中央経済社 

01-11-119 管理会計の基礎-理論と実践-[第４版] 上埜進他著 株式会社税務経理協会 

01-11-120 日本語と英語でまなぶ企業分析入門 ‐ Introduction to Corporate Financial Analysis in 
Japanese and English 

古賀 智敏 千倉書房 

01-11-121 テキスト 経営分析 現代財務管理論研究会(著),坂本 恒夫 (編),鳥居 陽介 (編), 税務経理協会 



01-11-122 新・現代会計入門 伊藤 邦雄 (著) 日本経済新聞出版社 

01-11-123 新・企業価値評価 伊藤 邦雄 (著) 日本経済新聞出版社 

01-11-124 財務会計講義＜第15版＞ 桜井久勝（著） 中央経済社 

01-11-125 財務会計<第12版> 広瀬義州（著) 中央経済社 

01-11-126 財務会計・入門 第9版 -- 企業活動を描き出す会計情報とその活用法 (有斐閣アルマ 桜井 久勝 (著), 須田 一幸 (著) 有斐閣 

01-11-127 新版 会計法規集<第7版> 中央経済社 (編) 中央経済社 

01-11-128 現場で使える原価計算 清水 孝 (著) 中央経済社 

01-11-129 工業簿記・原価計算の基礎-理論と計算-〔第3版〕 上埜 進 税務経理協会 

01-11-130 国際財務報告基準(IFRS)2014  ＰＡＲＴ Ａ IFRS財団 (編), 企業会計基準委員会 (訳), 公益財団法人財務会計基 
準機構 (訳) 

中央経済社 

01-11-131 国際財務報告基準(IFRS)2014 ＰＡＲＴ B IFRS財団 (編), 企業会計基準委員会 (訳), 公益財団法人財務会計基 
準機構 (訳) 

中央経済社 

01-11-132 税務会計要論 中田 信正 同文舘出版 

01-11-133 会社計算規則集―会計基準・財規等対照式 「ポイント解説」付 弥永 真生 (編） 中央経済社 

01-11-134 会計2009年問題―世界が動く日本が変わる 長谷川 茂男 中央経済社 

01-11-135 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 

01-11-136 財務会計講義 桜井 久勝 中央経済社 

01-11-137 内部統制の知識 (日経文庫) 町田 祥弘 日本経済新聞出版社 

01-11-138 2009年 国際会計基準の衝撃 橋本 尚 日本経済新聞出版社 

01-11-139 新訂 現代簿記 中村 忠 白桃書房 

01-11-140 財務会計・入門―企業活動を描き出す会計情報とその活用法 (有斐閣アルマ) 桜井 久勝 , 須田 一幸 有斐閣 

01-11-141 内部統制の理論と制度―執行・監督・監査の視点から 鳥羽 至英 国元書房 

01-11-142 アカウンティング・トピックス 小池 和彰 創成社 

01-11-143 管理会計・入門―戦略経営のためのマネジリアル・アカウンティング (有斐閣アルマ) 浅田 孝幸、鈴木 研一、佐々木 郁子、 頼 誠 有斐閣 

01-11-144 キャッシュ・フロー計算書の理論と作成実務 友田 和彦 財経詳報社 

01-11-145 財務会計・入門 第6版―企業活動を描き出す会計情報とその活用法 (有斐閣アルマ) 桜井 久勝 , 須田 一幸 有斐閣 

01-11-146 解説 金融商品取引法 大崎 貞和 弘文堂 

01-11-147 「会社計算規則」逐条解説 郡谷 大輔 , 小松 岳志 , 和久 友子 税務研究会出版局 

01-11-148 企業会計基準完全詳解 財務会計基準機構 (監修) , 企業会計基準委員会 (編,著) 税務経理協会 

01-11-149 [会社法対応]詳解 企業会計基準─設例で学ぶ企業会計原則と個別会計基準のすべ 小林 秀行 ダイヤモンド社 

01-11-150 どうなってる!?国際会計 冨塚 嘉一 中央経済社 

01-11-151 財務諸表分析 桜井 久勝 中央経済社 

01-11-152 財務会計講義 桜井 久勝 中央経済社 

01-11-153 国際会計基準IFRS完全ガイド―経営・業務・システムはこう変わる!! (日経BPムック) 日経BP国際会計基準プロジェクト (編)   日経BP社 

01-11-154 財務会計講義   桜井 久勝 中央経済社   

01-11-155 2008‐2010 新会計基準の実務    阿部 光成 , 大中 康宏, 又邊 崇 , 湯川 喜雄, 金子 裕子, 波多野 直 
子, 和久 友子 草野 和彦, 岩尾 健太郎 , 古内 和明 

中央経済社    

01-11-156 在外子会社の連結会計マニュアル   トーマツIFRSサービスライングループ (編) 中央経済社  

01-11-157 よくわかる国際財務報告基準(IFRSs)の実務ガイド   トーマツ (編) 税務研究会出版局 

01-11-158 Q&A/国際財務報告基準(IFRS)    あらた監査法人 (編), PwCアドバイザリー (編) 税務研究会出版局   

01-11-159 国際会計の実務〈下巻〉  新日本有限責任監査法人 (日本語版監修) ,アーンストアンドヤング, ア
ーンスト&ヤングＬＬＰ（著） 

雄松堂出版 

01-11-160 国際財務報告基準の実務     デロイトトウシュトーマツ (編) 中央経済社   

01-11-161 国際財務報告基準の適用ガイドブック―日本基準との比較と作成実務  あずさ監査法人 (編), KPMG (編) 中央経済社   

01-11-162 米国財務会計基準の実務 デロイトトウシュトーマツ (編) 中央経済社   

01-11-163 ビジネススクールで身につける会計力と戦略思考力―ポケットMBA〈4〉 (日経ビジネ ス
人文庫) 

大津 広一   日本経済新聞出版社 

01-11-164 会計法規集 中央経済社編 中央経済社 

01-11-165 会計法規集 中央経済社 中央経済社 

01-11-166 ケース別勘定科目便覧 安藤 英義（監修）, 山本 清次, 長谷川 定吉（編），小川 一夫, 中島 茂 
喜, 吉田 恵子 

ぎょうせい   

01-11-167 ケースで学ぶ企業財務分析  鈴木 基史 , 羽岡 秀晃 中央経済社  

01-11-168 経営財務入門 (ビジネス・ゼミナール) 井手 正介, 高橋 文郎 日本経済新聞社 

01-11-169 管理会計辞典  櫻井 通晴 同文舘出版   

01-11-170 事業部制の業績評価   デービッド ソロモンズ(著),  桜井 通晴, 鳥居 宏史 (訳) 東洋経済新報社     

01-11-171 図解・イラストによるIFRS国際会計基準入門  橋本 尚 銀行研修社 

01-11-172 なるほど図解 IFRSのしくみ (CK BOOKS)   あずさ監査法人IFRS本部 (編） 中央経済社    

01-11-173 英和・和英 コンパクトIFRS用語辞典   長谷川 茂男 中央経済社 

01-11-174 IFRS 国際会計基準で企業経営はこう変わる    PwC Japan IFRSプロジェクト室 , 高浦 英夫 (監修) 東洋経済新報社 

01-11-175 IFRS実務ガイドブック ジャパンビジネスアシュアランス (編)   中央経済社    

01-11-176 IFRSの経理入門     監査法人トーマツ (編) 中央経済社  

01-11-177 IFRS(国際財務報告基準)財務諸表への組替実務―仕訳・精算表から連結財務諸表 作
成まで 

トーマツIFRSサービスセンター (編) 中央経済社    

01-11-178 逐条解説 四半期会計・レビュー基準 山浦 久司 , 新井 武広 中央経済社 

01-11-179 スタンダードテキスト 財務会計論〈1〉基本論点編 河崎 照行 , 佐藤 信彦 , 柴 健次, 松本 敏史, 高須 教夫 , 齋藤 真哉 中央経済社 

01-11-180 スタンダードテキスト 財務会計論〈2〉応用論点編  河崎 照行, 佐藤 信彦, 柴 健次, 松本 敏史, 高須 教夫, 齋藤 真哉 中央経済社 

01-11-181 簿記論テキスト  久野 光朗 同文舘出版 

01-11-182 会計コンバージェンスのしくみ―世界が変わる日本も動く  長谷川 茂男 中央経済社    



01-11-183 公正価値会計の実務―米国FAS157の総合解説とIFRSアドプション対応   金子 康則 中央経済社    

01-11-184 会計学大辞典 安藤 英義 , 伊藤 邦雄 , 廣本 敏郎 , 新田 忠誓 (編) 中央経済社 

01-11-185 新版 会計法規集〈第5版〉 中央経済社  編 中央経済社 

01-11-186 中小企業の財務指標〈平成17年発行〉  中小企業庁 (編) 中小企業診断協会 

01-11-187 行政・非営利組織のバランス・スコアカード―卓越した組織へのロードマップ ポール・R. ニーヴン（著）, 吉川 武男 (訳), 柿崎 平 (訳) 生産性出版 

01-11-188 財務会計講義 桜井久勝 中央経済社 

01-11-189 財務諸表分析 桜井勝久 中央経済社 

01-11-190 新版  会計法規集 中央経済社  編 中央経済社 

01-11-191 2015国際財務報告基準IFRS PART A IFRS財団・企業会計基準委員会[編]  公益財団法人財務会計基準機 構
[監訳] 

中央経済社 

01-11-192 2015国際財務報告基準IFRS PART B IFRS財団・企業会計基準委員会[編]  公益財団法人財務会計基準機 構
[監訳] 

中央経済社 

01-11-193 原価計算論  -第3版- 廣本敏郎・挽文子 中央経済社 

01-11-194 管理会計-第6版- 櫻井通晴 同文館出版 

01-11-195 現場で使える管理会計 清水  孝 中央経済社 

01-11-196 財務会計講義 桜井久勝【著】 中央経済社 

01-11-197 ＩＦＲＳ®  ＩＦＲＳ基準  PARTA  2016年1月13日現在で公表されている基準書等 ＩＦＲＳ財団  【編】  企業会計基準委員会・公益財団法人財務会計基準 中央経済社 

01-11-198 ＩＦＲＳ®  ＩＦＲＳ基準  PARTB  2016年1月13日現在で公表されている基準書等 ＩＦＲＳ財団  【編】  企業会計基準委員会・公益財団法人財務会計基準 中央経済社 

01-11-199 【新版】経営分析事典 日本経営分析学会【編】 税務経理協会 



【サテ】ファイナンス 
目次に戻る 

01-12-01 コーポレート・ファイナンス 戦略と応用 アスワス ダモダラン(著）, 兼広 崇明, 蜂谷 豊彦, 三浦 良造, 中野 誠, 
松浦 良行, 山内 浩嗣 (訳) 

東洋経済新報社 

01-12-02 コーポレート・ファイナンス 第6版 <上> 藤井 眞理子, 国枝 繁樹, リチャード・ブリーリー, スチュワート・マイヤー 
ズ(著） 

日経BP社 

01-12-03 コーポレート・ファイナンス 第6版 <下> 藤井 眞理子, 国枝 繁樹, リチャード・ブリーリー, スチュワート・マイヤー 
ズ(著） 

日経BP社 

01-12-04 現代ファイナンス論 改訂版 ― 意思決定のための理論と実践 ツヴィ・ボディー, ロバート・マートン(著）, 大前 恵一朗 (訳) ピアソン・エデュケーション 

01-12-05 企業金融の理論と法 岩村 充, 鈴木 淳人 東洋経済新報社 

01-12-06 MBAのコーポレート・ファイナンス 前田 文彬 中央経済社 

01-12-07 企業金融講義 岩村 充 東洋経済新報社 

01-12-08 ビジネス・ファイナンス論 (21世紀経営学シリーズ 7) 藁谷 友紀 (監督),斉藤 毅憲 (監修), 大塚 宗春 (編), 宮本 順二朗 (編) 学文社 

01-12-09 コーポレート・ファイナンス入門 (日経文庫) 砂川 伸幸 日本経済新聞社 

01-12-10 ビジュアル 企業価値評価の基本 (日経文庫) 渡辺 茂 日本経済新聞社 

01-12-11 会社分割―商法・会計・税務の調整と処理方法 (ケーススタディ企業組織再編税制) 木村 一夫 中央経済社 

01-12-12 MBAビジネス金融工学 デリバティブとリアル・オプション 小林 啓孝 中央経済社 

01-12-13 ストック・オプションのマネジメント 中村 金夫 (監修), 日本コーポレートガヴァナンスフォーラム (編), 奥島 
孝康 

ダイヤモンド社 

01-12-14 ファイナンス法大全〈上〉 西村総合法律事務所 商事法務 

01-12-15 ファイナンス法大全 下 西村総合法律事務所 商事法務 

01-12-16 インセンティブ設計の経済学―契約理論の応用分 伊藤 秀史, 小佐野 広 勁草書房 

01-12-17 インセンティブの経済学 清水 克俊, 堀内 昭義 有斐閣 

01-12-18 契約と組織の経済学 柳川 範之 東洋経済新報社 

01-12-19 契約の経済理論 伊藤 秀史 有斐閣 

01-12-20 中小企業のための知的財産評価・企業価値向上とM&A―最新デューディリジェンスの 
実務 

石下 雅樹, 後藤 健二, 斉藤 隆彦, 矢野馬 通永, 工藤 一郎 財経詳報社 

01-12-21 会計&ファイナンスのための数学入門 高田 直芳 日本実業出版社 

01-12-22 コーポレート・ファイナンス理論と管理会計―VBMの新たな展開 (メルコ学術振興財団 
研究叢書) 

大西 淳 京都大学学術出版会 

01-12-23 MBA アントレプレナー・ファイナンス入門 忽那憲治、山本一彦、上林順子 中央経済社 

01-12-24 企業価値評価 第5版 【上】 マッキンゼー・アンド・カンパニー ダイアモンド社 

01-12-25 企業価値評価 第5版 【下】 マッキンゼー・アンド・カンパニー ダイアモンド社 

01-12-26 企業価値経営 マッキンゼー・アンド・カンパニー ダイアモンド社 

01-12-27 金融と法 -- 企業ファイナンス入門 大垣尚司 有斐閣 

01-12-29 コーポレートファイナンスの原理 【第9版】 Ross,Stephen A.、Westerfield,Randolph W. きんざい; 第9版 

01-12-30 コーポレートファイナンス 入門編第2版 Jonathan Berk 、Peter DeMarzo ピアソン桐原 

01-12-31 コーポレート ファイナンス(第8版) 上 リチャード・ブリーリー、スチュワート・マイヤーズ 日経BP社 

01-12-32 コーポレート ファイナンス(第8版) 下 リチャード・ブリーリー、スチュワート・マイヤーズ 日経BP社 

01-12-33 新版  不動産有効活用のための  建築プロジェクトの企画設計・事業収支計画と投資 
採算評価の実務 

上野  俊秀 プログレス 

01-12-34 Rによるモンテカルロ法入門 C.P.ロバート、G.カセーラ 丸善出版 

01-12-35 モンテカルロ法によるリアル・オプション分析―事業計画の戦略的評価(CD-ROM付き) 大野 薫 きんざい 

01-12-36 リアルエステート・ファイナンス第12版・上 ウィリアム・ブルーグマン、ジェフリー・フィッシャー、ニューヨーク不動産 
ファイナンス研究会、 川口 有一郎 

日経BP社 

01-12-37 リアルエステート・ファイナンス第12版・下 ウィリアム・ブルーグマン、ジェフリー・フィッシャー、ニューヨーク不動産 
ファイナンス研究会、 川口 有一郎 

日経BP社 

01-12-38 リアルオプションと投資戦略 (シリーズ 金融工学の新潮流) 木島 正明、芝田 隆志、 中岡 英隆 朝倉書店 

01-12-39 ざっくり分かるファイナンス 経営センスを磨くための財務 石野 雄一 光文社 

01-12-40 コーポレート・ファイナンス 第10版 上 リチャード・A・ブリーリー他著 日経BP社 

01-12-41 コーポレート・ファイナンス 第10版 下 リチャード・A・ブリーリー他著 日経BP社 

01-12-42 入門 アントレプレナー・ファイナンス―起業家のための財務と管理 中井 透 中央経済社 

01-12-43 コーポレートファイナンスの原理 Stephen A. Ross , Jeffrey F. Jaffe, Randolph W. Westerfield (著), 大野 
薫 (訳) 

01-12-44 ざっくり分かるファイナンス 経営センスを磨くための財務 (光文社新書) [新書] 石野 雄一 光文社 

01-12-45 日本企業のコーポレートファイナンス 砂川 伸幸 , 杉浦 秀徳 , 川北 英隆 日本経済新聞出版社 

01-12-46 企業価値講義 青松 英男 日本経済新聞出版社 

01-12-47 企業価値評価 第4版 【上】 マッキンゼー・アンド・カンパニー, ティム・コラー, マーク・フーカート, デ 
イビッド・ウェッセルズ(著）, 本田 桂子, 天野 洋世, 井上 雅史, 近藤 将 
士, 戸塚 隆将 (訳) 

ダイヤモンド社 

01-12-48 企業価値評価 第4版 【下】 マッキンゼー・アンド・カンパニー, ティム・コラー, マーク・フーカート, デ 
イビッド・ウェッセルズ(著）, 本田 桂子, 天野 洋世, 井上 雅史, 近藤 将 
士, 戸塚 隆将 (訳) 

ダイヤモンド社 

01-12-49 企業価値評価 【実践編】 鈴木 一功 ダイヤモンド社 

01-12-50 ファイナンス法大全アップデート 西村ときわ法律事務所 (編) 商事法務 

01-12-51 まだ「ファイナンス理論」を使いますか?―MBA依存症が企業価値を壊す 手島直樹 日本経済新聞社 

01-12-52 ファイナンス法大全【全訂版】  上 西村あさひ法律事務所編 商事法務 

01-12-53 ファイナンス法大全【全訂版】  下 西村あさひ法律事務所編 商事法務 



【サテ】組織・人的資源管理 
目次に戻る 

01-13-01 組織の経済学 ポール・ミルグロム, ジョン・ロバーツ(著）, 奥野 正寛, 伊藤 秀史, 今井 晴雄, 西村 理, 八 木 
甫 (訳) 

NTT出版 

01-13-02 組織の経営学―戦略と意思決定を支える リチャード・L. ダフト(著）, 高木 晴夫 (訳) ダイヤモンド社 

01-13-03 組織行動のマネジメント―入門から実践へ ステファン・P. ロビンス(著） ,高木 晴夫, 永井 裕久, 福沢 英弘, 横田 絵理, 渡辺 直登 (訳) ダイヤモンド社 

01-13-04 組織イノベーションの原理―企業変革を成功させるリーダーの条件 W.ウォーナー バーク , ウィリアム トラハント(著）, プライスウォーターハウスクーパースコ ンサ
ルタント戦略コンサルティングサービス事業部 (訳） 

ダイヤモンド社 

01-13-05 組織革新の理論 J・P・コッタ―(著）,谷光太郎,加護野忠男（訳） 白桃書房 

01-13-06 経営組織―経営学入門シリーズ (日経文庫) 金井 壽宏 日本経済新聞社 

01-13-07 知識とイノベーション 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 

01-13-08 組織の心理学 田尾 雅夫 有斐閣 

01-13-09 組織論 (有斐閣アルマ) 桑田 耕太郎, 田尾 雅夫 有斐閣 

01-13-10 超企業・組織論―企業を超える組織のダイナミズム 高橋 伸夫 (編) 有斐閣 

01-13-11 人を変え、組織を動かす25の鉄則 松丘 啓司 (監修),アンダーセン コンサルティングチェンジマネジメント グループ ダイヤモンド社 

01-13-12 プロジェクト・マネジメント―実践的技法とリーダー育成 福沢 恒 ダイヤモンド社 

01-13-13 経営品質アセスメント―高業績企業の組織変革ロードマップ デビッド・W. ハットン(著）, 井手 重輔 (訳) 生産性出版 

01-13-14 ハイ・フライヤー―次世代リーダーの育成法 モーガン マッコール(著） , 金井 壽宏, リクルートワークス研究所 (訳) プレジデント社 

01-13-15 ブックオフ 情熱のマネジメント グロービスMBA ブックオフ探検隊 日経BP企画 

01-13-16 慶應ビジネススクール →高木晴夫教授のMBA授業Live [リーダーシップ論] 高木 晴夫 中経出版 

01-13-17 慶應ビジネススクール →高木晴夫教授のMBA授業Live [リーダーシップ論] 高木 晴夫 中経出版 

01-13-18 「自由と自己責任」のマネジメント―市場原理と大人の契約 高橋 俊介 ダイヤモンド社 

01-13-19 「自律・変革・創造」のマネジメント―戦略型人事変革への21ヵ条 高橋 俊介 ダイヤモンド社 

01-13-20 HRスコアカード ブライアン・E. ベッカー, デーブ ウルリヒ, マーク・A. フセリド(著）,菊田 良治 (訳) 日経BP社 

01-13-21 ホワイトカラーの仕事と成果 人事管理のフロンティア 中村 圭介 (編) 東洋経済新報社 

01-13-22 働くひとのためのキャリア・デザイン (PHP新書) 金井 壽宏 PHP研究所 

01-13-23 個を活かす企業―自己変革を続ける組織の条件 スマントラ ゴシャール, クリストファー・A. バートレット(著）, グロービスマネジメントインス ティ
テュート (訳) 

ダイヤモンド社 

01-13-24 慶応ビジネススクール 高木晴夫教授のMBA授業Live マネジメント論 高木 晴夫 中経出版 

01-13-25 新版 経営行動―経営組織における意思決定過程の研究 ハーバート・A・サイモン ダイヤモンド社 

01-13-26 ビジネスマンのためのメンタル・タフネス ジム・レーヤー、ピーター・マクラフリン 阪急コミュニケーションズ 

01-13-27 教え上手 有田和正 サンマーク出版 

01-13-28 ユーモアのレッスン 外山滋比古 中公新書 

01-13-29 幸・不幸の分かれ道 考え違いとユーモア 土屋賢二 東京書籍 

01-13-30 ユーモアの心理学―人間関係とパーソナリティ 上野行良 サイエンス社 

01-13-31 コネクト ―企業と顧客が相互接続された未来の働き方 Dave Gray、Thomas Vander Wal オライリージャパン 

01-13-32 組織論レビューI 組織学会 白桃書房 

01-13-33 組織論レビューⅡ 組織学会 白桃書房 

01-13-34 自問力のリーダーシップ (グロービスの実感するMBA) 鎌田 英治 ダイヤモンド社 

01-13-35 オーガニゼーションズ 第2版---現代組織論の原典 ジェームズ・G・マーチ他著 ダイヤモンド社 

01-13-36 組織は戦略に従う アルフレッド・D・チャンドラーJr.(著）, 有賀 裕子 (訳) ダイヤモンド社 

01-13-37 人材マネジメント論―儲かる仕組みの崩壊で変わる人材マネジメント (BEST 
SOLUTION) 

高橋 俊介 東洋経済新報社 

01-13-38 社会ネットワーク分析の発展 リントン・クラーク フリーマン(著) , 辻 竜平 (訳) NTT出版 

01-13-39 高信頼性組織の条件―不測の事態を防ぐマネジメント 中西 晶 生産性出版 

01-13-40 経験からの学習-プロフェッショナルへの成長プロセス- 松尾 睦 同文舘出版 

01-13-41 マネジャーの仕事 ヘンリー ミンツバーグ（著）, 奥村 哲史 (訳), 須貝 栄 (訳) 白桃書房 

01-13-42 戦略実現の組織デザイン ロバート サイモンズ（著） , 谷 武幸 , 窪田 祐一 , 松尾 貴巳 , 近藤 隆史 (訳) 中央経済社 

01-13-43 フィールドブック 学習する組織「5つの能力」 企業変革をチームで進める最強 ツ
ール 

ピーター・センゲ（著）,  牧野 元三 (訳) 日本経済新聞社 

01-13-44 フィールドブック 学習する組織「10の変革課題」―なぜ全社改革は失敗する の
か? 

ピーター センゲ（著） , 柴田 昌治 , 牧野 元三 , スコラコンサルト (訳) 日本経済新聞社 

01-13-45 最強組織の法則―新時代のチームワークとは何か ピーター・M. センゲ（著） , 守部 信之 (訳) 徳間書店 

01-13-46 組織の“重さ”―日本的企業組織の再点検 沼上 幹 , 加藤 俊彦, 田中 一弘 , 島本 実 , 軽部 大 日本経済新聞出版社 

01-13-47 フリーエージェント社会の到来―「雇われない生き方」は何を変えるか ダニエル ピンク (著), , 池村 千秋 , 玄田 有史（訳） ダイヤモンド社 



【サテ】ナレッジ・マネジメント 
目次に戻る 

図書番号 図書名 著者 出版社 

01-14-01 知識革新力 ルディ ラグルス, ダン ホルツハウス (編),木川田 一栄 (訳） ダイヤモンド社 

01-14-02 知識創造企業 野中 郁次郎, 竹内 弘高(著）, 梅本 勝博 (訳) 東洋経済新報社 

01-14-03 知的資本のマネジメント―顧客・株主・社員の利益を一致させる 高橋 俊介 ダイヤモンド社 

01-14-04 ワーキング・ナレッジ―「知」を活かす経営 トーマス・H. ダベンポート, ローレンス プルサック(著）,梅本 勝博 (訳) 生産性出版 

01-14-05 グレートカンパニー  -優れた経営者が数字よりも大切にしている５つの条件 リッチ・カールガード(著）  野津  智子(訳） ダイヤモンド社 



【サテ】イノベーション・マネジメント 
目次に戻る 

図書番号 図書名 著者 出版社 

01-15-01 イノベーション・マネジメント入門―マネジメント・テキスト 一橋大学イノベーション研究センター［編］ 日本経済新聞社 

01-15-02 イノベーション・マネジメント入門―マネジメント・テキスト 一橋大学イノベーション研究センター［編］ 日本経済新聞社 

01-15-03 イノベーションと技術蓄積 (ケースブック 日本企業の経営行動) 伊丹 敬之 有斐閣 

01-15-04 NHKビジネス塾の教科書〈5〉技術立国ニッポンの底力 NHKビジネス塾編集委員会［編］ 日本放送出版協会 

01-15-05 顧客志向の新製品開発―マーケティングと技術のインタフェイス 川上 智子 有斐閣 

01-15-06 実証研究 製品開発力―日米欧自動車メーカー20社の詳細調査 藤本 隆宏;キム・B. クラーク［田村明比古  訳］ ダイヤモンド社 

01-15-07 The Toyota Way Jeffrey Liker McGraw-Hill 

01-15-08 百貨店のビジネスシステム変革 (碩学叢書) 新井田 剛 碩学舎 

01-15-09 開発生産性のディレンマ -- デジタル化時代のイノベーション・パターン 生稲 史彦 有斐閣 

01-15-10 技術革新のマネジメント --製品アーキテクチャによるアプローチ 中川 功一 有斐閣 

01-15-11 コ・イノベーション経営: 価値共創の未来に向けて C・K・プラハラード、ベンカト・ラマスワミ 東洋経済新報社 

01-15-12 競争的共創論―革新参加社会の到来 (HAKUTO Management) 小川 進 白桃書房 

01-15-13 顧客志向の新製品開発―マーケティングと技術のインタフェイス 川上 智子 有斐閣 

01-15-14 アーキテクチュラルイノベーション―ハイテク企業のジレンマ克服 田路 則子 白桃書房 

01-15-15 イノベーションの新時代 M S クリシュナン , C K プラハラード （著）, 有賀 裕子 (訳) 日本経済新聞出版社 

01-15-16 生産システムの進化論―トヨタ自動車にみる組織能力と創発プロセス 藤本 隆宏 有斐閣 

01-15-19 限界費用ゼロ社会｢モノのインターネット」と共有型経済の台頭 ジェレミー・リフキン(著）、柴田  裕之（訳） NHK出版 

01-15-20 イノベーションの誤解 鷲田  祐一 日本経済新聞出版社 

01-15-22 メイカーズ進化論  本当の勝者はIoTで決まる 小笠原  治 NHK出版新書 



【サテ】パブリック・マネジメント・医療経営 
目次に戻る 

図書番号 図書名 著者 出版社 

01-16-001 ニュー・パブリックマネジメント―理念・ビジョン・戦略 大住 荘四郎 日本評論社 

01-16-002 ニュー・パブリックマネジメント―理念・ビジョン・戦略 大住 荘四郎 日本評論社 

01-16-003 自治体の行政評価システム 高寄 昇三 学陽書房 

01-16-004 福祉国家再編の政治 (講座・福祉国家のゆくえ第１巻) 宮本 太郎 ミネルヴァ書房 

01-16-005 比較のなかの福祉国家 (講座・福祉国家のゆくえ第２巻) 埋橋 孝文 ミネルヴァ書房 

01-16-006 福祉国家のガヴァナンス (講座・福祉国家のゆくえ第３巻) 武智 秀之 ミネルヴァ書房 

01-16-007 アジア諸国の福祉戦略 (講座・福祉国家のゆくえ第４巻) 大沢 真理 ミネルヴァ書房 

01-16-008 福祉国家/社会的連帯の理由 (講座・福祉国家のゆくえ第５巻) 斎藤 純一 ミネルヴァ書房 

01-16-009 イギリス (先進諸国の社会保障１) 武川正吾;塩野谷祐一［編］ 東京大学出版会 

01-16-010 ニュージーランド・オーストラリア (先進諸国の社会保障２) 小松隆二;塩野谷祐一［編］ 東京大学出版会 

01-16-011 先進諸国の社会保障〈3〉カナダ 城戸喜子;塩野谷祐一［編］ 東京大学出版会 

01-16-012 先進諸国の社会保障〈4〉ドイツ 古瀬徹;塩野谷祐一［編］ 東京大学出版会 

01-16-013 先進諸国の社会保障〈5〉スウェーデン 丸尾直美;塩野谷祐一［編］ 東京大学出版会 

01-16-014 先進諸国の社会保障〈6〉フランス 藤井良治;塩野谷祐一［編］ 東京大学出版会 

01-16-015 アメリカ (先進諸国の社会保障7) 藤田伍一;塩野谷祐一［編］ 東京大学出版会 

01-16-016 ソフト・パワー 21世紀国際政治を制する見えざる力 ジョセフ・S・ナイ（著）、 山岡 洋一（翻訳） 日本経済新聞社 

01-16-017 脱「日本版PFI」のススメ―リスク移転で解き明かすPFIの真の姿 熊谷 弘志 日刊建設工業新聞社 

01-16-018 社会投資ファンド―PFIを超えて (日本政策投資銀行設備投資研究所経済 フォ
ーラム) 

西村清彦;山下明男;［編］ 有斐閣 

01-16-019 PFI方式による新しい病院づくりへのこころみ―ハードとソフトからウエットへ!! 越智田 吉生（編） 近江八幡市立総合医療セン 
ター 

01-16-020 公会計改革―ディスクロージャーが「見える行政」をつくる 公会計改革研究会［編］ 日本経済新聞出版社 

01-16-021 自治体財政健全化法の監査―審査の実務とポイント 森田祐司［監修］;トーマツパブリックセクターグループ［編］ 学陽書房 

01-16-022 地方財政のパラダイム転換 (日本地方財政学会研究叢書) 日本地方財政学会［編］ 勁草書房 

01-16-023 住民ニーズと政策評価―理論と実践 中島 とみ子 ぎょうせい 

01-16-024 行政組織とガバナンスの経済学―官民分担と統合システムを考える 赤井 伸郎 有斐閣 

01-16-025 自治体の市場化テスト 稲沢 克祐 学陽書房 

01-16-026 地域公共政策をになう人材育成―その現状と模索 (地域公共人材叢書  第 ２巻
) 

土山希美枝;大矢野修［編］ 日本評論社 

01-16-027 PFI・PPP実践マニュアル―ここが知りたかった事業実施手順 日本経営システム株式会社 ぎょうせい 

01-16-028 論理のスキルアップ―実践クリティカル・リーズニング入門 アン トムソン［著］;斎藤 浩文; 小口 裕史［訳］ 春秋社 

01-16-029 社会学 アンソニー ギデンズ著; 松尾 精文 (翻訳), 内田 健 (翻訳), 西岡 八郎 (翻訳), 藤井 達也 (翻
訳), 小幡 正敏 (翻訳), 立松 隆介 (翻訳) 

而立書房 

01-16-030 都市行政学〈1〉都市・市民・制度 吉田 民雄 中央経済社 

01-16-031 都市行政学〈2〉政府・政策・政府体系 吉田 民雄 中央経済社 

01-16-032 自治体の人材マネジメント―経営センスある職員をいかに確保・育成し、活 用
するか 

田尾 雅夫 学陽書房 

01-16-033 新地方公会計制度のための「官」にも知ってほしい「民の会計」(演習編) 中元 文德 ぎょうせい 

01-16-034 新しい公共を拓くパーセント条例―元気なまちづくりのための政策条例の提 案 (
慈学社ブックレット―慈学社政策法学ライブラリイ) 

松下 啓一;茶野 順子 慈学社出版 

01-16-035 誰にでも分かる 自治体財政指標の読み方 今井 太志 ぎょうせい 

01-16-036 三重県議会ーその改革の軌跡 三重県議会［編］ 公人の友社 

01-16-037 生協と地域コミュニティ―協同のネットワーク 岡村 信秀 日本経済評論社 

01-16-038 非営利組織論 (有斐閣アルマ) 田尾 雅夫;吉田 忠彦 有斐閣 

01-16-039 「公共性」論 稲葉 振一郎 NTT出版 

01-16-040 NPOバンクを活用して起業家になろう!―組織作りから資金調達まで 北海道NPOバンク［編］ 昭和堂 

01-16-041 NPOと行政のパートナーシップは成り立つか!?―協働を形にする「事業協働 契
約」を考える (東京ボランティア・市民活動センター研究年報) 

東京ボランティア市民活動センター 東京ボランティア市民活動セン 
ター 

01-16-042 公共政策学とは何か (BASIC公共政策学第1巻) 足立 幸男 ミネルヴァ書房 

01-16-043 現代地方自治論 橋本 行史 ミネルヴァ書房 

01-16-044 第三セクター改革と自治体財政再建 入谷 貴夫 自治体研究社 

01-16-045 自治体マーケティング戦略 淡路 富男 学陽書房 

01-16-046 市民が広げる議会公開 ―傍聴を閉ざす議会とメディアの欺瞞 田島 泰彦;北村 肇;今井 一;［編］ 現代人文社 

01-16-047 まちづくり条例の実態と理論―都市計画法制の補完から自治の手だてへ 内海 麻利 第一法規株式会社 



01-16-048 地方自治体のパブリック・ガバナンス―英国地方政府の内部統制と監査 石原俊彦［監修］;新日本有限責任監査法人［訳／編］ 中央経済社 

01-16-049 第三セクターの経営改善と事業整理 宮脇 淳［編著］ 学陽書房 

01-16-050 よくわかる世界の地方自治制度 竹下 譲［監修］ イマジン出版 

01-16-051 公民連携白書〈2009～2010〉政権交代とPPP 東洋大学大学院経済学研究科［編著］ 時事通信出版局 

01-16-052 地域を変えた総合型地域スポーツクラブ 山口 泰雄 大修館書店 

01-16-053 歳入減少時代の市町村経営の実践的手法 大崎 映二 学陽書房 

01-16-054 日本版スローシティ―地域固有の文化・風土を活かすまちづくり 久繁 哲之介 学陽書房 

01-16-055 地方自治体のパブリック・ガバナンス―英国地方政府の内部統制と監査 石原俊彦［監修］；新日本有限責任監査法人［翻訳］ 中央経済社 

01-16-056 自治体マーケティング戦略 淡路 富男 学陽書房 

01-16-057 まちづくり条例の実態と理論―都市計画法制の補完から自治の手だてへ 内海 麻利 第一法規株式会社 

01-16-058 「小さな政府」の落とし穴―痛みなき財政再建路線は危険だ 井堀 利宏 日本経済新聞出版社 

01-16-059 多文化社会の“文化”を問う―共生/コミュニティ/メディア 岩渕  功一［編著］ 青弓社 

01-16-060 メディア・コミュニケーション学 橋元 良明［編著］ 大修館書店 

01-16-061 地域自立の産業政策 ―地方発ベンチャー・カムイの挑戦― [自治体議会政 策
学会叢書/Copa Books] (COPABOOKS―自治体議会政策学会叢書) 

小磯 修二;関口麻奈美［編集協力］ イマジン出版 

01-16-062 自治体の入札改革―政策入札―価格基準から社会的価値基準へ― [自治 体
議会政策学会叢書/Copa Books] (COPABOOKS―自治体議会政策学会 叢書) 

武藤 博己（著）、 自治体議会政策学会（監修） イマジン出版 

01-16-063 政策課題と地方財政 (シリーズ 地方税財政の構造改革と運営  第３巻) 務台俊介［編］ ぎょうせい 

01-16-064 財政運営システムと予算の新展開 (シリーズ 地方税財政の構造改革と運営 第５
巻) 

丹下甲一［編］ ぎょうせい 

01-16-065 〔自治体経営改革シリーズ〕 第4巻 公有資産の改革 佐野 修久［編／著］；宮脇淳［編集代表］ ぎょうせい 

01-16-066 外郭団体・公営企業の改革 (自治体経営改革シリーズ  第２巻) 蛯子 准吏［編／著］;宮脇淳［編集代表］ ぎょうせい 

01-16-067 自治体戦略の思考と財政健全化 (自治体経営改革シリーズ第１巻) 宮脇 淳［編集代表／著］ ぎょうせい 

01-16-068 実測!ニッポンの地域力 藻谷 浩介 日本経済新聞出版社 

01-16-069 公共部門の評価と管理 山谷 清志［編著］ 晃洋書房 

01-16-070 自治体経営講座  政策ディベート入門 桑原英明・永田尚三編著 創開出版 

01-16-071 公共政策の分析視角 大木啓介［編著］ 東信堂 

01-16-072 実践自治体行政学－自治基本条例・総合計画・行政改革・行政評価 (実践 的
自治体行政学の確立をめざす－－行政学の俊英による最新刊！) 

金井 利之 第一法規株式会社 

01-16-073 「生活大国」デンマークの福祉政策―ウェルビーイングが育つ条件 野村 武夫 ミネルヴァ書房 

01-16-074 地域福祉計画―ガバナンス時代の社会福祉計画 (有斐閣アルマ) 武川正吾［編著］ 有斐閣 

01-16-075 デンマークの高齢者が世界一幸せなわけ 澤渡 夏代ブラント 大月書店 

01-16-076 デンマークの高齢者福祉と地域居住―最期まで住み切る住宅力・ケア力・地 域
力 

松岡 洋子 

01-16-077 北海道を探る２  母村特集  富山県下新川郡入善庁小槢戸の社会と民俗 北海道みんぞく文化研究会 北海道みんぞく文化研究会 

01-16-078 北海道を探る３  開拓と民俗文化 北海道みんぞく文化研究会 北海道みんぞく文化研究会 

01-16-079 北海道を探る４  西岡特集  札幌市豊平区平岡の社会と民俗 北海道みんぞく文化研究会 北海道みんぞく文化研究会 

01-16-080 北海道を探る５  個人の生活史 北海道みんぞく文化研究会 北海道みんぞく文化研究会 

01-16-081 北海道を探る６  個人の生活史 北海道みんぞく文化研究会 北海道みんぞく文化研究会 

01-16-082 北海道を探る７  雨竜特集その１  空知管内雨竜町の社会と民俗 北海道みんぞく文化研究会 北海道みんぞく文化研究会 

01-16-083 北海道を探る８  雨竜特集その２  空知管内雨竜町の社会構造 北海道みんぞく文化研究会 北海道みんぞく文化研究会 

01-16-084 北海道を探る９  生活と民俗文化 北海道みんぞく文化研究会 北海道みんぞく文化研究会 

01-16-085 北海道を探る１０  戸井特集  渡島管内戸井町瀬田来の社会と民俗 北海道みんぞく文化研究会 北海道みんぞく文化研究会 

01-16-086 北海道を探る１１  個人の生活史 北海道みんぞく文化研究会 北海道みんぞく文化研究会 

01-16-087 北海道を探る１２  北海道生活文化研究の視点 北海道みんぞく文化研究会 北海道みんぞく文化研究会 

01-16-088 北海道を探る１３  雨竜特集その３  空知管内雨竜町の社会と民俗 北海道みんぞく文化研究会 北海道みんぞく文化研究会 

01-16-089 北海道を探る１４  母村特集  富山県下新川郡宇奈月町内山・音沢の社会と 民
俗 

北海道みんぞく文化研究会 北海道みんぞく文化研究会 

01-16-090 北海道を探る１５  徳島特集  渡島管内福島町白符の社会と民俗 北海道みんぞく文化研究会 北海道みんぞく文化研究会 

01-16-091 北海道を探る１７  北海道の活性化を求めてその１ 北海道みんぞく文化研究会 北海道みんぞく文化研究会 

01-16-092 北海道を探る１８  野辺地その１  青森県上北郡野辺地町馬門の社会と民俗 北海道みんぞく文化研究会 北海道みんぞく文化研究会 

01-16-093 北海道を探る１９  個人の生活史 北海道みんぞく文化研究会 北海道みんぞく文化研究会 

01-16-094 北海道を探る２０  野辺地特集その２  青森県上北郡野辺地町野辺地の社 会
と民俗 

北海道みんぞく文化研究会 北海道みんぞく文化研究会 

01-16-095 北海道を探る２１  北海道の活性化を求めてその２ 北海道みんぞく文化研究会 北海道みんぞく文化研究会 

01-16-096 北海道を探る２２  妹背牛特集  空知管内妹背牛町２・３・５区の社会と民俗 北海道みんぞく文化研究会 北海道みんぞく文化研究会 

01-16-097 北海道を探る23－江差特集その１ 北海道みんぞく文化研究会 北海道みんぞく文化研究会 



01-16-098 北海道を探る24－日本民族学と北海道 北海道みんぞく文化研究会 北海道みんぞく文化研究会 

01-16-099 北海道を探る25－江差特集その２ 北海道みんぞく文化研究会 北海道みんぞく文化研究会 

01-16-100 北海道を探る26－個人の生活史 北海道みんぞく文化研究会 北海道みんぞく文化研究会 

01-16-101 北海道を探る27－江差特集その３ 北海道みんぞく文化研究会 北海道みんぞく文化研究会 

01-16-102 北海道を探る28－個人史と民族文化 北海道みんぞく文化研究会 北海道みんぞく文化研究会 

01-16-103 北海道を探る29－上ノ国特集 北海道みんぞく文化研究会 北海道みんぞく文化研究会 

01-16-104 北海道を探る30－北海道と沖縄の生活史 北海道みんぞく文化研究会 北海道みんぞく文化研究会 

01-16-105 北海道を探る32－個人の生活史と民族文化 北海道みんぞく文化研究会 北海道みんぞく文化研究会 

01-16-106 南島を探る－沖縄の生活史 北海道みんぞく文化研究会 北海道みんぞく文化研究会 

01-16-107 講座  中小規模上下水道経営入門 中小規模上下水道研究会 地方財務協会 

01-16-108 講座  中小規模上下水道経営入門（続） 中小規模上下水道研究会 地方財務協会 

01-16-109 第42回水道実務指導者研究集会〈別冊資料〉‐中小上下水道・簡易水道の 進
む道 

遠藤誠作 全国簡易水道協議会 

01-16-110 社会起業家の条件 ソーシャルビジネス・リーダーシップ マーク・アルビオン（著）  斎藤 槙（翻訳）  赤羽 誠（翻訳） 日経BP社 

01-16-111 ソーシャルビジネス入門 「社会起業で稼ぐ」新しい働き方のルール (The 
Social Venture Network Series) 

ベン・コーエン（著）  マル・ワーウィック（著）  斎藤 槙（著）   赤羽 誠（著） 日経BP社 

01-16-112 新聞学 浜田 純一  桂 敬一  田島 泰彦 日本評論社 

01-16-113 新しい公共と自治の現場 寄本 勝美  小原 隆治 コモンズ 

01-16-114 共創のまちづくり原論―環境革命の時代 小松 隆二  小林 丈一  白 迎玖 論創社 

01-16-115 夕張への手紙 ナタリアの「転んでもただで起きない!」日本改造プラン ナタリア・ロシナ 日経BP社 

01-16-116 Q&A NPO法人の会計・運営・税務―平成22年7月制定NPO法人会計基準対 応 加藤 達郎  佐藤 仁  宮本 昌一  藤ヶ崎 庄一 清文社 

01-16-117 Q&A法人登記の実務NPO法人 吉岡 誠一 日本加除出版 

01-16-118 生活交通再生―住みつづけるための“元気な足”を確保する 土居 靖範 自治体研究社 

01-16-119 テキストブック NPO―非営利組織の制度・活動・マネジメント 雨森 孝悦 東洋経済新報社 

01-16-120 ワークショップ―住民主体のまちづくりへの方法論 木下 勇 学芸出版社 

01-16-121 社会を変える公益ビジネス 地方都市の再生をめざして 渋川 智明、中谷 常二、 高谷 時彦 ぎょうせい 

01-16-122 脱「日本版PFI」のススメ―リスク移転で解き明かすPFIの真の姿 熊谷 弘志 日刊建設工業新聞社 

01-16-123 行政組織とガバナンスの経済学―官民分担と統合システムを考える 赤井伸郎 有斐閣 

01-16-124 持続可能な地域実現と協働型ガバナンス   日米英の事例比較を通じて 斎藤  文彦 (編集), 白石  克孝 (編集), 新川  達郎 (編集) 日本評論社 

01-16-125 自治体政策法務 -- 地域特性に適合した法環境の創造 北村 喜宣 (著, 編集), 山口 道昭 (著, 編集), 出石 稔 (著, 編集), 礒崎 初仁 (著, 編集) 有斐閣 

01-16-126 公民連携白書〈2011~2012〉危機管理とPPP 東洋大学PPP研究センター 時事通信社 

01-16-127 戦略的協働の本質 --NPO，政府，企業の価値創造 小島廣光・平本健太 有斐閣 

01-16-128 「行政」を変える！ 村尾信尚 講談社現代新書 

01-16-129 病院経営実態調査報告 全国公私病院連盟 

01-16-130 病院経営分析調査報告 全国公私病院連盟 

01-16-131 これからの中小病院経営 松原 由美 医療文化社 

01-16-132 医療経営白書―病医院大転換期における医療“経営"イノベーション 医療経 営
に新潮流をつくるための視点 

ヘルスケア総合政策研究所、吉原健二(日本医療経営実践協会代表理事)、医療経営白 書編
集委員会、 堺常雄(日本病院会会長) 

日本医療企画 

01-16-133 医療経営白書2013年度版 吉原 健二(日本医療経営実践協会代表理事)、堺 常雄(日本病院会会長)、西澤 寛俊(全 日本
病院協会会長)、 日野 頌三(日本医療法人協会会長) 

日本医療企画 

01-16-134 世界標準のトヨタ流病院経営 福岡 藤乃 薬事日報社 

01-16-135 ヘルスケアサービスの質とマネジメント―患者中心の医療を求めて 一戸 真子 社会評論社 

01-16-136 病院管理会計 荒井 耕 中央経済社 

01-16-137 Healthcare  Management  Second  Edition Kieran Walshe、Judith Smith 

01-16-138 病院経営のイノベーション 堺 常雄、 高橋 淑郎 建帛社 

01-16-139 医学研究における実用統計学 Douglas G. Altman サイエンティスト社 

01-16-140 医学研究のための統計的方法 P.Armitage、G.Berry サイエンティスト社 

01-16-141 医療・医療経営統計データ集 2012年版 広瀬輝夫 三冬社 

01-16-142 自治体戦略の思考と財政健全化 (自治体経営改革シリーズ) 宮脇 淳 ぎょうせい 

01-16-143 外郭団体・公営企業の改革 (自治体経営改革シリーズ) 蛯子 准吏 (著), 宮脇 淳 (編) ぎょうせい 

01-16-144 どうすれば役所は変われるのか―スコラ式風土改革 元吉 由紀子 日本経済新聞出版社 

01-16-145 基礎からわかる自治体の財政分析 出井 信夫 学陽書房 

01-16-146 「エコタウン」が地域ブランドになる時代 関 満博 新評論 



01-16-147 行政の解体と再生 上山 信一 , 桧森 隆一 東洋経済新報社 

01-16-148 ソーシャルビジネス入門 「社会起業で稼ぐ」新しい働き方のルール (The 
Social Venture Network Series) 

ベン・コーエン , マル・ワーウィック (著), 斎藤 槙 , 赤羽 誠 (訳) 日経BP社 

01-16-149 社会起業家という仕事 チェンジメーカーII 渡邊 奈々 日経BP社 

01-16-150 医療経営品質―世界的な経営革新の基準ボルドリッジ賞に学ぶ 水町 浩之 生産性出版 

01-16-151 「社会を変える」を仕事にする 社会起業家という生き方 駒崎弘樹 英治出版 



【サテ】環境マネジメント 
目次に戻る 

図書番号 図書名 著者 出版社 

01-17-01 ISO14000 経営に役立つプラスの環境側面のとらえ方―持続的環境経営の 本
質に迫る! 

西嶋 洋一 , 平林 良人 , 小野 隆範 日科技連出版社 

01-17-02 ISO14001環境側面の徹底活用 山田 賢次 オーム社 

01-17-03 自然資本の経済―「成長の限界」を突破する新産業革命 ポール ホーケン, L.ハンター ロビンス , エイモリ・B. ロビンス（著） ,佐和 隆光 , 小幡 すぎ 子 (
訳) 

日本経済新聞社 

01-17-04 新・地球環境ビジネス〈2003‐2004〉自律的発展段階にある環境ビジネス エコビジネスネットワーク (編) 産学社 

01-17-05 新・よくわかるISO環境マネジメントシステム―ISO14001対応と構築ノウハウ 
(JACO BOOKS―新・ISO14000入門シリーズ) 

鈴木 敏央 ダイヤモンド社 

01-17-06 地球環境問題と企業 山口 光恒 岩波書店 

01-17-07 図解入門ビジネス 最新ISO14001がよーくわかる本―実践的環境マネジメン トシ
ステム入門 (How‐nual Business Guide Book) 

辻井 浩一 秀和システム 

01-17-08 新・よくわかるISO環境マネジメントシステムと内部監査 鈴木 敏央 ダイヤモンド社 

01-17-09 環境経営なるほどQ&A―環境先進企業へのヒント 中央青山監査法人 , 中央青山, 中央青山PwCサステナビリティ研究所 (編) 中央経済社 

01-17-10 環境と資源の経済学 (現代経済学のコア) 時政 勗 勁草書房 

01-17-11 環境会計A-Z 河野 正男 （編） ビオシティ 

01-17-12 環境対応商品の市場性―「商品企画七つ道具」の活用 長沢 伸也 , 蔡 璧如 晃洋書房 



【サテ】ビジネス・アーキテクチャ 
目次に戻る 

図書番号 図書名 著者 出版社 

01-18-01 BPR/ERPによる戦略的業務革新 森脇博生、岡野健一 日経BP出版センター 

01-18-02 オープン・アーキテクチャ戦略―ネットワーク時代の協働モデル 
  

国領 二郎 ダイヤモンド社 

01-18-03 オープンブック・マネジメント―経営数字の共有がプロフェッショナルを育てる ジョン ケース（著）,  佐藤 修 (訳) ダイヤモンド社 

01-18-04 日本製造業、逆転のストーリー 企業再生―グローバル・オンリーワンに一気 に
迫る業務変革とERP 

本荘 修二 (監修), バーンジャパン (編) ダイヤモンド社 

01-18-05 最適融合のITマネジメント―競争優位を実現する戦略立案ステップ IBMコンサルティンググループ ダイヤモンド社 

01-18-06 システム構築と組織整合―「事例研究」SISが創る参画のマネジメント リチャード・E. ウォルトン(著) , 木 晴夫 (訳) ダイヤモンド社 

01-18-07 戦略的マネジメント〈2〉戦略構築と組織設計のマネジメント 今口 忠政 中央経済社 
  

01-18-08 戦略的ビジネス・システム 構築への5ステップ―オープン経営が企業を甦ら せ
る 

松下 芳生 ダイヤモンド社 

01-18-09 ビジネスプラン策定シナリオ―事業化に成功するための10のステップ 高い 志、
緻密な仕組み・仕掛けをロジカルにまとめる (かんきビジネス道場) 

HRインスティテュート、 野口 吉昭 かんき出版 

01-18-10 京様式経営 モジュール化戦略―「ネットワーク外部性」活用の革新モデル 末松 千尋 日本経済新聞社 

01-18-11 オープン・リソーセス経営―勝ち残る企業像‐バーチャル・コーポレーション 牧野 昇, 武藤 泰明 経済界 

01-18-12 戦略立案ハンドブック (Best solution) デービッド・A. アーカー（著） , 今枝 昌宏 (訳) 東洋経済新報社 

01-18-13 戦略立案のテクニック 長島 牧人 日科技連出版社 

01-18-14 手を動かしながら考えるビジネスプラン 広瀬 幸泰 翔泳社 

01-18-15 手を動かしながら考える ビジネスマネープラン 広瀬 幸泰 翔泳社 

01-18-16 ビジネスモデル・ジェネレーション ビジネスモデル設計書 アレックス・オスターワルダー＆イヴ・ピニュール 翔泳社 

01-18-18 ケースで学ぶ実戦起業塾 木谷哲夫 日本経済新聞出版社 

01-18-19 ザ・プロフィット 利益はどのようにして生まれるのか エイドリアン・J・スライウォツキー (著), 中川 治子 (訳) ダイヤモンド社 

01-18-20 ロジカル・プレゼンテーション―自分の考えを効果的に伝える戦略コンサルタ ント
の「提案の技術」 

高田 貴久 英治出版 

01-18-21 プロジェクトマネジメント  知識体系ガイド  PMBOKガイド Project Management Institute Project Management Inst 



目次に戻る 

【サテ】ITビジネス 
図書番号 図書名 著者 出版社 

01-19-01 実践eコラボレーション―XMLで実現するビジネスプロセス革命 山本 雅樹 , 渡辺 純一 , 岩本 昌悟 同文舘出版 

01-19-02 実践eコラボレーション―XMLで実現するビジネスプロセス革命 山本 雅樹 , 渡辺 純一 , 岩本 昌悟 同文舘出版 

01-19-03 eエコノミー時代の経営戦略―顧客価値を高める 松下 芳生 ダイヤモンド社 

01-19-04 eエンタープライズへの挑戦―バリューネットワークの再構築 程 近智 , 日置 克史 , 勝屋 信昭 , アンダーセンコンサルティング ダイヤモンド社 

01-19-05 MBA eビジネス 八ツ井 博樹 オーエス出版 

01-19-06 スマート・カンパニー―eビジネス時代の覇者の条件 ヘイム メンデルソン , ヨハネス ジーグラー（著）, 校条 浩 (訳) ダイヤモンド社 

01-19-07 デジタル・キャッシュ―「eコマース」時代の新・貨幣論 伊藤 穣一 , 中村 隆夫 ダイヤモンド社 

01-19-08 デジタル融合市場―IT革命による市場統合のダイナミズム 高橋 浩 ダイヤモンド社 

01-19-09 ネット資本主義の企業戦略―ついに始まったビジネス・デコンストラクション フィリップ エバンス , トーマス・S. ウースター（著） , ボストンコンサルティンググループ (訳) ダイヤモンド社 

01-19-10 リアルタイム 未来への予言―社会・経済・企業は変わる レジス マッケンナ（著） , 校条 浩 (訳) ダイヤモンド社 

01-19-11 潰れるネット企業 復活するリアル企業―見えてきた第2次e革命の覇者 丸尾 聡 エイチアンドアイ 

01-19-12 中堅・中小企業のためのＥＲＰ  ＳＡＰ  ＢｕｓｉｎｅｓｓＯｎｅ操作設定ガイドブック 
（２００４．２Ｂ版） 

株式会社ソルパック 株式会社ソルパック 



【サテ】生産管理 
目次に戻る 

図書番号 図書名 著者 出版社 

01-20-01 入門編 生産システム工学―総合生産学への途 人見 勝人 共立出版 

01-20-02 生産管理の基礎 新版 村松 林太郎 国元書房 

01-20-04 制約管理ハンドブック―競争優位のTOC戦略 ジェームス・F.3 コックス, マイケル・S. スペンサー(著),  小林 英三 (訳) ラッセル社 

01-20-05 現代の分業と標準化―フォード・システムから新トヨタ・システムとボルボ・シ ステ
ムへ 

野原 光 高菅出版 

01-20-06 現代の分業と標準化―フォード・システムから新トヨタ・システムとボルボ・シ ステ
ムへ 

野原 光 高菅出版 

01-20-07 トヨタ プロダクションシステム―その理論と体系 門田 安弘 ダイヤモンド社 

01-20-08 新版 経済性工学の基礎―意思決定のための経済性分析 千住 鎮雄 , 伏見 多美雄 日本能率協会マネジメントセン 
ター 

01-20-09 生産情報システム 島田 達巳 (監修)、太田 雅晴 (著), 日科技連出版社 

01-20-10 品質管理テキスト 坂本 碩也 理工学社 

01-20-11 部品工場の生産管理 二葉 邦彦 工学図書 

01-20-12 生産管理入門―ERPを支えるマテリアルマネジメント J.R.トニー アーノルド（著）、J.R.Tony Arnold（原著）、 中根 甚一郎（翻訳） 日刊工業新聞社 

01-20-13 Excelによる生産管理―需要予測、在庫管理からJITまで (シリーズ オペレー ショ
ンズ・リサーチ) 

大野 勝久 朝倉書店 



【サテ】英語 
目次に戻る 

図書番号 図書名 著者 出版社 

01-21-001 VOA英語経済ニュースの聴き方 小林 敏彦 語研 

01-21-002 VOA英語経済ニュースの聴き方 小林 敏彦 語研 

01-21-003 場面別 会社で使う英会話―きちんとしたビジネス英会話を学びたい人向け の
本 (CD book) 

味園 真紀、ペラルタ 葉子、 ディーオーエムフロンティア ベレ出版 

01-21-005 ネイティブがよく使う―英単語・イディオム・決まり文句 小林 敏彦 語研 

01-21-006 英単語出題ランキング―TOEICテスト・TOEFLテスト・英検対応 小林 敏彦 語研 

01-21-007 英語イディオム出題ランキング―TOEICテスト・TOEFLテスト・英検対応 小林 敏彦 語研 

01-21-008 VOA英語ニュースリスニング初挑戦―4週間で必ず聞き取れる 小林 敏彦 語研 

01-21-009 VOA英語ニュースパワー・リスニング―4週間で聴きこなす 小林 敏彦 語研 

01-21-010 VOA英語インタビューの聴き方―英語で質問する力討論する力が身につく 小林 敏彦 語研 

01-21-011 【禁帯出】3パターンで決める日常英会話ネイティブ表現 小林 敏彦 語研 

01-21-012 【禁帯出】3文型で広がる 日常英会話ネイティブの公式 小林 敏彦 語研 

01-21-013 英単語出題ランキング―TOEICテスト・TOEFLテスト・英検対応 小林 敏彦 語研 

01-21-014 ネイティブがよく使う―英単語・イディオム・決まり文句 小林 敏彦 語研 

01-21-015 MBA100人に聞いた 英語習得法 グローバルタスクフォース 総合法令出版 

01-21-016 ネイティブが話す―英単語・イディオム・決まり文句 小林 敏彦 語研 

01-21-017 基本100ワードの英会話術―中学英語でネイティブ表現を使いこなす 小林 敏彦 語研 

01-21-018 Thinking of Japanese Education－日本の教育を考える 小林 敏彦 英潮社 

01-21-019 私たちの地球と健康 小林 敏彦 成美堂 

01-21-020 英語リスニング教材開発の理論と実践―データ収集からハンドアウトの作成 と
教授法まで 

小林 敏彦 小樽商科大学出版会 

01-21-021 ロングマン新TOEICテスト 完全オーディオパック 600点クリアコース Lin Lougheed (著) ピアソンエデュケーション 

01-21-022 ロングマン新TOEICテスト 完全オーディオパック 700点クリアコース リン ロヒード（著）、 Lin Lougheed（原著） ピアソンエデュケーション 

01-21-023 ロングマン新TOEICテスト完全オーディオパック800点クリアコース Lin Lougheed (著) ピアソンエデュケーション 

01-21-024 ロングマン新TOEICテストスコア650突破54時間コース Lin Lougheed (著) ピアソンエデュケーション 

01-21-025 TOEICテスト新公式問題集 Educational Testing Service (著), 国際ビジネスコミュニケーション協会 (編) 国際ビジネスコミュニケーショ 
ン協会 

01-21-026 TOEICテスト新公式問題集 Educational Testing Service (著), 国際ビジネスコミュニケーション協会 (編) 国際ビジネスコミュニケーショ 
ン協会 

01-21-027 TOEICテスト新公式問題集〈Vol.2〉 Educational Testing Service (著), 国際ビジネスコミュニケーション協会TOEIC運営委員会 (編) 国際ビジネスコミュニケーショ 
ン協会 

01-21-028 TOEICテスト新公式問題集〈Vol.2〉 Educational Testing Service (著), 国際ビジネスコミュニケーション協会TOEIC運営委員会 (編) 国際ビジネスコミュニケーショ 
ン協会 

01-21-029 TOEICテスト新公式問題集〈Vol.3〉 Educational Testing Service (著), 国際ビジネスコミュニケーション協会TOEIC運営委員会 (編) 国際ビジネスコミュニケーショ 
ン協会 

01-21-030 TOEICテスト新公式問題集〈Vol.3〉 Educational Testing Service (著), 国際ビジネスコミュニケーション協会TOEIC運営委員会 (編) 国際ビジネスコミュニケーショ 
ン協会 

01-21-031 TOEICスピーキングテスト/ライティングテスト公式ガイド Educational Testing Service (著), 国際ビジネスコミュニケーション協会TOEIC運営委員会 (編) 国際ビジネスコミュニケーショ 
ン協会 

01-21-032 TOEICスピーキングテスト/ライティングテスト公式ガイド Educational Testing Service (著), 国際ビジネスコミュニケーション協会TOEIC運営委員会 (編) 国際ビジネスコミュニケーショ 
ン協会 

01-21-033 新TOEIC Testレベル判定模試 小山 克明 , Kevin Glenz , Sebastian Brooke , David Rondeau Z会 

01-21-034 新TOEIC Testレベル判定模試 小山 克明 , Kevin Glenz , Sebastian Brooke , David Rondeau Z会 

01-21-035 新TOEIC Testレベル判定模試〈2〉 小山 克明 (監修) Z会 

01-21-036 新TOEIC Testレベル判定模試〈2〉 小山 克明 (監修) Z会 

01-21-037 新TOEIC Testレベル判定模試〈3〉 Z会編集部 (編) Z会 

01-21-038 新TOEIC Testレベル判定模試〈3〉 Z会編集部 (編) Z会 

01-21-039 新TOEIC Testレベル判定模試〈4〉 Z会編集部 (編) Z会 

01-21-040 新TOEIC Testレベル判定模試〈4〉 Z会編集部 (編) Z会 

01-21-041 7日間完成 英検2級予想問題ドリル 旺文社 (編) 旺文社 

01-21-042 7日間完成 英検1級予想問題ドリル 旺文社 (編) 旺文社 

01-21-043 7日間完成 英検準1級予想問題ドリル 旺文社 (編) 旺文社 

01-21-044 国際会議・スピーチ・研究発表の英語表現 石井 隆之 ベレ出版 

01-21-045 応用自在の英文ビジネスレター・ハンドブック マーク デニン , クリス マティソン , ダッグ ジャクソン (著), 長野 格, 大武 泰典, 秋山 武清, 木村 
均（訳） 

研究社出版 

01-21-046 ネイティブはこう書く!英文ビジネスメール・レター Robert W. Bly、 山口 晴代 語研 

01-21-047 ビジネス英語ス-パ-パック   ＜ＣＤ－ＲOM＞ 研究社 

01-21-048 トップスクール合格者がはじめて明かしたMBA留学―試験対策・出願必携 MBA研究会 アルク 

01-21-049 MBA ENGLISH ファイナンスの知識と英語を身につける 石井 竜馬 ベレ出版 



01-21-050 英語ネゴシエーションの基本スキル フィリップ・ディーン , ケビン・レイノルズ 朝日出版社 

01-21-051 英語プレゼンテーションの基本スキル―グレートプレゼンターへの道 フィリップ ディーン , ケビン レイノルズ 朝日出版社 

01-21-052 ものづくりの英語表現 松崎 久純 三修社 

01-21-053 生声CD付き [対訳] オバマ演説集 CNN English Express編 朝日出版社 

01-21-054 英語の議論によく使う表現 崎村 耕二 創元社 

01-21-055 英語で学ぶMBAの授業 藤井 正嗣 , リチャード・シーハン 中経出版 

01-21-056 英文社内文書の書き方 名塚 紀子 , アイバ ピュ , 木下 泰 ジャパンタイムズ 

01-21-057 英語で書く社内文書 多田 裕吾 , エリック ガーワー , アルファプラスカフェ 三修社 

01-21-058 会社の英語リスニング アスク 

01-21-059 英語ミーティングの基本スキル―グレートファシリテーターへの道 フィリップ ディーン (著), 岩城 雅 (訳), 朝日出版社 

01-21-060 MBA ENGLISH 経営・マーケティングの知識と英語を身につける 内之倉 礼子 ベレ出版 

01-21-061 栄陽子が教える決定版アメリカ大学院進学 栄 陽子 三修社 

01-21-062 栄陽子が教える決定版アメリカ大学進学 栄 陽子 三修社 

01-21-063 ハーバードMBA留学記 資本主義の士官学校にて 岩瀬大輔 日経BP社 

01-21-064 英語論文表現例集―すぐに使える5,800の例文 佐藤 元志 技報堂出版 

01-21-065 受かる！英語面接  [CD付] ロッシェル・カップ 、アン・コディー , ランディー・クロス (著) 翔泳社 

01-21-066 英文履歴書の上手な書き方と実例―職種別履歴書・カバーレターの実例33 野村 るり子 中経出版 

01-21-067 採用される英語面接 対策と実例集 (CD book) 田上 達夫 ベレ出版 

01-21-068 英語で1分間大受け自己アピールができる本―自分のこと言えなくて何が英 会
話だ! 

ディビット セイン , 小池 信孝 (著), 主婦の友インフォス情報社 

01-21-069 あなたの魅力を伝える面接の英語 CD付 石井 隆之 三修社 

01-21-070 ホテルサービス英会話 田島 益美 , 吉村 直行 柴田書店 

01-21-071 ネイティブを納得させる英文履歴書の書き方 ~HOW TO WRITE BETTER 
RESUMES~ 

Gary Joseph Grappo , Adele Lewis (著), 豊田 英子 (訳) アルク 

01-21-072 英文履歴書の書き方 Ver. 2.0 有元 美津世 ジャパンタイムズ 

01-21-073 アピールする!英文履歴書 [CD-ROM付] (ネイティブのビジネス英語) ロッシェル・カップ , アン・コディー , ランディー・クロス (著) 翔泳社 

01-21-074 面接の英語 有元 美津世 ジャパンタイムズ 

01-21-075 DVD英会話 ビジネス STORY1 井 洋次郎 , Tom Hutchinson & Nina O'Driscoll (著) 旺文社 

01-21-076 DVD英会話 ビジネス STORY 2 井 洋次郎 、 Nina O'Driscoll & Adrian Pilbeam (著) 旺文社 

01-21-077 ビジネスミーティング すぐに使える英語表現集 (CD BOOK) 関野 孝雄 ベレ出版 

01-21-078 ビジネスリーダーの英語―THE NIKKEI WEEKLY INTERVIEWで聞く 英語タウンドットコム（監修） マクミランランゲージハウス 

01-21-079 肩書・職業が英語でわかるビジネス事典 成美堂出版編集部 (編) 成美堂出版 

01-21-080 日本語キーワードで引く英文ビジネスレターハンドブック 池崎 美代子 ジャパンタイムズ 

01-21-081 英文ビジネスeメール実例集 Ver. 2.0 有元 美津世 ジャパンタイムズ 

01-21-082 英文ビジネスレター&文書 実例集 有元 美津世 ジャパンタイムズ 

01-21-083 改訂版 外資系企業に入るための履歴書と面接の英語（CD付） マイケル ギリオーニ (著), 辻 由起子 (訳) アルク 

01-21-084 場面別会社で使う英会話  ＣＤ  ｂｏｏｋ  きちんとしたビジネス英会話を学び た
い人向けの本 

味園 真紀、ペラルタ 葉子、 ディーオーエムフロンティア ベレ出版 

01-21-085 CD BOOK 外資系の英語プレゼンテーション (アスカカルチャー) 浅見 ベートーベン 明日香出版社 

01-21-086 参加する! 英語ミーティング(CD付) マイク・ハンドフォード , 田中 宏昌 (著) コスモピア 

01-21-087 外国人部下と仕事をするためのビジネス英語―指示・フィードバック・業績評 価 ロッシェル・カップ , 増田 真紀子 (著) 語研 

01-21-088 英語でスピーチ―そのまま使える表現集 藤井 正嗣 , 野村 るり子 (著) 日興企画 

01-21-089 ネイティブにきちんと伝わる ビジネス英語 会話編 松井こずえ ジェイ・リサ-チ出版 

01-21-090 英語仕事術 商談・プレゼンテーション編 宮川幸久（監修・著者） アスク 

01-21-091 英語仕事術 接待・出張編 宮川幸久（監修・著者） アスク 

01-21-092 レストランの接客英会話 安達洋 (監修、著), 岩崎ゆり子 ナツメ社 

01-21-093 レストランサービス英会話 林 ひろみ 柴田書店 

01-21-094 MBA ENGLISH ボキャブラリー (CD BOOK) 石井 竜馬 ベレ出版 

01-21-095 ハーバードMBA合格者のエッセイを読む Harbus編集部 (著, 編集), 森 なおみ / 浅田 有 / 麻生 治子 (訳) オープンナレッジ 

01-21-096 新版デパート・スーパー 売り場で役に立つ英会話 吉岡 久美子 三修社 

01-21-097 英語面接と英文履歴書の書き方―外資系企業に採用されるためのノウハウ を
徹底伝授 

東 智徳 ナツメ社 

01-21-098 これなら説得できる!英語プレゼンテーションの技術 倉島 保美 日本経済新聞社 

01-21-099 即戦力がつくビジネス英会話―基本から応用まで 日向 清人 DHC 



01-21-100 レストランの実務英会話 ホテルニューオータニ研修課 プラザ出版 

01-21-101 ホテルの実務英会話 ホテルニューオータニ研修課 プラザ出版 

01-21-102 ロングマンTOEFLテストiBT完全CD‐ROMパック 上級編 ピアソンエデュケーション ピアソンエデュケーション 

01-21-103 ブルース・ロジャースのTOEICテスト完全攻略パック―新形式対応 ブルース ロジャース（著）、 Bruce Rogers（原著） トムソンラーニング 

01-21-104 通訳実践トレーニングセット トムソン・コーポレーション 大阪教育図書 

01-21-105 EXERCISE in ENGLISH―サイトトランスレーションで意味をとらえよう 鶴田 知佳子, 横山 直美 大阪教育図書 

01-21-106 ロングマンTOEFLテストiBT完全CD‐ROMパック 入門編 Deborah Phillips ピアソンエデュケーション 

01-21-107 スワンとウォルターのオックスフォード実用英文法―パートA:動詞と時制 
(Obunsha ELT Books) 

マイケル スワン , キャサリン ウォルター (著),高島 英幸（監修） オックスフォード大学出版局 

01-21-108 スワンとウォルターのオックスフォード実用英文法―パートB:修飾と接続 
(Obunsha ELT Books) 

マイケル スワン , キャサリン ウォルター (著), 高島 英幸（監修） オックスフォード大学出版局 

01-21-109 ケンブリッジ現代英語文法入門 ロドニー・ハドルストン , ジェフリー・プラム (著), 高橋 邦年 (訳) United Publishers Services 
Limited 

01-21-110 ケンブリッジコーパス英文法 RONALD CARTER , MICHAEL McCARTHY (著) Cambridge University Press 

01-21-111 マーフィーのケンブリッジ英文法(初級編)-練習問題・解答つき- (Grammar in 
Use) 

Raymond Murphy , William R. Smalzer (著), ロブ・ウェアリング 、 高橋 幸子 (訳) Cambridge University Press 

01-21-112 マーフィーのケンブリッジ英文法(中級編) (Grammar in Use) Raymond Murphy (著), ウォーカー泉 (訳), Cambridge University 
Press,Asian Branch 

01-21-113 ビジネス Quick English <電話> デイヴィッド・セイン (著), ジャパンタイムズ (編) ジャパンタイムズ 

01-21-114 ビジネス Quick English <メール> デイヴィッド・セイン (著), ジャパンタイムズ (編) ジャパンタイムズ 

01-21-115 ビジネス Quick English <ミーティング> デイヴィッド・セイン (著), ジャパンタイムズ (編) ジャパンタイムズ 

01-21-116 ニュース英語パワーボキャビル4000語 小林敏彦 語研 

01-21-117 ネイティブがよく使う英会話表現ランキング 小林敏彦  Shawn M. Clankie (著) 語研 

01-21-118 1分間英語で自分のことを話してみる (CD付) 浦島 久 中経出版 

01-21-119 口語英文法の実態―すべての英語教師・学習者に知ってもらいたい これ一 冊
で口語体の英語の特徴が頭の中ですっきり整理できる 

小林敏彦 小樽商科大学出版会 

01-21-120 CD付き  英語でディスカッション Shawn M. Clankie ,小林敏彦（著） 三修社 

01-21-121 English Language: Description, Variation and Context Jonathan Culpeper（編）、Tony McEnery（編）、Francis Katamba（編）、 Ruth Wodak（編） Palgrave Macmillan 

01-21-122 VOAが伝える現代アメリカ Shawn M. Clankie ,小林敏彦（著） 三雲堂 

01-21-123 CD２枚付  アメリカ人から見た日本人の不思議な行動パターン Shawn M. Clankie ,小林敏彦（著） 三修社 

01-21-124 ビジネスパーソンの英会話フレーズ525 Shawn M. Clankie ,小林敏彦（著） 語研 

01-21-125 ニュース英語究極単語(きわめたん)10、000―時事英語→訳語→定義・情報 小林敏彦 語研 

01-21-126 英語スピーチとプレゼンの技術 Shawn M. Clankie ,小林敏彦（著） 三雲堂 

01-21-127 口語英文法の実態―すべての英語教師・学習者に知ってもらいたい これ一 冊
で口語体の英語の特徴が頭の中ですっきり整理できる 

小林  敏彦 小樽商科大学出版会 

01-21-128 ビジネスパーソンの英文メール ショーン・M・クランキー  小林敏彦 語研 

01-21-129 學英語  ・  有感覺卡好！ ショーン・M・クランキー  小林敏彦 建興文化事業有限公司 

01-21-130 ビジネスパーソンのミーティング・プレゼンテーション英語表現 小林 敏彦、 Shawn M.Clankei 語研 

01-21-131 how  ENGLISH  Works  A  GRAMMAR  PRACTICE  BOOK Michael  Swan Oxford  University  Press 

01-21-132 Practical  English  Usage MICHAEL  SWAN OXFORD  University  Press 

01-21-133 会話する英文法Q＆A 小林敏彦・Ｓｈａｗｎ  M.Ｃｌａｎｋｉｅ 語研 

01-21-134 【禁帯出】商大生のためのビジネス英語101 小樽商科大学創立100周年記念ビジネス英語プロジェクトチーム編著 小樽商科大学出版会 

01-21-135 Globish: How the English Language became the World's Language ROBERT  MCCRUM PENGUIN  BOOKS 

01-21-136 Academic Writing: A Handbook for International Students Stephen  Bailey Routledge 

01-21-137 Research Methods in Second Language Acquisition: A Practical Guide 
(GMLZ - Guides to Research Methods in Language and Linguistics) 

Alison  Mackey、SusanM..Gass Wiley-Blackwell 

01-21-138 Working with Spoken Discourse Deborah  Cameron Sage Publications Ltd 

01-21-139 An A - Z of Common English Errors for Japanese Learners (Japanese 
version) 

David  Barker BTB Press 

01-21-140 How Languages Are Learned PATSYM．LIGHTBOWN Oxford Univ 

01-21-141 Practical English Usage MICHAELSWAN Oxford Univ 

01-21-142 細かく言い表し伝えたい英会話フレーズ2220―CD3枚付 小林敏彦、ShawnM．Clankie 三修社 

01-21-143 アカデミー賞映画で学ぶ映画(シナリオ)の書き方 新田晴彦 スクリーンプレイ 

01-21-144 【サテ禁帯出】口語英文法入門  ＜改訂版＞ 小林敏彦著 スクリーンプレイ 

01-21-145 【禁帯出】英語で言ってみるMy Life 小林 敏彦 ,Shawn M. Clankie 語研 

01-21-146 【禁帯出】会話する英文法Q&A わかる!使える! 小林 敏彦，Shawn M. Clankie 語研 

01-21-147 【禁帯出】3文型で広がる 日常英会話ネイティブの公式 小林 敏彦 語研 

01-21-148 An A - Z of Common English Errors for Japanese Learners (English version・ 英
語版) 

David  Barker BTB Press 

01-21-149 【禁帯出】使ってみたい映画の英語―男の名セリフを味わう―（新潮新書 199
） 

藤枝善之 新潮社 



01-21-123 CD２枚付  アメリカ人から見た日本人の不思議な行動パターン Shawn M. Clankie ,小林敏彦（著） 三修社 

01-21-124 ビジネスパーソンの英会話フレーズ525 Shawn M. Clankie ,小林敏彦（著） 語研 

01-21-125 ニュース英語究極単語(きわめたん)10、000―時事英語→訳語→定義・情報 小林敏彦 語研 

01-21-126 英語スピーチとプレゼンの技術 Shawn M. Clankie ,小林敏彦（著） 三雲堂 

01-21-127 口語英文法の実態―すべての英語教師・学習者に知ってもらいたい これ一冊で口語 
体の英語の特徴が頭の中ですっきり整理できる 

小林  敏彦 小樽商科大学出版会 

01-21-128 ビジネスパーソンの英文メール ショーン・M・クランキー  小林敏彦 語研 

01-21-129 學英語  ・  有感覺卡好！ ショーン・M・クランキー  小林敏彦 建興文化事業有限公司 

01-21-130 ビジネスパーソンのミーティング・プレゼンテーション英語表現 小林 敏彦、 Shawn M.Clankei 語研 

01-21-131 how  ENGLISH  Works  A  GRAMMAR  PRACTICE  BOOK Michael  Swan Oxford  University  Press 

01-21-132 Practical  English  Usage MICHAEL  SWAN OXFORD  University  Press 

01-21-133 会話する英文法Q＆A 小林敏彦・Ｓｈａｗｎ  M.Ｃｌａｎｋｉｅ 語研 

01-21-134 商大生のためのビジネス英語101 小樽商科大学創立100周年記念ビジネス英語プロジェクトチーム編著 小樽商科大学出版会 

01-21-135 Globish: How the English Language became the World's Language ROBERT  MCCRUM PENGUIN  BOOKS 

01-21-136 Academic Writing: A Handbook for International Students Stephen  Bailey Routledge 

01-21-137 Research Methods in Second Language Acquisition: A Practical Guide (GMLZ - 
Guides to Research Methods in Language and Linguistics) 

Alison  Mackey、SusanM..Gass Wiley-Blackwell 

01-21-138 Working with Spoken Discourse Deborah  Cameron Sage Publications Ltd 

01-21-139 An A - Z of Common English Errors for Japanese Learners (Japanese version) David  Barker BTB Press 

01-21-140 How Languages Are Learned PATSYM．LIGHTBOWN Oxford Univ 

01-21-141 Practical English Usage MICHAELSWAN Oxford Univ 

01-21-142 細かく言い表し伝えたい英会話フレーズ2220―CD3枚付 小林敏彦、ShawnM．Clankie 三修社 

01-21-143 アカデミー賞映画で学ぶ映画(シナリオ)の書き方 新田晴彦 スクリーンプレイ 

01-21-144 口語英文法入門  ＜改訂版＞ 小林敏彦著 スクリーンプレイ 

01-21-145 英語で言ってみるMy Life 小林 敏彦 ,Shawn M. Clankie 語研 

01-21-146 会話する英文法Q&A わかる!使える! 小林 敏彦，Shawn M. Clankie 語研 

01-21-147 3文型で広がる 日常英会話ネイティブの公式 小林 敏彦 語研 

01-21-148 An A - Z of Common English Errors for Japanese Learners (English version・英語版) David  Barker BTB Press 

01-21-149 使ってみたい映画の英語―男の名セリフを味わう―（新潮新書199） 藤枝善之 新潮社 

01-21-150 見て学ぶ アメリカ文化とイギリス文化  映画で教養をみがく (SCREEN新書031) 藤枝善之 近代映画社 

01-21-151 元気が出る！映画の英語～この台詞で人生が変わる～ (SCREEN新書015) 藤枝善之 近代映画社 

01-21-152 暗唱したい、映画の英語 映画英語教育学会関西支部 (著), 藤枝善之 (監修) 金星堂 

01-21-153 音読したい、映画の英語―心に響く珠玉のセリフ集 映画英語教育学会 関西支部 (著), 藤枝 善之 (監修) スクリーンプレイ 

01-21-154 映画で学ぶ英語学 倉田  誠 くろしお出版 

01-21-155 Pick Up Basic Verbs and Push Up Your Test Scores／検定試験対策のための英語基 
本動詞マスター 

倉田 誠 (著), Craig Smith (著), Todd Thorpe (著) 松柏社 

01-21-156 レクイエム  英語教育にかけた生涯 高嶋稔 たかしまようこ 

01-21-157 海外留学へのパスポート  -場面別英会話集付き- A Passport for Studying Abroad 小林敏彦、ショーン・M・クランキー    編著 朝日出版社 

01-21-158 こんな人･あんな人・どんな人  ネイティブの英語人物表現 小林敏彦・ショーンＭ.クランキー 語研 

01-21-159 そして英語はあなたを変える 浦島  久 IBCパブリッシング株式会社 

01-21-160 図解50の法則  口語英文法入門 小林  敏彦 (株)フォーインスクリーンプレイ 

01-21-161 図解50の法則  口語英文法入門  再改訂版 小林  敏彦  著 株式会社フォーイン  スクリーンプ 
レイ事業部 

01-21-162 ３パターンで決める日常英会話  ネイティブ表現  「私の言うことがわかりますか」 小林  敏彦 ツディブックス 



【サテ】法律・文庫・新書・その他 
目次に戻る 

図書番号 図書名 著者 出版社 

01-22-003 ガキの自叙伝 稲盛和夫 日本経済新聞社 

01-22-004 ガキの自叙伝 稲盛和夫 日本経済新聞社 

01-22-005 SONYの旋律 (私の履歴書) 大賀 典雄 日本経済新聞社 

01-22-006 SONYの旋律 (私の履歴書) 大賀 典雄 日本経済新聞社 

01-22-007 MADE IN JAPAN(メイド・イン・ジャパン)―わが体験的国際戦略 盛田 昭夫 (著), エドウィン ラインゴールド (著), 下村 満子（訳） 朝日新聞社 

01-22-008 MADE IN JAPAN(メイド・イン・ジャパン)―わが体験的国際戦略 盛田 昭夫 (著), エドウィン ラインゴールド (著), 下村 満子（訳） 朝日新聞社 

01-22-009 ソニー―ドリーム・キッズの伝説 ジョン ネイスン (著),山崎 淳 (訳） 文藝春秋 

01-22-010 ソニー―ドリーム・キッズの伝説 ジョン ネイスン (著),山崎 淳 (訳） 文藝春秋 

01-22-011 HPウェイ - シリコンバレーの夜明け デービット パッカード (著), 伊豆原  弓 (訳) 日本経済新聞社 

01-22-012 HPウェイ - シリコンバレーの夜明け デービット パッカード (著), 伊豆原  弓 (訳) 日本経済新聞社 

01-22-013 ビジネススクールで身につける思考力と対人力―ポケットMBA〈1〉 船川 淳志 日本経済新聞社 

01-22-014 松下幸之助 夢を育てる―私の履歴書 松下幸之助 日本経済新聞社 

01-22-015 松下幸之助 夢を育てる―私の履歴書 松下幸之助 日本経済新聞社 

01-22-016 本田宗一郎夢を力に―私の履歴書 本田 宗一郎 日本経済新聞社 

01-22-017 本田宗一郎夢を力に―私の履歴書 本田 宗一郎 日本経済新聞社 

01-22-018 経営に終わりはない 藤沢 武夫 文藝春秋 

01-22-019 経営に終わりはない 藤沢 武夫 文藝春秋 

01-22-020 シュンペーター―孤高の経済学者 伊東 光晴 , 根井 雅弘 岩波書店 

01-22-021 シュンペーター―孤高の経済学者 伊東 光晴 、根井 雅弘 岩波書店 

01-22-022 新・現代損害賠償法講座〈1〉総論 山田 卓生 (編) 日本評論社 

01-22-023 新・現代損害賠償法講座〈2〉権利侵害と被侵害利益 山田 卓生 , 藤岡 康宏 (編) 日本評論社 

01-22-024 新・現代損害賠償法講座〈3〉製造物責任・専門家責任 山田 卓生 , 加藤 雅信 (編) 日本評論社 

01-22-025 新・現代損害賠償法講座〈4〉使用者責任ほか 山田 卓生、國井 和郎 （編） 日本評論社 

01-22-026 新・現代損害賠償法講座〈5〉交通事故 山田 卓生 , 宮原 守男 (編) 日本評論社 

01-22-027 新・現代損害賠償法講座〈6〉損害と保険 山田 卓生 、 淡路 剛久 (編) 日本評論社 

01-22-028 知的財産法 田村 善之 有斐閣 

01-22-029 知的財産法 田村 善之 有斐閣 

01-22-030 青木流人づきあいの極意 青木 匡光 ロングセラーズ 

01-22-031 稲盛和夫経営講話全集6「京セラ会計論」 (CD) 稲盛 和夫 (著), KCCSマネジメントコンサルティング (編集) KCCSマネジメントコンサルティ 
ング 

01-22-032 稲盛和夫経営講話全集7「京セラフィロソフィI」 (CD) 稲盛 和夫 (著), KCCSマネジメントコンサルティング (編集) KCCSマネジメントコンサルティ 
ング 

01-22-033 稲盛和夫経営講話全集8「京セラフィロソフィII」 (CD) 稲盛 和夫 (著), KCCSマネジメントコンサルティング (編集) KCCSマネジメントコンサルティ 
ング 

01-22-034 稲盛和夫経営講話全集9「京セラフィロソフィIII」 (CD) 稲盛 和夫 (著), KCCSマネジメントコンサルティング (編集) KCCSマネジメントコンサルティ 
ング 

01-22-035 稲盛和夫経営講話全集10「誠の経営道」~西郷南洲翁遺訓集を紐解く~ (CD) 稲盛 和夫 (著), KCCSマネジメントコンサルティング (編集) KCCSマネジメントコンサルティ 
ング 

01-22-036 PPPの知識 町田 裕彦 日本経済新聞出版社 

01-22-037 米国会社法 カーティス・J. ミルハウプト (著, 編) 有斐閣 

01-22-038 会議革命 齋藤  孝 PHP研究所 

01-22-039 上杉鷹山の経営学  －危機を乗り切るリーダーの条件－ 童門  冬二 PHP研究所 

01-22-040 考える力が飛躍的にアップする！  戦略思考トレーニング 西村  克己 PHP研究所 

01-22-041 人より10倍仕事がはかどる！  スピード決断トレーニング 西村  克己 PHP研究所 

01-22-042 論理的な考え方が身につく本 西村 克己 PHP研究所 

01-22-043 会社が放り出したい人  １億積んでもほしい人 堀  紘一 PHP研究所 

01-22-044 技術屋たちの熱き闘い  組織の壁、開発の試練を突き破れ 永井  隆 日本経済新聞社 

01-22-045 ブランド帝国の素顔  LVMHモエ  ヘネシー・ルイ  ヴィトン 長沢  伸也 日本経済新聞社 

01-22-046 ビジネスマンのための時代小説の読み方 (日経ビジネス文庫) 鷲田 小彌太 日本経済新聞出版社 

01-22-047 日産  最強の販売店改革 峰  如之介 日本経済新聞社 

01-22-048 ゴーンさんの下で働きたいですか 長谷川  洋三 日本経済新聞社 

01-22-049 キャノン式  高収益を生み出す和魂洋才経営 斎田  久夫 日本経済新聞社 

01-22-050 時間をキャッシュに変える  トヨタ式経営18の法則 今岡  善次郎 日本経済新聞社 



01-22-051 トヨタを知るということ 中沢  孝夫 日本経済新聞社 

01-22-052 トヨタ式最強の経営  なぜトヨタは変わり続けるのか 柴田昌治  金田秀治 日本経済新聞社 

01-22-053 ドトールコーヒー「勝つか死ぬか」の創業記 (日経ビジネス人文庫) 鳥羽 博道 日本経済新聞出版社 

01-22-054 鈴木敏文 経営の不易 (日経ビジネス人文庫) 緒方 知行 日本経済新聞出版社 

01-22-055 マンガでわかる  お客様が感動するサービス 馬渕哲  南條恵 日本経済新聞社 

01-22-056 林文子  すべては「ありがとう」から始まる 岩崎由美  林文子（監修） 日本経済新聞社 

01-22-057 デルの革命  「ダイレクト」戦略で産業を変える マイケル・デル 日本経済新聞社 

01-22-058 奥田イズムがトヨタを変えた 日本経済新聞社（編） 日本経済新聞社 

01-22-059 ウェルチ  リーダーシップ・31の秘訣 ロバート・スレーター 日本経済新聞社 

01-22-060 ビジネスチャンスは「女と時間」 日本経済新聞社（編） 日本経済新聞社 

01-22-061 日本の優秀企業研究―企業経営の原点 6つの条件 (日経ビジネス人文庫) 新原 浩朗 日本経済新聞社 

01-22-062 武田「成果主義」の成功法則  わかりやすい人事が会社を変える 柳下  公一 日本経済新聞社 

01-22-063 会社を変える人の「味方のつくり方」 柴田  昌治 日本経済新聞社 

01-22-064 人本主義企業  変わる経営  変わらぬ原理 伊丹  敬之 日本経済新聞社 

01-22-065 なんとか会社を変えてやろう  実践ガイド・企業風土改革の進め方 柴田  昌治 日本経済新聞社 

01-22-066 ここから会社は変わり始めた  ケーススタディ・企業風土改革 柴田  昌治 日本経済新聞社 

01-22-067 鈴木敏文の「統計心理学」  「仮説」と「検証」で顧客のこころを掴む 勝見  明 日本経済新聞社 

01-22-068 入りやすい店売れる店 (日経ビジネス人文庫) 馬渕 哲、 南條 恵 日本経済新聞出版社 

01-22-069 ヒットの法則 (日経ビジネス人文庫) 奥井 真紀子、 木全 晃 日本経済新聞社 

01-22-070 ヒットの法則2(日経ビジネス人文庫) 奥井 真紀子、 木全 晃 日本経済新聞出版社 

01-22-071 百貨店サバイバル―再編ドミノの先に (日経ビジネス人文庫) 田中 陽 日本経済新聞出版社 

01-22-072 リクルートで学んだ  「この指とまれ」の起業術 高城  幸司 日本経済新聞社 

01-22-073 なぜ社員はやる気をなくしているのか(日経ビジネス人文庫) 柴田 昌治 日本経済新聞出版社 

01-22-074 社長！それは「法律」問題です  知らないではすまないビジネスのルール 中島茂  秋山進 日本経済新聞社 

01-22-075 「売れすぎ御免！」  ヒットの仕掛け人 日経産業新聞（編） 日本経済新聞社 

01-22-076 リエンジニアリング革命  企業を根本から変える業務革新 M・ハマー＆J・チャンピー 日本経済新聞社 

01-22-077 吉野家の経済学 安部  修仁 日本経済新聞社 

01-22-078 人間発見  私の経営哲学 日本経済新聞社（編） 日本経済新聞社 

01-22-079 なぜ会社は変われないのか  危機突破の風土改革ドラマ 柴田  昌治 日本経済新聞社 

01-22-080 伝わる・揺さぶる！文章を書く 山田ズーニー PHP研究所 

01-22-081 新版 大学生のためのレポート・論文術 (講談社現代新書) 小笠原 喜康 講談社 

01-22-082 わかりやすく〈伝える〉技術 (講談社現代新書) 池上 彰 講談社 

01-22-083 カルロス・ゴーン  経営を語る カルロス・ゴーン  フィリップ・リエス 日本経済新聞社 

01-22-084 ルネッサンス  再生への挑戦 カルロス・ゴーン ダイヤモンド社 

01-22-085 組織の盛衰  何が企業の命運を決めるのか 堺屋  太一 PHP研究所 

01-22-086 堺屋太一の見方  時代の先行き、社会の仕組み、人間の動きを語る 堺屋  太一 PHP研究所 

01-22-087 前例がない。だからやる！ 樋口  廣太郎 実業之日本社 

01-22-088 スターバックス成功物語 ハワード・シュルツ  ドリー・ジョーンズ・ヤング 日経BP社 

01-22-089 東大講義録 -文明を解く- 堺屋  太一 講談社 

01-22-090 宋文洲の傍目八目 (NB Online book) 宋 文洲 日経BP社 

01-22-091 中村邦夫  「幸之助神話」を壊した男 森  一夫 日本経済新聞社 

01-22-092 松下の中村改革 日経産業新聞 日本経済新聞社 

01-22-093 松下電器「V字回復」の本質  組織はいかにすれば生まれ変わるか 財部  誠一 PHP研究所 

01-22-094 吉村仁と5人の賢者 村上  実 オータパブリケイションズ 



01-22-095 俺は、中小企業のおやじ 鈴木 修 日本経済新聞出版社 

01-22-096 部下をやる気にさせた社長の手紙 荻野  五郎 講談社 

01-22-097 豊田章男 「トヨタ」再生! 水島 愛一朗 日本実業出版社 

01-22-098 株式会社法 第3版 江頭 憲治郎 有斐閣 

01-22-099 逐条解説会社法〈第1巻〉総則・設立―会社法の沿革・会社法の性格・第1条 
~第103条 

酒巻 俊雄、 龍田 節 中央経済社 

01-22-100 逐条解説会社法〈第2巻〉株式1 第104条~第187条 酒巻 俊雄、 龍田 節 中央経済社 

01-22-101 逐条解説会社法〈第3巻〉株式2・新株予約権 酒巻 俊雄、 龍田 節 中央経済社 

01-22-102 逐条解説会社法〈第4巻〉機関1 酒巻 俊雄、 龍田 節 中央経済社 

01-22-103 逐条解説会社法〈第5巻〉機関2 酒巻俊雄、 龍田節 中央経済社 

01-22-104 平成23年  病院経営分析調査報告(平成23年6月現在調査) 一般社団法人全国公私病院連盟 社団法人日本病院会 

01-22-105 平成23年  病院経営実態調査報告(平成23年6月現在調査) 一般社団法人全国公私病院連盟 社団法人日本病院会 

01-22-106 ビジョナリーであるということ パヴィスラ・K・メータ＋スキトラ・シェノイ ダイヤモンド社 

01-22-107 第3の住まい-コレクティブハウジングのすべて- (住総研住まい読本) 小谷部 育子、 住総研コレクティブハウジング研究委員会 エクスナレッジ 

01-22-108 東京シェア生活 ひつじ不動産 アスペクト 

01-22-109 法律学講座双書 債権各論I上-契約総論- 平井 宜雄 弘文堂 

01-22-110 民法I 第4版: 総則・物権総論 内田 貴 東京大学出版会 

01-22-111 民法II 第3版: 債権各論 内田 貴 東京大学出版会 

01-22-112 民法 III [第3版] 債権総論・担保物権 内田 貴 東京大学出版会 

01-22-113 株式会社法 ＜第5版＞ 江頭 憲治郎（著） 有斐閣 

01-22-114 会社法 ＜第16版＞ (法律学講座双書) 神田 秀樹 (著) 弘文堂 

01-22-115 ビジネス実務法務検定試験  2級公式テキスト〈2014年度版〉 東京商工会議所 (編) 中央経済社 

01-22-116 ビジネス実務法務検定試験  3級公式テキスト〈2014年度版〉 東京商工会議所 (編) 中央経済社 

01-22-117 六法全書 ＜平成26年版＞Ⅰ 井上 正仁 (編), 能見 善久 (編) 有斐閣 

01-22-118 六法全書 ＜平成26年版＞Ⅱ 井上 正仁 (編), 能見 善久 (編) 有斐閣 

01-22-119 日本版LLP・LLCの理論と税務―多様な事業体のすべて 川田 剛 財経詳報社 

01-22-120 新会社法エッセンス 宮島 司 弘文堂 

01-22-121 図解 新会社法のしくみ 浜辺 陽一郎 東洋経済新報社 

01-22-122 人を動かす  新装版 デール カーネギー ，山口 博 創元社 

01-22-123 上場会社法入門 森田 章 有斐閣 

01-22-124 PFIの法務と実務 杉本 幸孝 (監修) ,内藤 滋 , 宮崎 圭生（著） 金融財政事情研究会 

01-22-125 経営管理 (日経文庫 (512)) 野中 郁次郎 日本経済新聞社 

01-22-126 理科系の作文技術 (中公新書 (624)) 木下 是雄 中央公論新社 

01-22-127 破天荒!―サウスウエスト航空 驚愕の経営 ケビン フライバーグ , ジャッキー フライバーグ（著） , 小幡 照雄 (訳) 日経BP社 

01-22-128 破天荒!2 仕事はカネじゃない! ケビン・フライバーグ , ジャッキー・フライバーグ （著）, 小幡 照雄 (訳) 日経BP社 

01-22-129 プロフェッショナルマネジャー ハロルド・ジェニーン プレジデント社 

01-22-130 すごい会議-短期間で会社が劇的に変わる！ 大橋 禅太郎 大和書房 

01-22-131 社会起業家―「よい社会」をつくる人たち 町田 洋次 PHP研究所 

01-22-132 松明(たいまつ)は自分の手で 藤沢 武夫 PHP研究所 

01-22-133 真実の瞬間―SAS(スカンジナビア航空)のサービス戦略はなぜ成功したか ヤン カールソン (著), 堤 猶二 (訳) ダイヤモンド社 

01-22-134 サマンサタバサ 世界ブランドをつくる 寺田 和正 日本経済新聞社出版局 

01-22-135 [実学・経営問答]人を生かす 稲盛 和夫 日本経済新聞出版社 

01-22-136 白洲次郎 占領を背負った男 北 康利 講談社 

01-22-137 ザ・ビジョン 進むべき道は見えているか ケン・ブランチャード , ジェシー・ストーナー (著), 田辺 希久子 (訳) ダイヤモンド社 

01-22-138 Excel2010パーフェクトマスター―Windows7完全対応 Windows Vista対応 
(Perfect Master SERIES) 

金城 俊哉; 秀和システム第一出版編集部 秀和システム 

01-22-139 The Happiness Advantage: The Seven Principles of Positive Psycholog That 
Fuel Success and Performance at Work; The Happiness Advantage: The 
Seven Principles of Positive Psychology That Fuel Success and Performance 
at Work 

Shawn Achor; Shawn Achor Crown Business 

01-22-140 戦略・マーケティングの名著を読む 日本経済新聞社（編） 日経文庫 

01-22-141 マネジメントの名著を読む 日本経済新聞社（編） 日経文庫 

01-22-142 株式会社法 江頭  憲治郎 有斐閣 

01-22-143 ビジネスエシックス「企業倫理」 高  巌 日本経済新聞出版社 



01-22-130 すごい会議-短期間で会社が劇的に変わる！ 大橋 禅太郎 大和書房 

01-22-131 社会起業家―「よい社会」をつくる人たち 町田 洋次 PHP研究所 

01-22-132 松明(たいまつ)は自分の手で 藤沢 武夫 PHP研究所 

01-22-133 真実の瞬間―SAS(スカンジナビア航空)のサービス戦略はなぜ成功したか ヤン カールソン (著), 堤 猶二 (訳) ダイヤモンド社 

01-22-134 サマンサタバサ 世界ブランドをつくる 寺田 和正 日本経済新聞社出版局 

01-22-135 [実学・経営問答]人を生かす 稲盛 和夫 日本経済新聞出版社 

01-22-136 白洲次郎 占領を背負った男 北 康利 講談社 

01-22-137 ザ・ビジョン 進むべき道は見えているか ケン・ブランチャード , ジェシー・ストーナー (著), 田辺 希久子 (訳) ダイヤモンド社 

01-22-138 Excel2010パーフェクトマスター―Windows7完全対応 Windows Vista対応 (Perfect 
Master SERIES) 

金城 俊哉; 秀和システム第一出版編集部 秀和システム 

01-22-139 Success and Performance at Work; The Happiness Advantage: The Seven Principles 
of Positive Psychology That Fuel Success and Performance at Work 

Shawn Achor; Shawn Achor Crown Business 

01-22-140 戦略・マーケティングの名著を読む 日本経済新聞社[編] 日経文庫 

01-22-141 マネジメントの名著を読む 日本経済新聞社[編] 日経文庫 

01-22-142 株式会社法 江頭憲治郎 有斐閣 

01-22-143 ビジネスエシックス[企業倫理] 髙巖 日本経済新聞出版社 

01-22-144 倫理・コンプライアンスとＣＳＲ 菱山隆二 経済法令研究会 

01-22-145 【決定版】ハーバード流NOと言わせない交渉術-あらゆる「心理戦」を制する究極の法 ！ウィリアム・ユーリー(著)  斎藤精一郎(訳) 三笠書房 

01-22-146 実践！交渉学  -いかに合意形成を図るか 松浦  正浩 ちくま書房 

01-22-147 契約書作成の実務と書式 阿部・井窪・片山法律事務所[編] 有斐閣 

01-22-148 法務の技法 芦原  一郎 中央経済社 

01-22-149 不正リスク管理・有事対応-経営戦略に活かすマネジメント 山口  利昭 有斐閣 

01-22-150 海外子会社・海外取引のためのコンプライアンス違反・不正調査の法務 吉川達夫、平野高志、小原英志 中央経済社 

01-22-151 会社法 伊藤靖史、大杉謙一、田中亘、松井秀征 有斐閣 

01-22-152 法律学講座双書  会社法 神田  秀樹 弘文堂 

01-22-153 会社法 高橋美加、笠原式朗、久保大作、久保田安彦 弘文堂 

01-22-154 社員の不祥事・トラブル対応マニュアル 渡邊  岳、加藤純子 労務行政 

01-22-155 カリンと学ぶ法学入門 林  誠司 法律文化社 

01-22-156 キリンビール高知支店の奇跡 田村 潤 講談社+α新書 

01-22-157 基本講義 現代海商法 [第2版] 箱井 崇史 成文堂 

01-22-158 海事法 第10版 海事法研究会 編 海文堂 

01-22-159 Daily2018 デイリー六法 平成３０年版 鎌田 薫他 編集 三省堂 

01-22-160 現代商取引法 藤田 勝利・工藤 聡一 編 弘文堂 



【サテ】本学教員著書 目次に戻る 

01-23-01 社会科学系大学院生のための研究の進め方―修士・博士論文を書くまえに ダン レメニイ (著), 小樽商科大学ビジネス創造センター (訳) 同文舘出版 

01-23-02 社会科学系大学院生のための研究の進め方―修士・博士論文を書くまえに ダン レメニイ (著), 小樽商科大学ビジネス創造センター (訳) 同文舘出版 

01-23-03-01 MBAのためのビジネスプランニング 小樽商科大学ビジネススクール (編) 同文舘出版 

01-23-03-02 MBAのためのビジネスプランニング 小樽商科大学ビジネススクール 同文舘出版 

01-23-04 MBAのためのケース分析 小樽商科大学ビジネススクール (編) 同文舘出版 

01-23-05 MBAのための財務会計―基礎から国際会計基準まで 小樽商科大学ビジネススクール (編) 同文舘出版 

01-23-06 美しい経済学―15歳からの大学入門 小樽商科大学高大連携チーム (編) 日本経済評論社 

01-23-07 わかる経営学 (15歳からの大学入門) 小樽商科大学・高大連携チーム（編） 日本経済評論社 

01-23-08 わかる経営学 (15歳からの大学入門) 小樽商科大学・高大連携チーム（編） 日本経済評論社 

01-23-09 守る!企業法学―15歳からの大学入門 小樽商科大学高大連携チーム (編) 日本経済評論社 

01-23-10 経験からの学習-プロフェッショナルへの成長プロセス- 松尾 睦 同文舘出版 

01-23-11 MBAのためのERP―ケーススタディ「ビジネスプロセス構築」 小樽商科大学ビジネススクール日立ソフトウェアエンジニアリング (編) 同文舘出版 

01-23-12 経済マイスターによる知力講座 日本経済新聞社広告局 (編) 日経広告研究所 

01-23-13 多喜二の視点から見た〈身体〉〈地域〉〈教育〉 オックスフォード小林多喜二記念シンポジウ (編) 小樽商科大学出版会 

01-23-14 レクイエム  英語教育にかけた生涯 高嶋稔 たかしまようこ 

01-23-15 MBAのためのケース分析 小樽商科大学ビジネススクール (編) 同文舘出版 

01-23-16 MBAのための組織行動マネジメント 小樽商科大学ビジネススクール (編) 同文舘出版 

01-23-17 MBAのためのビジネスプランニング手法 小樽商科大学ビジネススクール (編) 同文舘出版 

01-23-18 輝光 「学生だより」学生編集員（編） 国立大学法人小樽商科大学 

01-23-19 MBAのための基本問題集 小樽商科大学ビジネススクール(編) 同文舘出版 

01-23-20 MBAのためのビジネスエコノミクス 小樽商科大学ビジネススクール(編) 同文舘出版 

01-23-22 グローバリズムと地域経済 穴沢眞・江頭進(編) 日本評論社 

01-23-23 MBAのための企業家精神講義 小樽商科大学ビジネススクール[編] 同文舘出版 

01-23-24 MBAのための組織行動マネジメント 小樽商科大学ビジネススクール[編] 同文舘出版 

01-23-25 MBAのためのビジネスプランニング  改訂版 小樽商科大学ビジネススクール 同文舘 

01-23-26 MBAのためのビジネスプランニング手法 小樽商科大学ビジネススクール 同文舘 

01-23-28 農業協同組合法 多木誠一郎 全国農業協同組合中央会 

01-23-29 グローバリズムと北海道経済 穴沢 眞、 江頭 進 ナカニシヤ出版 

01-23-30 MBAのためのビジネスプランニング 小樽商科大学ビジネススクール 同文舘出版; 改訂版 (2012/01) 

01-23-31 会社法の道案内 道野眞弘、多木誠一郎、上田真二、新津和典 法律文化社 

01-23-32 イノベーションの成功と失敗  -戦前戦中から戦後に至る日本型イノベーションの真実 武田  立、瀬戸  篤 同文舘出版 

01-23-33 ＲOEが奪う競争力-「ファイナンス理論」の誤解が経営を壊す 手島直樹 日本経済新聞出版社 

01-23-34 学生のためのSNS活用の技術 高橋大洋[著]・佐山公一[編著]・吉田政弘[著] 講談社サイエンティフィク 

01-23-35 ＭＢＡのためのビジネスプランニング手法 小樽商科大学ビジネススクール 編 同文舘出版 



【サテ】サービスマネジメ
ント 

目次に戻る 
01-24-01 コトラーのイノベーション・ブランド戦略-ものづくり企業のための要素技術の｢見える化｣ フィリップ・コトラー  ヴァルデマール・ファルチ  杉光一成[訳] 白桃書房 

01-24-02 サービス業のマーケティング戦略 南方建明・宮城博文・酒井  理 中央経済社 

01-24-03 パブリックリレーションズ 井之上喬 日本評論社 

01-24-04 リレーションシップ・マーケティング―インタラクション志向の関係性へ 岡山  武史  (編著） 五絃舎 

01-24-05 観光まちづくりのマーケティング [編]十代田  朗  [著]山田雄一、内田純一、伊良皆啓、太田正隆、丹 
治朋子 

学芸出版社 

01-24-06 観光の地域ブランディング 敷田麻実、内田純一、森重昌之 学芸出版社 

01-24-07 トリプルヘリックス [著]ヘンリー・エツコウィッツ[訳]三藤利雄、堀内義秀、内田純一 芙蓉書房出版 

01-24-08 地域イノベーション戦略  ブランディング・アプローチ 内田純一 芙蓉書房出版 

01-24-09 グローバル環境における地域企業の経営-ビジネスモデルの形成と発展- 大東和武司、金泰旭、内田純一 文眞堂 

01-24-10 サービス・イノベーションの理論と方法 近藤隆雄 生産性出版 

01-24-11 社会の中で社会のためのサービス工学 独立行政法人  産業技術総合研究所 カナリア書房 

01-24-12 サービス製造業の時代 松崎 和久 税務経理協会 

01-24-13 サービス・マーケティング入門 フィスク／グローブ／ジョン［著］  小川孔輔・戸谷圭子［監訳］ 法政大学出版局 

01-24-14 サービス産業の構造とマーケティング 南方建明／酒井理［著］ 中央経済社 

01-24-15 オープン・サービス・イノベーション  生活者視点から、成長と競争力のあるビジネスを 創
造する 

ヘンリー・チェスブロウ［著］  博報堂大学ヒューマンセンタード・オープ ン
イノベーションラボTBWA＼HAKUHODO［監修・監訳］ 

CCCメディアハウス 

01-24-16 THIS IS SERVICE DESIGN THINKING. 領域横断的アプローチによるビジネスモデルの マーク・スティックドーン／ヤコブ・シュナイダー［編著］ ビー・エヌ・エヌ新社 

01-24-17 北欧型サービス志向のマネジメント  競争を生き抜くマーケティングの新潮流 C・グルンルース［著］  近藤宏一［監訳］／蒲生智哉［訳］ ミネルヴァ書房 

01-24-18 サービスドミナントロジック  マーケティング研究への新たな視座 井上崇通／村松潤一［編著］ 同文舘出版 

01-24-19 サービス・ドミナント・ロジックの発想と応用 ロバート・F･ラッシュ／スティーブン・L・バーゴ［著］  井上崇通［監訳］ 庄
司真人／田口尚史［訳］ 

同文館出版 

01-24-20 サービス・ストラテジー  価値優位性のポジショニング ジェームズ・トゥボール［著］  小山順子［監訳］  有賀裕子［訳］ ファーストプレス 

01-24-21 サービスマネジメント入門  ものづくりから価値づくりの視点へ 近藤隆雄［著］ 生産性出版 

01-24-22 苦情マネジメント大全  苦情の受理から分析・活用までの体系 ベルンド・スタウス＋ウォルフガンク・シーデル［著］  近藤隆雄［監訳］ 山
田和徳＋塙泉［訳］ 

生産性出版 

01-24-23 サービス・マーケティング  サービス商品の開発と顧客価値の創造 近藤隆雄［著］ 生産性出版 

01-24-24 サービス・スタートアップ  イノベーションを加速するサービスデザインのアプローチ テニー・ピニェイロ［著］  武山政直［監訳］ 早川書房 

01-24-25 ビジネスで活かすサービスデザイン  顧客体験を最大化するための実践ガイド ［著］ 
高崎拓哉［翻訳］  澤谷由里子［監修］ 

ビー・エヌ・エヌ新社 

01-24-26 サービスデザイン  フルームワークと事例で学ぶサービス構築 山岡俊樹［編著］ 共立出版 

01-24-27 これからのマーケティングに役立つ、サービス・デザイン入門  商品開発・サービスに 革
新を巻き起こす、顧客目線のビジネス戦略 

J・マルゴス・クラール［著］  郷司陽子［翻訳］  長谷川敦士［監修］ ビー・エヌ・エヌ新社 

01-24-28 サービス・サイエンスの展開  その基礎、課題から将来展望まで ベルンド・スタウス／カイ・エンゲルマン／アンジャ・クレマー／アキム・ ル
ーン［編著］  近藤隆雄／日高一義／水田秀行［訳］ 

生産性出版 

01-24-29 サービズ立国論  成熟経済を活性化するフロンティア 森川正之［著］ 日本経済新聞出版社 

01-24-30 看護師 近藤隆雄／松谷容範／中友美［著］ 新水社 



【サテ禁帯出】辞書 
目次に戻る 

図書番号 図書名 著者 出版社 

01-30-01 新英和中辞典 竹林 滋 , 吉川 道夫 , 小川 繁司 (編) 研究社 

01-30-02 アクセス独和辞典 在間 進 , 亀ヶ谷 昌秀 三修社 

01-30-03 増補新装版  講談社和露辞典 佐藤 勇 講談社 

01-30-04 岩波ロシア語辞典 和久利 誓一 , 飯田 規和 , 新田 実 (編) 岩波書店 

01-30-05 「判例体系  CD-ROM」 ユーザーズマニュアル'97（windows対応） 第一法規出版 

01-30-06 認知科学ハンドブック 安西 祐一郎（編）、大津 由紀雄（編）、溝口 文雄（編）、 石崎 俊（編） 共立出版 

01-30-07 現代 数理科学事典 広中 平祐（編） 大阪書籍 

01-30-08 岩波 数学辞典 第3版 日本数学会（編） 岩波書店 

01-30-09 岩波情報科学辞典 長尾 真（編）、稲垣 康善（編）、辻井 潤一（編）、 中田 育男（編） 岩波書店 

01-30-10 最適化ハンドブック G.L. Nemhauser（編）、M.J. Todd（編）、 A.H.G. Rinnooy Kan（編）  伊理正夫（監訳）、今野 浩（
監訳）、刀根薫（監訳） 

朝倉書店 

01-30-11 応用数理計画ハンドブック 久保 幹雄 , 松井 知己 , 田村 明久 (編) 朝倉書店 

01-30-12 マルチメディア事典 デジタルクリエイターズ連絡協議会 (編) 朝日新聞 

01-30-13 体系 経済学辞典 高橋 泰蔵, 増田 四郎 東洋経済新報社 

01-30-14 日本経済事典 伊藤 元重 , 植田 和男 , 小峰 隆夫 , 猪木 武徳 , 加護野 忠男 , 樋口 美雄 (編) 日本経済新聞社 

01-30-15 経済学辞典 大阪市立大学経済研究所 (編) 岩波書店 

01-30-16 有斐閣経済辞典 金森 久雄 , 森口 親司 , 荒 憲治郎 (編) 有斐閣 

01-30-17 クロニクル日本経済事典 牧野 昇 東洋経済新報社 

01-30-18 最新英和経済ビジネス用語辞典 長谷川 啓之 春秋社 

01-30-19 経営学辞典 占部 都美 （編著） 中央経済社 

01-30-20 経営学用語辞典 田島 壮幸 (編) 税務経理協会 

01-30-21 ビジネス・経営学辞典 二神 恭一 中央経済社 

01-30-22 会計全書〈平成9年度〉 新井 清光 (監修),金子 宏 中央経済社 

01-30-23 会計学大辞典 森田 哲弥 , 中村 忠 , 岡本 清 (編) 中央経済社 

01-30-24 会計学辞典 神戸大学会計学研究室 (編) 同文舘出版 

01-30-25 日本会計・監査規範形成史料 新井 清光 (編) 中央経済社 

01-30-26 英和 会計経理用語辞典 新井 清光 (編) 中央経済社 

01-30-27 税法用語事典 金子 宏 税務経理協会 

01-30-28 法人税法精説〈平成14年版〉 武田 隆二 森山書店 

01-30-29 マーケティングハンドブック Jehoshua Eliashberg, Gary L. Lilien (編), 森村 英典 , 木島 正明 , 岡太 彬訓 , 守口 剛 (訳) 朝倉書店 

01-30-30 詳解マーケティング辞典 徳永 豊（編集）、D. マクラクラン（編集）、 H. タムラ（編集） 同文舘出版 

01-30-31 体系 マーケティングリサーチ事典 林 英夫, 種子田 実 , 上笹 恒 , 加藤 五郎 同友館 

01-30-32 最新・商品流通ハンドブック 日経産業消費研究所 (編) 日経 

01-30-33 最新 商業辞典 鈴木 安昭 , 白石 善章 (編) 同文舘出版 

01-30-34 会計法規集 中央経済社 (編) 中央経済社 

01-30-35 金融辞典 館 竜一郎（編） 東洋経済新報社 

01-30-36 金融辞典 館 竜一郎（編） 東洋経済新報社 

01-30-37 財務・金融小辞典 諸井 勝之助, 後藤 幸男 中央経済社 

01-30-38 大月 金融辞典 金融辞典編集委員会 (編) 大月書店 

01-30-39 IT・ネット社会データ総覧 (2005) 日本能率協会総合研究所 （編） 生活情報センター 

01-30-40 民力2005 朝日新聞社 (編) 朝日新聞社 

01-30-41 流通経済の手引〈’98〉 日経流通新聞 (編) 日本経済新聞社 

01-30-42 経済白書〈平成9年版〉改革へ本格起動する日本経済 経済企画庁 , 経企庁= (編) 大蔵省印刷局 

01-30-43 週刊東洋経済臨時増刊  DATABANK  経済統計年鑑  1997年版 東洋経済新報社 

01-30-44 週刊東洋経済  臨時増刊  DATEBANK  地域経済総覧  1998年版 東洋経済新報社 

01-30-50 英米法辞典 田中 英夫 (編) 東京大学出版会 

01-30-51 有斐閣 法律用語辞典 内閣法制局法令用語研究会 (編) 有斐閣 

01-30-52 法律学小辞典 金子 宏 , 新堂 幸司 , 平井 宣雄 (編) 有斐閣 

01-30-53 国際条約集〈1998〉 山本 草二 (編) 有斐閣 



01-30-54 国際条約集〈1998〉 山本 草二 (編) 有斐閣 

01-30-55 国際条約集〈1998〉 山本 草二 (編) 有斐閣 

01-30-56 解説 条約集 小田 滋 , 石本 泰雄 (編) 三省堂 

01-30-57 ベーシック条約集 田畑 茂二郎 , 高林 秀雄 (編) 東信堂 

01-30-58 知的財産権六法 角田 政芳 (編) 三省堂 

01-30-59 知的財産権六法 角田 政芳 (編) 三省堂 

01-30-60 広辞苑 第六版 (机上版) 新村 出 岩波書店 

01-30-61 オックスフォード現代英英辞典 第7版 CD‐ROM付 A S Hornby オックスフォード大学出版局 

01-30-62 オックスフォード英語類語活用辞典 オックスフォード大学出版局（著）、 OUP（著） オックスフォード大学出版局 

01-30-63 大辞泉 松村 明（監修）、 小学館『大辞泉』編集部（編集） 小学館 

01-30-64 擬音語・擬態語4500 日本語オノマトペ辞典 小野 正弘（著、編集） 小学館 

01-30-65 プログレッシブ英語逆引き辞典 国広 哲弥（編集）、 堀内 克明（編集） 小学館 

01-30-66 プログレッシブ英和中辞典[第4版]並装 国広 哲弥（編集）、堀内 克明（編集）、 安井 稔（編集） 小学館 

01-30-67 小学館プログレッシブ和英中辞典 近藤 いね子、 高野 フミ 小学館 

01-30-68 NHK日本語発音アクセント辞典 NHK放送文化研究所（編集）、 日本放送協会放送文化研究所（編集） 日本放送出版協会 

01-30-69 ロングマン Language and Culture 英英辞典 ピアソンエデュケーション 

01-30-70 新英和大辞典 第六版 ― 並装 竹林 滋 研究社 

01-30-71 研究社新和英大辞典  第５版 渡邉 敏郎（編集）、E.Skrzypczak（編集）、 P.Snowden（編集） 研究社 

01-30-72 マクミラン英英辞典 第2版 2色刷 南雲堂フェニックス 

01-30-73 Collinsコウビルド米語版英英和辞典 日本出版貿易 

01-30-74 ロングマンビジネス英語実用英英辞典 ピアソンエデュケーション 

01-30-75 Concise Oxford American Dictionary Oxford University Press（編集） Oxford Univ Pr (T) 

01-30-76 Merriam-Webster's Collegiate Dictionary (with CD-ROM) (Merriam Webster's 
Collegiate Dictionary) 

Merriam-Webster（著） Merriam Webster 

01-30-77 Cambridge Dictionary of American English Paperback with CD-ROM Cambridge University Press 

01-30-78 Longman Exams Dictionary: Update (L Exams Dictionary) Pearson Longman 

01-30-79 バロンズ金融用語辞典 第7版 ジョン・ダウンズ（著、編集）、ジョーダン・エリオット・グッドマン（編集）、西村 信勝（翻 訳）
、井上 直樹（翻訳）、田中  志ほり（翻訳） 

日経BP社 

01-30-80 会社経理実務辞典 仰星監査法人 (著) 日本実業出版社 

01-30-81 デイリー六法2011 平成23年版 鎌田薫（編集） 三省堂 

01-30-83 新版 会計法規集 中央経済社 中央経済社 

01-30-84 六法全書 平成23年版  Ｉ 江頭 憲治郎、小早川 光郎、西田 典之、 高橋 宏志 有斐閣 

01-30-85 六法全書 平成23年版  Ⅱ 江頭 憲治郎、小早川 光郎、西田 典之、 高橋 宏志 有斐閣 

01-30-86 株式会社法 第４版 江頭 憲治郎 有斐閣 

01-30-87 日英中台韓  5ヵ国語会計・会計学用語辞典 徳賀芳弘 税務経理協会 

01-30-89 判例六法① 西田典之 有斐閣 

01-30-90 判例六法② 西田典之 有斐閣 



【MBA10～11   DVD】 
目次に戻る 

図書番号 図書名 著者 出版社 

02-10-01 【DVD】NHKプロフェッショナル仕事の流儀  リゾート再生請負人  星野佳路 の
仕事  "信じる力"が人を動かす 

日本放送出版協会 NHKエンタープライズ 

02-10-02 【DVD】NHKプロフェッショナル仕事の流儀  小児心臓外科医  佐野俊二の仕 事  
ひたむきに"治す人"をめざせ 

日本放送出版協会 NHKエンタープライズ 

02-10-03 【DVD】NHKプロフェッショナル仕事の流儀  パティシエ  杉野英実の仕事  あ たり
前が一番むずかしい 

日本放送出版協会 NHKエンタープライズ 

02-10-04 【DVD】NHKプロフェッショナル仕事の流儀  アートディレクター  佐藤可士和 の
仕事  ヒットデザインはこうして生まれる 

日本放送出版協会 NHKエンタープライズ 

02-10-05 【DVD】NHKプロフェッショナル仕事の流儀  弁護士  宇都宮健児の仕事  人 生
も仕事もやり直せる 

日本放送出版協会 NHKエンタープライズ 

02-10-06 【DVD】NHKプロフェッショナル仕事の流儀  量子物理学者  古澤明の仕事 バ
ントをするなホームランを狙え 

日本放送出版協会 NHKエンタープライズ 

02-10-07 【DVD】NHKプロフェッショナル仕事の流儀  WHO医師  新藤奈邦子の仕事 鳥
インフルエンザを封じ込めろ 

日本放送出版協会 NHKエンタープライズ 

02-10-08 【DVD】NHKプロフェッショナル仕事の流儀  左官  挟土秀平の仕事  不安の 中
に成功がある 

日本放送出版協会 NHKエンタープライズ 

02-10-09 【DVD】NHKプロフェッショナル仕事の流儀  英語講師  竹岡広信の仕事  "な にく
そ！"負けたらあかん 

日本放送出版協会 NHKエンタープライズ 

02-10-10 【DVD】NHKプロフェッショナル仕事の流儀  スタジオジブリ  鈴木敏夫の仕事 自
分は信じない人を信じる 

日本放送出版協会 NHKエンタープライズ 

02-10-11 【DVD】NHKプロフェッショナル仕事の流儀  商品企画部長  佐藤章の仕事 チ
ームの力がヒットを生む 

日本放送出版協会 NHKエンタープライズ 

02-10-12 【DVD】NHKプロフェッショナル仕事の流儀  樹木医  塚本こなみの仕事  藤 の
老木に命を教わる 

日本放送出版協会 NHKエンタープライズ 

02-10-13 【DVD】NHKプロフェッショナル仕事の流儀  高校教師  大瀧雅良の仕事  勝 つ
ことよりも大事なことがある 

日本放送出版協会 NHKエンタープライズ 

02-10-14 【DVD】NHKプロフェッショナル仕事の流儀  ゲーム開発部長  植村比呂志の 仕
事  現場に出ろ、答えはそこにある 

日本放送出版協会 NHKエンタープライズ 

02-10-15 【DVD】NHKプロフェッショナル仕事の流儀  棋士  羽生善治の仕事  直感は 経
験で磨く 

日本放送出版協会 NHKエンタープライズ 

02-10-16 【DVD】NHKプロフェッショナル仕事の流儀  ベンチャー企業経営者  飯塚哲 哉
の仕事  リスクを取らなきゃ人生は退屈だ 

日本放送出版協会 NHKエンタープライズ 

02-10-17 【DVD】NHKプロフェッショナル仕事の流儀  中学英語教師  田尻悟朗の仕事 楽
しんで学べ傷ついて育て 

日本放送出版協会 NHKエンタープライズ 

02-10-18 【DVD】NHKプロフェッショナル仕事の流儀  編集者  石原正康の仕事  ベスト セ
ラーはこうして生まれる 

日本放送出版協会 NHKエンタープライズ 

02-10-19 【DVD】NHKプロフェッショナル仕事の流儀  コンビニ経営者  新浪剛史の仕 事  
さらけ出して熱く語れ 

日本放送出版協会 NHKエンタープライズ 

02-10-20 【DVD】NHKプロフェッショナル仕事の流儀  玩具企画開発者  横井昭裕の仕 事  
ヒットの秘密は"トゲ"にあり 

日本放送出版協会 NHKエンタープライズ 

02-10-21 【DVD】NHKプロフェッショナル仕事の流儀  海上保安官  寺門嘉之の仕事 冷
静に、心を燃やす 

日本放送出版協会 NHKエンタープライズ 

02-10-22 【DVD】NHKプロフェッショナル仕事の流儀  ウイスキーブレンダー  奥水精一 の
仕事  優等生では面白くない 

日本放送出版協会 NHKエンタープライズ 

02-10-23 【DVD】NHKプロフェッショナル仕事の流儀  農家  木村秋則の仕事  りんご は
愛で育てる 

日本放送出版協会 NHKエンタープライズ 

02-10-24 【DVD】NHKプロフェッショナル仕事の流儀  漫画家  浦沢直樹の仕事  心の ま
まに、荒野を行け 

日本放送出版協会 NHKエンタープライズ 

02-10-25 【DVD】NHKプロフェッショナル仕事の流儀  指揮者  大野和士の仕事  が け
っぷちの向こうに喝采（かっさい）がある 

日本放送出版協会 NHKエンタープライズ 

02-10-26 【DVD】NHKプロフェッショナル仕事の流儀  専門看護師  北村愛子の仕事 迷
わず走れ、そして飛び込め 

日本放送出版協会 NHKエンタープライズ 

02-10-27 【DVD】NHKプロフェッショナル仕事の流儀  ベンチャー企業経営者  南場智 子
の仕事  仕事でこそ、人は育つ 

日本放送出版協会 NHKエンタープライズ 

02-10-28 【DVD】NHKプロフェッショナル仕事の流儀  中学教師  鹿嶋真弓の仕事  人 の
中で人は育つ 

日本放送出版協会 NHKエンタープライズ 

02-10-29 【DVD】NHKプロフェッショナル仕事の流儀  競馬調教師  藤澤和雄の仕事 未
来を見すえる者が勝つ 

日本放送出版協会 NHKエンタープライズ 

02-10-30 【DVD】NHKプロフェッショナル仕事の流儀  装丁家  鈴木成一の仕事  誇り は
自分で創（つく）り出す 

日本放送出版協会 NHKエンタープライズ 

02-11-12 エンロン 巨大企業はいかにして崩壊したのか? デラックス版 [DVD] ジェネオン エンタテインメント 

02-11-13 映画 ハゲタカ(2枚組) [DVD] 東映 

02-11-14 キャピタリズム~マネーは踊る プレミアム・エディション [DVD] ジェネオン・ユニバーサル 

02-11-15 ザ・コーポレーション [DVD] アップリンク 



DVD 
目次に戻る 

図書番号 図書名 著者 出版社 

04-01 TWELVE O`CLOCK HIGH 頭上の敵機 ヘンリーキング ダリル・F・ザナック 

04-02 TWELVE O`CLOCK HIGH 頭上の敵機 ヘンリーキング ダリル・F・ザナック 

04-03 TWELVE O`CLOCK HIGH 頭上の敵機 ヘンリーキング ダリル・F・ザナック 

04-04 TWELVE O`CLOCK HIGH 頭上の敵機 ヘンリーキング ダリル・F・ザナック 

04-05 プロジェクトX：窓際族が世界規格を作った～VHS・執念の逆転劇～ NHK NHKソフトウェア 

04-06 プロジェクトX：世界を驚かせた一台の車～各社長と闘った若手社員たち～ NHK NHKソフトウェア 

04-07 プロジェクトX：翼はよみがえった  １～YS－１１・日本初の国産旅客機～ NHK NHKソフトウェア 

04-08 プロジェクトX：翼はよみがえった  ２～YS－１１・運命の初飛行～ NHK NHKソフトウェア 

04-09 プロジェクトX：妻へ贈ったダイニングキッチン～勝負は一坪・住宅革命の秘 密 NHK NHKソフトウェア 

04-10 プロジェクトX：町工場  世界へ翔ぶ  ～トランジスタラジオ・営業マンの戦い 
～ 

NHK NHKソフトウェア 

04-11 プロジェクトX：液晶  執念の対決～瀬戸際のリーダー・大勝負～ NHK NHKソフトウェア 

04-12 プロジェクトX：日本初のマイカー  てんとう虫  町をゆく～家族たちの自動車 革
命～ 

NHK NHKソフトウェア 

04-13 プロジェクトX：通勤ラッシュを退治せよ～世界初・自動改札機誕生～ NHK NHKソフトウェア 

04-14 プロジェクトX：逆転  田舎工場  世界を制す  ～クオーツ・革命の腕時計～ NHK NHKソフトウェア 

04-15 プロジェクトX：魔法のラーメン  ８２億食の奇蹟～カップめん・どん底からの逆 転
劇～ 

NHK NHKソフトウェア 

04-16 プロジェクトX：国産コンピューター  ゼロからの大逆転～日本技術界  伝説 の
ドラマ～ 

NHK NHKソフトウェア 

04-17 プロジェクトX：運命のZ計画～世界一売れたスポーツカー伝説～ NHK NHKソフトウェア 

04-18 プロジェクトX：家電元年  最強営業マン立つ～勝負は洗濯機～ NHK NHKソフトウェア 

04-19 プロジェクトX：男たちの復活戦  デジタルカメラに賭ける NHK NHKソフトウェア 

04-20 プロジェクトX：制覇せよ  世界最高峰レース～マン島・オートバイにかけた若 者
たち 

NHK NHKソフトウェア 

04-21 いのちの記憶－小林多喜二・２９年の人生－ HBC HBC 

04-22 いのちの記憶－小林多喜二・２９年の人生－ HBC HBC 

04-23 【禁帯出】小樽商科大学創立100周年  記念DVD/CD  北に一星あり  小なれ ど  
その輝光強し 

国立大学法人小樽商科大学 株式会社エイチ・ビー・シー・フ 
レックス 



VTR 
目次に戻る 

図書番号 図書名 著者 出版社 

05-01 よく分かるマーケティング：①マーケティングの基本と市場のつかみ方 野口智雄 日本経済新聞社 

05-02 よく分かるマーケティング：②製品戦略と価格戦略 野口智雄 日本経済新聞社 

05-03 よく分かるマーケティング：③チャンネル戦略とコミュニュケーション戦略 野口智雄 日本経済新聞社 

05-04 プロジェクトX：窓際族が世界規格を作った～VHS・執念の逆転劇～ NHK NHKソフトウェア 

05-05 プロジェクトX：世界を驚かせた一台の車～各社長と闘った若手社員たち～ NHK NHKソフトウェア 

05-06 プロジェクトX：翼はよみがえった  １～YS－１１・日本初の国産旅客機～ NHK NHKソフトウェア 

05-07 プロジェクトX：翼はよみがえった  ２～YS－１１・運命の初飛行～ NHK NHKソフトウェア 

05-08 プロジェクトX：妻へ贈ったダイニングキッチン～勝負は一坪・住宅革命の秘 密 NHK NHKソフトウェア 

05-09 プロジェクトX：町工場  世界へ翔ぶ  ～トランジスタラジオ・営業マンの戦い 
～ 

NHK NHKソフトウェア 

05-10 プロジェクトX：液晶  執念の対決～瀬戸際のリーダー・大勝負～ NHK NHKソフトウェア 

05-11 プロジェクトX：日本初のマイカー  てんとう虫  町をゆく～家族たちの自動車 革
命～ 

NHK NHKソフトウェア 

05-12 プロジェクトX：通勤ラッシュを退治せよ～世界初・自動改札機誕生～ NHK NHKソフトウェア 

05-13 プロジェクトX：逆転  田舎工場  世界を制す  ～クオーツ・革命の腕時計～ NHK NHKソフトウェア 

05-14 プロジェクトX：魔法のラーメン  ８２億食の奇蹟～カップめん・どん底からの逆 転
劇～ 

NHK NHKソフトウェア 

05-15 プロジェクトX：国産コンピューター  ゼロからの大逆転～日本技術界  伝説 の
ドラマ～ 

NHK NHKソフトウェア 

05-16 プロジェクトX：運命のZ計画～世界一売れたスポーツカー伝説～ NHK NHKソフトウェア 

05-17 プロジェクトX：制覇せよ  世界最高峰レース～マン島・オートバイにかけた若 者
たち 

NHK NHKソフトウェア 

05-18 プロジェクトX：男たちの復活戦  デジタルカメラに賭ける NHK NHKソフトウェア 

05-19 プロジェクトX：家電元年  最強営業マン立つ～勝負は洗濯機～ NHK NHKソフトウェア 
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