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近くの書店にお願いいたします。書店店頭にない場合は、
書店へご注文下さい。書店でお取り寄せいたします。
■お近くに書店がない場合は、小社にご連絡下さい。
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　小社は、日本の代表的な経済誌である『週刊東洋経済』をはじめ、投資情報誌の『会社四季報』

データ情報誌のデータバンク・シリーズなどを刊行しています。

また各種CD－ROM、東洋経済オンライン、電子書籍や電子雑誌等のデジタル媒体事業にも力を入

れております。
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ア

04259-5 IDEA
アイデア

HACKS
ハ ッ ク

！ 118
04445-2 IDEA

アイデア

HACKS
ハ ッ ク

！2.0 118
55755-6 アイデア・メーカー 130
50252-5 IT 幸福論 130
60196-9 IT 内部統制ケースブック 91
50281-5 IT ナビゲーター2016年版 114
58107-0 IT ロードマップ 2016年版 114
31414-2 アイデンティティ経済学 23
39607-0 アイドル国富論 153
50242-6 アイリスオーヤマ 一目瞭然の経営術

114
53359-8 アクション・バイアス 73
10022-6 アジア経済読本（読本シリーズ） 174
81601-1 アジア長期経済統計1台湾 55
81603-5 アジア長期経済統計3中国 55
44348-4 アジアの経済発展と金融システム（東南ア

ジア編) 66
55765-5 明日、会社を辞めても「稼げる人」になれ

る本 101
21222-6 明日の地方創生を考える 78
70142-3 ASEAN の社会保険実務 107
71177-4 アセットマネジメントの世界 49
22348-2 頭がよくなる算数パズル 118
52205-9 新しい市場のつくりかた 78
73296-0 あなたの資産を大きく育てる NISA 完全

活用術 143
44339-2 あなたの T シャツはどこから来たのか？

23
55697-9 アナロジー思考 130
31398-5 アニマルスピリット 23
44424-5 アフリカ進出戦略ハンドブック 131
44381-1 アフリカビジネス入門 68
21214-1 安倍政権 365日の激闘 149
39590-5 アベノミクスの幻想 42
06189-3 甘い罠 162
53162-4 アメーバ経営論 78
39585-1 アメリカの世界戦略に乗って、日本経済は

大復活する！ 37
22334-5 あ、「やりがい」とかいらないんで、とりあ

えず残業代ください。 131
65427-9 アルファを求める男たち 49
39535-6 アングロサクソン資本主義の正体 64
70130-0 安心の社会保障改革 58
60168-6 アンソニー 会計学入門 91

イ

04555-8 EQ 「感じる力」の磨き方 131
55499-9 EQ こころの鍛え方 118
55546-0 EQ こころの距離の近づけ方 118
53245-4 意思決定のマネジメント 78
06053-7 石橋湛山研究 159

＜石橋湛山全集（全16巻)＞
06156-5 石橋湛山全集 第一巻 161
06157-2 石橋湛山全集 第二巻 161
06158-9 石橋湛山全集 第三巻 161
06159-6 石橋湛山全集 第四巻 161
06160-2 石橋湛山全集 第五巻 161
06161-9 石橋湛山全集 第六巻 161
06162-6 石橋湛山全集 第七巻 161
06163-3 石橋湛山全集 第八巻 161
06164-0 石橋湛山全集 第九巻 161
06165-7 石橋湛山全集 第十巻 161
06166-4 石橋湛山全集 第十一巻 161
06167-1 石橋湛山全集 第十二巻 161
06168-8 石橋湛山全集 第十三巻 161
06170-1 石橋湛山全集 第十四巻 161
06171-8 石橋湛山全集 第十五巻（補訂版） 161
06173-2 石橋湛山全集 第十六巻（補巻） 161

06081-0 石橋湛山著作集1 159
06082-7 石橋湛山著作集2 159
06083-4 石橋湛山著作集3 159
06084-1 石橋湛山著作集4 159
37106-0 石橋湛山の経済思想 159
04559-6 医者を選べば認知症は良くなる！ 167
04584-8 医者をめざす君へ 163
44343-9 イスラム金融入門 49
04542-8 1時間で完全マスター はじめての図解

131
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09307-8 1時間でスピード解説！ 図解 シェール
ガス革命 110

60171-6 「1秒！」で財務諸表を読む方法 91
60201-0 「1秒！」で財務諸表を読む方法〔企業分析

編〕 91
60220-1 「1秒！」で財務諸表を読む方法〔経済

ニュース編〕 91
60190-7 「1秒！」で財務諸表を読む方法〔実践編〕

91
07100-7 1秒でわかる！アパレル業界ハンドブック

114
07108-3 1秒でわかる！医薬品業界ハンドブック

114
07107-6 1秒でわかる！印刷業界ハンドブック

114
07101-4 1秒でわかる！小売業界ハンドブック

114
07103-8 1秒でわかる！コンサルティング業界ハン

ドブック 114
07106-9 1秒でわかる！人材サービス業界ハンド

ブック 114
07105-2 1秒でわかる！先端素材業界ハンドブック

115
07104-5 1秒でわかる！半導体業界ハンドブック

115
55611-5 1回の会議・打ち合わせで必ず結論を出す

技術 131
06200-5 いっきに学び直す日本史 近代・現代 実

用編 162
06199-2 いっきに学び直す日本史 古代・中世・近

世 教養編 162
55637-5 一生モノの勉強法 119
73336-3 1勝4敗でもしっかり儲ける新高値ブレイ

ク投資術 143
55749-5 一品で会社を変える 119
58088-2 一歩先のクラウド戦略 106
52216-5 イノベーション 42
50227-3 イノベーションとは何か 23
31421-0 EViews による計量経済分析 55
60213-3 IFRS はこうなる 91
31476-0 今さら聞けない経済教室 23
73333-2 いますぐプライベートカンパニーを作りな

さい！ 143
10541-2 イラストでわかる 知らないと損する

パート & 契約社員の労働法 Ver.3 164
10535-1 イラストでわかる 知らないと損する労災

保険 164
10538-2 イラストでわかる 知らないと損する労働

組合活用法 152
10540-5 イラストでわかる 知らないと損する労働

者派遣法 Ver.3 152
04506-0 医療の巨大転換（パラダイム・シフト）を

加速する 167
73310-3 いわゆる「当たり前の幸せ」を愚直に追い

求めてしまうと、30歳サラリーマンは、年
収1000万円でも破産します。 42

55716-7 インサイドセールスの実務 105
26094-4 インターンシップで志望の業界・職種に内

定する方法 140
50240-2 インパクト志向 119
73315-8 インフレ貧乏にならないための資産防衛術

143

ウ

31418-0 ウィリアムソン マクロ経済学Ⅰ 28
31431-9 ウィリアムソン マクロ経済学Ⅱ 28
52188-5 ウェイマネジメント 78
44413-9 ウォール街が教えたくない日本大逆転の

チャンス 42
73268-7 ウォーレン・バフェット 華麗なる流儀

49
39512-7 「失われた10年」の真実 37
04392-9 うちの母は糖尿人 167
22342-0 宇宙を目指して海を渡る MIT で得た学

び、NASA 転職を決めた理由 119
04596-1 うつかな？と思ったら男性更年期を疑いな

さい 167
26105-7 うっかり一生年収300万円の会社に入ってし

まった君へ 119

エ

55747-1 営業は準備力 105
04424-7 営業マンは理系思考で売りなさい 105
53243-0 影響力のマネジメント 86
65370-8 エグゼクティブのためのコーポレート・

ファイナンス入門 49
47086-2 Excel 対応 90分でわかる！ 日本で一番

やさしい「データ分析」超入門 55
44304-0 エコノミスト 南の貧困と闘う 68
65399-9 SRI と新しい企業・金融 45
22366-6 NHK はなぜ、反知性主義に乗っ取られた

のか 153
96115-5 NPS の極意 78
22312-3 NPO で働く 119
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22234-8 NPO 法人をつくろう 153
50276-1 江ノ電 10km の奇跡 97
04564-0 Evernote 仕事術 131
76214-1 FTA/EPA でビジネスはどう変わるか

97
53379-6 M&A シナジーを実現する PMI 79
71172-9 M&A と株価 45
53246-1 MBA エッセンシャルズ 73
31389-3 MBA のためのミクロ経済学入門Ⅰ 27
31396-1 MBA のためのミクロ経済学入門Ⅱ 27
52186-1 MBB：「思い」のマネジメント 79
52209-7 MBB：「思い」のマネジメント 実践ハン

ドブック 131
04333-2 遠隔透視ハンドブック 172
21188-5 援助じゃアフリカは発展しない 68
73326-4 エンダウメント投資戦略 144
68135-0 円安 vs.円高 どちらの道を選択すべきか

53

オ

04554-1 お医者さんは教えてくれない 妊娠・出産
の常識ウソ・ホント 167

44417-7 欧州解体 65
44407-8 欧州リスク 65
53337-6 欧米・新興国・日本16ヵ国50社の グロー

バル市場参入戦略 79
04276-2 大金持ちをランチに誘え！ 119
04426-1 大泥棒 154
52160-1 大前研一 新・経済原論 79
52122-9 大前研一 新・資本論 79
04492-6 お母さんだからできる！ 男の子の国語力

の伸ばし方 164
04491-9 お母さんだからできる！ 女の子の算数力

の伸ばし方 164
05929-6 お母さんは世界一の名医［プレミア健康選

書］ 175
04439-1 オーガニック検査員・水野葉子の「家族と

食べたい！」食品選び 167
31481-4 お金原論 144
55710-5 お金をかけずにマスコミにとりあげられる

ユダヤ式 PR 術 101
31385-5 オークション 理論とデザイン 27
50188-7 オーケストラの経営学 79
55541-5 オタク市場の研究 102
58098-1 O2O 新・消費革命 106
04585-5 夫が亡くなったときに読むお金の話 164
55714-3 おっとりした人が最後に勝つ成功法則

119
04363-9 おっぱい先生の母乳育児「超」入門 164
04528-2 男の成熟 119
52172-4 オーナー社長と後継者のための事業承継入

門 96
55690-0 おもてなし経営 79
22327-7 親子で勝つ就活 140
65455-2 オルタナティブ投資入門 49
76218-9 音楽産業 再成長のための組織戦略 110
05935-7 御社に「うつ」が多い理

ワ

由
ケ

［プレミア健康
選書］ 175

カ

53357-4 海外企業買収 失敗の本質 79
26088-3 海外日本企業の人材形成 64
04362-2 会計探偵クラブ 92
60212-6 会計直観力を鍛える 92
60209-6 会計ドレッシング 92
04369-1 会計 HACKS

ハ ッ ク

！ 119
73299-1 外国人投資家はいま何を考えているのか

144
55604-7 外資系キャリアの出世術 120
55623-8 外資系キャリアの転職術 120
55731-0 外資系金融の Excel 作成術 131
55748-8 外資系コンサルタントの企画力 131
04556-5 外資系コンサルに学ぶ聞き方の教科書

131
55720-4 外資系コンサルのスライド作成術 132
55759-4 外資系コンサルのスライド作成術 作例集

132
55763-1 外資系コンサルのリサーチ技法 132
04527-5 会社に入ったら三年間は「はい」と答えな

さい 132
53294-2 会社の事件簿！ 97
53290-4 会社のものさし 92
22339-0 「外食の裏側」を見抜くプロの全スキル、教

えます。 164
65457-6 改正土壌汚染対策法 土壌汚染地の保有と

対策 110
65444-6 改正 PFI 法解説 63
37111-4 概説 世界経済史Ⅰ 70
37112-1 概説 世界経済史Ⅱ 70
68142-8 外為決済と CLS 銀行 49
50225-9 回転寿司の経営学 79
44364-4 開発経済学入門 68
55653-5 カオティクス 102
55647-4 過去問で鍛える地頭力 132
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55555-2 仮説思考 120
68138-1 仮想通貨 49
39569-1 家族の衰退が招く未来 154
55722-8 価値創造の思考法 102
55606-1 勝間式「利益の方程式」 92
61058-9 必ずもめる相続税の話 164
04355-4 必ずもめる相続の話 164
61062-6 金持ちは税率70％でもいい VS みんな10％

課税がいい 23
73170-3 株価チャートの実戦心理学 144
73002-7 株式罫線の見方・使い方 144
73324-0 株で勝つ！ 会社四季報超活用法 144
31425-8 株主主権を超えて 35
65470-5 貨幣と金融政策 45
76177-9 ガラパゴス化する日本の製造業 37
04515-2 カラン・メソッド 「英語反射力」を鍛える

奇跡の学習法 132
50233-4 カレーの経営学 79
68122-0 為替オーバーレイ入門 49
68132-9 為替相場の分析手法 50
76201-1 「考えるクルマ」が世界を変える 110
31287-2 環境経済学入門 69
50248-8 環境でこそ儲ける 115
10014-1 観光読本（読本シリーズ） 174
04332-5 韓国「県民性」の旅 172
60215-7 監査役になったら一番はじめに読む本 92
60185-3 監査役の条件 80
73283-0 完全レベル別30代～50代のための海外投資

「超」入門 144
50280-8 「感動」ビジネスの方程式 120
73289-2 がんばる！かぶ 6時間でわかる株の授業

144

キ

06137-4 気概の人 石橋湛山 160
53366-6 危機管理の死角 42
55696-2 危機にこそ、経営者は戦わなければならな

い！ 100
37089-6 企業家とは何か 70
65354-8 企業金融講義 45
81301-0 企業経済学（プログレッシブ経済学シリー

ズ) 30
31202-5 企業・市場・法 31
53310-9 企業・自治体・警察関係者のための暴力団

排除条例入門 153
50211-2 起業の教科書 102
96108-7 企業のための不動産戦略 115

60162-4 企業分析シナリオ（ベストソリューショ
ン） 92

53372-7 企業変革のための IT 戦略 107
53252-2 企業法とコンプライアンス 86
04408-7 奇跡の野菜 167
21198-4 北朝鮮のリアル 151
55742-6 キーパーソン・マーケティング 102
47083-1 基本統計学 55
60218-8 キャッシュマネジメント入門 92
55432-6 キャプランとノートンの戦略バランスト・

スコアカード 86
55672-6 キャリアノートで会社を辞めても一生困ら

ない人になる 132
55577-4 究極のセールスレター 102
55578-1 究極のマーケティングプラン 102
55634-4 90日間でトップセールスマンになれる最強

の営業術 105
31368-8 旧約聖書のゲーム理論 31
97320-2 業界地図 10年後浮かぶ業界沈む業界

115
44409-2 共生経済学（上） 64
44410-8 共生経済学（下） 64
21196-0 行政ビジネス 149
53308-6 競争戦略としてのグローバルルール 86
52203-5 競争戦略論 86
04512-1 京大・鎌田流 一生モノの時間術 120
04371-4 京大・鎌田流 一生モノの人脈術 120
55656-6 京大・鎌田流 知的生産な生き方 120
04370-7 京都の名医がおしえる「やせる食べ方」

167
04405-6 京都の名医がおしえる「やせる食べ方」レ

シピ集 167
50176-4 京都花

はな

街
まち

の経営学 80
31469-2 教養としてのマクロ経済学 42
70137-9 行列のできる人気セミナー講師が書いた世

界一やさしい年金の本 164
70128-7 行列のできる保険ショップがはじめて書い

た 世界一やさしい保険の本 165
39508-0 巨大銀行の消滅 45
55725-9 「キレ」の思考 「コク」の思考 120
68136-7 銀行は裸の王様である 50
06190-9 近代日本と石橋湛山 70
65417-0 禁断の市場 54
65266-4 金融 45
81297-6 金融（プログレッシブ経済学シリーズ)

30
65438-5 金融英語入門 50
65472-9 金融が支える日本経済 53
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60214-0 金融機関のための金融商品会計ハンドブッ
ク 92

65471-2 金融機関マネジメント 45
60177-8 金融危機の本質は何か 45
44429-0 金融恐慌 1907 65
65426-2 金融経済入門 45
71157-6 金融工学入門 54
60217-1 金融商品会計の実務 92
68116-9 金融政策とオープンマクロ経済学 53
65466-8 金融中国語入門 50
10029-5 金融読本 174
65463-7 金融は人類に何をもたらしたか 46
65414-9 金融マンのためのこれ1冊でわかるデリバ

ティブ・証券化商品入門 50
50234-1 銀輪の巨人 115

ク

31285-8 空間経済学 31
04210-6 久司道夫のマクロビオティック 入門編

168
04219-9 久司道夫のマクロビオティック 美しくな

るレシピ 168
06195-4 薬で読み解く江戸の事件史 162
31426-5 グッズとバッズの経済学 69
39584-4 ぐっちーさんの本当は凄い日本経済入門

37
50258-7 グッチの戦略 102
55751-8 グッドワークス！ 132
22286-7 「公文式・読み聞かせ・バイオリン」で子ど

もは天才に育つ！ 154
21203-5 クライシス・キャラバン 154
58094-3 クラウド時代のタスク管理の技術 132
58082-0 クラウドの衝撃 107
04404-9 クラウド HACKS

ハ ッ ク

！ 120
04545-9 クラウド版 デッドライン仕事術 120
55469-2 クリティカル・シンキング 132
31397-8 クルーグマン マクロ経済学 28
31383-1 クルーグマン ミクロ経済学 27
53309-3 グループ内組織再編 86
31450-0 グローバリズムという病 42
65432-3 グローバル・インバランス 53
65453-8 グローバル・インバランスと国際通貨体制

53
53284-3 グローバルキャリア 121
39601-8 グローバル資本主義の中の渋沢栄一 160
53219-5 グローバル人材マネジメント論（ベストソ

リューション） 107

53298-0 グローバル組織・人材マネジメント 108
44428-3 グローバル中堅企業のためのアジア戦略

98
73286-1 グローバル通貨投資のすべて 144
53306-2 グローバルで勝てる組織をつくる7つの鍵

108
53327-7 グロービス流 キャリアをつくる技術と戦

略 121

ケ

52036-9 経営者の時代(上) 73
52037-6 経営者の時代(下) 73
53323-9 経営戦略としての事業継続マネジメント

98
50187-0 経営の力学 73
50153-5 経営は十年にして成らず 80
53350-5 経営力アップのための企業法務入門 98
50174-0 経営を見る眼 73
31298-8 経済学・経営学のための数学 23
37113-8 経済学者たちの闘い（増補版） 23
31340-4 経済学とファイナンス 23
31456-2 経済学入門（第3版） 24
31442-5 経済学は人びとを幸福にできるか 24
22349-9 経済学部タチバナキ教授が見たニッポンの

大学教授と大学生 154
39624-7 経済がわかる 論点50 2016 43
39522-6 経済危機は世界に何をもたらしたか 37
44376-7 経済成長とモラル 68
47081-7 経済統計の活用と論点 55
44420-7 経済統合の新世紀 65
31448-7 経済と経営を楽しむためのストーリー 24
47006-0 経済分析のための統計的方法 55
01057-0 経済用語辞典 176
05931-9 携帯電話 隠された真実［プレミア健康選

書］ 175
31272-8 契約と組織の経済学 27
31372-5 計量経済学大全 55

＜ケインズ全集＞
81141-2 ①インドの通貨と金融 33
81142-9 ②平和の経済的帰結 33
81144-3 ④貨幣改革論 33
81145-0 ⑤貨幣論Ⅰ 貨幣の純粋理論 33
81146-7 ⑥貨幣論Ⅱ 貨幣の応用理論 33
81148-1 ⑧確率論 33
81149-8 ⑨説得論集 33
81313-3 ⑭一般理論とその後 33
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81314-0 ⑮インドとケンブリッジ 33
81330-0 ⑰条約改正と再興 34
81318-8 ⑱賠償問題の終結 34
81319-5 ⑲金本位復帰と産業政策 34
81329-4 ㉑世界恐慌と英米における諸政策 34
81324-9 ㉔平和への移行 34
81326-3 ㉖戦後世界の形成―ブレトン・ウッズと賠

償 34
81327-0 ㉗戦後世界の形成―雇用と商品 34
81328-7 ㉘社会・政治・文学論集 34

37104-6 ケインズ 100の名言 70
31440-1 ゲーム理論アプリケーションブック 31
04547-3 血管を強くする歩き方 168
68141-1 決済インフラ入門 110
68133-6 決済システムのすべて 50
76226-4 決定版 FinTech 111
53373-4 決定版 これがガバナンス経営だ！ 80
76221-9 決定版 インダストリー4.0 110
60163-1 決定版 コーポレートファイナンス 46
06183-1 決定版 親鸞 162
04540-4 ケネディの言葉 121
53370-3 GAMIFY ゲーミファイ 102
55654-2 現役東大生が書いた地頭を鍛えるフェルミ

推定ノート 133
73331-8 賢者の投資 144
39617-9 検証 日本の「失われた20年」 43
39521-9 「嫌消費」世代の研究 102
44401-6 現代アラブ社会 152
31447-0 現代経済学の潮流 2014 31
31464-7 現代経済学の潮流 2015 31
21150-2 現代国際関係論 152
61053-4 現代税制改革史 58
44366-8 現代世界経済をとらえる Ver.5 64
65331-9 現代ファイナンス理論 54
31370-1 現代マクロ経済学講義 29
70139-3 現代リスクと保険理論 46
27055-4 現場監督のための早わかり労働安全衛生法

153
80086-7 原発はやっぱり割に合わない 111
55630-6 現場力復権 98
53171-6 現場力を鍛える 98
55753-2 現場論 80
31460-9 ケンブリッジ式 経済学ユーザーズガイド

24

コ

21189-2 小泉改革の政治学 150
52208-0 コ・イノベーション経営 73
60187-7 公会計の理論 149
65474-3 公共貨幣 46
31324-4 公共経済学の理論と実際 63
76175-5 航空産業入門 115
31480-7 高校野球の経済学 24
04571-8 高校野球名監督の心に響くことば 121
53364-2 高収益事業の創り方（経営戦略の実戦シ

リーズ(1）） 73
31316-9 交通経済学（応用地域経済学シリーズ）

32
52173-1 こうなったら会社はたたみなさい 98
44383-5 幸福の研究 24
44360-6 傲慢な援助 68
53292-8 ご機嫌な職場 133
55769-3 顧客体験の教科書 103
81292-1 国際経済学（プログレッシブ経済学シリー

ズ) 30
61059-6 国際税務 グローバル戦略と実務 93
73309-7 国債リスク 金利が上昇するとき 43
39629-2 国宝消滅 111
04448-3 志を育てる 121
04190-1 こころの科学 154
04502-2 心を操るウイルス 165
04582-4 心を変えれば健康になれる！ 168
26110-1 50代からの独立・転職は、あなたが思って

いるより上手くいく 121
04334-9 吾人の任務 80
55674-0 コストマネジメント思考法 98
55715-0 コーチング・バイブル 133
44375-0 国家と経済発展 68
61061-9 国家と財政 58
52180-9 国境と企業 65
53305-5 言葉力が人を動かす 101
04483-4 子どもの教養の育て方 154
55476-0 コトラーのマーケティング・コンセプト

103
55513-2 コトラーのマーケティング思考法 103
76212-7 5年後、メディアは稼げるか 115
04558-9 このひと言で「会話が苦手」がなくなる本

121
53321-5 コピーキャット 80
55625-2 コーヒーとサンドイッチの法則 93
55688-7 コーポレートコミュニケーション経営 86

7

《書名索引》



60103-7 コーポレート・ファイナンス 戦略と応用
46

39616-2 小室直樹 日本人のための経済原論 32
04338-7 小山登美夫の何もしないプロデュース術

103
70141-6 雇用の変容と公的年金 58
31218-6 雇用・利子および貨幣の一般理論（普及

版） 32
04553-4 これが「人間関係」の基本です 121
04534-3 これが「話し方」の基本です 121
39593-6 これから5年の競争地図 43
39571-4 これから世界で起こること 37
39615-5 これから日本で起こること 37
39599-8 これから日本は4つの景気循環がすべて重

なる。 37
73316-5 これからの10年で成長するリーディング業

界を予測するルール 145
04575-6 これからのビジネスエリートは「見えない

力」を味方にする 121
52219-6 これからのマネジャーの教科書 122
04446-9 これだけで若返りは可能です。 168
22365-9 「これ」を食べればサプリはいらない 168
22303-1 「婚活」現象の社会学 154
55760-0 コンサルティングの極意 133
60208-9 コンテンツビジネスの会計実務 IFRS 対

応版 93
76213-4 コンピュータって 111

サ

55658-0 最強の営業戦略 86
53316-1 最強の業務改革 86
55640-5 最強のコスト削減 98
53336-9 最強のシナリオプランニング 98
53340-6 最強の調達戦略 98
04593-0 最強の働き方 122
50266-2 最強の未公開企業 ファーウェイ 115
71182-8 債券分析の理論と実践〔改訂版〕 46
53187-7 在庫管理のための需要予測入門 99
60221-8 最新 アメリカの会計原則 93
80085-0 最新脳科学で読み解く 0歳からの子育て

172
80081-2 最新脳科学で読み解く 脳のしくみ 173
62071-7 財政改革の衝撃 58
62072-4 財政学 58
80083-6 再生可能エネルギーの政治経済学 69
55737-2 在宅勤務が会社を救う 80
21212-7 財務省の逆襲 150

60174-7 財務マネジメントの基本と原則 93
44317-0 榊原英資 インド巨大市場を読みとく 66
39605-6 榊原英資の成熟戦略 43
04375-2 サッカーの見方は1日で変えられる 171
04352-3 雑食動物のジレンマ（上） 173
04353-0 雑食動物のジレンマ（下） 173
31471-5 ＜サピエンティア＞経済数学 32
31472-2 ＜サピエンティア＞計量経済学 55
31473-9 ＜サピエンティア＞公共経済学 63
65477-4 ＜サピエンティア＞国際金融 53
31479-1 ＜サピエンティア＞マクロ経済学 29
53273-7 サービスの経営学 73
53334-5 サービスを制するものはビジネスを制する

80
22333-8 サプリメントの正体 168
04403-2 座右の古典 171
73274-8 サラリーマン大家さん お金の借り方テク

ニック 145
73282-3 サラリーマンが FX で稼ぐ一番いい方法！

145
73248-9 サラリーマンだからこそ「節税大家さん」

で儲けなさい！ 145
73276-2 サラリーマンは自宅を買うな 145
04493-3 3か月でやり直し！ 英語モジュール学習

法 122
31407-4 産業連関分析ハンドブック 35
04488-9 30代で絶対学んでおくべき心理術 122
55724-2 30代でチームのリーダーになったら最初に

読む本 122
04412-4 30代で年収3000万円を実現した300人に聞い

た！ 稼げる人 稼げない人 122
44387-3 350兆円市場を制するグリーンビジネス戦

略 69

シ

53338-3 CIA 諜報員が駆使するテクニックはビジネ
スに応用できる 133

55598-9 地頭力
じあたまりょく

を鍛える 133
55429-6 CRM 顧客はそこにいる 103
73305-9 シェア No.1投資情報誌『会社四季報』編

集部が作った 株スクリーニング入門
145

39621-6 JA 解体 143
53369-7 CSV 経営戦略 80
65446-0 CFO の実務 93
76211-0 シェールガス革命で世界は激変する 37
76204-2 シェールガス革命とは何か 111
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55739-6 JENGA―世界で2番目に売れているゲーム
の果てなき挑戦 103

53368-0 事業担当者のための逆引きビジネス法務ハ
ンドブック 93

52151-9 資源ベースの経営戦略論 87
53297-3 思考ツールの教科書 122
04457-5 シゴタノ！手帳術 133
04474-2 仕事ができる人の5日で身につく「伝える

技術」改訂版 133
55650-4 仕事ができる人の論理的に考え、書く技術

140
26072-2 仕事の経済学 64
04588-6 仕事文具 171
73255-7 資産運用実践講座Ⅰ 投資理論と運用計画

編 145
73262-5 資産運用実践講座Ⅱ 株式投資と金融商品

編 145
53250-8 事実に基づいた経営 87
50257-0 市場を創る逆算思考 81
55719-8 G-SHOCK をつくった男のシンプルなルー

ル 133
53263-8 システム思考 87
76202-8 次世代エネルギーの最終戦略 111
53354-3 自然資本経営のすすめ 74
04438-4 思想する住宅 154
60178-5 自宅は会社に買ってもらえ！ 145
21215-8 自治体評価の戦略 150
31451-7 実験マクロ経済学 29
31428-9 実験ミクロ経済学 27
27051-6 執行役員制度 153
55502-6 実践 M&A マネジメント 50
55738-9 実践 BtoB マーケティング 103
71180-4 実践 不動産学教科書 50
55590-3 実践マニュアル 危機管理と広報 108
53266-9 実践力を鍛える戦略ノート〔戦略立案編〕

87
55558-3 実践力を鍛える戦略ノート〔マーケティン

グ編〕 87
55734-1 失敗するから人生だ。 81
55740-2 柴田和子 終わりなきセールス 122
55207-0 柴田和子 正々堂々のセールス 105
39606-3 GPIF 世界最大の機関投資家 50
22343-7 指標とランキングでわかる！ 本当のホワ

イト企業の見つけ方 115
73303-5 「自分年金」はこの3つの銘柄で作りなさ

い！ 145
37079-7 資本主義・社会主義・民主主義〔新装版〕

70

31462-3 資本主義という病 43
31422-7 自滅する選択 24
52165-6 社員をサーフィンに行かせよう 81
50279-2 社員を幸せにする会社 81
52184-7 社員をバーベキューに行かせよう！ 81
21194-6 社会インフラ 次なる転換 38
55574-3 社会的責任のマーケティング 87
31423-4 社会的選択の理論・序説 32
70124-9 「社会的入院」の研究 58
52179-3 社長、サービス残業代請求問題はこう解決

しましょう！ 108
55726-6 社長のための「お客さま第一」の会社のつ

くり方 81
04481-0 シャトルシェフ生活のすすめ レシピ集

165
04581-7 シャトルシェフのもっと簡単レシピ集 手

をかけなくてもおいしい！ 165
50200-6 シャネルの戦略 81
39600-1 ジャパン・ラッシュ 38
22347-5 就活「後ろ倒し」の衝撃 108
22317-8 就活は3年生からでは遅すぎる！ 140
05926-5 「重金属」体内汚染の真実［プレミア健康選

書］ 175
22308-6 『就職四季報』パーフェクト活用術 140
73279-3 住宅ローンで不動産投資を行う方法 146
53300-0 10年後、仕事で差がつく戦略思考 122
26103-3 10年後に食える仕事 食えない仕事 140
04531-2 10倍挑戦、5倍失敗、2倍成功！？ 122
22371-0 18歳からの格差論 150
55711-2 10万人に愛されるブランドを作る！ 81
04525-1 主食を抜けば糖尿病は良くなる！ 新版

168
04526-8 主食を抜けば糖尿病は良くなる！2 実践

編 新版 168
04444-5 主食を抜けば糖尿病は良くなる！ 糖質制

限食レシピ集 168
76208-0 出版・新聞 絶望未来 116
26104-0 主婦が、仕事を、探すということ。 141
55707-5 循環思考 133
53333-8 ジョイント・ベンチャー戦略大全 99
31416-6 障害者の経済学 38
31412-8 障害を問い直す 32
04516-9 小学校社会科の教科書で、政治の基礎知識

をいっきに身につける 150
73295-3 証券アナリストのための企業分析 46
71173-6 証券決済システムのすべて 50
22223-2 勝者の代償 65
50274-7 上司力20 123
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04300-4 小説 河井継之助 〔完全版〕 162
53235-5 承認欲求 108
73166-6 小富豪のためのタックスヘイヴン入門

146
04365-3 勝負師と冒険家 173
21191-5 情報亡国の危機 150
73334-9 勝率9割の投資セオリーは存在するか

146
04212-0 小論文これだけ！ 141
04401-8 小論文これだけ！医療・看護編 141
04577-0 小論文これだけ！書き方医学・医療編

141
04544-2 小論文これだけ！書き方応用編 141
04497-1 小論文これだけ！書き方超基礎編 141
04548-0 小論文これだけ！看護超基礎編 141
04447-6 小論文これだけ！看護深掘り編 141
04467-4 小論文これだけ！教育深掘り編 142
04500-8 小論文これだけ！経済深掘り編 142
04410-0 小論文これだけ！人文・情報・教育編

141
04385-1 小論文これだけ！超基礎編 141
04411-7 小論文これだけ！法・政治・経済編 142
04466-7 小論文これだけ！法深掘り編 142
37102-2 昭和恐慌の研究 70

＜昭和財政史－終戦から講和まで（全20巻)＞
81031-6 ①総説･賠償・終戦処理 60
81032-3 ②独占禁止 60
81033-0 ③アメリカの対日占領政策 60
81034-7 ④財政制度・財政機関 60
81035-4 ⑤歳計(1) 60
81036-1 ⑥歳計(2)・政府関係機関・関税 60
81037-8 ⑦租税(1) 60
81038-5 ⑧租税(2)・税務行政 60
81039-2 ⑨国有財産・造幣・印刷・専売 60
81040-8 ⑩国庫制度国庫収支・物価・給与・資金運

用部資金 60
81041-5 ⑪政府債務 60
81042-2 ⑫金融(1) 60
81043-9 ⑬金融(2)・企業財務・見返資金 60
81044-6 ⑭保険・証券 60
81045-3 ⑮国債金融・貿易 60
81046-0 ⑯地方行政 60
81047-7 ⑰資料(1) 60
81048-4 ⑱資料(2) 60
81049-1 ⑲統計 60
81050-7 ⑳英文資料 60

＜昭和財政史－昭和27～48年度（全20巻)＞
81401-7 ①総説 61
81402-4 ②財政―政策及び制度 61
81403-1 ③予算(1) 61
81404-8 ④予算(2) 61
81405-5 ⑤特別会計・政府関係機関・国有財産 61
81406-2 ⑥租税 61
81407-9 ⑦国債 61
81408-6 ⑧財政投融資 61
81409-3 ⑨金融(1) 61
81410-9 ⑩金融(2) 61
81411-6 ⑪国際金融・対外関係事項(1) 61
81412-3 ⑫国際金融・対外関係事項(2) 61
81413-0 ⑬資料(1)総括・制度・機構・人事 61
81414-7 ⑭資料(2)予算 61
81415-4 ⑮資料(3)租税・国債 61
81416-1 ⑯資料(4)特別会計・政府関係機関・財政投

融資・国有財産 61
81417-8 ⑰資料(5)金融 61
81418-5 ⑱資料(6)国際金融・対外関係事項 61
81419-2 ⑲統計 61
81420-8 ⑳年表・索引等 61

＜昭和財政史－昭和49～63年度（全12巻)＞
81800-8 ①総説・財政会計制度 62
81801-5 ②財政制度・予算 62
81802-2 ③特別会計・政府関係機関・国有財産 62
81803-9 ④租税 62
81804-6 ⑤国債・財政投融資 62
81805-3 ⑥金融 62
81806-0 ⑦国際金融・対外関係事項・関税行政 62
81807-7 ⑧資料(1)財政政策・財政制度・予算・特別

会計・政府関係機関・国有財産 62
81808-4 ⑨資料(2)租税・国債 62
81810-7 ⑩資料(3)財政投融資・金融 62
81811-4 ⑪資料(4)国際金融・対外関係事項・関税行

政 62
81813-8 ⑫資料(5)統計・機構・人事・年表・索引

62

06185-5 昭和史（上） 162
06187-9 昭和史（下） 162
53259-1 初級 ビジネスコンプライアンス 87
05924-1 食の堕落と日本人 新版［プレミア健康選

書］ 175
04402-5 食の歴史と日本人 154
22266-9 食品の裏側 155
22336-9 食品の裏側2 実態編 155
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22283-6 女
じょ

女
じょ

格差 38
39539-4 初心者のための経済指標の見方・読み方

24
60175-4 初心者のための「財務諸表」の見方・使い

方 93
65429-3 初心者のためのやさしい金融 46
31306-0 初心者のためのやさしい経済学 24
22353-6 女性はなぜ活躍できないのか 63
31410-4 ジョーンズ マクロ経済学Ⅰ 長期成長編

29
31417-3 ジョーンズ マクロ経済学Ⅱ 短期変動編

29
31465-4 知らないと損する 経済とおかねの超基本

1年生 24
73308-0 素人でも勝てる！！6勝4敗で年20～30％

のリターンをめざす株式投資の定石 146
76205-9 進化する電力システム 111
55617-7 新規事業がうまくいかない理由 81
55667-2 新規事業・成功の＜教科書＞ 103

＜Think!＞
83055-0 2014年冬号 No.48 77
83056-7 2014年春号 No.49 77
83058-1 2014年夏号 No.50 77
83059-8 2014年秋号 No.51 77
83061-1 2015年冬号 No.52 77
83062-8 2015年春号 No.53 77
83063-5 2015年夏号 No.54 77
83064-2 2015年秋号 No.55 78
96117-9 Think!別冊 No.7 Co - Create the Next

78
39545-5 人口減少時代の大都市経済 38
37116-9 人口の世界史 70
60206-5 新・国際内部監査基準対応 内部監査実践

ガイド 93
39552-3 震災からの経済復興 38
53211-9 人材マネジメント論〔新版〕 108
53254-6 人事担当者、管理職のためのメンタルヘル

ス入門 108
22344-4 人事のプロが教える 働かないオジサンに

なる人、ならない人 123
53360-4 信じる力 123
31288-9 新制度派経済学入門 68
04509-1 人生の基盤は妊娠中から3歳までに決まる

165
04487-2 人生をやめたいと思ったとき読む本 123
04572-5 心臓外科医がキャリアを捨てて CEO に

なった理由 123

04519-0 新装版 人生の座標軸 123
22351-2 新卒採用基準 142
31085-4 人的資本 32
55745-7 新トヨタ式「改善」の教科書 111
44408-5 新版 アジア進出ハンドブック 116
53347-5 新版 CSR 経営戦略 81
55750-1 新版 実践マニュアル 広報担当の仕事

108
09314-6 新版 図解 経理のしくみ 93
09309-2 新版 図解 相続税・贈与税のしくみ

165
09306-1 新版 図解 相続のしくみ 165
31434-0 新版 ディズニーリゾートの経済学 116
53283-6 「新・ぶら下がり社員」症候群 108
53341-3 シンプルな戦略 134

ス

04484-1 スイート・ポイズン 169
68130-5 SWIFT のすべて 51
09325-2 図解 ASEAN を読み解く 74
09302-3 図解 アメリカ経済がわかる本 65
09277-4 図解 いちばん面白いデリバティブ入門

54
09275-0 図解 いちばん面白いデリバティブ練習帳

54
09291-0 図解 いちばん面白い日本国債入門 51
09320-7 図解 一番はじめに読む時価・減損会計の

本 94
09288-0 図解 一番はじめに読む内部監査の本 94
65459-0 図解 ［Excel 対応］ケースでわかる不動産

DCF 法 94
09283-5 図解 ABC/ABM 87
09262-0 図解 音楽業界ハンドブック 116
09318-4 図解 海外子会社マネジメント入門 99
09292-7 図解 会計のしくみ 94
09280-4 図解 介護保険のすべて 51
09286-6 図解 株式上場のしくみ 51
09317-7 図解 管理会計入門 94
09310-8 図解 企業価値入門 94
39586-8 図解 90分でわかる！ 日本で一番やさし

い「アベノミクス」超入門 38
39591-2 図解 90分でわかる！ 日本で一番やさしい

「財政危機」超入門 43
09274-3 図解 決算書「超」読解法 94
09268-2 図解 建設業界ハンドブック 116
09303-0 図解 国際商品市場がわかる本 116
09257-6 図解 これだけでわかる日本の金融 51
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09327-6 図解 コンプライアンス経営 99
09304-7 図解 財政のしくみ Ver.2 58
09299-6 図解 仕事ができる人のノート術〔新版〕

134
09326-9 図解 人事労務担当のための雇用と労働の

基本ルールがよくわかる本 109
09287-3 図解 戦国武将別日本の合戦40 172
09308-5 図解 退職給付会計はこう変わる！ 94
09260-6 図解 「通販」業界ハンドブック 116
09271-2 図解 電子マネー業界ハンドブック 116
09247-7 図解 中村天風の行動学 160
09321-4 図解 年金のしくみ（第6版） 51
09313-9 図解 ひとめでわかる株・FX・不動産の税

金 146
09312-2 図解 ひとめでわかる消費税のしくみ

165
09316-0 図解 ひとめでわかる内部統制 94
09300-9 図解 ひとめでわかるリスクマネジメント

94
09311-5 図解 不動産証券化と J-REIT がわかる本

95
09163-0 図解 ブランドマネジメント 87
09258-3 図解 放送業界ハンドブック 116
09319-1 図解 簿記からはじめる企業財務入門 95
09233-0 図解 安岡正篤の行動学 160
04563-3 図解 ライフハッカー式整理のアイデア

122 123
09298-9 図解 リスクのしくみ 87
53344-4 「好き嫌い」と経営 82
53382-6 「好き嫌い」と才能 82
55764-8 優れた営業リーダーの教科書 106
04455-1 すぐれたゴルフの意思決定 82
04464-3 すごい経営者

ト ッ プ

のすごい趣味 123
26109-5 凄母（すごはは） あのワーキングマザーが

「折れない」理由 134
03194-0 図説 日本の財政 平成27年度版 58
04298-4 STUDY

ス タ デ ィ

HACKS
ハ ッ ク

！ 123
73313-4 スタバ株は1月に買え！ 146
04417-9 スタンフォード・インプロバイザー 123
04496-4 スタンフォード教授の心が軽くなる先延ば

し思考 124
73321-9 スチュワードシップとコーポレートガバナ

ンス 46
31331-2 スティグリッツ 公共経済学（上) 63
31333-6 スティグリッツ 公共経済学（下) 63
31419-7 スティグリッツ 入門経済学 25
31436-4 スティグリッツの経済学 「見えざる手」な

ど存在しない 25

31446-3 スティグリッツ マクロ経済学 29
31435-7 スティグリッツ ミクロ経済学 28
04498-8 捨ててこそ人生は開ける 124
53270-6 ストーリーとしての競争戦略 88
04458-2 ストレスをすっきり消し去る71の技術

124
22297-3 スーパーの裏側 155
27057-8 スピード解説 民法＜債権法＞改正がわか

る本 99
50268-6 スピード経営が日本のものづくりを変える

NEC パーソナルコンピュータの米沢生産方
式と原価管理 82

76199-1 スピリチュアル市場の研究 103
52201-1 スポーツビジネス 最強の教科書 82
50260-0 スポーツ・マネジメント入門 111
50194-8 スポーツ・マネジメント 理論と実務 82
58101-8 スマホ時代のタスク管理「超」入門 134
04592-3 ずるい日本語 134

セ

21185-4 政官スクラム型リーダーシップの崩壊
150

21201-1 政権交代はなぜダメだったのか 38
04286-1 成功者の習慣が身につく「超」心理術

124
04490-2 成功する人の「語る力」 134
21200-4 政策立案の技法 149
05936-4 精神科医 隠された真実［プレミア健康選

書］ 175
39572-1 盛衰 38
53328-4 成長する管理職 99
21211-0 政党組織の政治学 150
04421-6 正負の法則 124
22319-2 税務署の裏側 155
70133-1 生命と自由を守る医療政策 59
04337-0 整理 HACKS

ハ ッ ク

！ 124
73319-6 世界一やさしい株価チャートの本 146
76215-8 世界が驚くニッポンの医療産業力 111
55559-0 世界級キャリアのつくり方 124
44398-9 世界経済危機下の経済政策 35
37088-9 世界経済史 70
10025-7 世界経済読本 174
44249-4 世界経済の謎 25
55732-7 世界最高 MBA の授業 134
73327-1 世界市場を動かす5の歴史的視点 146
44397-2 世界史の中の資本主義 38
04517-6 世界中のエリートの働き方を1冊にまとめ
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てみた 124
44430-6 世界大激変 39
44399-6 世界でいちばん貧しくて美しいオーケスト

ラ 155
53303-1 世界で通用するリーダーシップ 124
04420-9 世界のグロービッシュ 124
52204-2 世界の工場から世界の開発拠点へ 112
04568-8 世界のトップを10秒で納得させる資料の法

則 134
73216-8 世界の不動産投資王が明かす お金持ちに

なれる「超」不動産投資のすすめ 146
73301-1 世界のマーケットで戦ってきた僕が米国株

を勧めるこれだけの理由 146
44411-5 世界は危機を克服する 43
04570-1 世界標準のビジネスマナー 125
04428-5 世界をつなぐ あこがれ企業の社員食堂レ

シピ 169
31452-4 セックスと恋愛の経済学 25
22320-8 絶食系男子となでしこ姫 155
04513-8 絶対話力 134
53367-3 攻めのガバナンス 109
39546-2 1940年体制〔増補版〕 39
37118-3 戦後経済史 43
39536-3 戦後日本経済論 35
65460-6 戦後歴代日銀総裁とその時代 46
26112-5 戦後労働史からみた賃金 64
31457-9 善と悪の経済学 71
21226-4 全47都道府県幸福度ランキング2016年版

155
53145-7 戦略経営論 88
53319-2 戦略サファリ（第2版） 88
55664-1 戦略思考のフレームワーク 125
55705-1 戦略実行 88
53049-8 戦略シナリオ［思考と技術］ 88
53264-5 戦略シフト 88
53261-4 戦略的 BPO 活用入門 88
55721-1 戦略としてのブランド 103
52153-3 戦略とは何か 88
55495-1 戦略「脳」を鍛える 125
53275-1 戦略は直観に従う 88
52168-7 戦略不全の因果 74
52149-6 戦略不全の論理 74
52194-6 戦略分析ケースブック 88
52206-6 戦略分析ケースブック Vol.2 89
52210-3 戦略分析ケースブック Vol.3 74
52183-0 戦略暴走 74
53339-0 戦略マップ 99
53137-2 戦略立案ハンドブック 89

53269-0 戦略力を高める 99

ソ

53351-2 創業三〇〇年の長寿企業はなぜ栄え続ける
のか 116

76203-5 総合商社の研究 117
55689-4 総合スーパーの興亡 82
55588-0 そうそう、これが欲しかった！ 104
06196-1 賊軍の昭和史 173
76194-6 続・パチンコの経済学 39
53202-7 組織開発ハンドブック 89
52146-5 組織行動の考え方 74
53218-8 組織変革ファシリテーター 89
53190-7 組織力を高める 99
06191-6 そして、メディアは日本を戦争に導いた

162
31342-8 ソーシャル・キャピタル 150
04120-8 粗食のすすめ レシピ集 169
04127-7 粗食のすすめ 春のレシピ 169
04134-5 粗食のすすめ 夏のレシピ 169
04136-9 粗食のすすめ 秋のレシピ 169
04126-0 粗食のすすめ 冬のレシピ 169
04149-9 粗食のすすめ 旬のレシピ① 春号 169
04156-7 粗食のすすめ 旬のレシピ② 夏号 169
04160-4 粗食のすすめ 旬のレシピ③ 秋号 169
04161-1 粗食のすすめ 旬のレシピ④ 冬号 170
04145-1 粗食のすすめ お弁当レシピ 170
04170-3 粗食のすすめ 糖尿病レシピ 170
05921-0 粗食のすすめ 新版［プレミア健康選書］

175
05922-7 粗食のすすめ 実践マニュアル 新版［プ

レミア健康選書］ 175
21227-1 属国民主主義論 155
31449-4 その問題、経済学で解決できます。 25
50165-8 ソフトバンク「常識外」の成功法則 89
65458-3 それでも金融はすばらしい 51
50264-8 孫正義の参謀 112

タ

22267-6 大学生のための 論理的に書き、プレゼン
する技術 155

53244-7 大学は「プロジェクト」でこんなに変わる
155

06174-9 大正昭和財界変動史（上） 72
06175-6 大正昭和財界変動史（中） 72
06176-3 大正昭和財界変動史（下） 72
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22356-7 大震災に学ぶ社会科学 第1巻 政治過程
と政策 35

22357-4 大震災に学ぶ社会科学 第2巻 震災後の
自治体ガバナンス 35

22358-1 大震災に学ぶ社会科学 第3巻 福島原発
事故と複合リスク・ガバナンス 35

22359-8 大震災に学ぶ社会科学 第4巻 震災と経
済 35

22360-4 大震災に学ぶ社会科学 第5巻 被害・費
用の包括的把握 35

22361-1 大震災に学ぶ社会科学 第6巻 復旧・復
興へ向かう地域と学校 36

22362-8 大震災に学ぶ社会科学 第7巻 大震災・
原発危機下の国際関係 36

22363-5 大震災に学ぶ社会科学 第8巻 震災から
見える情報メディアとネットワーク 36

37107-7 大転換［新訳］ 71
96103-2 大転換する人材マネジメント 109
21218-9 大統領のリーダーシップ 150
22287-4 ダイバーシティ 156
04265-6 TIME

タ イ ム

HACKS
ハ ッ ク

！ 125
04578-7 多縁社会 156
39409-0 高橋亀吉 エコノミストの気概 160
39538-7 高橋是清 71
31474-6 ダグラス・ノース 制度原論 32
76207-3 田坂教授、教えてください。これから原発

は、どうなるのですか？ 112
06146-6 戦う石橋湛山［新装版］ 160
21202-8 叩かれても言わねばならないこと。 151
53355-0 正しい目標管理の進め方 109
44172-5 脱「国境」の経済学 32
04320-2 達者でポックリ。 170
04576-3 たった1日で声まで良くなる話し方の教科

書 165
26092-0 たった1％の賃下げが99％を幸せにする

142
52185-4 たった1つの行動が、職場ストレスをなく

しモチベーションを高める 125
65467-5 脱・店舗化するリテール金融戦略 51
04477-3 食べる時間を変えれば、やせられる！

170
04529-9 ダボス会議に見る 世界のトップリーダー

の話術 134
70123-2 だまされないための年金・医療・介護入門

59
55676-4 魂の会社再建 82
50255-6 魂の経営 82
04594-7 魂の退社 125

04573-2 だれが修復腎移植をつぶすのか 156
06197-8 湛山読本 160
04546-6 炭水化物の食べすぎで早死にしてはいけま

せん 170
39576-9 男性不況 39
04475-9 「段取り」の鉄人 135

チ

21207-3 地域活性化ビジネス 104
22306-2 地球文明の危機〔環境編〕 156
22309-3 地球文明の危機〔倫理編〕 156
76183-0 知財の利回り 89
52081-9 知識創造企業 74
52199-1 知識創造経営のプリンシプル 82
52136-6 知識創造の方法論 83
44425-2 地政学で読む世界覇権2030 65
21221-9 地方が元気になる 自治体経営を変える改

善運動 151
10007-3 地方財政読本（読本シリーズ） 174
62068-7 地方分権の経済理論 59
55718-1 チーム思考 135
26107-1 知名度ゼロでも「この会社で働きたい」と

思われる社長の採用ルール48 109
06126-8 中国古典の名言録 163
06145-9 中国古典百言百話 老子・荘子 163
44396-5 中国自壊 66
50220-4 中国人にネットで売る！ 97
44416-0 中国大減速の末路 39
50224-2 中国で勝つ10の原則と50の具体策 97
04429-2 中国東北部の「昭和」を歩く 173
44415-3 中国のエリートは実は日本好きだ！ 67
21219-6 中国の軍事戦略 152
50271-6 中国のスティーブ・ジョブズと呼ばれる男

83
21216-5 中国の歴史認識はどう作られたのか 163
44403-0 中国崩壊前夜 39
52174-8 中小企業のための経費削減 99
04524-4 超一流中高 校長先生の教え 165

＜長期経済統計－推計と分析（全14巻)＞
81081-1 ①国民所得 57
81082-8 ②労働力 57
81083-5 ③資本ストック 57
81084-2 ④資本形成 57
81085-9 ⑤貯蓄と通貨 57
81086-6 ⑥個人消費支出 57
81087-3 ⑦財政支出 57
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81088-0 ⑧物価 57
81089-7 ⑨農林業 57
81090-3 ⑩鉱工業 57
81091-0 ⑪繊維工業 57
81092-7 ⑫鉄道と電力 57
81093-4 ⑬地域経済統計 57
81094-1 ⑭貿易と国際収支 57

39610-0 超金融緩和期における不動産市場の行方
47

31406-7 超ヤバい経済学 25
65440-8 凋落 木村剛と大島健伸 51
31432-6 直観でわかるゲーム理論 125
04435-3 ちょっとした言葉グセを直すだけで、あな

たの人生は変えられる！ 125
04453-7 ちょっと盗み聞きしたくなる スーパード

クターの健康会議 170

ツ

31249-0 通貨政策の経済学 32
55770-9 通販ビジネスの教科書 112
55735-8 通販マーケティング 売れるチラシ入門

104
50262-4 使える経営学 74
04242-7 使える弁証法 83
04537-4 使っていない9割の「脳力」を引き出す技

術 125
04386-8 強くなくていい「弱くない生き方」をすれ

ばいい 156

テ

21210-3 帝国としての中国〔新版〕 152
04379-0 定年から輝く生き方 125
60222-5 テキスト アンソニー会計学 95
10026-4 テキストブック NPO 151
44385-9 テキストブック 現代アジアとグローバリ

ズム 67
65462-0 テキストブック 現代の金融 47
65434-7 テキストブック 資本市場 47
21183-0 テキストブック 地方自治 151
60184-6 テキストブック 内部監査 95
04415-5 できる社員の健康管理術 170
76225-7 デジタル・ジャーナリズムは稼げるか

112
44392-7 データで読み解く中国経済 67
44418-4 データで読み解く中国の未来 67

50275-4 デービッド・アトキンソン 新・観光立国
論 43

39475-5 寺島実郎の発言Ⅱ 39
44389-7 転換期を迎えるインド 67
21208-0 天国の国境を越える 156
06184-8 天災と復興の日本史 39
04480-3 電子書籍を無名でも100万部売る方法 126
04407-0 電子ブック自炊完全マニュアル 172
39533-2 伝説の教授に学べ！ 本当の経済学がわか

る本 39
27056-1 店長のための早わかり労働安全衛生法

153
04372-1 テンプレート仕事術 135

ト

04295-3 東京 社用の手みやげ 172
04344-8 東京 社用の手みやげ 洋菓子編 172
04396-7 東京水路をゆく 172
76200-4 東京電力 失敗の本質 117
76220-2 東京2025 ポスト五輪の都市戦略 112
76209-7 東京の未来戦略 117
47024-4 統計学 56
81299-0 統計学（プログレッシブ経済学シリーズ)

30
47078-7 統計学でリスクと向き合う 56
73278-6 投資初心者でも資産10倍に!? ほったらか

し海外ファンド成功法 147
04459-9 糖質制限食のススメ 170
04503-9 糖質制限の健康おつまみ 166
04486-5 糖質制限の「主食もどき」レシピ 166
53291-1 どうする？ 日本企業 83
55752-5 東大生が書いた 議論する力を鍛えるディ

スカッションノート 142
55673-3 東大生が書いた 問題を解く力を鍛える

ケース問題ノート 135
04550-3 東大名物教授がゼミで教えている人生で大

切なこと 135
04505-3 糖尿病治療のための！糖質制限食パーフェ

クトガイド 170
96107-0 東洋経済 ACADEMIC 上智大学 156
96112-4 東洋経済 ACADEMIC 龍谷大学 112
06194-7 徳川家の家紋はなぜ三つ葉葵なのか 166
04469-8 読書の技法 135
55723-5 得点力を鍛える 135
52189-2 ドケチ道 101
81303-4 都市経済学 30
96116-2 都市輸出 112
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04343-1 とってもやさしい圧力鍋 171
55665-8 トップ営業のフレームワーク 106
53330-7 トップ M&A アドバイザーが初めて明かす

中小企業 M&A 34の真実 83
53260-7 トップ MBA の必読文献 74
52187-8 ドラッカー・ディファレンス 75
04538-1 ドラッカーと論語 126
50243-3 鳥貴族「280円均一」の経営哲学 117
50273-0 どんな業界でも記録的な成果を出す人の仕

事力 126

ナ

60180-8 内部統制ガイドブック 95
60188-4 内部統制の実践的マネジメント 95
39622-3 中原圭介の経済はこう動く〔2016年版〕

39
04117-8 中村天風と植芝盛平 氣の確立 160
52182-3 流れを経営する 83
55768-6 なぜ、あの「音」を聞くと買いたくなるの

か 104
55575-0 なぜあの人の解決策はいつもうまくいくの

か？ 135
61056-5 なぜ犬神家の相続税は2割増しなのか

147
73329-5 なぜ、お金の貯まる人は「家計簿」を大切

にしているのか 147
60224-9 なぜ、会計嫌いのあいつが会社の数字に強

くなった？ 95
55712-9 「なぜか成果が出てしまう人」の習慣術

126
05925-8 なぜ「牛乳」は体に悪いのか［プレミア健

康選書］ 176
65449-1 なぜ金融危機は起こるのか 47
04562-6 なぜ、この人に部下は従うのか（新装版）

109
50247-1 なぜサムスンの社員は一流大卒でなくても

すごいのか？ 117
31411-1 なぜ政府は信頼できないのか 25
05923-4 なぜ「粗食」が体にいいのか［プレミア健

康選書］ 175
53352-9 なぜ特許世界一の日本が国際訴訟で苦戦す

るのか？ 112
22352-9 なぜ7割のエントリーシートは、読まずに

捨てられるのか？ 142
55767-9 なぜ日本企業は真のグローバル化ができな

いのか 135
65469-9 なぜ、日本人の金融行動がこれから大きく

変わるのか？ 51
55729-7 なぜ、日本人はモノを買わないのか？

104
76182-3 なぜ日本の製造業は儲からないのか 40
22330-7 なぜ日本の大学生は、世界でいちばん勉強

しないのか？ 156
22335-2 なぜ日本は若者に冷酷なのか 156
50235-8 なぜマッキンゼーの人は年俸1億円でも辞

めるのか？ 126
52124-3 なぜマネジメントが壁に突き当たるのか

101
22301-7 なぜ若者は保守化するのか 157
53249-2 悩めるマネジャーのためのマネジメント・

バイブル 89

ニ

04530-5 苦手なあの人と対話する技術 126
73320-2 NISA で始める「負けない投資」の教科書

147
70138-6 2時間でわかる！ はじめての企業年金

52
55703-7 21年間で2600回セミナーを実施した私の

「顧客を獲得できるセミナーづくり」7つの
法則 106

65465-1 21世紀の貨幣論 47
53311-6 21世紀のキャリア論 109
31470-8 21世紀の不平等 25
04347-9 二重洗脳 171
04450-6 20代で絶対学んでおくべき心理術 126
04539-8 27歳からの MBA グロービス流ビジネス

基礎力10 126
04569-5 27歳からの MBA グロービス流ビジネス

勉強力 126
04586-2 27歳からの MBA グロービス流リーダー

基礎力10 126
73322-6 20世紀最高の経済学者 ケインズ 投資の

教訓 147
39631-5 2050 近未来シミュレーション日本復活

40
39574-5 2050 老人大国の現実 40
22311-6 2030年 超高齢未来 157
22325-3 2030年超高齢未来 破綻を防ぐ10のプラン

40
76222-6 2030年の IoT 107
39626-1 2016年日本経済 複合危機襲来の年にな

る！ 40
39623-0 2016年 日本はこうなる 44
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65451-4 2020年 金融サービス 52
39583-7 2020年の産業 112
44427-6 2020年の中国 67
39580-6 2020年の日本 40
39595-0 2020年の日本 革新者の時代 113
58105-6 2040年の新世界 113
96118-6 2060年の日本産業論 75
65441-5 日銀の政策形成 36
76217-2 日系自動車メーカーの中国戦略 113
39588-2 日経平均と「失われた20年」 36
50231-0 日産 驚異の会議 135
52207-3 ニッチ 104
06193-0 日中韓を振り回すナショナリズムの正体

163
22211-9 日本型資本主義と市場主義の衝突 157
26111-8 「日本型」戦略の変化 83
53362-8 日本企業のためのコーポレートガバナンス

講座 83
06177-0 日本近代経済形成史① 72
06178-7 日本近代経済形成史② 72
06179-4 日本近代経済形成史③ 72
06180-0 日本近代経済発達史① 72
06181-7 日本近代経済発達史② 72
06182-4 日本近代経済発達史③ 72
39620-9 日本経済 黄金期前夜 44
39528-8 日本経済 地方からの再生 40
10031-8 日本経済地理読本 174
10032-5 日本経済読本 174
65476-7 日本経済と資本市場 47
39602-5 日本経済の呪縛 40
04514-5 日本語の技法 127
39551-6 日本「再創造」 40
10015-8 日本産業読本（読本シリーズ） 174
39582-0 日本式モノづくりの敗戦 40
39619-3 日本人と経済 41
39614-8 日本人の「稼ぐ力」を最大化せよ 75
44414-6 日本人のためのピケティ入門 25
55762-4 日本人ビジネスマン、アフリカで蚊帳を売

る 101
39565-3 日本大災害の教訓 41
70125-6 日本の医療は変えられる 59
04465-0 日本のお医者さん研究 41
53289-8 日本の企業統治 36
65456-9 日本の金融制度（第3版） 47
37094-0 日本の経済発展 68
97318-9 ニッポンの工場 113
78031-2 日本の食料戦略と商社 41
73297-7 日本の新規公開市場 47

76216-5 日本の成長戦略と商社 117
76181-6 ニッポンの素材力 117
71179-8 日本のソブリンリスク 47
52212-7 日本のものづくりの底力 83
55743-3 日本初！ たった1冊で誰とでもうまく付

き合える世代論の教科書 157
55766-2 日本は「パッケージ型事業」でアジア市場

で勝利する 117
39587-5 「日本バブル」の正体 41
50269-3 日本郵政 44
44373-6 入門インフラファンド 52
65468-2 入門 企業金融論 52
60204-1 入門 企業財務 戦略と実務 95
47084-8 入門季節調整 36
65442-2 入門金融 47
31441-8 入門経済学 25
31454-8 入門 経済学のための微分・積分 26
47085-5 入門 実践する統計学 56
65473-6 入門 商品デリバティブ 52
22340-6 入門 スポーツガバナンス 113
22370-3 入門テキスト 安全学 136
65475-0 入門テキスト 金融の基礎 48
70143-0 入門テキスト 社会保障の基礎 59
60172-3 入門 ビジネス・ファイナンス 54
05928-9 尿トラブルは自宅で治せる［プレミア健康

選書］ 176

ネ

21209-7 ネット選挙 解禁がもたらす日本社会の変
容 157

04520-6 寝る前10分 人生を変える ココロノート
166

70131-7 年金運用のリスク管理戦略 48

ノ

78030-5 農業は繁盛直売所で儲けなさい！ 143
55645-0 脳地図を書き換える 173
96106-3 遺す人も遺される人も知っておきたい 相

続の教科書 147
04427-8 野﨑洋光のおいしい節電レシピ 166
04501-5 野﨑洋光のだし革命 トマトジュースと豆

乳で和食がつくれる！ 166
04463-6 野﨑洋光のたのしい缶詰レシピ 魚介類編

166
04462-9 ノマドワーカーという生き方 127
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ハ

53271-3 ハイテク・スタートアップの経営戦略 89
31459-3 ハウス・オブ・デット 26
06198-5 幕末維新を動かした8人の外国人 163
73335-6 はじめての確定拠出年金投資 147
31347-3 はじめての環境経済学 69
50250-1 はじめての経営学 75
04456-8 はじめてのマンション大規模修繕 52
21199-1 「橋下徹」ニヒリズムの研究 151
65439-2 バーゼルⅢの衝撃 48
55537-8 パーソナルブランディング 127
22350-5 「働き盛り」の NPO 127
55685-6 「働くこと」を企業と大人にたずねたい

109
04470-4 バッチフラワーレメディの実践法 127
04328-8 抜擢される人の人脈力 127
04374-5 「話し方」で人を動かす「超」心理術 127
52192-2 場のマネジメント 実践技術 75
52158-8 場の論理とマネジメント 75
04580-0 ハーバード あなたを成長させるフィード

バックの授業 127
53302-4 パブリック・アフェアーズ戦略 89
73300-4 バブルは10年に一度やってくる 44
53342-0 ハラル認証取得ガイドブック 100
55639-9 バランスト・スコアカードによる戦略実行

のプレミアム 89
60223-2 バリュエーションの教科書 100
60173-0 バリュエーション・マップ 95
04523-7 パワハラ防止のための アンガーマネジメ

ント入門 127
55687-0 判断と決断 90

ヒ

54010-7 P&G ウェイ 117
22298-0 非営利組織のマネジメント 157
44371-2 BoP ビジネス戦略 69
44388-0 東アジアの未来 67
55736-5 BCG 未来をつくる戦略思考 83
55631-3 ビジネス・インテリジェンス 90
52190-8 ビジネスのためのデザイン思考 136
04589-3 ビジネスパーソンのための セブ英語留学

127
96114-8 ビジネスプロセスの教科書 100
65340-1 ビジネスマンのためのファイナンス入門

95

52202-8 ビジネスモデル・イノベーション 84
53343-7 ビジネスモデルの教科書 84
53384-0 ビジネスモデルの教科書【上級編】 84
53113-6 ビジネス・リーダーへのキャリアを考える

技術・つくる技術 136
58097-4 ビッグデータ時代のライフログ 107
58096-7 ビッグデータの衝撃 107
22337-6 ビッグの終焉 157
53375-8 PDCA プロフェッショナル 136
73265-6 秘伝「柴田罫線」入門 147
55693-1 BtoB マーケティング 104
52211-0 人が育つ仕組みをつくれ！ 84
50265-5 ひとことの力 128
52213-4 一橋 MBA 戦略ケースブック 97

＜一橋ビジネスレビュー＞
82063-6 2014年秋号 62巻2号 76
82064-3 2014年冬号 62巻3号 76
82065-0 2015年春号 62巻4号 76
82066-7 2015年夏号 63巻1号 76

82067-4 2015年秋号 63巻2号 76
82069-8 2015年冬号 63巻3号 76
82070-4 2016年春号 63巻4号 76
82072-8 2016年夏号 64巻1号 77
22331-4 避難弱者 157
31453-1 美貌格差 26
04443-8 100円文具「超」仕事術 136
04389-9 100歳時代を生きぬく力 157
04452-0 180日でグローバル人材になる方法 128
53331-4 表彰制度 100

フ

53348-2 ファシリテーションの教科書 136
55728-0 ファッション＆ラグジュアリー企業のマネ

ジメント 113
05934-0 不安解消！ 30分でわかる糖尿病の本［プ

レミア健康選書］ 176
44374-3 不安定化する中国 67
04431-5 フィリピン「超」格安英語留学 128
22346-8 夫夫円満 157
53349-9 「部下なし管理職」が生き残る51の方法

128
50272-3 部下論 128
55686-3 福澤諭吉に学ぶ 思考の技術 136
04508-4 藤原和博の必ず食える1％の人になる方法

158
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50282-2 ぷしゅ よなよなエールがお世話になりま
す 117

53288-1 不正防止のための実践的リスクマネジメン
ト 96

04394-3 ふせんでカンタン！テンミニッツ仕事整理
術 136

04494-0 普通のサラリーマンのためのグローバル転
職ガイド 128

04395-0 不都合な相手と話す技術 136
22322-2 復興は現場から動き出す 158
04451-3 ブッダに学ぶ生きる智慧 160
65360-9 物理学者、ウォール街を往く。 54
04476-6 不動産広告を読め 166
39540-0 不動産絶望未来 147
39567-7 不動産絶望未来 次なる震災対策編 147
73304-2 不動産投資 1年目の教科書 148
73293-9 不動産投資市場の研究 48
73272-4 不動産投資×証券投資 最強のハイブリッ

ド投資術 148
73318-9 不動産投資でゼロから7年間で1億円貯め

た私の方法 148
73332-5 不動産投資の超基本 148
04511-4 不動産と金融のプロが教える 資産価値の

高いマンションの選び方・買い方 166
55700-6 不動産は「物語力」で再生する 84
65362-3 不動産評価入門 52
04397-4 葡萄酒の戦略 90
71167-5 プライベート・エクイティ ケースと解説

52
65454-5 プライベートバンキング戦略 52
71181-1 ブラックストーン 52
53274-4 プラットフォーム戦略 90
31260-5 ブランシャール マクロ経済学（上) 29
31261-2 ブランシャール マクロ経済学（下) 29
04274-8 PLANNING

プ ラ ン ニ ン グ

HACKS
ハ ッ ク

！ 128
53317-8 PlanB 90
55593-4 フランフランの法則 118
22328-4 プリンセス願望には危険がいっぱい 158
04377-6 ブレインダンプ 136
55706-8 プレゼンのアイデアノート51 137
50198-6 フレームワークを使いこなすための50問

137
52171-7 プロが教える 事業承継の税金と法律 96
50249-5 プロスポーツクラブのマネジメント第2版

84
53371-0 ブロックバスター戦略 137
55652-8 プロの課題設定力 137
04461-2 プロの資料作成力 137

55660-3 プロフェッショナル・アドバイザー 137
55691-7 プロフェッショナルコンサルティング 90
52215-8 プロフェッショナル シンキング 75
53299-7 プロフェッショナル・ネゴシエーターの頭

の中 137
78033-6 プロフェッショナル農業人 143
55473-9 プロフェッショナル・プレゼンテーション

137
52218-9 プロフェッショナル リーダーシップ

137
53287-4 プロフェッショナルリーダーの教科書 90
31478-4 プロ野球の経済学 113
47082-4 文系でもわかるビジネス統計入門 26
39468-7 粉飾の論理 41

ヘ

04532-9 米海軍で屈指の潜水艦艦長による「最強組
織」の作り方 128

22313-0 米国製エリートは本当にすごいのか？
128

09323-8 平成26年改正対応 図解 新会社法のしく
み（第3版） 153

44423-8 米中経済戦争 AIIB 対 TPP 44
44426-9 米中激突で中国は敗退する 152
44391-0 北京大学中国経済講義 67
31408-1 ベッカー教授、ポズナー判事の常識破りの

経済学 26
65437-8 ヘッジファンド投資ガイドブック 53
44359-0 ベトナム金融資本市場ハンドブック 67
55698-6 ペンギン、カフェをつくる 128
65401-9 〔決定版〕ベンチャーキャピタリストの実

務 53

ホ

50259-4 「ポイント・会員制サービス」入門 137
31358-9 法学部生のための経済学入門 26
55535-4 法人営業「力」を鍛える 106
44351-4 暴走する資本主義 66
50277-8 傍流革命 84
04472-8 ホウレンソウ禁止で1日7時間15分しか働

かないから仕事が面白くなる 138
70127-0 保険会社の社員が家族にしか教えない“本

当”の保険の選び方 166
70140-9 保険は今より6割安くできる！ 148
53312-3 ポーターの『競争の戦略』を使いこなすた

めの23問 90
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04349-3 ポックリ名人。 171
50183-2 Hot Pepper ミラクル・ストーリー 118
55756-3 本質思考 138
47087-9 「本質直観」のすすめ。 104
55746-4 本当に強い会社を作るための新常識 84
73284-7 ホントは教えたくない 資産運用のカラク

リ④ 148
73330-1 ホントは教えたくない資産運用のカラクリ

投資と税金篇 2016 148
04507-7 本物の提案営業 106

マ

50216-7 マイクロソフトで学んだこと、マイクロソ
フトだからできること。 101

44353-8 マイクロファイナンスのすすめ 48
04479-7 舞妓の言葉 158
39627-8 マイナス金利 44
21205-9 マイナンバー法のすべて 113
58104-9 毎日90分でメール・ネット・SNS をすべて

終わらせる99のシンプルな方法 129
04510-7 毎日4時45分に帰る人がやっているつまら

ない「常識」59の捨て方 138
06132-9 まかり通る 電力の鬼・松永安左エ門

163
50261-7 マクドナルド 失敗の本質 84
31390-9 マクロ貨幣経済の基礎理論 48
65461-3 マクロ金融経済と信用・貨幣の創造 48
81435-2 マクロ経済学（エッセンシャル経済学シ

リーズ) 29
73302-8 MarketHack 流 世界一わかりやすい米国

式投資の技法 148
55510-1 マーケティング・インタビュー 104
55669-6 マーケティング演習ノート 104
55531-6 マーケティング企画技術 105
55681-8 マーケティング思考法 105
55661-0 マーケティングマインドのみがき方 105
53313-0 負けない力 129
55522-4 マッキンゼー流 図解の技術 138
55543-9 マッキンゼー流 図解の技術 ワークブッ

ク 138
55527-9 マッキンゼー流 プレゼンテーションの技

術 138
52113-7 マネジメントの世紀 1901～2000 75
52193-9 守りつつ攻める企業 90
73317-2 漫画原作で印税1億円を稼ぐ方法 148
31403-6 マンガ＋講義でよくわかる経済学超入門

26

04560-2 マンガ 日本最大のビジネススクールで教
えている MBA の超基本 129

31437-1 マンキュー経済学Ⅰ ミクロ編 28
31445-6 マンキュー経済学Ⅱ マクロ編 29
31443-2 マンキュー入門経済学 26
31409-8 マンキュー マクロ経済学Ⅰ 入門篇 30
31420-3 マンキュー マクロ経済学Ⅱ 応用篇 30

ミ

53201-0 見える化 100
06122-0 未完の「国鉄改革」 101
31181-3 ミクロ経済学 28
81298-3 ミクロ経済学Ⅰ（プログレッシブ経済学シ

リーズ) 30
81300-3 ミクロ経済学Ⅱ（プログレッシブ経済学シ

リーズ) 31
81302-7 ミクロ経済学 Expressway 28
31281-0 ミクロ経済学 基礎と演習 28
31392-3 ミクロ計量経済学 56
04482-7 みだれない生き方 129
53258-4 認め上手 109
53378-9 未来を構想し、現実を変えていく イノ

ベーターシップ 138
39603-2 民主主義って本当に最良のルールなのか、

世界をまわって考えた 41
21220-2 民主主義の条件 151
21195-3 民主党の組織と政策 151
39628-5 みんなを幸せにする資本主義 41

ム

53272-0 群れのルール 158

メ

76189-2 メイド・イン・ジャパンは終わるのか 36
68139-8 名門外資系アナリストが実践している為替

のルール 148
53318-5 メンタリティマネジメント 109

モ

04561-9 『もしドラ』はなぜ売れたのか？ 129
04436-0 もし富士山が噴火したら 173
55757-0 持株会社の実務（第7版） 100
26091-3 モチベーション企業の研究 84
53277-5 もっと使いこなす！「システム思考」教本
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90
53286-7 もっと本気で、グローバル経営 97
53356-7 元・外資系人事部長が見た 要領よく出世

する人 138
04522-0 モノが少ないと快適に働ける 129
76224-0 モノ造りでもインターネットでも勝てない

日本が、再び世界を驚かせる方法 75
52197-7 モノづくりの経営思想 85
55704-4 モバイルパワーの衝撃 107
55741-9 問題解決のジレンマ 138
53158-7 問題解決ファシリテーター 91
55702-0 問題解決をはかる ハーバード流交渉戦略

138

ヤ

22304-8 野菜の裏側 158
44395-8 やっぱりアメリカ経済を学びなさい 66
50246-4 ヤバい経営学 85
31378-7 ヤバい経済学 26
22295-9 ヤバい社会学 158
39604-9 ヤバい日本経済 44
31477-7 ヤバすぎる経済学 26
04574-9 山田昭男の仕事も人生も面白くなる働き方

バイブル 139
04536-7 やる気が出なくて仕事が嫌になったとき読

む本 129
04368-4 やる気の大学 129
39618-6 ヤンキーの虎 96

ユ

26099-9 融解連鎖 41
53335-2 ユーザーイノベーション 75
76191-5 ユニクロ症候群 118
44404-7 夢の国から悪夢の国へ 66

ヨ

04551-0 良い習慣、悪い習慣 129
39630-8 幼児化する日本は内側から壊れる 44
31463-0 幼児教育の経済学 27
04473-5 養生道 171
22332-1 要点解説 90分でわかる！ ビジネスマン

のための「世界の宗教」超入門 158
06111-4 欲望と幻想の市場 163
37109-1 欲望を生み出す社会 71
09324-5 よくわかる ROE 経営 96

60094-8 よくわかる ファイナンス 48
44380-4 余震（アフターショック）そして中間層が

いなくなる 66
50229-7 予測できた危機をなぜ防げなかったのか？

100
73314-1 預貯金しかない人のための投信・株・先

物・FX 活用入門 149
73312-7 世の中を良くして自分も幸福になれる「寄

付」のすすめ 129
60200-3 「読まずに」わかる会計の本 96

ラ

21192-2 LIVE 講義 北朝鮮入門 152
55682-5 ラグジュアリー戦略 85
05933-3 ラジオは脳にきく［プレミア健康選書］

176
53376-5 ラストキャリア 142
50213-6 ラーメン二郎にまなぶ経営学 85
55624-5 ランチェスター思考 139
55670-2 ランチェスター思考Ⅱ 139

リ

53324-6 リ・インベンション 76
55662-7 利益思考 130
31323-7 理工系のための経済学・ファイナンス理論

27
22367-3 「履修履歴」面接 110
44412-2 リスクと流動性 54
53353-6 リスクマネジメントの教科書 139
53361-1 リーダーシップの哲学 85
53322-2 リーダーシップをデザインする 130
55657-3 リーダーになる人の「ランチェスター戦略」

入門 139
50130-6 リッチ・デヴォス 130
04416-2 リーディング3.0 139
04319-6 READING

リ ー デ ィ ン グ

HACKS
ハ ッ ク

！ 130
22326-0 琉球検事 158
53345-1 「良心」から企業統治を考える 85

ル

50171-9 ルイ・ヴィトンの法則 85
22315-4 ルポ アメリカの医療破綻 158
21182-3 ルポ 資源大陸アフリカ 69
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レ

55754-9 レジリエント・カンパニー 85
04567-1 レジリエンスとは何か 159
31439-5 劣化国家 159
04280-9 レバレッジ・シンキング 139
04327-1 レバレッジ・マネジメント 139
04269-4 レバレッジ・リーディング 139

ロ

70121-8 老後所得保障の経済分析 59
04587-9 老後破産しないためのお金の教科書 149
81502-1 労働経済（やさしい経済学シリーズ) 63
81293-8 労働経済学（プログレッシブ経済学シリー

ズ) 31
26097-5 労働市場改革の経済学 64
60219-5 68シーンで完全マスター！今すぐ使えるワ

ンランク上の実践ビジネス英語 139

53112-9 ロジカル・シンキング 140
55678-8 ロジカル・セリング 106
55554-5 ロジカル・ライティング 140
44400-9 ロバート・ライシュ 格差と民主主義 66
55655-9 論点思考 130

ワ

50245-7 ワイドレンズ 85
76164-9 若者はなぜ「会社選び」に失敗するのか

142
53365-9 ワーク・ルールズ！ 110
50278-5 早稲田会議 85
39005-4 私の実践経済学 41
39549-3 『私の実践経済学』はいかにして生まれた

か 42
04341-7 我ら糖尿人、元気なのには理由がある。

171
53280-5 ワンレポート 96
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1.経済・金融

経済学入門
G･A･アカロフ／ R･E･クラントン著
山形浩生・守岡 桜訳

アイデンティティ経 済 学
四六判／264頁／本体2200円

従来の経済学ではほとんど扱われてこな
かった，人々のアイデンティティを経済
学モデルに組み込んだ斬新な書。組織，
教育，差別など，多くの問題をより深く
分析するための新しいツールを示す。

31414-2
Ｃ3033

11. 7刊

P･リボリ著 雨宮 寛・今井章子訳

あなたの Tシャツはどこから来たのか？
―誰も書かなかったグローバリゼーションの真実―

四六判／368頁／本体2000円

1枚6ドルの T シャツが自分の手元
に届くまでの顛末をたどることで読者
をグローバル経済の世界へと誘うド
キュメンタリー。グローバル化に対す
る一般的な通説を覆す。

44339-2
Ｃ3033

06.12刊

G･A･アカロフ／ R･J･シラー著 山形浩生訳

ア ニ マ ル ス ピ リ ット
―人間の心理がマクロ経済を動かす―

四六判／340頁／本体2200円

ノーベル賞受賞経済学者とベストセラー
著者がタッグを組んで，かつてケインズ
が指摘した「アニマルスピリット」の現
代的意義を明らかにする。経済危機に関
する深い知見を得られる野心作。

31398-5
Ｃ3033

09. 5刊

池田信夫著

イノベーションとは 何か
A5判／240頁／本体2000円

「ものづくりからイノベーションへ」。重要性
は常に指摘されながら，真面目に論じられ
ないイノベーションを正面から取り上げた画
期的な1冊。起こりやすい条件から阻害
要因，企業・政府の対策まで完全網羅。

50227-3
Ｃ3034
テキスト

11. 9刊

池田信夫著

今さら聞けない経済教室
四六判／210頁／本体1400円

「デフレはなぜ悪い？」「円安で景気は
良くなる？」など初心者が必ず知りた
い70の疑問を全編 Q ＆ A でやさしく
解説。2色，まとめ付だから読みやす
い！ わかりやすい！

31476-0
Ｃ3033

16. 4刊

P･クルーグマン／ J･パパンドレウ／ N･ギングリッチ／
A･ラッファー著 町田敦夫訳
金持ちは税率70％でもいい VSみんな10％課税がいい

―1時間でわかる格差社会の増税論―
四六判／176頁／本体1200円

財政赤字，貧困対策，高齢社会，失業
対策。この膨大なコストを誰がどう負
担するのか？ 成熟国家の重要課題を
4大知性が大激論。

61062-6
Ｃ3033

14. 5刊

岡田 章著

経済学･経営学のための数学
A5判／304頁／本体3200円

経済学や経営学を学ぶ者にとって，数
学の基礎知識を体系的に理解しておく
ことは，きわめて重要。ゲーム理論で
国際的に活躍している筆者が，懇切丁
寧に基礎数学を解説。練習問題付き。

31298-8
Ｃ3033
テキスト

01. 9刊

若田部昌澄著

経済学者たちの闘い〔増補版〕
―脱デフレをめぐる論争の歴史―

新書変型判／368頁／本体1000円

2003年刊『経済学者たちの闘い』の新
装版。書き下ろし「リフレ戦記」を追
加。今日への示唆に富む，経済政策論
争の歴史。

37113-8
Ｃ3033

13. 4刊

大村敬一・浅子和美・
池尾和人・須田美矢子著

経 済 学 とファ イナン ス
（第2版） A5判／624頁／本体4000円

ファイナンス経済学を学ぶための，初
級・中級レベルの経済学入門書の待望
の改訂版。マクロ経済学・金融・国際
経済の3部より構成。証券アナリスト
試験の受験者向けの基本テキスト。

31340-4
Ｃ3033
テキスト

04. 6刊

経済学入門
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金子昭彦・田中久稔・若田部昌澄著

経 済 学 入 門
（第3版） A5判／576頁／本体3600円

ミクロ・マクロの初歩が一冊にまと
まった定評のあるテキストの最新改訂
版。学生からの感想・反応を踏まえ
て，よりわかりやすく改訂。

31456-2
Ｃ3033

15. 4刊

宇沢弘文著

経済学は人びとを幸福にできるか
四六判／304頁／本体1600円

03年刊『経済学と人間の心』の新装・
再構成版。効率性よりも人間の尊厳を
大切にした経済社会の構築を説く。池
上彰氏の解説つき。

31442-5
Ｃ3033

13.10刊

学習院大学経済学部・経済経営研究所編

経済と経営を楽しむためのストーリー
A5判／264頁／本体1800円

経済学部では何を学び，経済学・経営
学は実社会でどう役立つのか？ 一流
教授陣が経済・経営のエッセンスをわ
かりやすく解説。

31448-7
Ｃ3033

14. 6刊

ハジュン・チャン著 酒井泰介訳

ケンブリッジ式 経済学ユーザーズガイド
四六判／472頁／本体1800円

経済学の95％はただの常識にすぎな
い。権威にだまされてはいけない。自
分のアタマで考える人のための，ゼロ
から学べる経済書。

31460-9
Ｃ3033

15. 5刊

中島隆信著

高 校 野 球 の 経 済 学
四六判／240頁／本体1500円

男子高校生の実に1割以上が所属し，
高視聴率を叩き出す高校野球。人気の
秘密を経済学的視点から分析し，汗と
涙の裏側を探る。

31480-7
Ｃ0033

16. 6刊

D･ボック著
土屋直樹・茶野 努・宮川修子訳
幸 福 の 研 究

―ハーバード元学長が教える幸福な社会―
四六判／336頁／本体2600円

幸福の意味とは？ 幸福の研究は政策
立案にどのように役立つのか？ 世界中
で注目される幸福の研究についてハーバ
ード大学元学長が様々な角度から挑み，
研究成果から意外な結論を導き出す。

44383-5
Ｃ3033

11. 9刊

池田新介著

自 滅 す る 選 択
―先延ばしで後悔しないための新しい経済学―

四六判／304頁／本体1800円

「ダイエットは明日から」「大事な仕事
なのに後回し」……。なぜ私たちは先
延ばしグセから抜け出せないのか。最
新の行動経済学・心理学から選択の背
景にあるメカニズムを解き明かす。

31422-7
Ｃ3033

12. 5刊

塚崎公義著
初心者のための
経済指標の見方・読み方

四六判／240頁／本体1500円

GDP，鉱工業生産指数，在庫指数，
日銀短観 etc，……重要な経済指標を
取り上げ，いつ，どこで入手でき，ど
こに着目して読めばよいのかを解説。
景気の先行きを読む力が身につく1冊。

39539-4
Ｃ3033

10.10刊

塚崎公義・山澤光太郎著

初心者のためのやさしい経済学
―81のキーワードで基礎からわかる―

四六判／200頁／本体1400円

「経済って何？」という疑問に，丁寧
に答えるこれまでにない教科書。見開
き1話完結の読みやすい構成で，
ニュース解説風に一気に読める経済学
の超入門書。

31306-0
Ｃ3033
テキスト

02. 6刊

大江英樹著
知 ら な い と 損 す る
経済とおかねの超基本1年生

A5判／200頁／本体1500円

知らないと生きるのに不便な「経済と
お金」の基本を，40万人に教えてきた
著者が「これ以上わかりやすくできな
い」レベル感で解説！

31465-4
Ｃ0033

15.10刊

経済学入門
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J･E･スティグリッツ／ C･E･ウォルシュ著
藪下史郎・秋山太郎・蟻川靖浩・大阿久 博・
木立 力・宮田 亮・清野一治訳
スティグリッツ 入門経済学

（第4版） A5判／592頁／本体2800円

ノーベル経済学賞受賞者による経済分
野におけるグローバル・スタンダード・
テキストの最新版。金融危機，環境危
機についての日本版だけの特別書き下
ろしの章も含め，入門分野の決定版。

31419-7
Ｃ3033
テキスト

12. 3刊

藪下史郎著
スティグリッツの経 済 学

「見えざる手」など存在しない
四六判／312頁／本体1800円

不平等や失業など現実の経済問題にも
積極的に取り組む，ノーベル賞学者ス
ティグリッツ。その経済理論と思想を
わかりやすく解説。

31436-4
Ｃ3033

13. 2刊

竹森俊平著

世 界 経 済 の 謎
―経済学のおもしろさを学ぶ―

A5判／400頁／本体2500円

バブルの発生と崩壊，アジア通貨危
機，ヘッジ・ファンドなど世界経済の
謎から最新の経済理論まで，数式を使
わず経済学の知識がなくてもわかるよ
うに解説。

44249-4
Ｃ3033
テキスト

99.12刊

M・アドシェイド著 酒井泰介訳

セックスと恋愛の経済学
四六判／324頁／本体1800円

恋愛や結婚を経済学で考えると，こん
なにわかりやすく役に立つ！ カナダ
の超名門大の人気講義「セックスと恋
愛の経済学」書籍化。

31452-4
Ｃ0036

14.12刊

U･ニーズィー／ J･A･リスト著 望月 衛訳

その問題、経済学で解決できます。
四六判／392頁／本体1800円

どんなご褒美で成績は上がる？ どう
したら差別をなくせる？ 子育てから
政策まで，何でも実験して答えを出す
最新の行動経済学。

31449-4
Ｃ3033

14. 8刊

S･D･レヴィット／ S･J･ダブナー著
望月 衛訳

超 ヤ バ い 経 済 学
四六判／352頁／本体1900円

全世界発行部数400万部のベストセラ
ー『ヤバい経済学』の続編。売春婦，
テロ，地球温暖化，医療問題，犯罪な
どの裏側を探検する。1冊目よりもさ
らに大胆におかしく，驚きの連続。

31406-7
Ｃ3033

10. 9刊

P･D･シフ／ A･J･シフ著 酒井泰介訳

なぜ政府は信頼できないのか
―寓話で学ぶ経済の仕組み―

A5判／224頁／本体1800円

交換の原理や経済成長の源泉，紙幣の
役割，政府介入の功罪，ハイパーインフ
レの恐怖など，経済に関連するさまざま
な現象をシンプルな寓話でやさしく説明
する，わかりやすく読みやすい入門書。

31411-1
Ｃ3033

11. 6刊

A･B･アトキンソン著 山形浩生・森本正史訳

21 世 紀 の 不 平 等
A5判／464頁／本体3600円

経済学のトレンドが成長から分配へ変
わった今，不平等研究の第一人者が具
体的で革新的な処方箋を提示する。全
世界で読むべき一冊。

31470-8
Ｃ3033

15.12刊

池田信夫著

日本人のためのピケティ入門
A5判／80頁／本体800円

世界的ベストセラー『21世紀の資本』
の読み所や必要な事前知識を，Q ＆
A も使ってコンパクトに解説。ピケ
ティを知るにはまずこの1冊から。12
万部のベストセラー。

44414-6
Ｃ3033

14.12刊

井原哲夫著

入 門 経 済 学
（第2版） A5判／240頁／本体2600円

数式をほとんど使わずに学べるよう工
夫された超入門書。全15章でミクロ経
済学とマクロ経済学の基礎が学べるコ
ンパクトな一冊。

31441-8
Ｃ3033
テキスト

13. 9刊

経済学入門
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小宮英敏著

入門 経済学のための微分・積分
A5判／324頁／本体2400円

微分と積分を理解し使いこなすこと
が，経済学で使う数学を理解するため
の第一歩。その考え方・技法を身に付
けるための入門テキスト。

31454-8
Ｃ3033

15. 4刊

A・ミアン／ A・サフィ著
岩本千晴訳

ハ ウ ス・オ ブ ・デ ット
四六判／304頁／本体2400円

2014年の「最重要経済書」とサマーズ
が評し，クルーグマンも高く評価した
新しいマクロ経済学。現代経済に必須
の処方箋を示す。

31459-3
Ｃ3033

15.10刊

D・S・ハマーメッシュ著 望月 衛訳

美 貌 格 差
四六判／256頁／本体1800円

美人やイケメンはどれくらい得か？
CEO の容姿が企業業績に影響するの
か？ 給料や就職から選挙，結婚まで
幅広い角度から研究。

31453-1
Ｃ3033

15. 2刊

内田 学・兼子良久・斉藤嘉一著

文系でもわかるビジネス統計入門
A5判／224頁／本体1800円

中学数学だけで，統計の基礎から多変
量解析までを一挙に学べる入門テキス
ト。ビジネスシーンに基づいた解説
で，実務で使える統計力がメキメキ上
がる！ Excel 操作も具体的に解説。

47082-4
Ｃ3033
テキスト

10. 2刊

G･S･ベッカー／ R･A･ポズナー著
鞍谷雅敏・遠藤幸彦・稲田誠士訳
ベッカー教 授、ポズナー判 事の
常 識 破 り の 経 済 学

四六判／232頁／本体2200円

鋭い観察眼と切れ味の良い経済学的ア
プローチで，男女の産み分けから欧州
の長期経済停滞まで幅広い話題を斬り
まくる。人気の「ベッカーとポズナー
のブログ」の翻訳第2弾。

31408-1
Ｃ3033

11. 1刊

工藤和久著

法学部生のための経済学入門
A5判／372頁／本体3400円

法律や契約など，法学部生に関係する
トピックを取り上げて経済学を解説し
た，ユニークな教科書。経済学を専門
としない学生向けにわかりやすく，経
済学の面白さと基礎知識を伝える。

31358-9
Ｃ3033
テキスト

06. 1刊

木暮太一著 黒渕かしこ作画
トレンド・プロ編集・制作

マンガ＋講義でよくわかる経済学超入門
B5判／256頁／本体2000円

合理的選択，取引の利益，需給分析な
ど，経済学の基礎をマンガ＋講義で楽
しく易しく解説。経済学の思考法が身
につくと，世の中の動きがよくわかり，
よりよい選択ができるようになる。

31403-6
Ｃ3033
テキスト

10. 3刊

N･G･マンキュー著 足立英之・石川城太・
小川英治・地主敏樹・中馬宏之・柳川 隆訳

マンキュー 入 門 経 済 学
（第2版） A5判／592頁／本体3200円

いま世界で一番読まれている経済学の
テキストの改訂版。税，雇用，為替の
章も追加され，これ1冊で経済学の
エッセンスをすべて学べる。

31443-2
Ｃ3033
テキスト

14. 2刊

S･D･レヴィット／ S･J･ダブナー著
望月 衛訳
ヤバい 経 済 学 〔増補改訂版〕

―悪ガキ教授が世の裏側を探検する―
四六判／464頁／本体2000円

1990年代のアメリカで犯罪が激減した
驚くべき理由とは？ 勉強ができる子
の親ってどんな人？ アメリカに経済
学ブームを巻き起こした170万部のベ
ストセラーの増補改訂版。

31378-7
Ｃ3033

07. 4刊

S･D･レヴィット／ S･J･ダブナー著
望月 衛訳

ヤ バ す ぎ る 経 済 学
四六判／436頁／本体1800円

700万部突破，世界40カ国刊行の大人
気シリーズの最新版！ 笑って泣けて
役に立つ，これまでにない経済学の
本。

31477-7
Ｃ3033

16. 4刊

経済学入門
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J・J・ヘックマン著
大竹文雄解説 古草秀子訳

幼 児 教 育 の 経 済 学
四六判／128頁／本体1600円

40歳まで行った追跡調査で，幼少期の
教育がその後の人生を左右することを
解き明かす。ノーベル賞経済学者によ
る格差と教育論。

31463-0
Ｃ3033

15. 6刊

縄田和満著

理工系のための経済学・ファイナンス理論
A5判／384頁／本体3200円

数学を積極的に使い，経済理論・ファ
イナンス理論の知識を，短時間で合理
的に学習するためのテキスト。東大工
学部の講義を1冊にまとめた，理工系
のための入門書。

31323-7
Ｃ3033
テキスト

03. 3刊

1.経済・金融

ミクロ経済学
D･M･クレプス著 中泉真樹・尾近裕幸・
熊本尚雄・林 行成・細谷 圭・増原宏明訳
MBAのためのミクロ経済学入門Ⅰ

―価格と市場―
A5判／500頁／本体4800円

スタンフォード大学 MBA コースで用
いられるケーススタディをふんだんに
用いながら，経営者にとって本当に役
に立つミクロ経済学を，基礎から最も
ホットなテーマまで学ぶ。

31389-3
Ｃ3033
テキスト

08. 3刊

D･M･クレプス著 中泉真樹・尾近裕幸・
熊本尚雄・林 行成・細谷 圭・増原宏明訳
MBAのためのミクロ経済学入門Ⅱ

―ゲーム・情報と経営戦略―
A5判／424頁／本体4700円

不確実性，情報，インセンティブ，
ゲームといった最新のミクロ経済の
ツールを使って経営に関するさまざま
な問題を実践的に解決するための思考
方法を学ぶ。全2巻完結。

31396-1
Ｃ3033
テキスト

09. 2刊

P･ミルグロム著 川又邦雄・奥野正寛監訳
計盛英一郎・馬場弓子訳

オークション 理論とデザイン
A5判／440頁／本体5400円

現代オークション理論とその応用例に
関する包括的な入門書。数学的に厳密
な形でオークション理論全体の解説を
し，また基本的命題の含意とその実践
的意義についても説明を加える。

31385-5
Ｃ3033
テキスト

07.11刊

P･クルーグマン／ R･ウェルス著
大山道広・石橋孝次・塩澤修平・
白井義昌・大東一郎・玉田康成・蓬田守弘訳
クルーグマン ミクロ経済学

B5判／744頁／本体4800円

平明な文章で一般読者の間でも高い人
気を誇る著者が，そのノウハウを最大
限投入して作り上げた，徹底的にわか
りやすく，徹底的に面白いテキスト。

「使える経済学」を学びたい人に最適。

31383-1
Ｃ3033
テキスト

07. 9刊

柳川範之著

契 約 と 組 織 の 経 済 学
A5判／232頁／本体2500円

ミクロ経済学の最新動向は価格メカニ
ズムを中心とした分析から，契約，取
引，組織に注目した分析に移ってい
る。本書は，この最新テーマをやさし
く解説。

31272-8
Ｃ3033
テキスト

00. 3刊

小川一仁・川越敏司・佐々木俊一郎著

実 験 ミ ク ロ 経 済 学
A5判／184頁／本体2200円

ミクロ経済学の基礎的な概念を実験を通
じて学べるように配慮したはじめての教
科書。実際に実験に参加してもらうこと
で，経済学への興味を引き出す。実験
に不慣れな先生のための資料も充実。

31428-9
Ｃ3033
テキスト

12. 9刊

ミクロ経済学
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J･E･スティグリッツ／ C･E･ウォルシュ著
藪下史郎・秋山太郎・蟻川靖浩・大阿久 博・
木立 力・宮田 亮・清野一治 訳
スティグリッツ ミクロ経済学

（第4版） A5判／784頁／本体3800円

初版刊行以来，経済学テキスト界にお
ける不動の位置を占める本シリーズのミ
クロ編の改定版。情報の経済学を最も
統一した形でやさしく教える。第4版で
は行動経済学の最新の知見も紹介。

31435-7
Ｃ3033
テキスト

13. 1刊

N･G･マンキュー著 足立英之・石川城太・
小川英治・地主敏樹・中馬宏之・柳川 隆訳
マ ン キ ュ ー 経 済 学 Ⅰ

ミクロ編
（第3版） A5判／768頁／本体4000円

いま世界で一番読まれている経済学界
の大ベストセラーテキストのミクロ
編，最新改訂版。経済学の基礎から応
用までこれ1冊でカバー。

31437-1
Ｃ3033
テキスト

13. 3刊

西村和雄著

ミ ク ロ 経 済 学
A5判／420頁／本体3700円

中級レベルのミクロ経済学テキストの
決定版。豊富でわかりやすい図，理解
を助けるための例題と練習問題等々，
ミクロ経済学の真髄を理解するのに最
適の書。

31181-3
Ｃ3033
テキスト

90. 9刊

八田達夫著

ミクロ経済学 Expressway
A5判／392頁／本体2800円

『ミクロ経済学Ⅰ・Ⅱ』（プログレッシ
ブ経済学）を1冊に再構成。基本理論
と現実の経済問題への考え方を学ぶこ
とのできる入門書。

81302-7
Ｃ3033
テキスト

13. 3刊

今泉博国・須賀晃一・渡辺淳一著

ミクロ経済学 基礎と演習
A5判／440頁／本体3500円

経済学の考え方からはじまって，理論
と数学を丁寧に解説。豊富な例題によ
り順序だてて理解できる中級レベルの
教科書。解答は東洋経済のホームペー
ジにて掲載。

31281-0
Ｃ3033
テキスト

01. 5刊

1.経済・金融

マクロ経済学
S･D･ウィリアムソン著 釜 国男訳

ウィリアムソン マクロ経済学Ⅰ
入門篇

A5判／400頁／本体3800円

市場均衡アプローチ，すなわちマクロ
モデルをミクロ経済学原理から組み立
てる手法により，経済成長と景気変動
という重要なテーマを解説。練習問題
も豊富な最新の中級マクロ・テキスト。

31418-0
Ｃ3033
テキスト

12. 3刊

S･D･ウィリアムソン著 釜 国男訳

ウィリアムソン マクロ経済学Ⅱ
応用篇

A5判／336頁／本体3600円

市場均衡アプローチによる新しいタイ
プの中級マクロ経済学のテキスト。第
Ⅱ巻では，貨幣を導入し，また開放経
済のもとでの景気変動や経済成長を解
説する。

31431-9
Ｃ3033
テキスト

12. 9刊

P･クルーグマン／ R･ウェルス著
大山道広・石橋孝次・塩澤修平・白井義昌・
大東一郎・玉田康成・蓬田守弘訳
クルーグマン マクロ経済学

B5判／664頁／本体4800円

ノーベル賞受賞経済学者で，ベストセ
ラー書籍の著者でもある人気学者が渾身
の力を込めて書いた，徹底的にわかりや
すく，徹底的に読みやすいテキスト。「使
える経済学」を知りたい人に最適。

31397-8
Ｃ3033
テキスト

09. 3刊

マクロ経済学
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加藤 涼著

現 代 マクロ経 済 学 講 義
―動学的一般均衡モデル入門―

A5判／272頁／本体3600円

アメリカの大学院など最先端の経済学
講義で教えられる動学的一般均衡モデ
ルを基礎から実践まで詳細に解説した
邦語初のテキスト。

31370-1
Ｃ3033
テキスト

06.12刊

中村 保・北野重人・地主敏樹著

＜サピエンティア＞マクロ経済学
A5判／312頁／本体3000円

経済統計の基礎から開放経済，成長理
論までを網羅。ニュー・ケインジア
ン・モデルについても解説。学部2年
生から大学院初級まで。

31479-1
Ｃ3033
テキスト

16. 6刊

川越敏司・小川一仁・佐々木俊一郎著

実 験 マ ク ロ 経 済 学
A5判／224頁／本体2400円

世界初！ マクロ経済学関連の実験を
集めて紹介した経済学の入門書。講義
のサブテキストや，最新研究のサーベ
イとして使える本。

31451-7
Ｃ3033

14. 9刊

C･I･ジョーンズ著 宮川 努・荒井信幸・
大久保正勝・釣 雅雄・徳井丞次・細谷 圭訳
ジョーンズ マクロ経済学Ⅰ

長期成長編
A5判／408頁／本体3500円

経済成長の分野で優秀な若手経済学者
による初めての大型テキスト。マクロ
経済学において最も発展している経済
成長と金融政策の最新の成果を，初学
者にもわかるように懇切丁寧に解説。

31410-4
Ｃ3033
テキスト

11. 4刊

C･I･ジョーンズ著 宮川 努・荒井信幸・
大久保正勝・釣 雅雄・徳井丞次・細谷 圭訳
ジョーンズ マクロ経済学Ⅱ

短期変動編
A5判／544頁／本体3800円

優秀な若手経済学者による初めての大
型テキストの短期循環編。金融政策に
関して実際に使われている新しい分析
手法を取り入れ，金融危機とその後の
大不況をマクロ経済の枠組で概説する。

31417-3
Ｃ3033
テキスト

11. 9刊

J･E･スティグリッツ／ C･E･ウォルシュ著
藪下史郎・秋山太郎・蟻川靖浩・大阿久 博・
木立 力・宮田 亮・清野一治訳
スティグリッツ マクロ経済学

（第4版） A5判／722頁／本体3800円

標準テキストの改訂版。CEA 委員長，
世銀チーフエコノミストなど，現場で
政策問題に数多く携わった著者によ
る，現実感覚抜群の書。

31446-3
Ｃ3033
テキスト

14. 4刊

O･ブランシャール著 鴇田忠彦・知野哲朗・
中泉真樹・中山徳良・渡辺愼一訳
ブランシャール マクロ経済学

(上)
A5判／544頁／本体3800円

「入門だけでは物足りない」読者には
最適の初・中級テキスト。最近のマク
ロ経済学の焦点の一つである期待を分
析概念に使って，現実の経済を見る眼
を養う。

31260-5
Ｃ3033
テキスト

99. 7刊

O･ブランシャール著 鴇田忠彦・知野哲朗・
中泉真樹・中山徳良・渡辺愼一訳
ブランシャール マクロ経済学

(下)
A5判／628頁／本体4000円

労働市場の考察，資本蓄積と技術進歩
の導入など中・長期の分析に焦点を絞
る。成熟経済下の失業問題，ゼロ・イ
ンフレの功罪などカレントな話題も豊
富。全2巻完結。

31261-2
Ｃ3033
テキスト

00.12刊

工藤和久・井上 正・金谷貞男著

マ ク ロ 経 済 学
＊エッセンシャル経済学シリーズ

A5判／384頁／本体2800円

経済はなぜ循環するのか？ 利子や物
価はどう決まるのか？ 景気の好不
況，インフレ，失業はなぜ生じるの
か？ マクロ経済の基本をわかりやす
く解説した初級テキスト。

81435-2
Ｃ3333
テキスト

99. 9刊

N･G･マンキュー著
足立英之・石川城太・小川英治・地主敏樹・中馬宏之・柳川 隆訳
マ ン キ ュ ー 経 済 学 Ⅱ

マクロ編
（第3版） A5判／692頁／本体4000円

いま世界で一番売れている教科書のマ
クロ編の改訂版。世界金融危機後，大
きく変わった金融政策への考え方が随
所に反映された構成に。

31445-6
Ｃ3033
テキスト

14. 3刊

マクロ経済学
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N･G･マンキュー著 足立英之・地主敏樹・
中谷 武・柳川 隆訳
マンキュー マクロ経済学Ⅰ

入門篇
（第3版） A5判／514頁／本体3800円

世界中の大学で使用され続けているロ
ングセラー・テキスト。原書第7版の
改訂版。「長期から短期へ」という自
然な流れでマクロ経済学の体系を学習
できる。本文2色刷り。

31409-8
Ｃ3033
テキスト

11. 4刊

N･G･マンキュー著
足立英之・地主敏樹・中谷 武・柳川 隆訳
マンキュー マクロ経済学Ⅱ

応用篇
（第3版） A5判／388頁／本体3700円

マクロ経済学のスタンダードテキストの
最新版。基本モデルの補完やより広いト
ピックスを扱うにとどまらず，動学モデ
ルの導入や経済学における最新の研究
成果も紹介するなど充実した内容。

31420-3
Ｃ3033
テキスト

12. 3刊

プログレッシブ
経済学シリーズ

経済学の主要分野について大学2～3
年次を対象に，入門から専門へと導く
中級テキスト・シリーズ。理論と現実
への応用のバランスを配慮。

小田切宏之著

企 業 経 済 学
（第2版） A5判／456頁／本体3200円

企業の役割・組織・行動を学ぶ企業経
済学の集大成。会社法制定，独占禁止
法改正，Ｍ＆Ａの日本での活発化，ベ
ンチャー企業の拡大など現実と理論を
バランスさせたテキストの全面改訂版。

81301-0
Ｃ3033
テキスト

10. 3刊

筒井義郎著

金 融
A5判／422頁／本体3400円

貨幣の役割や利子率，株価，資産選択
など，「金融」の動きと役割を学ぶ上
で欠かすことのできない基礎理論か
ら，日本金融の歴史・現状を一体的に
学ぶテキスト。

81297-6
Ｃ3333
テキスト

01.11刊

竹森俊平著

国 際 経 済 学
A5判／376頁／本体2700円

貿易はなぜ行われるのか。貿易は当事
国の経済にどういう影響を与えるの
か。最新の研究成果を踏まえて，理
論・政策の両面をバランスよく盛り込
んだ新テキスト。

81292-1
Ｃ3333
テキスト

95. 1刊

刈屋武昭・勝浦正樹著

統 計 学
（第2版） A5判／464頁／本体3200円

経済・経営・商学など社会科学を学ぶ
学生のための統計学のテキスト。実際
の経済データを中心に扱い，エクセル
を手助けに，数式の概念と意味が理解
できるよう工夫をこらしている。

81299-0
Ｃ3333
テキスト

08. 7刊

金本良嗣・藤原 徹著

都 市 経 済 学
（第2版） A5判／440頁／本体3200円

「少子高齢社会」の課題先進国日本の
都市経済問題にアプローチするテキス
ト。土地・住宅・交通・財政など，具
体的な政策課題を分析。

81303-4
Ｃ3333
テキスト

16. 1刊

八田達夫著

ミ ク ロ 経 済 学 Ⅰ
―市場の失敗と政府の失敗への対策―

A5判／484頁／本体3500円

日本が直面している政策問題を評価す
る方法を学ぶためのミクロ経済学の入
門テキスト。加減乗除以外の数学を用
いず，需要・供給分析の応用により学
ぶ入門書。

81298-3
Ｃ3033
テキスト

08.10刊

プログレッシブ経済学シリーズ
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八田達夫著

ミ ク ロ 経 済 学 Ⅱ
―効率化と格差是正―

A5判／624頁／本体3800円

さまざまな経済政策問題への対応策を
考えられるようになることを目的とす
るテキスト。労働・土地・資本市場を
分析し，それを土台に，格差是正政策
と効率化政策との関連を展望する。

81300-3
Ｃ3033
テキスト

09. 7刊

樋口美雄著

労 働 経 済 学
A5判／384頁／本体2900円

労働需要・供給，失業と雇用問題等，
人間という「財」を扱う労働経済学の
基本を教えると同時に，国際化に伴う
労働市場の構造変化をも見据えた新し
いテキスト。

81293-8
Ｃ3333
テキスト

96. 2刊

1.経済・金融

経 済 理 論
R･H･コース著
宮沢健一・後藤 晃・藤垣芳文訳

企 業 ・ 市 場 ・ 法
A5判／272頁／本体3800円

91年ノーベル経済学賞を受賞した著者
の主要業績である「企業の本質」「社
会的費用の問題」の2論文をはじめ，
新たな書き下ろし論文を含んだ代表的
著作の本邦初訳。

31202-5
Ｃ3033

92.10刊

S･J･ブラムス著 川越敏司訳

旧 約 聖 書 のゲーム 理 論
―ゲーム・プレーヤーとしての神―

四六判／400頁／本体2800円

「天地創造」や「十戒」などの広く知
られた物語をゲーム理論を用いて読み
解く。ゲーム理論の応用例としても，
聖書の斬新な解釈としても読める，独
創的な内容。副読本にも最適。

31368-8
Ｃ3033

06. 5刊

藤田昌久／ P･クルーグマン／ A･J･ベナブルズ著
小出博之訳
空 間 経 済 学

―都市・地域・国際貿易の新しい分析―
A5判／384頁／本体4500円

1990年以降，地域，都市，国際貿易，
経済発展，産業立地など経済の空間的
側面を扱う研究が飛躍的に発展した。
この分野での世界的権威がまとめた画
期的テキスト。

31285-8
Ｃ3033
テキスト

00. 9刊

船木由喜彦・武藤滋夫・中山幹夫編著

ゲーム理論アプリケーションブック
A5判／280頁／本体3000円

経済学・政治学・法学・社会学・行政
学など幅広い分野にゲーム理論を応
用。問題を解くためのアプローチを学
ぶための中級テキスト。

31440-1
Ｃ3033
テキスト

13.11刊

岩本康志・神取道宏・塩路悦朗・照山博司編

現代経済学の潮流 2014
A5判／242頁／本体2400円

日本経済学会唯一の日本語版機関誌。
最先端の研究論文5本と「経済学術
誌」「日本国債」がテーマのパネル討
論2本を収録。

31447-0
Ｃ3033

14. 6刊

神取道宏・澤田康幸・塩路悦朗・照山博司編

現代経済学の潮流 2015
A5判／288頁／本体2400円

日本経済学会の日本語版機関誌。最先
端の研究論文5本と「日中韓連携」

「東日本大震災」「科学技術」がテーマ
のパネル討論を収録。

31464-7
Ｃ3033

15. 8刊

経済理論
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土井正幸・坂下 昇著

交 通 経 済 学
＊応用地域経済学シリーズ

A5判／368頁／本体3800円

交通・物流の問題を理論的に学ぶ交通
経済学のテキスト。交通サービスの需
要・供給の基本問題から，立地や投資
のプロジェクト評価，経済への効果ま
で幅広く学ぶ。

31316-9
Ｃ3033
テキスト

02.12刊

小室直樹著
小 室 直 樹
日本人のための経済原論

四六判／720頁／本体2800円

稀代の社会科学者・小室直樹の経済論
2冊を合本して復刻。経済学をわかり
やすく解説した小室経済学の集大成に
して決定版。

39616-2
Ｃ3033

15. 5刊

J･M･ケインズ著 塩野谷祐一訳
普及版
雇用・利子および貨幣の一般理論

A5判／520頁／本体3400円

有名なケインズ『一般理論』を，小社
創立100周年を機に簡易装訂の普及・
廉価版として新たに刊行。若い学徒，
ビジネスマンに向けての名著普及版
(全集は33頁より参照)。

31218-6
Ｃ3033

95. 3刊

入谷 純・加茂知幸著

＜サピエンティア＞経済数学
A5判／272頁／本体2800円

高校レベルの数学から始まって，経済
学に必要な数学的用具を一通り学べ
る，大学専門課程まで使えるテキス
ト。コラムも充実。

31471-5
Ｃ3033
テキスト

16. 4刊

鈴村興太郎著

社会的選択の理論・序説
A5判／484頁／本体7000円

経済システムや経済政策の立案など，
個人の福祉・権利・自由に影響を及ぼ
す社会的な選択を，個人の選択評価を
情報的な基礎として合理的に説明する
理論を解説，展開した労作。

31423-4
Ｃ3033

12. 6刊

松井彰彦・川島 聡・長瀬 修編著

障 害 を 問 い 直 す
四六判／332頁／本体3600円

経済学と障害学という，一見接点のな
さそうな両分野の対話から生まれる新し
い研究成果を世に示す。「障害」という
課題を通じて，人々のものの見方と，
社会のあり方を深く考えるための一冊。

31412-8
Ｃ3033

11. 6刊

G･S･ベッカー著 佐野陽子訳

人 的 資 本
―教育を中心とした理論的・経験的分析―

A5判／312頁／本体4800円

人的資本とは人間が身につけている知
識・技能を意味する。本書は人的資本
投資，特に学校教育や職場訓練が収入
や雇用に与える影響を実際の統計を用
いて理論的・実証的に解明。

31085-4
Ｃ3033

76. 7刊

D･C･ノース著
瀧澤弘和・中林真幸監訳

ダグラス・ノース 制度原論
A5判／320頁／本体3800円

『なぜ国家は衰退するのか』『劣化国
家』など，現代世界を読み解くベスト
セラーの原点。制度論の大家による人
類と経済の成長論。

31474-6
Ｃ3033

16. 2刊

P･クルーグマン著
北村行伸・高橋 亘・妹尾美起訳

脱 「国 境」の 経 済 学
四六判／180頁／本体2000円

欧州統合など各地で進んでいる地域統
合は「国境」の概念を変えてしまっ
た。クリントン政権の貿易政策の理論
的支柱が描く，新たなボーダーレス国
際経済学の世界。

44172-5
Ｃ3033

94. 9刊

P･クルーグマン著
林 康史・河野龍太郎訳

通 貨 政 策 の 経 済 学
四六判／168頁／本体2000円

経常収支と為替レートの関係を分析す
る際に有用なマサチューセッツ・アベ
ニュー・モデル（MAM）の仕組み
を，1980年代の日米独を例にとりなが
ら解説する。

31249-0
Ｃ3033

98. 5刊

経済理論
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ケインズ全集
イギリス王立経済学会編

日本語版編集委員 中山伊知郎／塩野谷九十九
高橋泰蔵／安井琢磨

編集幹事 荒憲治郎／大石泰彦／福岡正夫
花輪俊哉／堀内昭義／平井俊顕
吉川洋

則武保夫・片山貞雄訳
ケインズ全集①
イ ンド の 通 貨 と 金 融

A5判／230頁／本体6000円

当時重要だったインドの通貨問題を論
じ，国際金本位制度の自動調整メカニ
ズムを鋭く批判。ケインズの処女作で
インド省勤務の成果であるが金為替本
位制度の古典となっている。

81141-2
Ｃ3333

77. 2刊

早坂 忠訳
ケインズ全集②
平 和 の 経 済 的 帰 結

A5判／280頁／本体5200円

ヨーロッパの経済問題に深い関心を払
うケインズが，第1次大戦後の苛酷で
不条理な対独賠償要求とその帰結に警
告を発しその是正を求めた義憤の書。
当時11ヵ国で訳された。

81142-9
Ｃ3333

77. 4刊

中内恒夫訳
ケインズ全集④
貨 幣 改 革 論

A5判／214頁／本体5300円

大戦後の再建策としてデフレ政策と金
本位制復帰が唱えられていたが，ケイ
ンズは管理通貨制度を提唱。再建期ケ
インズの代表作で，ヴィジョンと分析
的研究の結合した会心の著。

81144-3
Ｃ3333

78.10刊

小泉 明・長澤惟恭訳
ケインズ全集⑤
貨幣論Ⅰ 貨幣の純粋理論

A5判／418頁／本体6000円

本来の専門領域である貨幣に関してケ
インズの知識と経験のすべてを集大成
した労作。この巻は純粋理論として，
管理通貨の理論，目標，管理方法，物
価水準の決定要因等を分析。

81145-0
Ｃ3333

79. 8刊

長澤惟恭訳
ケインズ全集⑥
貨幣論Ⅱ 貨幣の応用理論

A5判／468頁／本体7500円

『一般理論』に先行するこの大著の第
Ⅱ巻は応用理論として実証分析を主題
とし，また国際的国内的管理をも検
討。ケインズ理論の理解と再構築に貨
幣論の意義が重視されている。

81146-7
Ｃ3333

80. 2刊

佐藤隆三訳
ケインズ全集⑧
確 率 論

A5判／578頁／本体12000円

若きケインズがムーア，ラッセルの影
響のもとに書いた哲学の書。「確率の
論理説」の立場にたって，確率概念の
定義とその形式的体系化を試み，それ
を応用した帰納的推論の分析を行う。

81148-1
Ｃ3033

10. 5刊

宮崎義一訳
ケインズ全集⑨
説 得 論 集

A5判／578頁／本体9000円

多彩な執筆活動で常に活気を与えたケ
インズの，最も精彩を放つエッセンス
を収録。説得により大衆の考えを変え
ようとして果たせず，予言の的中を恐
れたケインズのエッセイ集。

81149-8
Ｃ3333

81. 9刊

清水啓典・柿原和夫・細谷 圭訳
ケインズ全集⑭
一 般 理 論 と そ の 後

A5判／676頁／本体15000円

ホートリー，ロバートソン，ヒックス
等の誤解や批判―有効需要の原理，非
自発的失業，流動性選好利子論などに
対する論争の記録。

81313-3
Ｃ3333

16. 1刊

三木谷良一・山上宏人訳
ケインズ全集⑮
イ ンド と ケ ン ブ リッ ジ

A5判／434頁／本体10000円

ポンド体制下での英国植民地インドの
通貨・金融問題をめぐって，新聞・雑
誌等で持論を展開し，王立インド金融
通貨委員会で自らの政策実現を図る若
きケインズの活動の記録。

81314-0
Ｃ3033

10. 7刊

ケインズ全集
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春井久志訳
ケインズ全集⑰
条 約 改 正 と 再 興

―1920～22年の諸活動―
A5判／706頁／本体15000円

パリ平和会議でのドイツの賠償問題を
めぐって『平和の経済的帰結』と『条
約の改正』で欧米の政治家，世論に自
説の正しさを訴える。

81330-0
Ｃ3333

14.11刊

武野秀樹・山下正毅訳
ケインズ全集⑱
賠 償 問 題 の 終 結

―1922～32年の諸活動―
A5判／548頁／本体10000円

ドイツに対する過大な賠償請求はヨー
ロッパ秩序の崩壊につながるとして反
対したケインズの卓見を，1922～32年
の諸記録―論文，覚書，投書，書簡等
―を通して再現する。

81318-8
Ｃ3333

89.11刊

西村閑也訳
ケインズ全集⑲
金 本 位 復 帰と産 業 政 策

―1922～29年の諸活動―
A5判／1162頁／本体20000円

激動の1920年代の経済状況をケインズ
はどうみていたか。彼の中心的関心事
であった金本位復帰，産業政策，失業
対策に主に焦点をあてて当時の論議を
生々しく再現。

81319-5
Ｃ3333

98. 2刊

舘野 敏・北原 徹・黒木龍三・小谷野俊夫訳
ケインズ全集㉑
世界恐慌と英米における諸政策

―1931～39年の諸活動―
A5判／776頁／本体15000円

『貨幣論』『一般理論』という主要著作
が刊行された1930年代の諸活動を集
成。金本位制，世界恐慌へのケインズ
の対応を示す。

81329-4
Ｃ3333

15. 4刊

堀家文吉郎・柴沼 武・森 映雄訳
ケインズ全集㉔
平 和 へ の 移 行

A5判／784頁／本体14000円

本巻の扱う時期のイギリスの緊急問題
は，(第2次大戦時の)対外金融問題で
あった。アメリカとの難交渉を進めた
ケインズの活躍と苦悩を，いかんなく
伝える。

81324-9
Ｃ3333

02.11刊

石川健一・島村髙嘉訳
ケインズ全集㉖
戦後世界の形成―ブレトン・ウッズと賠償

―1941～46年の諸活動―
A5判／612頁／本体9600円

1941～46年のケインズの公的な活動記
録を集成。戦後国際金融の中心となる
ブレトン・ウッズ体制の成立過程を
生々しく再現。通商政策と賠償問題に
関する貴重な資料も収録。

81326-3
Ｃ3333

88. 7刊

平井俊顕・立脇和夫訳
ケインズ全集㉗
戦後世界の形成―雇用と商品

―1940～46年の諸活動―
A5判／624頁／本体10000円

第2次大戦後の世界秩序形成に関する
議論をまとめた3巻(第25～27巻)のう
ちの1つ。社会保障計画，雇用政策，
一次産品価格の安定化等の問題を主に
扱っている。

81327-0
Ｃ3333

96. 9刊

那須正彦訳
ケインズ全集㉘
社 会・政 治・文 学 論 集

A5判／708頁／本体15000円

政治・外交面での言論活動，芸術分野
での言説，古代通貨やヒュームへの論
考など，経済分野を超えたケインズの
多彩な活動を伝える。

81328-7
Ｃ3333

13. 3刊

ケインズ全集
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1.経済・金融

日本経済(解説書･研究書)
広田真一著

株 主 主 権 を 超 え て
―ステークホルダー型企業の理論と実証―

A5判／360頁／本体4200円

主流派経済学の「株主主権型モデル」
よりも「ステークホルダー型モデル」の
ほうが，現代の企業統治や企業のファ
イナンス活動をよりよく説明することを，
最新の経済学の成果を踏まえて示す。

31425-8
Ｃ3034

12. 6刊

宍戸駿太郎監修 環太平洋産業連関分析学会編

産業連関分析ハンドブック
A5判／448頁／本体4800円

産業連関分析のさまざまな応用例を具
体的に解説。環境・エネルギー・資
源・国土交通・家計とくらし・医療・
雇用等さまざまなテーマを扱った，自
治体，業界関係者等必携の1冊。

31407-4
Ｃ3033

10.11刊

茨木秀行著

世界経済危機下の経済政策
A5判／312頁／本体5600円

リーマンショック以降，世界の経済学
者たちは経済政策に関してどのような
議論を繰り広げてきたのかを展望し，
理論的な整理を行う。

44398-9
Ｃ3033

13. 8刊

大来洋一著

戦 後 日 本 経 済 論
―成長経済から成熟経済への転換―

A5判／368頁／本体4200円

日本経済はなぜ高度成長に成功したの
か。日本だけが特殊な経済だったの
か。戦後日本経済の歩みを詳細に分析
することで日本の高度成長の謎を解き
明かす。

39536-3
Ｃ3033
テキスト

10. 7刊

辻中 豊編
大震災に学ぶ社会科学 第1巻
政治過程と政策

A5判／408頁／本体3800円

東日本大震災において，日本の政治は
どのような決定を下したのか。決める
べきことを正しく決めたのか。

22356-7
Ｃ3036

16. 4刊

小原隆治・稲継裕昭編
大震災に学ぶ社会科学 第2巻
震災後の自治体ガバナンス

A5判／352頁／本体3700円

震災後の自治体の取り組み，原発事故
が自治体にもたらした問題を論じる。

22357-4
Ｃ3036

15.10刊

城山英明編
大震災に学ぶ社会科学 第3巻
福島原発事故と複合リスク・ガバナンス

A5判／400頁／本体4000円

福島原発事故，食品安全問題について
複合リスク・ガバナンスの観点から考
察。

22358-1
Ｃ3036

15. 9刊

齊藤 誠編
大震災に学ぶ社会科学 第4巻
震災と経済

A5判／308頁／本体3500円

シリーズ「大震災に学ぶ社会科学」の
第1回配本。マクロ経済班が過去3年
間に行った東日本大震災の調査研究の
成果を書籍化。

22359-8
Ｃ3036

15. 4刊

植田和弘編
大震災に学ぶ社会科学 第5巻
被害・費用の包括的把握

A5判／322頁／本体3700円

東日本大震災と原発事故の被害，およ
び復興により発生した費用を包括的に
把握することを試みる。

22360-4
Ｃ3036

16. 3刊

日本経済(解説書･研究書)
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青木栄一編
大震災に学ぶ社会科学 第6巻
復旧・復興へ向かう地域と学校

A5判／336頁／本体3700円

大震災が日本の教育界に残した打撃は
きわめて大きかった。本書が明らかに
するのは「日本の教育が大震災でどう
変わったか」である。

22361-1
Ｃ3036

15.12刊

恒川惠市編
大震災に学ぶ社会科学 第7巻
大震災・原発危機下の国際関係

A5判／336頁／本体3700円

シリーズ「大震災に学ぶ社会科学」の
第2弾。日本の国際的信頼性・ソフト
パワーと安保体制に焦点を当てる。

22362-8
Ｃ3036

15. 5刊

池田謙一編
大震災に学ぶ社会科学 第8巻
震災から見える情報メディアとネットワーク

A5判／384頁／本体3500円

大震災を生き抜いた人々が，震災後の
新しい世界に適応していくため，どの
ように情報メディアや周囲から情報を
得てきたかを描く。

22363-5
Ｃ3036

15. 6刊

梅田雅信著

日 銀 の 政 策 形 成
―「議事録」等にみる、政策判断の動機と整合性―

A5判／386頁／本体4600円

1998年分から公開が始まった，金融政策決
定会合の「議事録」等を基に，日本銀行
の金融政策策定過程を分析した初の研究
書。既存の研究とは異なる視点で，金融政
策運営の現状と今後のあり方を考える。

65441-5
Ｃ3033

11. 3刊

宮川公男著

日経平均と「失われた20年」
―平均株価は経済の実体を正しく映しているか―

A5判／360頁／本体3800円

平均株価とは何か。NY ダウと日経平
均という代表的な指標を丁寧に解説
し，日本経済の鏡として日経平均が適
当なのかどうか検証する。

39588-2
Ｃ3033

13. 7刊

宮島英昭編著

日 本 の 企 業 統 治
―その再設計と競争力の回復に向けて―

A5判／464頁／本体4800円

「失われた20年」を経て，日本企業のガ
バナンスはいかなる変貌を遂げたのか。
気鋭の研究者による多面的な分析で，
日本企業の今の姿を明らかにする。組織
のあり方に関心を持つ研究者必読の書。

53289-8
Ｃ3034

11. 6刊

有田帝馬著

入門 季 節 調 整
―基礎知識の理解から「X-12-ARIMA」の活用法まで―

A5判／256頁／本体3600円

経済分析を行う際の必修技術「季節調
整」に関する実践書。基礎知識の解説
に加え，初心者でもわが国標準モデルの
「X-12-ARIMA」を用いた季節調整法が
使えるよう手順やノウハウを紹介。

47084-8
Ｃ3033

12. 2刊

青島矢一／武石 彰／
M･A･クスマノ編著
メイド・イン・ジャパンは終わるのか

―「奇跡」と「終焉」の先にあるもの―
A5判／376頁／本体3200円

日本企業の競争力を自動車とエレクト
ロニクスの二大産業にフォーカスを当て
ながら検証。かつて何が強く，いま何
が問題で，それがなぜなのかを明らか
にし，日本の進むべき選択肢を示す。

76189-2
Ｃ3033

10. 7刊

日本経済(解説書･研究書)
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1.経済・金融

日本経済(評論)
中原圭介著
アメリカの世界戦略に乗って、
日本経済は大復活する！

四六判／240頁／本体1500円

シェールガス革命で沸き立つアメリカ
経済。なぜアメリカは世界に先駆けて
復活できたのか。なぜアメリカは日本
を必要とするのか。日米同時復活のシ
ナリオを描く。

39585-1
Ｃ3033

13. 3刊

小川一夫著

「失 われ た 10 年」の 真 実
―実体経済と金融システムの相克―

四六判／408頁／本体2800円

日本の失われた10年はなぜ発生し，そ
して終わったのか。実体経済と金融シ
ステムのミスマッチにその答えを求
め，高度成長以降の日本経済を振り返
りつつその真相を解き明かす。

39512-7
Ｃ3033

09. 2刊

宮崎智彦著

ガラパゴス化する日本の製造業
―産業構造を破壊するアジア企業の脅威―

四六判／272頁／本体1600円

なぜ日本の製品は世界で売れなくなっ
たのか!? 高機能・高価格品に固執
し，世界市場でシェアを失っている日
本製造業の現状と，日本を猛追するア
ジア企業の世界戦略を解説。

76177-9
Ｃ3034

08. 9刊

山口正洋著

ぐっちーさんの本当は凄い日本経済入門
四六判／256頁／本体1500円

彗星の如く現れたネット界最強のアル
ファブロガー，ぐっちーさんの最新経
済論。従来の経済評論に加え，本書で
は2013年の大予測を開陳！これでアナ
タの新年もバラ色だ！

39584-4
Ｃ3033

13. 2刊

伊藤元重著

経済危機は世界に何をもたらしたか
―2010年代、政策転換の行方―

四六判／240頁／本体1600円

金融危機を経て，グローバル経済が抱
える問題が明らかになった。なぜそう
なったのか，経済メカニズムの解説を
交えて示す。2010年代の日本経済を展
望するための必携書。

39522-6
Ｃ3033

09.11刊

中原圭介著

これから世界で起こること
―正しく時代を読むためのヒント―

四六判／224頁／本体1500円

「欧州の次は，日本が売り込まれる」
「円高の終わりは株式投資の大好機」
など，的中率 No.1と評される著者が，
経済の未来を読み解き，個人の資産防
衛術について解説。

39571-4
Ｃ3033

12. 8刊

中原圭介著

これから日本で起こること
四六判／240頁／本体1500円

2017年に日本経済の最大の試練がやっ
て来る。最も予測が当たると評される
カリスマエコノミストが激変する日本
の経済，社会，マーケットの行方を読
み解く。

39615-5
Ｃ3033

15. 1刊

嶋中雄二著
これ から 日 本 は 4 つ の
景気循環がすべて重なる。

―ゴールデン・サイクルⅡ―
四六判／304頁／本体1600円

2013年以降の日本に短，中，長，超長
期の景気波動が同時に上昇するゴール
デン・サイクル到来。いざなぎ景気以
来の神風が吹く。

39599-8
Ｃ3033

13.12刊

長谷川慶太郎・泉谷 渉著

シェールガス革命で世界は激変する
―石油からガスへ―

四六判／208頁／本体1500円

百年に一度と言われるエネルギー革命
は，経済，産業，社会，国際情勢の世
界において，どのような変化をもたら
すのか？ 新しいエネルギー革命の衝
擊と日米同時復活のシナリオを描く。

76211-0
Ｃ3033

12.12刊

日本経済(評論)
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野村総合研究所 神尾文彦・稲垣博信・
北崎朋希著
社会インフラ 次なる転換

―市場と雇用を創る、新たなる再設計とは―
四六判／288頁／本体2000円

高度成長期に整備された道路などのイ
ンフラは急速に老朽化が進んでいる。
国や自治体は補修や更新をどうするの
か。公共投資のあり方に一石を投じ，
ビジネスに与える影響も解説。

21194-6
Ｃ3033

11. 7刊

原田武夫著

ジ ャ パ ン ・ ラ ッ シ ュ
―「デフレ縮小化」で日本が世界の中心となる―

四六判／256頁／本体1500円

2015年，追い詰められたアングロサク
ソンは日本収奪をいよいよ本格化させ
る。正念場を迎える日本経済・生き残
りの戦略を提言。

39600-1
Ｃ3033

13.12刊

中島隆信著

障 害 者 の 経 済 学
〔増補改訂版〕 四六判／264頁／本体1600円

親，施設，学校は障害者の方を向いて
いるのか？ 経済学の冷静な視点から
障害者の本当の幸せを考える画期的な
書。「障害者就労の現状と課題」を追
加し大幅に加筆修正した増補改訂版。

31416-6
Ｃ3033

11. 9刊

橘木俊詔著

女
じょ

女
じょ

格 差
四六判／356頁／本体1800円

日本社会で格差が広がる中，女性の間
でも格差は広がっているのだろうか。
教育，結婚，子供の有無，就業形態，
就業の持続，美人か不美人かに至るま
で，各種各様の格差を徹底検証。

22283-6
Ｃ3036

08. 6刊

松谷明彦著

人口減少時代の大都市経済
―価値転換への選択―

四六判／296頁／本体1800円

人口減少社会の意味するもの。それは
大都市の破綻である。破綻回避に何が
必要か。国際化，ビジネスモデルの転
換，財政政策の転換，人生の再設計な
ど，今われわれがなすべきことを描く。

39545-5
Ｃ3033

10.11刊

東洋経済新報社出版局編集部編

震 災 か ら の 経 済 復 興
―13の提言―

四六判／328頁／本体1600円

東日本大震災，福島第一原発事故が引
き起こした未曾有の危機から脱出し，
苦難を逆バネにして，日本を再生させ
る処方箋を，内外一流のエコノミス
ト，学者が緊急提言。

39552-3
Ｃ3033

11. 7刊

永濱利廣著
図解 90分でわかる！ 日本で
一番やさしい「アベノミクス」超入門

四六変型判／168頁／本体1000円

話題の「アベノミクス」を，テレビで
お馴染みの人気エコノミストがスッキ
リ解説！ あの経済ニュースが，すら
すらわかるようになる！

39586-8
Ｃ0033

13. 4刊

田中直毅・国際公共政策研究センター著

政権交代はなぜダメだったのか
―甦る構造改革―

四六判／228頁／本体1600円

震災復興をはじめ，重要課題が民主党
政権下ではすべて宙吊りに。改めて構
造改革を提言。閉塞感を打ち破る歯切
れのよい論調。

21201-1
Ｃ0031

12. 6刊

島田晴雄著

盛 衰
―日本経済再生の要件―

四六判／392頁／本体1800円

情報化，グローバル化，環境制約の激
化，人口爆発……。未曾有の国難の
中，日本の可能性と潜在力を大きく開
花させるために，「今」何をなすべき
なのか。処方箋を大胆に提示する。

39572-1
Ｃ3033

12. 7刊

水野和夫・川島博之編著

世 界 史の中の資 本 主 義
―エネルギー、食料、国家はどうなるか―

四六判／272頁／本体1600円

大膨張した金融資本主義はどこへ向か
うのか。資源，食料バブルはいつまで
続くのか。大転換後の「次なる社会」
を読み解く。

44397-2
Ｃ3033

13. 6刊

日本経済(評論)
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長谷川慶太郎著

世 界 大 激 変
四六判／194頁／本体1500円

中国・EU 連合は失速し，日米二強の
時代へ。独自の視点から世界の政治，
経済の大局を読み解く最新刊。

44430-6
Ｃ3031

16. 7刊

野口悠紀雄著

1940年 体 制〔増補版〕
―さらば戦時経済―

四六判／272頁／本体1500円

1995年刊の『1940年体制』に，今日の
情勢を踏まえた書き下ろしを追加。戦
時期に作られた経済体制に束縛され，
日本はグローバリゼーションから取り残
されている，と警告する不朽の名著。

39546-2
Ｃ3033

10.12刊

佐藤 仁著

続・パ チンコの 経 済 学
―21兆円ビジネスの裏で何が起きているのか？―

四六判／240頁／本体1600円

派手なテレビ CM の裏で進む業界瓦解
の構図。FX やオンラインカジノなど投
資系ギャンブルに脅かされる王者パチ
ンコの行方は？ 『パチンコの経済学』
の続編となる「業界ガイドの決定版」。

76194-6
Ｃ3034

10.11刊

永濱利廣著

男 性 不 況
―「男の職場」崩壊が日本を変える―

四六判／240頁／本体1500円

「男の職場」が激減する日本で，何が
起きているのか？ 少子化，消費の低
迷，格差拡大から「女子会ブーム」ま
で，日本社会変質の根本原因に気鋭の
エコノミストが鋭く迫る。

39576-9
Ｃ3033

12.10刊

長谷川慶太郎著

中 国 大 減 速 の 末 路
四六判／216頁／本体1500円

中国バブル崩壊はこれから本格化し，
習近平は「最後の皇帝」となる。次な
る世界はインフレ大混乱の時代か，デ
フレ大発展の時代か？ 日本の命運を
左右する中国崩壊後の世界を読み解く。

44416-0
Ｃ3033

15. 6刊

長谷川慶太郎著

中 国 崩 壊 前 夜
―北朝鮮は韓国に統合される―

四六判／232頁／本体1500円

目前に迫る中国崩壊にどう備えるべき
か。大激震の余波から逃げられない韓
国・北朝鮮はどうなるか。最新の東ア
ジア情勢を読み解く。

44403-0
Ｃ3031

14. 4刊

寺島実郎著

寺 島 実 郎 の 発 言 Ⅱ
―経済人はなぜ平和に敏感でなければならないのか―

四六判／312頁／本体1600円

時代の空気に流されることなく日本外
交と日本経済のあるべき姿を説く。米
国だけを通じて世界を見ることの危う
さと，マネーゲーム資本主義の陥穽を
改めて認識させられる，警世の書。

39475-5
Ｃ3033

07. 2刊

外川 淳著

天 災 と 復 興 の 日 本 史
四六判／224頁／本体1500円

巨大地震や津波，噴火などが，どのよう
に歴史を動かしたのか。また，先人達は
いかにして復興を成し遂げてきたのか。
新視点から日本史と日本人を分析し，
現状の危機からの脱出法のヒントを示す。

06184-8
Ｃ0021

11. 6刊

浜田宏一・若田部昌澄・勝間和代著
伝 説 の 教 授 に 学 べ！
本当の経済学がわかる本

四六判／284頁／本体1500円

勝間氏が聞き手となり，世界的に著名な
経済学者である浜田宏一教授と，経済学
説史の専門家である若田部昌澄教授が，
デフレの恐怖とデフレを止めるために何
をすべきかについて語ります。

39533-2
Ｃ3033

10. 6刊

中原圭介著
中原圭介の経済はこう動く

〔2016年版〕
四六判／240頁／本体1500円

日本経済から株や為替の予測まで，
もっとも予測が当たると評される人気
エコノミストが展望。ファン待望の年
度版・経済予測の書。

39622-3
Ｃ3033

15.10刊

日本経済(評論)
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石川和幸著

なぜ日本の製造業は儲からないのか
―日本衰退論のウソ―

四六判／260頁／本体1600円

世界最強と言われながら，日本の製造
業の利益率が低い原因はどこにあるの
か？ SCM の専門家が在庫管理の面
から日本製造業の問題点を切る，まっ
たく新しいモノ作り国家論。

76182-3
Ｃ3033

09.10刊

C・プレストウィッツ著
村上博美監訳・小野智子訳

2050 近未来シミュレーション日本復活
四六判／308頁／本体1600円

2050年，日本の経済成長率は4.5％に
達し米国と並ぶ二大超大国となる。米
国で話題となった衝撃の「新・日本
論」。

39631-5
Ｃ3034

16. 7刊

小笠原泰・渡辺智之著

2050 老 人 大 国 の 現 実
―超高齢化・人口減少社会での社会システムデザインを考える―

四六判／292頁／本体1800円

貧困高齢者が1000万人に上り，税収の
ほとんどを生活保護で使い切る時代が
来る――。著者独自の試算に基づき，
大胆な社会保障改革を提言。読者の問
題意識を掻き立てる，論争的な内容。

39574-5
Ｃ3033

12.10刊

東京大学ジェロントロジー・コンソーシアム著
2030年 超 高 齢 未 来
破 綻 を 防ぐ 10 の プ ラン

四六判／216頁／本体1500円

目前に迫る超高齢社会。社会保障や医
療制度の破綻を防ぎ，「安心で活力ある
豊かな長寿社会」にするための11プランを
10年スパンで具体的に解説。問題提起
の前作では書けなかった処方箋が満載！

22325-3
Ｃ3036

12. 8刊

高橋乗宣・浜 矩子著
2016年 日 本 経 済
複合危機襲来の年になる！

四六判／194頁／本体1500円

チャイナ・ショック，米国の利上げが
世界恐慌の引き金となる！ 景気減
速，株価急落…大波乱必至の日本経済
を大胆予測する。

39626-1
Ｃ3033

15.11刊

野村総合研究所 谷川史郎著

2020年 の 日 本
―美点凝視で閉塞突破―

四六判／184頁／本体1600円

伸びない GDP。高止まりする自殺者
数。低め安定の日本は，「だらしない
成熟」に陥っている。野村総合研究所
独自調査から，強靭でしなやかな日本
を創成するための診断と処方を描く。

39580-6
Ｃ3033

12.12刊

西澤 隆・桑原真樹著

日本経済 地方からの再生
四六判／232頁／本体1800円

停滞を続ける日本経済。しかし地方に
目を向けると，再生に向けた力強い動
きが，新しいビジネスチャンスを生み
出している。地方からの経済再生に向
けた成功事例をレポートする。

39528-8
Ｃ3033

09.12刊

櫨 浩一著

日 本 経 済 の 呪 縛
―日本を惑わす金融資産という幻想―

四六判／280頁／本体1600円

なぜ世界一の金持ち国で大停滞が起
こってしまったのか？ 「動学マクロ
経済学」の立場から，日本経済の「失
われた20年」を分析。

39602-5
Ｃ3033

14. 3刊

小宮山 宏著

日 本 「再 創 造」
―「プラチナ社会」の実現に向けて―

四六判／192頁／本体1500円

悲観論は常に間違っている。日本は世
界でも稀な恵まれた国。技術と人，経
済があり，「課題解決」を軸に世界を
リードできる。元東大総長がわかりや
すく説くプラチナ社会実現の方法。

39551-6
Ｃ3033

11. 6刊

野口悠紀雄著

日本式モノづくりの敗戦
―なぜ米中企業に勝てなくなったのか―

四六判／368頁／本体1800円

日本の製造業はアップルや中国の新興
企業にいつの間に差をつけられたの
か。製造業の赤字転落の背景をえぐり
出し，戦略の練り直しを問う。

39582-0
Ｃ3033

12.12刊

日本経済(評論)
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橘木俊詔著

日 本 人 と 経 済
四六判／344頁／本体1800円

日本経済100年の見方が覆る！ 通常
のマクロ経済学ではなく，独自の視点
から経済を語り続ける橘木経済学の集
大成。

39619-3
Ｃ3033
テキスト

15.10刊

竹中平蔵・船橋洋一編著

日 本 大 災 害 の 教 訓
―複合危機とリスク管理―

四六判／416頁／本体2300円

東日本大震災の経験から震災対応のグ
ローバルな教訓を世界へ発信。世界で
も評価の高い日本有数の論者が2012年
冬ダボス会議で発表した“公式”テキス
トの元原稿がベースになっている。

39565-3
Ｃ3033

11.12刊

森 剛志・後藤 励著

日 本 のお 医 者さん 研 究
四六判／208頁／本体1600円

日本のお医者さんはどのような人たち
か？ 医師へのアンケート調査，イン
タビューなどから日本の現状を分析
し，今後の医療を考える。

04465-0
Ｃ3033

12. 6刊

川島博之監修 美甘哲秀編著
日本貿易会「日本の食料戦略と商社」特別研究会著

日 本の食 料 戦 略と商 社
四六判／296頁／本体1800円

自給率低下が叫ばれる中，日本が採る
べき食料戦略を考える。食料安全保障
の問題から，食の安全，グローバル化
する農業の将来など，食をめぐる論点
を整理し解説。

78031-2
Ｃ3033

09. 9刊

原田武夫著

「日 本 バ ブ ル」の 正 体
―なぜ世界のマネーは日本に向かうのか―

四六判／256頁／本体1500円

仕掛けられたバブルによって，株式，
不動産は80年代を上回る規模で大上昇
する！ 気鋭の国際エコノミストが読
み解くマネーの動向。

39587-5
Ｃ3033

13. 4刊

髙橋篤史著

粉 飾 の 論 理
四六判／352頁／本体1800円

粉飾には数多くの関与者がいる。なぜ
粉飾は後を絶たないのか。その末路と
は。カネボウ，メディア・リンクス，
ライブドアなどを事例に，粉飾にいた
る系譜と構図を明らかにする。

39468-7
Ｃ3033

06. 9刊

朝日新聞「カオスの深淵」取材班著
民主主義って本当に最良のルール
なのか、世界をまわって考えた

四六判／320頁／本体1500円

いま世界で何が起こっているのか。何
が人々を不安にさせているのか。最前
線の現場を徹底取材し話題となった連
載シリーズを書籍化。

39603-2
Ｃ3033

14. 4刊

大久保秀夫著

みんなを幸せにする資本主義
四六判／258頁／本体1800円

米国型株主重視経営は企業や社会をダ
メにする！ いまこそ経営者が真剣に
考えるべき国民を幸福にする「公益資
本主義」について提言。

39628-5
Ｃ3033

16. 2刊

風間直樹著

融 解 連 鎖
―日本の社会システムはどこまで崩れるのか―

四六判／288頁／本体1800円

非正規社員の悲惨な状況は何も変わって
いない。労働現場の融解は，民間だけで
なく，病院など公的な分野にも及び，日
本の社会を蝕みつつある。徹底取材で日
本の労働現場の実態を明らかにする。

26099-9
Ｃ3033

10. 2刊

高橋亀吉著

私 の 実 践 経 済 学
B6判／292頁／本体2000円

60年にわたり独立自由な経済評論家と
して活躍してきた著者が，長年の経験
と史的研究に照らして，日本経済診断
の着眼点，問題点，注意点などを徹底
的に公開する。

39005-4
Ｃ3033

76. 1刊

日本経済(評論)
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高橋亀吉著
『私 の 実 践 経 済 学』は
い か に し て 生 ま れ た か

四六判／400頁／本体2800円

昭和50年代前半のベストセラーである
経済評論家・高橋亀吉の自伝的経済評
論を復刊。この高橋経済理論は，現代
の複雑な経済を読み解くうえでも，優
れた処方箋として色褪せていない。

39549-3
Ｃ3033

11. 7刊

1.経済・金融

日本経済(読み物)
池田信夫著

ア ベ ノ ミ ク ス の 幻 想
―日本経済に「魔法の杖」はない―

四六判／224頁／本体1500円

気鋭の経済学者による理論・統計を駆
使したアベノミクス批判の決定版。異
次元緩和の失敗を緒に「負の連鎖」は
もう始まっている。

39590-5
Ｃ3033

13. 8刊

後藤 晃著

イ ノ ベ ー シ ョ ン
四六判／256頁／本体2600円

イノベーションの課題はマネジメント
にある。国のシステムをいかに改革す
べきか。大学，企業，公的研究機関，
政策当局への改革の提言。

52216-5
Ｃ3034

16. 2刊

小屋洋一著
いわゆる「当たり前の幸せ」を愚直に追い求めてしまうと、
30歳サラリーマンは、年収1000万円でも破産します。

四六判／200頁／本体1300円

親世代の「普通の生活」は，もはや30
歳・年収1000万円でも維持できない。
本書では，老後も破綻しない生活を年
収別に解説する。

73310-3
Ｃ3033

14. 3刊

湯浅 卓著
ウォール街が教えたくない
日本大逆転のチャンス

四六判／232頁／本体1500円

ウォール街はなぜ「日本経済の復活」
を確信しているのか？ 30年以上米国
の第一線で活躍する弁護士が明かす日
本と米国の真の姿。

44413-9
Ｃ0033

14.12刊

小川和久著

危 機 管 理 の 死 角
四六判／240頁／本体1500円

日本流の平時型組織では危機対応はで
きない。国際水準をクリアした有事型
組織による危機管理のあり方を示す。

53366-6
Ｃ3034

15. 7刊

藪下史郎著

教養としてのマクロ経済学
四六判／384頁／本体2000円

アベノミクスの経済政策から地域経済
の活性化策まで，日本経済のトピック
スを「マクロ経済学」にもとづき解説
した大人のための教養書。

31469-2
Ｃ3033

15.11刊

平川克美著

グローバリズムという病
四六判／216頁／本体1500円

グローバリズムへの違和感を綴った経
済エッセイ。わたしたちが逃れ得ぬ病
に罹患しつつも，それでも生き延びて
いくための道筋を示す。

31450-0
Ｃ0033

14. 7刊

日本経済(読み物)
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みずほ総合研究所著

経済がわかる 論点50 2016
A5判／240頁／本体1600円

国内第一級のシンクタンクが選んだ50
の論点と高田創チーフエコノミストの
視点で2016年の国内外経済の動きを先
読みできる一冊。

39624-7
Ｃ3033

15.11刊

船橋洋一編著

検証 日本の「失われた20年」
A5判／488頁／本体2800円

「失われた20年」の徹底検証を通じて
日本再生の道を探る。財政金融，人口
動態，企業競争力，政治，原発，教育
などの専門家が結集。

39617-9
Ｃ3033

15. 5刊

森田長太郎著

国債リスク 金利が上昇するとき
四六判／264頁／本体1600円

アベノミクスで国債暴落の可能性は
“ほんの少し”高まった。その変化にこ
そ投資家は注意すべきだ。国債市場の
将来を冷徹に分析。

73309-7
Ｃ3033

14. 1刊

中村吉明著

これから5年の競争地図
―グローバルものづくりのトレンド―

四六判／232頁／本体1600円

iPS 細胞，燃料電池車，スマート家
電，有機 EL，3 D プリンターなどの
最新技術と，今話題の3つの産業のト
レンドをやさしく解説。

39593-6
Ｃ3033

13.10刊

榊原英資著

榊 原 英 資 の 成 熟 戦 略
四六判／256頁／本体1400円

日本は「成熟国家」のトップランナー
であり，世界に誇れる「環境」「安全」

「健康」の“資源”を生かす成熟戦略を
考えるべきと説く。

39605-6
Ｃ3033

14. 7刊

奥村 宏著

資 本 主 義 と い う 病
四六判／248頁／本体1500円

内田樹氏推薦！ 危機に陥っている資
本主義の病因を，そのエンジンを担う

「株式会社」の肥大化と鋭く指摘。平
川克美氏の特別解説も収録。

31462-3
Ｃ3033

15. 5刊

永濱利廣著
図解 90分でわかる！ 日本で一
番やさしい「財政危機」超入門

四六変型判／192頁／本体1000円

たまりにたまった財政赤字がなぜヤバ
イのかハッキリわかる！ テレビでお
なじみの人気エコノミストが放つ，ベ
ストセラー第2弾。

39591-2
Ｃ0033

13. 8刊

野口 旭著

世 界は 危 機を克 服 する
四六判／560頁／本体3200円

リーマン・ショックから今日に至るま
で，世界経済はなぜ迷走を続けている
のか。「リフレ派」の代表的論客，待
望の書き下ろし。

44411-5
Ｃ3033

15. 2刊

野口悠紀雄著

戦 後 経 済 史
四六判／360頁／本体1600円

東京大空襲の記憶や大蔵省勤務時代な
ど，著者の体験談も絡めた戦後日本経
済史。日本の病理は残存する戦時経済
体制にあると説く。

37118-3
Ｃ3033

15. 5刊

D・アトキンソン著
デービッド・アトキンソン
新・観光立国論

四六判／280頁／本体1500円

「カンブリア宮殿」出演で話題沸騰！
日本の国宝を守るイギリス人が教え
る，「観光でカネを儲ける」ために日
本が採るべき戦略とは？

50275-4
Ｃ3034

15. 6刊

日本経済(読み物)
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三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング編

2016 年 日 本 はこうなる
A5判／264頁／本体1600円

86のキーワードで最新トレンドを解説
雑談のネタから新ビジネスのヒントま
で，これ1冊で2016年が丸わかり。

39623-0
Ｃ3033

15.11刊

永濱利廣著

日 本 経 済 黄 金 期 前 夜
四六判／200頁／本体1400円

今の日本を取り巻く経済環境は，バブ
ルの足音が忍び寄る1987年に驚くほど
似ている。28年ぶりの「景気の大波」
に乗り遅れるな！

39620-9
Ｃ3033

15. 9刊

井手秀樹著

日 本 郵 政
四六判／248頁／本体1600円

マンモス企業日本郵政が持つ2兆円以
上の莫大な資産と，ヒト，モノ，カネ
のネットワークを生かせるか？ 上場
を前に日本郵政を徹底検証。

50269-3
Ｃ3034

15. 3刊

藤田 勉著

バブルは10年に一度やってくる
四六判／272頁／本体1800円

世界と日本のバブルの歴史からバブル
が10年に1度起こることを分析し，
2010年代後半のバブル発生のシナリオ
を検証した本格的研究。

73300-4
Ｃ3033

13.10刊

西村豪太著

米中経済戦争 AIIB対 TPP
四六判／208頁／本体1500円

「一帯一路」と AIIB で覇権をめざす
中国。米国が主導する TPP。米中の
狭間で日本は生き残れるのか。内幕情
報を交えつつ論じる。

44423-8
Ｃ3033

15.12刊

徳勝礼子著

マ イ ナ ス 金 利
四六判／264頁／本体1600円

国債流通市場でマイナス金利が発生，
異常事態の背景に巨額の財政赤字があ
る。マーケットの視点から日本の危機
的状況を暴く警告の書。

39627-8
Ｃ3033

15.11刊

山口正洋・山崎 元・吉崎達彦著

ヤ バ い 日 本 経 済
―常識を疑え！ 金融・経済、本当の話―

四六判／256頁／本体1500円

「アベノミクスはバブルを作れなけれ
ば失敗」「ウォールストリートの時代
はもう来ない」等，豪華執筆陣が贈る
あっと驚く経済の読み方。

39604-9
Ｃ3033

14. 7刊

榊原英資著

幼児化する日本は内側から壊れる
四六判／232頁／本体1300円

世襲政治家からモンスター客まで，全
国民の間で幼児化が進んでいる。その
実態を観察し，成熟とはどういうこと
かを考える。

39630-8
Ｃ3033

16. 3刊

日本経済(読み物)
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1.経済・金融

金融・証券(研究書･概説書)
谷本寛治編著

SRI と新しい企 業・金 融
A5判／312頁／本体2800円

これからは環境，社会，ガバナンスが
金融機関の投資・融資の基準になる。
CSR（企業の社会的責任）をベースと
した，SRI（社会的責任投資）の新し
い動きと課題を明らかにする。

65399-9
Ｃ3033

07. 4刊

井上光太郎・加藤英明著

M & A と 株 価
A5判／224頁／本体3200円

M&A を株式市場の評価という視点か
ら実証分析した書。買収企業と買収対
象企業の富の配分や，M&A が株主価
値を増大させるのかなどを検証し，実
務への示唆も述べる。

71172-9
Ｃ3033

06.10刊

平山健二郎著

貨 幣 と 金 融 政 策
A5判／208頁／本体3600円

貨幣と貨幣数量説の意味を，経済史・
経済学史の中で追究。2000年代の金融
危機も踏まえ，「古典派の二分法」の
再検討を提言。

65470-5
Ｃ3033

15. 3刊

岩村 充著

企 業 金 融 講 義
A5判／352頁／本体4200円

企業金融の理論や分析技法の背景にあ
るエッセンスを直感的かつ歯切れよく
解説。これ1冊で企業金融のアウトラ
インを把握できる，経済学大学院・ビ
ジネススクール・レベルのテキスト。

65354-8
Ｃ3033
テキスト

05. 6刊

鈴木恒男著

巨 大 銀 行 の 消 滅
―長銀「最後の頭取」10年目の証言―

四六判／352頁／本体1900円

旧長銀の「粉飾決算・違法配当」をめ
ぐる刑事・民事裁判で最高裁から「無
罪の判決」が出た。これを契機に，
“最後の頭取”が破綻の真相と国策捜査
の実態を語る。

39508-0
Ｃ3033

09. 1刊

岩田規久男著

金 融
A5判／440頁／本体3000円

金融界の新しい動きを踏まえたうえ
で，理論・制度・現状のすべてを網羅
するかたちで，やさしく解説する。金
融テキストの基礎から中級レベルの決
定版。

65266-4
Ｃ3033
テキスト

00. 4刊

川本裕子著

金 融 機 関 マ ネジ メント
A5判／328頁／本体2800円

わが国金融機関を取り巻く環境変化
と，経営課題とは何か。金融機関マネ
ジメントの基本知識，目をつけるべき
ポイントをやさしく解説。

65471-2
Ｃ3034

15. 3刊

野口悠紀雄著

金 融 危 機の本 質は 何 か
―ファイナンス理論からのアプローチ―

四六判／344頁／本体1800円

サブプライム問題は金融危機へと波及
した。そこで使われたデリバティブ取
引は諸悪の根源なのか？ ファイナン
ス理論とその正しい使い方を現実に即
して面白く読ませる。

60177-8
Ｃ3033

09. 1刊

花輪俊哉・小川英治著

金 融 経 済 入 門
（第2版） A5判／236頁／本体2500円

金融論あるいは貨幣論・銀行論の入門
テキスト。貨幣と金融の役割，家計と
企業の金融活動，金融機関，金融市
場，国際金融，金融政策等について，
理論と制度を体系的に解説。

65426-2
Ｃ3033
テキスト

09. 4刊

金融・証券(研究書･概説書)
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F・アレン／ G・ヤーゴ著
藤野直明監訳 空閑裕美子訳

金融は人類に何をもたらしたか
四六判／448頁／本体2600円

金融イノベーションは社会変革の原動
力となりうる。ファイナンス理論の世
界的権威が壮大なスケール感で語る金
融の歴史と未来。

65463-7
Ｃ3033

14. 8刊

久保田敬一著

決定版 コーポレートファイナンス
A5判／274頁／本体2600円

独習書としても読み進められる，初級
向け入門テキスト。財務理論の基礎だ
けでなく，プロジェクトと企業収益性
の評価，コーポレートガバナンスや経
営者報酬についても詳説。

60163-1
Ｃ3034
テキスト

06.11刊

堀田一吉著

現 代リスクと 保 険 理 論
A5判／270頁／本体3200円

複雑化・多様化し我々を脅かす存在と
なったリスクの本質は何か。保険はど
う対応できるのか。現代では不可欠と
なった保険の本質に迫る。

70139-3
Ｃ3033

14. 4刊

山口 薫著

公 共 貨 幣
A5判／352頁／本体3800円

大恐慌後に策定された幻の「シカゴプ
ラン」とは。金融暴走社会の救世主と
して期待される「公共貨幣システム」
について解説。

65474-3
Ｃ3033

15. 9刊

A･ダモダラン著 三浦良造・兼広崇明・蜂谷豊彦・
中野 誠・松浦良行・山内浩嗣訳

コーポレート・ファイナンス 戦略と応用
A5判／776頁／本体7000円

企業価値評価問題を捉え，企業の財務
活動を資金投資決定，資金調達決定，
配当政策決定の三つのディシジョンか
ら解説。実在企業のケーススタディを
紹介。

60103-7
Ｃ3033
テキスト

01.11刊

B･タックマン著 四塚利樹・森田 洋訳

債 券 分 析の理 論と実 践
〔改訂版〕 A5判／552頁／本体6000円

定評のあるタックマン『債券分析の理
論と実践』の改訂版。ケース実例を充
実させ，最新の成果までを解説した実
務家向けの好テキスト。

71182-8
Ｃ3033
テキスト

12. 9刊

北川哲雄編著
スチュワードシップと
コーポレートガバナンス

A5判／280頁／本体3200円

スチュワードシップとコーポレートガ
バナンスの2つのコードが一体となり
促す日本企業の改革。何が起こり，ど
こに向かうのかを示す。

73321-9
Ｃ3033

15. 1刊

日本証券アナリスト協会編
北川哲雄・加藤直樹・貝増 眞著
証券アナリストのための企業分析

―定量・定性分析と投資価値評価―
（第4版） A5判／264頁／本体2600円

証券アナリストの基本である「財務・
証券分析」を学ぶための基本テキス
ト。企業分析から財務分析・業界分析
まで一体で理解できる。

73295-3
Ｃ3033
テキスト

13. 9刊

塚崎公義・山澤光太郎著

初心者のためのやさしい金融
（第2版） 四六判／228頁／本体1500円

金融の仕組み，役割から金融を取りま
く現状まで，基本的な知識を体系的に
解説した入門書。最新の金融動向を踏
まえ修正・加筆をした改訂版。

65429-3
Ｃ3033
テキスト

09.11刊

島村髙嘉著

戦後歴代日銀総裁とその時代
四六判／336頁／本体3000円

1946年の一万田尚登から現在の黒田東
彦まで，日本の金融政策を動かしてき
た戦後の日銀総裁14人の群像と足跡を
たどる。

65460-6
Ｃ3033

14. 5刊

金融・証券(研究書･概説書)
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一般財団法人 土地総合研究所編
超 金 融 緩 和 期における
不動産市場の行方

A5判／240頁／本体3800円

都市部の地価が上昇する昨今前回バブ
ルの反省を踏まえ，適切な手立てを講
じて安定的な不動産市場の維持を目指
す，学識者の提言の書。

39610-0
Ｃ3033

14.11刊

古川 顕著

テキストブック 現代の金融
（第3版） A5判／258頁／本体2500円

ロングセラーテキストの最新改訂版。
日本の現実と関連付けながら，制度・
理論・現実をバランスよく学べる体系
的な初中級テキスト。

65462-0
Ｃ3033
テキスト

14. 7刊

足立光生著

テキストブック 資本市場
A5判／200頁／本体2500円

株式の基本的知識からサブプライム問
題やリーマン・ショックなど最新の話
題までを盛り込んだ入門テキスト。豊
富なケース・スタディで資本市場の全
体像を理解できる。

65434-7
Ｃ3033
テキスト

10. 3刊

櫻川昌哉・福田慎一編

なぜ金融危機は起こるのか
―金融経済研究のフロンティア―

A5判／280頁／本体3000円

グローバル・インバランス，欧州危
機，バブル，危機の歴史，金融規制等
のテーマで，最新の経済学の知見をビ
ジネスマン向けに解説。

65449-1
Ｃ3033

13. 1刊

F・マーティン著 遠藤真美訳

21 世 紀 の 貨 幣 論
四六判／496頁／本体2600円

マネーをめぐる6000年の歴史を掘り起
こし，経済学，現代金融，資本主義の
未来を問う。標準的経済学の欠陥をつ
いた異端のマネー史。

65465-1
Ｃ3033

14. 9刊

日興リサーチセンター編

日 本 経 済 と 資 本 市 場
A5判／370頁／本体3400円

日本企業の「稼ぐ力」はいかにすれば
回復するのか。「生産性革命」はどの
ように実現することができるのか。新
しい資本市場論。

65476-7
Ｃ3033

16. 3刊

鹿野嘉昭著

日 本 の 金 融 制 度
（第3版） A5判／560頁／本体4200円

現在の日本の金融制度を包括的，網羅
的に紹介。制度，組織，ビジネスなど
最新のトピックスを紹介。事典的にも
使える一冊。

65456-9
Ｃ3033
テキスト

13. 5刊

岡村秀夫著

日 本 の 新 規 公 開 市 場
A5判／224頁／本体3000円

日本の新規公開市場における価格形成
上の問題を，制度・情報の非対称性・
投資家行動の視点から多面的に分析
し，課題を明らかにする。

73297-7
Ｃ3033

13. 9刊

土屋剛俊・森田長太郎著

日 本 の ソ ブ リンリス ク
―国債デフォルトリスクと投資戦略―

A5判／232頁／本体2800円

日本のソブリンリスクの本質に迫る実
践的な運用戦略の書。歴史的・理論的
に検証した上，将来的なシナリオ毎の
デフォルトの発生確率を明らかにし，
投資戦略にどう反映すべきかを示す。

71179-8
Ｃ3033

11. 6刊

黒田晁生著

入 門 金 融
（第5版） A5判／300頁／本体2500円

金融の理論・制度・現状をバランスよ
く説明したスタンダード・テキストの
最新改訂版。マネーストック統計やプ
ルーデンス政策に関する記述をはじめ
全体の内容を最新事情にあらためる。

65442-2
Ｃ3033
テキスト

11. 4刊

金融・証券(研究書･概説書)
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藤木 裕著

入門テキスト 金融の基礎
A5判／320頁／本体2600円

学生・社会人にとっては，お金に関す
る知識と判断力は必須。その基礎知識

（リテラシー）を一冊で身に付けるこ
とができる入門テキスト。

65475-0
Ｃ3033
テキスト

16. 3刊

中央三井アセット信託銀行年金リサーチセンター著

年金運用のリスク管理戦略
―新時代のリスクにどう対応するか―

A5判／226頁／本体3200円

年金運用における独特のリスク（金利
リスク，インフレリスク，流動性リス
ク）について，それらのリスクに対す
る管理指標を実践的な形で解説した。
年金関係者必読の1冊。

70131-7
Ｃ3033

10.11刊

大山 剛著

バ ー ゼ ル Ⅲ の 衝 撃
―日本金融生き残りの道―

四六判／336頁／本体2400円

2012年末より導入される新 BIS 規制
（バーゼルⅢ）の大枠について解説す
るとともに，新しい金融規制ルールに
よって，日本の金融の将来像を予測。
生き残りの道も提示する。

65439-2
Ｃ3033

11. 2刊

金 惺潤著

不 動 産 投 資 市 場の研 究
―1992年から2011年の市場返遷と投資行動の二十年史―

A5判／624頁／本体5000円

バブル崩壊からの不動産投資市場の動
向，法制度・市場整備の進展，そし
て，各種プレーヤーの投資行動につい
て綿密にレビュー。

73293-9
Ｃ3033

13. 3刊

菅 正広著

マイクロファイナンスのすすめ
―貧困・格差を変えるビジネスモデル―

四六判／368頁／本体2400円

マイクロファイナンスは貧困者の自立
を促すための少額無担保融資をいう。
国内の貧困問題解決策として，この手
法の可能性や具体的な導入方法を考
察。貧困・格差の現状分析も詳しい。

44353-8
Ｃ3033

08.10刊

藤原秀夫著

マクロ貨幣経済の基礎理論
A5判／296頁／本体3600円

ケインジアン・モデルとマネタリス
ト・モデルという今日でもその重要性
はいささかも消え失せていない歴史的
論争をめぐる未解決の論争について，
著者独自の解答を示す。

31390-9
Ｃ3033
テキスト

08.10刊

藤原秀夫著

マクロ金融経済と信用・貨幣の創造
A5判／290頁／本体3400円

信用創造，貨幣創造を組み込んだ，整
合的なマクロモデルを提案した本。金
融危機分析に欠かせない著者独自の新
たなモデルを提示する。

65461-3
Ｃ3033

15. 1刊

久保田敬一著

よくわかる ファイナンス
A5判／368頁／本体2800円

いまやファイナンス理論を知らずして
経済・金融は論じられない。本書は，
学生や実務家向きに初級から中級まで
を一気に解説。数多くの図表，例題，
練習問題を掲載。

60094-8
Ｃ3033
テキスト

01. 3刊

金融・証券(研究書･概説書)
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1.経済・金融

金融・証券(ビジネス･実用書)
宇野 淳監修
日本証券投資顧問業協会・投資信託協会編

アセットマネジメントの世界
A5判／258頁／本体2400円

資産運用の実務とその魅力，自ら編み
出した思考方法，マーケットの落とし
穴など，資産運用の第一線で闘ってい
る実務家の貴重な体験をまとめた一
冊。金融業界に就職したい人に最適。

71177-4
Ｃ3033
テキスト

10. 3刊

P･L･バーンスタイン著 山口勝業訳

アルファを求める男たち
―金融理論を投資戦略に進化させた17人の物語―

四六判／432頁／本体2800円

1960年代後半からの米国投資業界の激
変を土台として支えてきた「理論」
は，どのように資産運用の実務に応用
されていったのか？ 人物に焦点を当
てて描いた魅力的な書。

65427-9
Ｃ3033

09. 9刊

𠮷田悦章著

イ ス ラ ム 金 融 入 門
四六判／224頁／本体1800円

原油高でイスラム金融が急拡大。そこ
ではイスラムの教義に従い，利子を用
いない特殊なルールで取引が行われ
る。イスラム金融の考え方，仕組み，
ビジネスの特徴を平易に説き明かす。

44343-9
Ｃ3033

07. 9刊

J･タバコリ著

ウォーレン・バフェット 華麗なる流儀
―現代版「カサンドラ」の運命を変えた日―

四六判／512頁／本体2400円

全米が住宅バブルに踊る狂乱のさなか，
天才投資家バフェットはその覚醒した
目で世界をどうとらえていたのか。著
者との個人的な交友を通して初めて明
かされる「オマハの賢人」の真実。

73268-7
Ｃ3033

10. 1刊

高橋文郎著
エグゼクティブのための
コーポレート・ファイナンス入門

四六判／288頁／本体1800円

会社の価値を真に高めるために経営者
は何をすればよいのか。企業によって
異なる適切な財務戦略を正しく選ぶポ
イントは何か。株主価値経営の本当の
意味は何か。経営幹部必読の1冊。

65370-8
Ｃ3033
テキスト

06. 3刊

山内英貴著

オルタナティブ投資入門
―ヘッジファンドのすべて―
（第3版） A5判／280頁／本体3400円

リーマンショック以降，オルタナティ
ブ投資をめぐる環境は激変している。
ヘッジファンドが行っている投資の基
本から先端技法までを最新情報を加え
さらにパワーアップ。

65455-2
Ｃ3033

13. 3刊

中島真志著

外 為 決 済 と CLS 銀 行
A5判／280頁／本体3400円

世界の外為決済を仲介する国際機関と
して設立された CLS 銀行の仕組みと
役割を平易に解説。金融機関の外為決
済担当者，必読の書。

68142-8
Ｃ3033

16. 2刊

岡田仁志・高橋郁夫・山﨑重一郎著

仮 想 通 貨
A5判／256頁／本体3000円

楽天も決済利用を検討。FinTech で
も活用が期待されるビットコイン技
術。利便性とリスクを把握してビジネ
スへの活用を検討する。

68138-1
Ｃ3033

15. 5刊

中窪文男著

為 替 オー バ ーレ イ入 門
―戦略的為替リスク・マネジメント―

A5判／304頁／本体3600円

為替変動リスクの対応をはかるうえで
の基礎知識から，ヘッジやオプション
などの取引手法，リスク・リターンの
計測から最新の為替オーバーレイまで，
実務と理論を融合して理解できる。

68122-0
Ｃ3033

04. 9刊

金融・証券(ビジネス･実用書)
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シティバンク銀行株式会社著

為 替 相 場 の 分 析 手 法
―プロが教えるマーケットの読み方―

A5判／264頁／本体2800円

主に企業の実務担当者に向けた為替・
通貨に関する入門書。「為替を動かす
要因」から「経済統計の基礎的読み
方」「為替リスクヘッジの実際」に至
るまで，実務者必携の知識を網羅。

68132-9
Ｃ3033

12. 9刊

A･アドマティ／ M･ヘルビッヒ著 土方奈美訳

銀 行 は 裸 の 王 様 である
―金融界を震撼させた究極の危機管理―

A5判／528頁／本体4000円

銀行システムはもう安全だ，なんて
まっかなウソだ。銀行界の常識を次々
と論破し，欧米で話題沸騰となった衝
撃作，待望の翻訳刊行。

68136-7
Ｃ3033

14. 5刊

柴田真一著

金 融 英 語 入 門
（第2版） A5判／192頁／本体1800円

金融の基礎知識と実用性の高い金融英
語の両方を同時に学べる入門書。初版
刊行後6年が経過したため，内容や例
文を一新し新しいテーマを加え，英文
e メールの書き方も追加した最新版。

65438-5
Ｃ3033

11. 1刊

柴田真一・陳 茜著

金 融 中 国 語 入 門
A5判／192頁／本体2600円

実用性の高い金融中国語と中国の金融
事情を同時に学べる書。中国の金融機
関一覧，財務諸表，数字表記などの資
料も充実。CD 付き。

65466-8
Ｃ3033

14.11刊

みずほ証券マーケット研究会編著
金融マンのためのこれ1冊でわかる
デリバティブ・証券化商品入門

A5判／256頁／本体2400円

実務家が金融機関の営業担当者や機関
投資家向けに最新の金融手法と商品を
わかりやすく解説したハンドブック。
市場動向や金融商品会計も取り上げ，
日々の業務に活用できる。

65414-9
Ｃ3033

08. 2刊

中島真志・宿輪純一著

決 済 シ ステム のす べ て
（第3版） A5判／404頁／本体4000円

決済実務関係者必読書の8年ぶりの改
訂版。基礎的な知識や理論とともに，
国内外の新たな決済システムの動きな
どを解説。

68133-6
Ｃ3033

13. 2刊

服部暢達著

実践 M&A マネジメント
A5判／256頁／本体3200円

変貌する日本企業にとっての M&A
の意義とその合理的な実施方法につい
て，外資系投資銀行 M&A 責任者を
務めた立場から，多数の具体例をまじ
えて総合的に書き下ろす。

55502-6
Ｃ3034

04. 1刊

森島義博著

実 践 不 動 産 学 教 科 書
A5判／672頁／本体6000円

不動産は従来から学際的研究対象とし
て扱われてきた。その際押さえておか
なければならない基本的事項から応用
分野まで，体系的に解説。実践にも役
立つ基本書。

71180-4
Ｃ3033
テキスト

11. 7刊

小幡 績著

GPIF 世界最大の機関投資家
四六判／290頁／本体1600円

130兆円もの運用資金をもつ世界最大
の機関投資家の全容。アベノミクス最
後の切り札と言われる改革論（日本株
買増し）への批判。

39606-3
Ｃ0033

14. 7刊

中島真志・宿輪純一著

証券決済システムのすべて
（第2版） A5判／480頁／本体4000円

大きく進展した証券決済改革や証券取
引所の統合など最新の話題を盛り込
み，証券決済の基礎知識から最新事情
までを網羅した，証券決済に関する書
の決定版。関係者必読の1冊。

71173-6
Ｃ3033

08. 4刊

金融・証券(ビジネス･実用書)
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中島真志著

SWIFT の す べ て
A5判／372頁／本体3800円

国際的な銀行・証券の決済・通信ネッ
トワークをもち，日本でも260以上の
金融機関が参加している SWIFT につ
いて，役割・歴史から実務まですべて
を解説。金融関係者必読の1冊。

68130-5
Ｃ3033

09. 7刊

永野 学著

図解 いちばん面白い日本国債入門
A5判／208頁／本体1600円

各国国債に対する不安が，世界的に高
まっている。はたして，日本国債は安
全なのか？ 金融資本市場と財政事情
の両面から，日本国債の現状をわかり
やすく解説。

09291-0
Ｃ3033

10.10刊

山井和則著・上田理人著

図解 介 護 保 険のすべて
（第3版） A5判／180頁／本体1600円

介護保険が施行されて8年，新たな法
制度の改正を踏まえた改訂版。制度構
築に深く関わった筆者が，ニーズの高
い分野に特化し新制度のしくみをわか
りやすく解説。Ｑ＆Ａも充実。

09280-4
Ｃ2033

09. 8刊

大崎慎一・増田孝夫著

図解 株 式 上 場 のしくみ
A5判／224頁／本体1800円

株式上場の流れと関係者の役割がひと
めでわかる，もっともベーシックな入
門書。銀行の立場から，客観的・中立
的なノウハウを掲載。激変する金融関
連法にも完全対応。

09286-6
Ｃ3033

10. 4刊

家森信善著

図解 これだけでわかる日本の金融
A5判／216頁／本体1600円

ビジネスパーソンのために，日本の金
融・資本市場の現状と知っておきたい
理論をコンパクトにまとめた解説書。
金融，株，企業財務，M&A などに関
する使える知識を満載。

09257-6
Ｃ3033

06.11刊

みずほ総合研究所著

図解 年金のしくみ（第6版）
A5判／208頁／本体1600円

待望の改訂版。「社会保障・税一体改
革による年金改革」の解説中心に，年
金基金によるコーポレートガバナンス
等のトピックスも網羅。

09321-4
Ｃ3033

15. 1刊

R･J･シラー著 山形浩生・守岡 桜訳

それでも金融はすばらしい
―人類最強の発明で世界の難問を解く。―

四六判／528頁／本体2800円

2013年にノーベル賞を受賞した著者の
最新刊。金融資本主義に関わる全ての
人に金融を通じてよい社会を作ること
の大切さを示す。

65458-3
Ｃ3033

13.12刊

B・キング著 上野 博訳

脱・店舗化するリテール金融戦略
A5判／352頁／本体3800円

リテール金融の未来を描いた1冊。ス
マホ，タブレットの普及で「来店不
要」で銀行機能が使える時代がやって
くる。その実務対応を解説。

65467-5
Ｃ3033

14.12刊

高橋篤史著

凋落 木村剛と大島健伸
四六判／296頁／本体1800円

SFCG（旧商工ファンド）の大島健伸と日
本振興銀行の木村剛。彼らはどのように
一時の成功者となり，転落していったの
か。2人の人生をたどりながら，他人を犠
牲にした個人主義の蔓延に警鐘を鳴らす。

65440-8
Ｃ3034

11. 2刊

宮本弘之・鳩宿潤二・久保田陽子著
なぜ、日本人の金融行動が
これから大きく変わるのか？

四六判／248頁／本体1600円

相続市場は年47兆円！ ネット口座数
は1200万超！ NRI 1万人アンケー
トが初めて明らかにする激変する日本
人の金融行動。

65469-9
Ｃ3033

15. 3刊

金融・証券(ビジネス･実用書)
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野村證券株式会社監修 野村證券フィデューシャ
リー・サービス研究センター・野村資本市場研究所著
2時間でわかる！ はじめての企業年金

―知って得する50の Q&A―
A5判／128頁／本体1200円

50項でわかる一番やさしい企業年金の
本。退職後に安心して暮らすために，
会社に勤める人が絶対に身につけてお
きたい必須知識をわかりやすく紹介。

70138-6
Ｃ3033

13. 5刊

日本 IBM 金融インダストリー著
鶴田規久監修
2020 年 金 融 サ ー ビ ス

―IT と融合するリテール金融の未来像―
A5判／224頁／本体2500円

IBM がグローバル調査を基に2020年
のリテール金融の動向を予測。スマ
ホ，SNS，ビッグデータ活用，人工知
能の影響を分析。

65451-4
Ｃ3033

13. 3刊

野村総合研究所 福田隆之・谷山智彦・
竹端克利著

入門 イン フ ラ ファンド
A5判／160頁／本体2000円

インフラファンド市場は年金基金から
の資金流入を背景に世界で300億ドル
級の規模にまで成長している。その基
本となる考え方，構造特性，仕組みを
整理し，わかりやすく解説。

44373-6
Ｃ3033

10. 9刊

中島真志著

入 門 企 業 金 融 論
A5判／338頁／本体2800円

企業の資金調達の仕組みについて，初
学者向けに平易に解説。銀行借入，株
式，社債の基本が，誰でも読むだけで
すらすら理解できる。

65468-2
Ｃ3033

15. 2刊

宇佐美洋・小野里光博著

入 門 商 品デリバティブ
A5判／304頁／本体2500円

金融業界向けの定評あるテキスト『入
門先物市場』を全面改訂。先物だけで
なく，オプション，スワップやリスク
についても詳しく解説。

65473-6
Ｃ3033

15. 9刊

岡 廣樹・三浦明人著

はじめてのマンション大規模修繕
―「オープンブック方式」が常識を変える―

A5判／256頁／本体2000円

「見積り書を見るポイント」「手抜き工
事がされやすい箇所とは」「良い業者
の見分け方」など，マンション修繕に
関する全体像と，最低限必要な基礎知
識がわかる手引書。

04456-8
Ｃ2052

12. 2刊

森島義博著

不 動 産 評 価 入 門
（第2版） A5判／400頁／本体3200円

不動産評価・鑑定の入門書・テキスト
として評価を得た『不動産評価入門』
の改訂版。減損会計，信託業法改正等
の新潮流をもれなくフォローし，いっ
そうコンパクトで使いやすい1冊に。

65362-3
Ｃ3033
テキスト

05.11刊

J･ラーナー／ F･ハーディモン著 前田俊一訳

プライベート・エクイティ
ケースと解説

A5判／740頁／本体8000円

ハイ・リターンの投資手法として，ま
た企業再生の切り札として関心を集め
るプライベート・エクイティの手法を
ケースで解説。ハーバード大学ビジネ
ススクールの定番テキストの翻訳。

71167-5
Ｃ3033

04. 7刊

野村総合研究所・宮本弘之・米村敏康著

プライベートバンキング戦略
―ターゲットはグローバル富裕層ファミリー―

四六判／304頁／本体1800円

リーマンショック以降，富裕層向けの
プライベートバンキング・サービスは
大きく様変わりしている。豊富な事例
を紹介しながら，日本流のサービスは
どうあるべきかを提示。

65454-5
Ｃ3033

13. 2刊

D･キャリー／ J･E･モリス著
土方奈美訳

ブ ラ ッ ク ス ト ー ン
四六判／512頁／本体2800円

プライベート・エクイティ（PE）業界に
君臨する巨大企業とその創業者シュワ
ルツマンの知られざる実態を気鋭のジャ
ーナリストが描く。PE 産業の歴史と全
容を俯瞰できる，金融関係者必読の書。

71181-1
Ｃ3033

11.12刊

金融・証券(ビジネス･実用書)
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高橋 誠・浅岡泰史著

ヘッジファンド投資ガイドブック
―金融危機が明らかにした絶対リターン型資産運用の有効性―

A5判／272頁／本体2800円

ヘッジファンドにまつわる誤解を解
き，2007～09年の金融危機の経験を踏
まえたうえで，その存在意義を問い直
す。低成長時代にリターン向上を狙
う，年金運用に必携の実務書。

65437-8
Ｃ3033

10.10刊

長谷川博和著
〔決定版〕
ベンチャーキャピタリストの実務

A5判／368頁／本体3800円

ベンチャーキャピタル実務の本格的実
務書。多くの案件を手がけた著者によ
る事例も豊富で，実務と理論を架橋す
る知識とスキルを公開する。金融機関，
ベンチャーファンド関係者必携の書。

65401-9
Ｃ3033

07. 6刊

1.経済・金融

国 際 金 融
藤巻健史・宿輪純一著
円安 vs.円高 どちらの道を
選 択 す べ き か

四六判／192頁／本体1400円

「円安は日本の救世主となる」（藤巻）
vs「円安は安売り戦略。経済を弱体
化させる」（宿輪）。日本の通貨政策に
ついて論じた緊急提言書。

68135-0
Ｃ3033

13. 5刊

櫻川昌哉・宿輪純一著

金 融 が 支える日 本 経 済
四六判／240頁／本体1600円

日本の金融力は製造業以上の武器にな
る！ 経済成長，財政問題解決の切り
札となる金融立国のすすめ。

65472-9
Ｃ3033

15. 6刊

中島善太著

金融政策とオープンマクロ経済学
―国際金融への現代的入門―

A5判／228頁／本体2700円

大学1，2年レベルの入門マクロ・ミ
クロ経済学の知識がある学生を対象と
した国際金融学の入門書。著者の現場
での経験を生かした具体的なエピソー
ドも豊富。

68116-9
Ｃ3033
テキスト

02. 9刊

B･アイケングリーン著
畑瀬真理子・松林洋一訳
グローバル・インバランス

―歴史からの教訓―
四六判／288頁／本体2400円

グローバル・インバランス（国際収支
の不均衡）は果たして持続可能なの
か。国際金融の権威アイケングリーン
教授によるグローバル・インバランス
論の決定版。

65432-3
Ｃ3033

10. 4刊

小川英治編著
グローバル・インバランスと
国 際 通 貨 体 制

四六判／280頁／本体2800円

ドル基軸通貨体制の下，世界的な経常
収支不均衡は，金融危機と欧州財政危
機を引き起こした。そのメカニズムの
解明と政策提言。

65453-8
Ｃ3033

13. 2刊

小川英治・岡野衛士著

＜サピエンティア＞国際金融
A5判／256頁／本体2800円

ベーシックな理論的枠組みから，現実
の国際金融市場で起こっている最新の
トピックスまでを網羅。学部2年生か
ら大学院初級まで。

65477-4
Ｃ3033
テキスト

16. 4刊

国際金融
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1.経済・金融

金 融 工 学
B･B･マンデルブロ／ R･L･ハドソン著 高安秀樹監訳
雨宮絵理・高安美佐子・冨永義治・山崎和子訳
禁 断 の 市 場

―フラクタルでみるリスクとリターン―
四六判／440頁／本体2400円

市場は効率的ではなく，金融工学の前
提である正規分布ではなく，ベキ分布
で動いている。「フラクタル金融理論」
の提唱者マンデルブロが示す，社会・
金融への新しい視点。

65417-0
Ｃ3033

08. 6刊

刈屋武昭・小暮厚之著

金 融 工 学 入 門
A5判／224頁／本体2600円

金融工学の目的は，資本の有効活用とリ
スク管理にあり，その範囲を，資産運用
から経営戦略へと広げつつある。基本を
繰り返し学び，金融工学の力を身に付け
ることを目指す入門テキスト。

71157-6
Ｃ3033
テキスト

02. 4刊

野口悠紀雄・藤井眞理子著

現 代 ファイナン ス 理 論
A5判／256頁／本体3200円

ポートフォリオ分析に基づく伝統的な
ファイナンス理論から出発し，状態価
格，確率的割引ファクターの概念に基
づき資産市場を分析する現代ファイナ
ンス理論まで統合的に学ぶテキスト。

65331-9
Ｃ3033
テキスト

05. 6刊

永野 学著

図解 いちばん面白いデリバティブ入門
―数学ナシでわかるデリバティブ―
（第2版） A5判／224頁／本体1600円

デリバティブ実務の専門家が先物，オ
プション，スワップという代表的手法
を解説。数学の知識は必要ナシ。サブ
プライム危機の背景やその後の金融業
界・市場の変化も取り上げている。

09277-4
Ｃ3033
テキスト

09. 3刊

永野 学著

図解 いちばん面白いデリバティブ練習帳
A5判／256頁／本体1800円

『図解 いちばん面白いデリバティブ
入門』の応用編。先物，オプション，
スワップの基本をおさらいしつつ，練
習問題を解いて理解を深められる。楽
しい語り口も魅力。

09275-0
Ｃ3033
テキスト

08. 8刊

西山 茂著

入門 ビジネス・ファイナンス
A5判／216頁／本体2000円

経理部・財務部に所属していなくとも
今やビジネスパーソンにファイナンス
の知識・考え方は必要不可欠。専門家
だけに必要な知識には深入りせず必要
にして十分な事項を解説した入門書。

60172-3
Ｃ3034
テキスト

08. 2刊

E･ダーマン著
森谷博之監訳 船見侑生・長坂陽子訳
物理学者、ウォール街を往く。

―クオンツへの転進―
四六判／480頁／本体2400円

物理学者から転じ，ゴールドマンサッ
クスの計量戦略グループのマネージン
グディレクターに上り詰めたダーマン
の自伝。2004年『ビジネスウィーク』
誌選出・ビジネス書ベスト10。

65360-9
Ｃ3033

05.12刊

H・S・シン著 大橋和彦・服部正純訳

リ ス ク と 流 動 性
A5判／288頁／本体3800円

グローバル金融市場の研究の第一人者
が金融危機発生のメカニズムと新しい
規制の理論的背景を示す。清滝信宏教
授の解説も収録。

44412-2
Ｃ3033

15. 1刊

金融工学
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1.経済・金融

計量経済・統計
尾高煌之助・斎藤 修・深尾京司監修
溝口敏行編著
アジア長期経済統計1台湾

B5判／460頁／本体20000円

アジア各国の長期にわたる加工統計を
時系列的に作成・整備した新シリーズ
がスタート。戦前まで遡った台湾経済
の統計を国民経済計算の概念枠組みに
則り独自に推計する。

81601-1
Ｃ3333

08.12刊

尾高煌之助・斎藤 修・深尾京司監修
南 亮進・牧野文夫編著
アジア長期経済統計3中国

B5判／576頁／本体25000円

アジア長期経済統計シリーズの中国
巻。20世紀初頭（中華民国建国）から
21世紀初頭までの国民経済計算を中心
に幅広い分野の統計を整備。

81603-5
Ｃ3333

14. 7刊

松浦克己／ C･マッケンジー著

EViewsによる計量経済分析
（第2版） A5判／456頁／本体4800円

理論，データ，ソフトの三位一体を準
備し，実践に使える計量経済学を目指
して初版を全面改訂。学生・院生・実
務家のための必要な実証分析の分野を
ほぼ網羅した。

31421-0
Ｃ3034
テキスト

12. 4刊

内田 学・兼子良久著
Excel 対応 90分でわかる！ 日本
で一番やさしい「データ分析」超入門

四六変型判／168頁／本体1200円

統計はあなたのビジネスに活用してこ
そ，ライバルと差をつける武器にな
る。本書では今日からできて効果抜群
の分析手法を紹介する。

47086-2
Ｃ3033

13. 9刊

豊田利久・大谷一博・小川一夫・長谷川 光・
谷﨑久志著

基 本 統 計 学
（第3版） A5判／272頁／本体2800円

20年にわたって日本の各大学で使われ
ているロングセラーテキストの改訂版。
統計学の初・中級の内容をわかりやす
く解説。練習問題の解答・解説はウェ
ブサイトからダウンロードできる。

47083-1
Ｃ3033
テキスト

10. 9刊

梅田雅信・宇都宮浄人著

経 済 統 計の活 用と論 点
（第3版） A5判／328頁／本体3200円

日本の経済統計を網羅的に紹介し，各
統計の収集法や発表機関，くせなども
解説した便利なテキスト。最新の統計
数字を盛り込み，日本経済の実態を見
るのにも最適。実務家必携の一冊。

47081-7
Ｃ3033
テキスト

09.11刊

岩田暁一著

経済分析のための統計的方法
（第2版） A5判／500頁／本体3600円

経済データの統計的分析についての基
礎知識の提供を目的にしたテキスト。
経済分析で実際に使うという立場から
内容を選択し，その方法の意味や限界
を理解しやすいよう記述に工夫。

47006-0
Ｃ3033
テキスト

83. 4刊

蓑谷千凰彦著

計 量 経 済 学 大 全
A5判／1000頁／本体10000円

計量経済学の手法を体系的・網羅的に
扱った中・上級テキスト。添付の
CD-ROM に収録した TSP プログラ
ムにより実際に作業を行いながら計量
経済学の体系を学ぶことができる。

31372-5
Ｃ3033
テキスト

07. 2刊

黒住英司著

＜サピエンティア＞計量経済学
A5判／256頁／本体2800円

確率・統計の基礎や最小2乗法から最
新のトピックまでを網羅し，実証分析
をつかった論文の書き方まで学べる決
定版テキスト。

31472-2
Ｃ3033
テキスト

16. 3刊

計量経済・統計
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山根太郎著

統 計 学
A5判／426頁／本体3000円

数多くの図表と事例を用いて，数学の
知識なしで初学者に「統計学とは何
か」を理解できるよう工夫。平易な叙
述と内容の格調の高さにより，統計学
の基礎的入門書として最適。

47024-4
Ｃ3033
テキスト

78.12刊

宮川公男著

統計学でリスクと向き合う〔新版〕
―数字の読み方に自信はありますか？―

四六判／272頁／本体2000円

株価，在庫管理，プロ野球など身近な話
題を読み進めるうちに，今やビジネスマ
ンの必須能力となった統計数字の読み方・
考え方が学べるエッセイ。好評旧版に大
幅な加筆・改訂を加えて内容充実。

47078-7
Ｃ3033

07.10刊

藪 友良著

入 門 実 践 す る 統 計 学
A5判／376頁／本体3000円

実用を最優先し，わかりやすさを徹底
追求した統計のテキスト。数学の陥穽
にはまらないように高校初年級レベル
の数学に限定して，統計学を可視化し
ているのも魅力。

47085-5
Ｃ3033
テキスト

12. 9刊

松浦克己／ C･マッケンジー著

ミ ク ロ 計 量 経 済 学
A5判／520頁／本体5400円

膨大なパネルデータの利用や倒産確率
の計算など，ビジネスの分野において
も重要性を増しているミクロ計量経済
学について，具体例を用いながらてい
ねいに解説。

31392-3
Ｃ3033
テキスト

09. 1刊

計量経済・統計
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232,098

長期経済統計
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1.経済・金融

財政・社会保障
橘木俊詔著

安 心 の 社 会 保 障 改 革
―福祉思想史と経済学で考える―

四六判／224頁／本体1800円

先進国において人々が福祉をどう理解
し，国民がどう対処してきたかを福祉
思想という観点から総合的に社会保障
制度を評価。日本における望ましい改
革案を大胆に主張する。

70130-0
Ｃ3033

10. 9刊

石 弘光著

現 代 税 制 改 革 史
―終戦からバブル崩壊まで―

A5判／820頁／本体7500円

シャウプ税制以来の改革の歴史を原資
料に基づいて整理を行い，その背後に
ある租税理論，租税政策の実態を解
明。歴史・理論・政策の3つのアプ
ローチによる税制改革論の集大成。

61053-4
Ｃ3033

08. 1刊

石 弘光著

国 家 と 財 政
―ある経済学者の回想―

四六判／356頁／本体2600円

戦後日本の財政と税制は，どのように
変革をされてきたのか。理論と政策の
第一線に立ち続けた著者が語る，日本
の財政と税制の歩み。

61061-9
Ｃ3033

14. 2刊

西村 淳編著

雇 用の変 容と公 的 年 金
A5判／296頁／本体3800円

雇用の不安定化に年金制度はいかに対
応できるのか？ 実証・国際比較に基
づく法学と経済学のコラボレーション
研究。

70141-6
Ｃ3033

15. 4刊

水谷研治著

財 政 改 革 の 衝 撃
―待つも地獄、進むも地獄の日本経済―

四六判／224頁／本体1600円

改革を断行すれば景気急落は避けられ
ない。だが，先送りを続けていれば，大
増税，年金カット，貧困社会への転落
が待っている。将来世代のために，覚悟
をもって財政再建に着手せよと説く。

62071-7
Ｃ3033

11. 2刊

片桐正俊編著

財 政 学
―転換期の日本財政―
（第3版） A5判／284頁／本体3200円

リーマンショック，東日本大震災，超
高齢化社会，アベノミクスなどの新し
い環境変化を踏まえて書かれた，定評
ある教科書の改訂版。

62072-4
Ｃ3033
テキスト

14. 3刊

印南一路著

「社 会 的 入 院」の 研 究
―高齢者医療最大の病理にいかに対処すべきか―

四六判／432頁／本体3600円

後期高齢者医療の問題が騒がれるな
か，社会的入院とは「新しい」問題と
して認知されつつある。「年間1兆
5000億円」，その実態把握と本質的な
問題の所在を明らかにする。

70124-9
Ｃ3036

09. 3刊

宮脇 淳著

図解 財政のしくみ Ver.2
―いっきにわかる財政危機の本質と問題点―

A5判／224頁／本体1600円

財政について鳥瞰図的に全体像を理解
できるよう，経済，金融，政治そして
グローバル社会との間の構造を第一線
の専門家が解説。世代や業種を超えて
素朴な議論から最新知識まで大改訂。

09304-7
Ｃ3033
テキスト

12. 7刊

大矢俊雄編著

図説 日本の財政 平成27年度版
A5判／480頁／本体2600円

予算と税の全体像，財政の仕組みと理
論，主要国の財政，日本の財政の歴史
など，財政の全貌を解説。

03194-0
Ｃ3033

15.10刊

財政・社会保障
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印南一路・堀 真奈美・古城隆雄著

生命と自由を守る医療政策
四六判／516頁／本体3800円

制度改革に活かせる理念とは何か。国
民一人ひとりが主体的な人生設計を通
じて幸福追求しうる医療保障の理念を
考察し，それに沿う制度改革の方向を
示す画期的医療政策論。

70133-1
Ｃ3033

11. 7刊

鈴木 亘著
だまされないための
年 金・医 療・介 護 入 門

―社会保障改革の正しい見方・考え方―
四六判／296頁／本体1900円

このままでは，年金も医療も介護も，
財政危機に陥るのは避けられない。社
会保障制度を持続可能なものにするた
めには，何をすべきか。「決定版」の
改革案を提言。

70123-2
Ｃ3033

09. 1刊

堀場勇夫著

地 方 分 権 の 経 済 理 論
―第1世代から第2世代へ―

A5判／304頁／本体4000円

情報の経済学なども含めたミクロ経済
学の基本的枠組みに沿って，資源配分
メカニズムの一種類である地方分権制
度を評価する。学部上級・大学院生向
けのテキスト。

62068-7
Ｃ3033
テキスト

08. 8刊

伊藤元重・総合研究開発機構編著

日本の医療は変えられる
四六判／256頁／本体2400円

高齢化が進む日本で，限られた医療資
源をどう使うか。市場化・産業化の手
法を取り入れた大胆な改革へ向け，現
状と課題について医学・経済学・医療
経営など各界の第一人者が説く。

70125-6
Ｃ3033

09.12刊

西村 淳編著

入門テキスト 社会保障の基礎
A5判／368頁／本体3000円

少子高齢時代に社会保障は持続可能
か？ 制度の意義・目的・機能を法
学，経済学，社会学，行政学から多角
的に解説した入門テキスト。

70143-0
Ｃ3036
テキスト

16. 4刊

石田成則著

老後所得保障の経済分析
―年金システムの役割と課題―

A5判／288頁／本体3600円

長生きのリスク＝少子高齢化が，公的
年金・私的年金・個人の資産形成にど
のような影響を及ぼすかを理論と実証
から解きほぐし，老後社会保障の制度
的あり方に関する提言も行う。

70121-8
Ｃ3033

07.10刊

財政・社会保障
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研究者二十数名からなる

274,500

（表示価格は本体価格です。）
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昭和財政史（終戦から講和まで）
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264,000

昭和財政史（昭和27～48年度）
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（表示価格は本体価格です。）
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1.経済・金融

公共経済学
福田隆之・赤羽 貴・黒石匡昭・
日本政策投資銀行 PFI チーム編著
改 正 PFI 法 解 説

―法改正でこう変わる―
四六判／224頁／本体1600円

2010年5月24日に改正された PFI 法。
上下水道や港湾，公営住宅などの14分
野を含む，幅広いインフラでの民間経
営が可能となる。今後想定されるプロ
ジェクトの行方を解説。

65444-6
Ｃ3032

11. 9刊

中村慎助・小澤太郎・グレーヴァ香子編

公共経済学の理論と実際
A5判／360頁／本体3800円

基本的な理論と分析だけでなく，ゲー
ム理論を取り入れた新しいアプローチ
を用いた，実際の政策担当者にも有用
な公共経済学の初級・中級テキスト。
実例も豊富。

31324-4
Ｃ3033
テキスト

03. 3刊

小塩隆士著

＜サピエンティア＞公共経済学
A5判／258頁／本体2800円

市場と政府の役割といった基本的な話
題から，公債の理論，医療経済といっ
た応用分野までを網羅。学部2年生か
ら大学院初級まで。

31473-9
Ｃ3033
テキスト

16. 3刊

J･E･スティグリッツ著 藪下史郎訳

スティグリッツ 公共経済学(上)
―公共部門・公共支出―
（第2版） A5判／608頁／本体4500円

ノーベル経済学賞受賞者の定評ある教
科書の改訂版。CEA 委員長・世銀銀
行上級副総裁等の経験が活かされてい
る。コラム・練習問題等，初版で省略
した部分も含めた全訳。

31331-2
Ｃ3033
テキスト

03.10刊

J･E･スティグリッツ著 藪下史郎訳

スティグリッツ 公共経済学(下)
―租税・地方財政・マクロ財政政策―
（第2版） A5判／482頁／本体4300円

法人税・所得税等の租税，地方財政と
中央財政との関連，財政を通じたマク
ロ経済政策の理論と現実の運用など
を，豊富な事例や現実の課題と関連づ
けて解説する。

31333-6
Ｃ3033
テキスト

04. 1刊

1.経済・金融

労働経済学
大沢真知子著

女性はなぜ活躍できないのか
四六判／308頁／本体2000円

女性活用を妨げるものは何か？ 企業
や国の両立支援はなぜうまくいかない
のか？ 日本で女性が活躍するために
何が必要か提言する。

22353-6
Ｃ3034

15. 2刊

清家 篤著

労 働 経 済
＊やさしい経済学シリーズ

四六判／326頁／本体1800円

失業，定年，雇用制度，能力賃金等，
いま一番ホットな労働に関するテーマ
を，経済学という分析ツールを解説し
ながら解き明かしていく入門テキス
ト。

81502-1
Ｃ3333
テキスト

02. 4刊

公共経済学／労働経済学
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小池和男著

海外日本企業の人材形成
A5判／308頁／本体3800円

海外日本企業における中堅層の育成・
活用はどのように行われているのか。
それは収益を向上させているのか。
米・欧・タイの現地工場でのていねい
な聞きとり調査によって解明する。

26088-3
Ｃ3034

08. 2刊

小池和男著

仕 事 の 経 済 学
（第3版） A5判／360頁／本体3200円

「知的熟練」と「長期の競争」に重き
を置く著者独自の一貫した論理が，多
くの統計・資料をベースに，展開され
る。ロングセラーテキストを，最新
テーマを織り込み全面改訂。

26072-2
Ｃ3033
テキスト

05. 2刊

小池和男著

戦後労働史からみた賃金
A5判／208頁／本体3000円

日本の賃金をめぐる議論では，事実に
基づかない通説，俗説が跋扈してい
る。歴史をひもときながら，それら通
説の誤りを明らかにする。

26112-5
Ｃ3033

15. 8刊

八代尚宏著

労 働 市 場 改 革の経 済 学
―正社員「保護主義」の終わり―

四六判／288頁／本体2200円

民主党政権がすすめようとしている派
遣労働の規制強化は，ワーキングプア
の解消には何も役に立たない。労・労
格差解消には何が必要か。労働問題の
第一人者が鋭く切り込む。

26097-5
Ｃ3033

09.11刊

1.経済・金融

国際経済学
B・トッテン著

アングロサクソン資本主義の正体
―「100％マネー」で日本経済は復活する―

四六判／192頁／本体1600円

米国金融支配の構図は，金融危機後も
温存され，いまなお世界中から富の略
奪が続けられている。マネー経済のカ
ラクリを解き明かすとともに，日本が
甦るための大胆な処方箋を提示する。

39535-6
Ｃ3033

10. 7刊

徐 傑著 朱 炎訳

共 生 経 済 学 （上）
A5判／256頁／本体4000円

政治，経済，文化など，異なる価値観
を持つ中国と米国が良好な関係を築
き，世界経済を安定的発展させるため
の処方箋を示す研究成果。

44409-2
Ｃ3033

15.10刊

徐 傑著 朱 炎訳

共 生 経 済 学 （下）
A5判／240頁／本体4000円

政治，経済，文化など，異なる価値観
を持つ中国と米国が良好な関係を築
き，世界経済を安定的発展させるため
の処方箋を示す研究成果。

44410-8
Ｃ3033

15.10刊

石田 修・板木雅彦・櫻井公人・中本 悟編

現代世界経済をとらえる Ver.5
A5判／272頁／本体2000円

信頼のロングセラーテキストの最新改訂
版。世界貿易，国際金融，各国経済論な
どの伝統的な項目に加え，グローバリ
ゼーション，環境，資源・食料，人の移
動などホットなテーマまで扱う。

44366-8
Ｃ3033
テキスト

10. 4刊

国際経済学
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磯辺剛彦／牧野成史／ C･チャン著

国 境 と 企 業
―制度とグローバル戦略の実証分析―

A5判／280頁／本体4200円

どの国に進出すれば成功するか？ 進
出先国の制度や環境で成果はどう変わ
るかなど，海外進出企業が直面する重
要な課題を，膨大なミクロデータによ
る実証研究で解き明かす魅力的な書。

52180-9
Ｃ3034

10. 4刊

ピーター・ゼイハン著 木村高子訳

地政学で読む世界覇権2030
四六判／498頁／本体2400円

中国，欧州，ロシアは次々に自滅。し
かし，アメリカだけがそれを免れる。
影の CIA「ストラトフォー」元幹部
による衝撃の未来予測。

44425-2
Ｃ3033

16. 1刊

1.経済・金融

国際経済(欧米)
R・ブートル著 町田敦夫訳

欧 州 解 体
四六判／400頁／本体1800円

英国に続く離脱ドミノで EU 崩壊，ド
イツ覇権の行方は？ デフレ社会の到
来をいち早く予言した英国 No．1エ
コノミストによる新たな警告。

44417-7
Ｃ3033

15. 8刊

唐鎌大輔著

欧 州 リ ス ク
―日本化・円化・日銀化―

四六判／264頁／本体1600円

「日本化」する欧州経済・財政，「円
化」するユーロ……日本 No．1の

「ECB ウォッチャー」が読み解く，欧
州経済の動向と行方。

44407-8
Ｃ3033

14. 7刊

R・Ｆ・ブルナー／S・Ｄ・カー著
雨宮 寛・今井章子訳

金 融 恐 慌 1907
四六判／424頁／本体2800円

「1907年の大恐慌」は米中央銀行制度
発足の原点。本書はその恐慌の過程を
研究した古典的名著である。

44429-0
Ｃ3033

16. 7刊

畠山 襄著

経 済 統 合 の 新 世 紀
四六判／352頁／本体2400円

自由貿易は日本経済の生命線である。
日本の FTA を推し進めてきた第一人
者が綴る，わが国の通商政策のあるべ
き道。

44420-7
Ｃ3033

15.11刊

R･B･ライシュ著 清家 篤訳

勝 者 の 代 償
―ニューエコノミーの深淵と未来―

四六判／468頁／本体2000円

消費者市場主義時代の幕開けで，労働
者にとって過酷な社会になりつつあ
る。米国社会を分析し，勝者であり続
けるために何を犠牲にすべきかという
問題を解き明かす。

22223-2
Ｃ3036

02. 8刊

平田 潤著

図解 アメリカ経済がわかる本
A5判／256頁／本体1800円

巨大経済を構成し，動かし，進化させ
る要因を50に整理し，7つのキーワード
を軸にその構造と動態を明快に示した
ユニークな入門書。グローバル経済を
理解するための基礎知識を提供する。

09302-3
Ｃ3033
テキスト

12. 2刊

国際経済(欧米)
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R･B･ライシュ著 雨宮 寛・今井章子訳

暴 走 す る 資 本 主 義
四六判／336頁／本体2000円

米国を代表するリベラルな論客ライ
シュ教授が，「消費者」や「投資家」
ばかりに目を向けて「市民」や「労働
者」をないがしろにする現在の資本主
義とその運営ルールに警鐘を鳴らす。

44351-4
Ｃ3033

08. 6刊

小野 亮・安井明彦著

やっぱりアメリカ経済を学びなさい
―世界経済はアメリカを中心に動く―

四六判／256頁／本体1600円

世界経済を知りたければ，まずはアメ
リカから。日本経済を理解するには，
やっぱりアメリカから。一冊で結ぶ現
代アメリカ像。

44395-8
Ｃ3033

13. 5刊

増田悦佐著

夢 の 国 から悪 夢 の 国 へ
―40年間続いたアメリカン・バブルの大崩壊―

四六判／450頁／本体2300円

1970年代以来の「40年バブル」を謳歌
する米国金融業界。最後の審判となる
バブル崩壊の日は近い。人気アナリス
トが徹底分析。

44404-7
Ｃ3033

14. 5刊

R･B･ライシュ著 雨宮 寛・今井章子訳
余震（アフターショック）
そして中間層がいなくなる

四六判／224頁／本体2000円

社会はどこまで不平等に耐えられるか，
経済は誰のものか，といった根本問題
を改めて問い直し，暴走の果ての恐ろ
しい混乱を食い止めるため今後の資本
主義のあるべき姿を模索していく本。

44380-4
Ｃ3033

11. 7刊

R・B・ライシュ著 雨宮 寛・今井章子訳
ロバート・ライシュ
格差と民主主義

四六判／224頁／本体1600円

米国における絶望的な格差の拡大を，
「資本主義と民主主義の負の連鎖」か
ら鮮やかに解明。米国の今がわかれ
ば，日本の未来が読める。

44400-9
Ｃ3033

14.11刊

1.経済・金融

国際経済(アジア)
寺西重郎・福田慎一・奥田英信・三重野文晴編

アジアの経済発展と金融システム
〔東南アジア編〕

A5判／344頁／本体4000円

東南アジア諸国の経済発展と金融シス
テムの関係を，長期資金との関係を中
心に多面的に考察。東南アジア金融統
計に関するデータベースを巻末に掲載
する。

44348-4
Ｃ3033

08. 4刊

榊原英資・吉越哲雄著

榊原英資 インド巨大市場を読みとく
四六判／240頁／本体1700円

インド経済は IT のみならず製造業や
インフラ整備の面でも大きく動きだし
ている。豊富な現地取材でインド・ビ
ジネスに役立つ情報を提供しつつ，ア
ジアの時代の再来を説く。

44317-0
Ｃ3033

05. 5刊

増田悦佐著

中 国 自 壊
―賢すぎる支配者の悲劇―

四六判／386頁／本体1900円

中国経済の高成長は早晩行き詰まり，
国家分裂は不可避となる。そのとき日
本はどうなるのか？ 人気アナリスト
が鋭く切り込む。

44396-5
Ｃ3033

13. 6刊

国際経済(アジア)
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中村繁夫著

中国のエリートは実は日本好きだ！
四六判／232頁／本体1300円

日本に伝わる中国情報の9割は間違っ
ている。中国相手に1000億円以上儲け
たカリスマ社長だけが知っている真実
の中国像。

44415-3
Ｃ0033

15. 3刊

川島博之著

データで読み解く中国経済
―やがて中国の失速がはじまる―

四六判／308頁／本体1800円

中国脅威論は間違っている。中国は普
通の開発途上国にすぎない――。中国
政府や民間の統計を徹底分析し，私た
ちの知らない本当の中国の実像に迫
る。

44392-7
Ｃ3033

12.11刊

川島博之著

データで読み解く中国の未来
四六判／356頁／本体2000円

中国研究者たちの間で評価の高かった
『データで読み解く中国経済』の未来
版。未来予測のプロが綴るこれから20
年の中国論。

44418-4
Ｃ3033

15.10刊

金 俊行著
テ キ ス ト ブ ッ ク
現代アジアとグローバリズム

A5判／244頁／本体2600円

グローバリズムを「アメリカ型システ
ムの普遍化」ととらえ，その覇権的介
入政策の変遷を，軍事・協調的・金融
グローバリズムの3段階でとらえてグ
ローバル資本主義の共同管理を検討。

44385-9
Ｃ3033
テキスト

11.11刊

中島久雄・岩垂好彦編

転 換 期 を 迎 え るインド
―変化をチャンスに変える日本企業の戦略―

四六判／306頁／本体2000円

新興国インドが成長を続けるのにいか
なる要件が必要か。日本企業はどう付
き合っていくべきなのか。いくつかの
変局点（人口動態，産業構造，国際関
係）から方向性を明らかにする。

44389-7
Ｃ3033

12. 8刊

此本臣吾・松野 豊・川嶋一郎編著

2020 年 の 中 国
四六判／304頁／本体2000円

中国は中成長の「新常態」へと移行。
対中進出企業へ向け，現地コンサルタ
ントが産業・企業や消費の変化を徹底
分析し，新戦略を提案。

44427-6
Ｃ3033

16. 3刊

一橋大学東アジア政策研究プロジェクト編

東 ア ジ ア の 未 来
―安定的発展と日本の役割―

四六判／320頁／本体2600円

世界経済のなかで大きな位置を占める
ようになった東アジアが，今後も安定
的に発展していくために何が必要か。
経済・政治・経営・歴史等の分野から
幅広く検討し，政策提言を行う。

44388-0
Ｃ3033

12. 3刊

三浦有史著

不 安 定 化 す る 中 国
―成長の持続性を揺るがす格差の構造―

A5判／304頁／本体3200円

中国における所得格差，教育，医療，
年金等の世帯や個人レベルに焦点を当
てて「成長へのボトルネック」をあぶ
り出し，発展とともに階層化している
中国の中長期的な成長持続性を検証。

44374-3
Ｃ3033

10. 9刊

林 毅夫著 劉 徳強訳

北 京 大 学 中 国 経 済 講 義
A5判／288頁／本体3800円

欧米以外の出身者として初の世銀チー
フエコノミストとなった林教授が北京
大学で行った講義録。中国経済の課題
と解決策をわかりやすく説き，中国発
経済学の構築が必要だと熱く語る。

44391-0
Ｃ3033
テキスト

12. 8刊

野村総合研究所
鶴谷 学・荻本洋子・奥 雄太郎著

ベトナム金融資本市場ハンドブック
A5判／196頁／本体2400円

ベトナムの金融・資本市場の制度や仕
組みを詳細に解説。消費者動向や企業
の財務ニーズも盛り込んだ，ベトナム
ビジネスの必携書。

44359-0
Ｃ3033

09. 8刊

国際経済(アジア)
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1.経済・金融

経済発展・開発
芝 陽一郎著

ア フリカビ ジ ネ ス 入 門
―地球上最後の巨大市場の実像―

四六判／256頁／本体1800円

IT や金融など，今，台頭しつつある
アフリカのビジネスチャンス。現地で
ビジネスを展開する著者が，援助，資
源，BoP ではないビジネスの最前線
を紹介する。

44381-1
Ｃ3034

11. 7刊

W･イースタリー著
小浜裕久・織井啓介・冨田陽子訳

エコノミスト 南の貧困と闘う
四六判／480頁／本体3000円

なぜ貧困はなくならないのか。援助も
投資も，債務救済も，貧困から抜け出
す万能薬ではない。世銀銀行での実務
経験を活かして，一大テーマに取り組
んだ魅力的な書。

44304-0
Ｃ3033

03. 7刊

D･モヨ著 小浜裕久監訳

援助じゃアフリカは発展しない
四六判／292頁／本体2200円

「援助は腐敗を助長させ，人々を貧困に
陥れる。アフリカが貧しいのはまさに
援助のせいだ」と言い切る著者は，ザ
ンビア出身の女性エコノミスト。待望
の，アフリカ人によるアフリカ発展論。

21188-5
Ｃ3032

10. 7刊

渡辺利夫著

開 発 経 済 学 入 門
（第3版） A5判／296頁／本体2800円

開発経済学分野における入門書として
定評あるテキストを，現在の実態にあ
わせて全面的に改訂。少子化の問題や
アジア化するアジアといった最新の
テーマにも果敢に取り組んだ意欲作。

44364-4
Ｃ3033
テキスト

10. 2刊

B･M･フリードマン著
地主敏樹・重富公生・佐々木 豊訳

経 済 成 長 と モ ラ ル
A5判／480頁／本体4800円

経済成長のためにはモラルを犠牲にす
べきか，モラルのためには経済成長を
犠牲にすべきか。本書の著者フリード
マン教授は，そのどちらも間違ってい
ると主張する。

44376-7
Ｃ3033

11. 4刊

W･イースタリー著
小浜裕久・織井啓介・冨田陽子訳

傲 慢 な 援 助
A5判／488頁／本体3400円

貧困には，(1)極端な貧困が存在する悲
劇と，(2)先進国の援助が現地に届いて
いない悲劇がある。本書は第2の悲劇
を検証し，現地の人の生活を本当に改
善する新しい援助の形を模索する。

44360-6
Ｃ3033

09. 9刊

大塚啓二郎・白石 隆編著

国 家 と 経 済 発 展
―望ましい国家の姿を求めて―

A5判／304頁／本体3800円

経済発展において国家はどのように機
能しうるのか，どんな国家が経済発展
に寄与し，また発展をさまたげるのか。
8カ国の事例研究をもとに経済学者と
政治学者が共同研究した渾身の一作。

44375-0
Ｃ3033

10.10刊

T･J･イェーガー著 青山 繁訳

新 制 度 派 経 済 学 入 門
―制度・移行経済・経済開発―

A5判／224頁／本体3200円

経済発展，経済移行，経済開発になぜ
制度が重要なのか，理論をやさしく解
説しながら，その理論を韓国，中国，
旧社会主義国などに適用して説明した
テキスト。

31288-9
Ｃ3033
テキスト

01. 3刊

南 亮進著 牧野文夫協力

日 本 の 経 済 発 展
（第3版） A5判／360頁／本体3600円

明治以降の日本の経済発展の歴史をさ
まざまな要因に分けてバランスよく分
析・解説。初心者にもわかりやすい日
本経済論の入門書の決定版。待望の全
面改訂。

37094-0
Ｃ3033
テキスト

02. 1刊

経済発展・開発
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野村総合研究所 平本督太郎・松尾未亜・
木原裕子・小林慎和・川越慶太著
BoP ビ ジ ネ ス 戦 略

―新興国・途上国市場で何が起こっているか―
四六判／296頁／本体2000円

中長期的に大きな市場を形成しうるの
が新興国の経済成長である。このボリ
ュームゾーンをどう攻略するか。世界
の社会的課題解決型のビジネス事例を
示し，日本企業の機会を克明に示す。

44371-2
Ｃ3033

10.10刊

白戸圭一著

ルポ 資 源 大 陸アフリカ
―暴力が結ぶ貧困と繁栄―

四六判／328頁／本体1900円

急成長する資源大陸アフリカで国境を
越える紛争・犯罪が吹き荒れている。
成長の果実はどこへいったのか。先進
国の草刈り場として暴力なき成長が実
現できない実態を現地特派員が追う。

21182-3
Ｃ3032

09. 7刊

1.経済・金融

環 境
R･K･ターナー／ D･ピアス／ I･ベイトマン著
大沼あゆみ訳

環 境 経 済 学 入 門
A5判／352頁／本体2900円

環境にかかわる領域は幅広い。本書
は，環境経済学の基本理論から政策手
段にいたるまでを，事例を挙げなが
ら，やさしく解説。環境問題に関心の
ある人には必読。

31287-2
Ｃ3033
テキスト

01. 2刊

細田衛士著

グッズとバッズの経済学
―循環型社会の基本原理―
（第2版） A5判／312頁／本体2700円

1999年に刊行され，リサイクルと廃棄
物の仕組みを経済学で分析し，実務界
に大きな影響を与えた基本テキストの
改訂版。制度変更や新しい事例を盛り
込み大幅に加筆。

31426-5
Ｃ3033
テキスト

12. 7刊

大島堅一著

再生可能エネルギーの政治経済学
―エネルギー政策のグリーン改革に向けて―

A5判／328頁／本体3800円

地球温暖化対策の1つとして，太陽光
や風力などによる再生可能エネルギー
が注目されている。欧米での先進事例
を紹介しながら，今後のあるべき日本
のエネルギー政策を提示する。

80083-6
Ｃ3060

10. 2刊

ローランド・ベルガー グリーンビジネス・コ
ンピタンス・センター著 平井孝志・遠山浩二
執筆
350兆円市場を制するグリーンビジネス戦略

A5判／216頁／本体2800円

2010年で既に180兆円以上，2020年に
は350兆円以上に。空前絶後の世界のグ
リーンビジネス市場で，日本企業はいか
に戦うべきか。エキスパートたちが海外
＆日本企業のケースを基に徹底解説。

44387-3
Ｃ3034

12. 1刊

G･ヒール著
細田衛士・大沼あゆみ・赤尾健一訳

はじめての 環 境 経 済 学
A5判／276頁／本体2400円

生態系システムの維持が人間にとって
いかに重要か，それを維持するために
経済的手段を用いることがいかに効果
的であるかを，身近に起こる出来事を
通じてわかりやすく解説。

31347-3
Ｃ3033
テキスト

05. 4刊

環 境
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1.経済・金融

経済史・経済思想
R･キャメロン／ L･ニール著 速水 融監訳

概 説 世 界 経 済 史 Ⅰ
―旧石器時代から工業化の始動まで―

A5判／352頁／本体3400円

グローバル化時代に対応した，定評あ
る経済史のテキストブック（原書第4
版訳）。第1巻では，古典古代，中世
ヨーロッパの経済発展から，産業革命
までを取り扱う。

37111-4
Ｃ3033
テキスト

13. 1刊

R･キャメロン／ L･ニール著 速水 融監訳

概 説 世 界 経 済 史 Ⅱ
―工業化の展開から現代まで―

A5判／416頁／本体4200円

グローバル化時代の定評ある経済史の
テキスト（原書第4版訳）。工業化の
基本的要因を分析し，アジア，アフリ
カ等を含む世界各国の発展を描写し
て，21世紀初頭の世界経済像に及ぶ。

37112-1
Ｃ3033
テキスト

13. 1刊

J･A･シュンペーター著 清成忠男編訳

企 業 家 と は 何 か
四六判／208頁／本体2000円

資本主義社会のイノベーターとしての
企業家の役割と機能を明確に描き出
す。シュンペーター体系の大きな柱で
ある企業家論について翻訳される初め
ての書。

37089-6
Ｃ3033

98.12刊

松尾尊兊著

近 代 日 本 と 石 橋 湛 山
―『東洋経済新報』の人びと―

四六判／368頁／本体3400円

石橋湛山と『東洋経済新報』は近代日
本の言論史，経済史に何を残したの
か。大正デモクラシー研究の第一人者
による「石橋湛山」研究の決定版。

06190-9
Ｃ3021

13. 6刊

平井俊顕著

ケ イ ン ズ 100 の 名 言
四六判／248頁／本体1800円

20世紀を代表する大経済学者にして，
哲学者，自由党ブレーン，芸術の庇護
者，評伝作家，経営者，投機家でも
あったケインズ。その活動の多彩さと
ユニークさを知る100の名言。

37104-6
Ｃ3033

07. 7刊

J･A･シュムペーター著 中山伊知郎・東畑精一訳
〔新装版〕
資本主義・社会主義・民主主義

A5判／752頁／本体4400円

20世紀最大の社会科学者シュムペー
ターの代表的名著。従来の上中下3巻
本を1冊にまとめ，大判の廉価版にし
ました。ケインズ『一般理論』に続く
100周年特別出版。

37079-7
Ｃ3033

95. 6刊

岩田規久男編著

昭 和 恐 慌 の 研 究
A5判／384頁／本体3600円

1930年の金解禁に始まる昭和恐慌。そ
のとき，エコノミストたちはどのよう
な論戦を繰り広げたか。恐慌脱出を可
能にした理由を明らかにし，現代日本
への教訓を導き出す。

37102-2
Ｃ3033

04. 4刊

M･リヴィ－バッチ著 速水 融・斎藤 修訳

人 口 の 世 界 史
A5判／320頁／本体2800円

欧米でも版を重ねている標準テキス
ト。人口減少の生物学的基礎から始
まって，人口転換，発展途上国の人口
問題など幅広い問題を展望。

37116-9
Ｃ3033

14. 2刊

石見 徹著

世 界 経 済 史
―覇権国と経済体制―

A5判／276頁／本体3000円

19世紀からの世界経済の歩みを覇権国
の盛衰に焦点を当てながら検証。政治
体制や社会意識にまで視野を広げて資
本主義盛衰の大きな流れを捉えた好
書。

37088-9
Ｃ3033
テキスト

99. 6刊

経済史・経済思想
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T・セドラチェク著 村井章子訳

善 と 悪 の 経 済 学
四六判／596頁／本体3400円

現代を支配する主流派経済学は，とん
でもない問題を抱えている。失われた
経済学の魂を鮮やかによみがえらせた
衝撃の話題作。

31457-9
Ｃ3033

15. 5刊

K･ポラニー著 野口建彦・栖原 学訳
〔新訳〕大 転 換

―市場社会の形成と崩壊―
A5判／632頁／本体4800円

リーマン・ショック以降急激に再注目
される古典的名著の新訳。共同体的経
済から自己調整的近代市場経済への枠
組みの変転を描く。読みやすさに加
え，訳注等も充実。

37107-7
Ｃ3033

09. 6刊

R･J･スメサースト著
鎮目雅人・早川大介・大貫摩里訳
高 橋 是 清

―日本のケインズ その生涯と思想―
A5判／472頁／本体5000円

従来の資料に加え，英文による高橋の
手紙や日記等に基づき書かれた高橋是
清評伝の決定版。海外の財界人等との
交流など，新しい側面にも光を当て
る。

39538-7
Ｃ3023

10. 9刊

S･ストラッサー著 川邉信雄訳

欲 望 を 生 み 出 す 社 会
―アメリカ大量消費社会の成立史―

A5判／386頁／本体4800円

19世紀末から20世紀初頭にアメリカで
誕生した「大量消費社会」は人々のラ
イフスタイルをどのように変えていっ
たか。流通，広告，販売におけるまさ
しく「革命的」変化を詳細に記述。

37109-1
Ｃ3033

11.11刊

経済史・経済思想
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高橋亀吉著作集
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2.経営・産業

経 営 学
H・ブルック／ S・ゴシャール著 野田智義訳

ア ク シ ョン・バ イ ア ス
四六判／304頁／本体1800円

生き方から組織経営まで。意志の力と
目的達成へのメカニズムを解明した経
営学の泰斗による世界標準のリーダー
シップと経営の指南書。

53359-8
Ｃ3034

15. 2刊

内田 学編著

MBA エッセンシャル ズ
（第2版） A5判／368頁／本体2800円

エッセンスだけを抽出したことで，
たった12時間で MBA 課程の基礎を学
べるように工夫された MBA テキスト
の決定版。大好評ロングセラー，待望
の改訂。

53246-1
Ｃ3034
テキスト

08. 9刊

A･D･チャンドラー Jr.著
鳥羽欽一郎・小林袈裟治訳
経 営 者 の 時 代 (上)

―アメリカ産業における近代企業の成立―
A5判／512頁／本体5600円

1840～1920年代を中心に，アメリカに
おける近代企業の成立・発展の歴史を
詳細に研究し，市場の“見えざる手”の
機能が経営者の“見える手”に代わられ
たことを示す。

52036-9
Ｃ3034

79.10刊

A･D･チャンドラー Jr.著
鳥羽欽一郎・小林袈裟治訳
経 営 者 の 時 代 (下)

―アメリカ産業における近代企業の成立―
A5判／440頁／本体5400円

〈下巻目次〉大量生産と大量流通の統
合(近代産業企業の発生，統合の完成)
／近代産業企業の管理と成長(ミド
ル・マネジメント他)／アメリカのビ
ジネスにおける経営者革命他。

52037-6
Ｃ3034

79.11刊

伊丹敬之著

経 営 の 力 学
―決断のための実感経営論―

四六判／256頁／本体1600円

ロングセラー『経営を見る眼』の姉妹版。前
著は組織の構造・機能を読み解く画期的入
門書であったが，本書は組織に作用する力を
読み解き，組織を動かす決断の勘所を示す1
冊。伊丹流の経営の原理・原則がわかる。

50187-0
Ｃ3034
テキスト

08.10刊

伊丹敬之著

経 営 を 見 る 眼
―日々の仕事の意味を知るための経営入門―

四六判／272頁／本体1600円

斯界の第一人者が送る初の入門書。
「上司にどう対処するか」「経営ってそ
もそも何？」「ヒト・モノ・カネの関
係」など経営に関する基本を解説。経
営を学んだ後に読んでも役立つ。

50174-0
Ｃ3034
テキスト

07. 6刊

C･K･プラハラード／ V･ラマスワミ著
有賀裕子訳 一條和生解説
コ・イノベーション 経 営

―価値共創の未来に向けて―
四六判／410頁／本体2400円

顧客が新しい価値を作り出す。「世界
で最も影響力のあるな経営学者」であ
った故・プラハラード博士の名著を，
解説を施して復刻。

52208-0
Ｃ3034

13. 7刊

三品和広著
高 収 益 事 業 の 創 り 方

（経営戦略の実戦シリーズ（1））
A5判／704頁／本体9000円

日本企業の成功ケース約200，失敗
ケース約180を分析した戦略ケース大
全。ポーター，ミンツバーグを超える
最強のテキスト。

53364-2
Ｃ3034

15. 7刊

今枝昌宏著

サ ー ビ ス の 経 営 学
A5判／200頁／本体2400円

すべてのビジネスはサービス化する！
多様な事例を分析し成功するサービス
企業のもつ「しくみ」を解き明かし，
製造業とは異なる独自の戦略と組織を
体系的に解説した初めてのテキスト。

53273-7
Ｃ3034
テキスト

10. 7刊

経営学
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谷口正次著

自 然 資 本 経 営 のすすめ
四六判／272頁／本体2200円

欧州を中心に普及しつつある「自然資
本」について経営の観点から考察され
た初の書。京都大学大学院研究科の同
名講座を元に論じる。

53354-3
Ｃ3034

14.10刊

みずほ総合研究所著

図解 ASEAN を読み解く
A5判／248頁／本体1800円

アジア調査で定評あるみずほ総研がビ
ジネスや投資リスク解説等，『図解
ASEAN の実力を読み解く』の内容を
更新・増強した一冊。

09325-2
Ｃ3033

15. 9刊

三品和広著

戦 略 不 全 の 因 果
―1013社の明暗はどこで分かれたのか―

A5判／344頁／本体3200円

持続的な利益成長を遂げる企業とそう
でない企業は，どこが違うのか。「事業
立地」という新たな概念を提示して，
経営戦略の真髄を描く。ロングセラー

『戦略不全の論理』に続く第2弾。

52168-7
Ｃ3034
テキスト

07.12刊

三品和広著

戦 略 不 全 の 論 理
―慢性的な低収益の病からどう抜け出すか―

A5判／320頁／本体2600円

経営における戦略とは何か。なぜ日本
企業では戦略が機能しないのか。戦略
のできる経営者をどう育てるか。日本
企業の抱える本質的な問題をあぶり出
し，解決策を提示する。

52149-6
Ｃ3034
テキスト

04. 9刊

沼上 幹・一橋 MBA 戦略ワークショップ著

戦略分析ケースブック Vol. 3
A5判／272頁／本体3000円

MBA で学ぶ分析ツールを自学自習で
きる戦略事例集。単なる事例集ではな
く，経営分析ツールを使った分析的思
考のプロセスを詳述。

52210-3
Ｃ3034

13. 9刊

三品和広著

戦 略 暴 走
―ケース179編から学ぶ経営戦略の落とし穴―

A5判／464頁／本体3800円

HBS 流のケースメソッドに著者独自の
工夫を加えて，戦略とは何か，戦略の
難しさはどこにあるのかを描き出した
実践的ケース集。経営のコンテクスト
を読み解き最適な手を打つための書。

52183-0
Ｃ3034
テキスト

10. 5刊

金井壽宏・高橋 潔著

組 織 行 動 の 考 え 方
A5判／296頁／本体2400円

経営学の必須科目「組織行動」の考え方
を，コンピテンシー，モティベーション
等9つのキーコンセプトに絞ってビジネ
スマンのためにわかりやすく論じた書。
組織行動学の入門書にも最適。

52146-5
Ｃ3034
テキスト

04. 4刊

野中郁次郎・竹内弘高著 梅本勝博訳

知 識 創 造 企 業
四六判／448頁／本体2000円

これからはどんな企業も「知識創造」
をしていかなければ生き残れない。英

『エコノミスト』誌等世界の一流誌が
絶賛した，世界に誇りうる日本人によ
る初の「経営理論」。

52081-9
Ｃ3034
テキスト

96. 3刊

杉野幹人著

使 え る 経 営 学
四六判／256頁／本体1600円

経営学はアンラーニングを助けて，固
定観念をリセットしてくれる。安易な
仮説に満足せず，現状を突破したいビ
ジネスパーソン必読。

50262-4
Ｃ3034

14.10刊

グローバルタスクフォース(株)著
山中英嗣監修
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―
A5判／320頁／本体2400円

ハーバード，ウォートン等，トップビ
ジネススクールの授業で使用されてい
る経営バイブル書41冊を解説。また主
要テキスト500冊のリストも網羅した
最強の保存版ブックガイド！

53260-7
Ｃ3034

09.11刊

経営学
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C･L･ピアース／ J･A･マチャレロ／山脇秀樹編
上田惇生・小林 薫・藤島秀記・大木英男・高木直二訳
ドラッカー・ディファレンス

―クレアモントの授業―
四六判／248頁／本体1800円

一流のビジネスマンが集うドラッカー・スクー
ル。20世紀最高の知性，ピーター・ドラッカ
ーの思想を軸とした超一流の連続講義「ドラ
ッカー・ディファレンス」を鮮やかに再現。
野中郁次郎氏（一橋大学名誉教授）推薦。

52187-8
Ｃ3034

10. 8刊

鈴木将之著

2060年 の 日 本 産 業 論
四六判／256頁／本体1600円

2060年の日本には「拡大均衡」の明る
い未来が待っている！ 国内外のフロ
ンティアの開拓で成長は可能とする全
く新しい日本経済論。

96118-6
Ｃ3033

16. 6刊

谷川史郞著

日本人の「稼ぐ力」を最大化せよ
四六判／168頁／本体1600円

もう日本人は稼げないのか？ 日本ブ
ランドの向上や社会インフラの再定義
で，日本人の一人当たり GDP を倍増
させる方法を考える。

39614-8
Ｃ3033

14.12刊

東洋経済新報社編

は じ め て の 経 営 学
―日本を代表する経営学者による誌上ビジネススクール―

四六判／240頁／本体1200円

日本を代表する経営学者が各分野の基
礎から最前線まで，わかりやすく解
説。学生から社会人までのスタディガ
イドとして便利な一冊。

50250-1
Ｃ3034
テキスト

13. 4刊

伊丹敬之・日本能率協会コンサルティング編著

場のマネジメント 実践技術
―職場の「壁」を壊し、組織統合の「壁」を乗り越える―

四六判／376頁／本体2200円

場のマネジメントとは，カネ，感情，情報
が相互作用を起こしている職「場」を上
手く運営していくための理論。本書は理
論の創始者とコンサルティングファームが
共同作業により，実践ノウハウを解説。

52192-2
Ｃ3034
テキスト

10.12刊

伊丹敬之著

場の論 理とマネジメント
四六判／424頁／本体2200円

効果的な「場」づくり，「場」のかじ取り
が，企業の競争力の源泉になる――。経
営学における「場」の研究の先駆けとさ
れる著者が，『場のマネジメント』の議論
をさらに一歩前進させる。

52158-8
Ｃ3034
テキスト

05.12刊

大前研一監修 ビジネス・ブレークスルー大学
編 宇田左近・平野敦士カール・菅野誠二著

プロフェッショナルシンキング
四六判／274頁／本体1500円

答えのない時代，考えるとは未来を見
通すこと――知の巨人，大前研一が教
える「思考」の本質。これを学ばず
に，ビジネスは語れない。

52215-8
Ｃ3034

15. 7刊

S･クレイナー著 嶋口充輝監訳
岸本義之・黒岩健一郎訳

マネジメントの世紀 1901～2000
A5判／360頁／本体2500円

技術の進歩とともに変貌を遂げてきた
20世紀のビジネス。その牽引役となっ
た経営手法や新製品，トップリー
ダー，経営学者などを振り返る，マネ
ジメントの百年史。

52113-7
Ｃ3034
テキスト

00.12刊

三品和広・センサー研究会著
モノ造りでもインターネットでも勝てな
い日本が、再び世界を驚かせる方法

四六判／256頁／本体2000円

インターネットを超えるビジネス機会
はまだ創れる。国際競争の歴史を踏ま
え日本再浮上シナリオを描く。経営幹
部の構想力を鍛える。

76224-0
Ｃ3034

16. 2刊

小川 進著

ユーザーイノベーション
―消費者から始まるものづくりの未来―

四六判／256頁／本体1800円

消費者もイノベーションに参加してい
る！ 製品・サービスづくりの未来像
と経営を，最先端の研究と先進事例を
紹介しながら説く。

53335-2
Ｃ3034

13. 9刊

経営学
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三品和広・三品ゼミ著

リ ・ イ ン ベ ン シ ョ ン
―概念のブレークスルーをどう生み出すか―

四六判／288頁／本体2000円

すでにある製品に新しい発想と技術を
吹き込み驚きの製品に仕上げるリ・イ
ンベンションを詳細に解説。日本企業
の未来はここにある。

53324-6
Ｃ3034

13. 3刊

（季刊3・6・9・12月発行）

一橋ビジネスレビュー
一橋大学イノベーション研究センター編
一 橋 ビ ジ ネ スレビ ュー

2014年秋号 62巻2号
A4変型判／176頁／本体2000円

特集「ベンチャーと IPO の研究」。な
ぜ，日本のベンチャー企業は公開後に
低成長に陥るのか。ベンチャーと
IPO の最新のトピックを論じる。

82063-6
Ｃ3034

14. 9刊

一橋大学イノベーション研究センター編
一 橋 ビ ジ ネ スレビ ュー

2014年冬号 62巻3号
A4変型判／216頁／本体2000円

特集「小さくても強い国のイノベー
ション力」。国際競争力，イノベー
ション力が高いと世界で認められる小
国の力の源泉を探る。

82064-3
Ｃ3033

14.12刊

一橋大学イノベーション研究センター編
一 橋 ビ ジ ネ スレビ ュー

2015年春号 62巻4号
A4変型判／184頁／本体2000円

特集「デザインエンジニアリング」。
「顧客価値」を高める，エンジニアリ
ングとデザインが融合したマネジメン
トとは何か。

82065-0
Ｃ3034

15. 3刊

一橋大学イノベーション研究センター編
一 橋 ビ ジ ネ スレビ ュー

2015年夏号 63巻1号
A4変型判／200頁／本体2000円

特集「『最後のフロンティア』アフリ
カ」。日本にとって最後のフロンティ
アのビジネスチャンスとリスクや環境
の違いについて専門家が論じる。

82066-7
Ｃ3034

15. 6刊

一橋大学イノベーション研究センター編
一 橋 ビ ジ ネ スレビ ュー

2015年秋号 63巻2号
A4変型判／176頁／本体2000円

「ファミリービジネス」を特集。日本
の経営風土に合う長期的視点で事業展
開するファミリービジネスの経営スタ
イルを再評価する。

82067-4
Ｃ3034

15. 9刊

一橋大学イノベーション研究センター編
一 橋 ビ ジ ネ スレビ ュー

2015年冬号 63巻3号
A4変型判／168頁／本体2000円

「中国モデルの破壊と創造」を特集。
専門家による多角的な分析や議論を通
じて中国経済およびビジネスの表と裏
を捉える。

82069-8
Ｃ3034

15.12刊

一橋大学イノベーション研究センター編
一 橋 ビ ジ ネ スレビ ュー

2016年春号 63巻4号
A4変型判／196頁／本体2000円

「負けない知財戦略」を特集。1990年
代以降の日本企業の知財への取り組み
を振り返り，今後の知財戦略を考える
材料を提供する。

82070-4
Ｃ3034

16. 3刊

一橋ビジネスレビュー
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一橋大学イノベーション研究センター編
一 橋 ビ ジ ネ スレビ ュー

2016年夏号 64巻1号
A4変型判／176頁／本体2000円

「人事再生」を特集。経営環境が大き
く変わる中での，新たな成長を担う人
事戦略とは？ 若手研究者を中心に最
新の成果を紹介する。

82072-8
Ｃ3034

16. 6刊

（季刊1・4・7・10月発行 2016年以降不定期発行）

T h i n k !
東洋経済新報社編 2014年冬号 No.48
T h i n k ！

―シンプルだけど、一生役に立つ 思考法と発想法―
A4変型判／160頁／本体1800円

Think！（考える！）の原点に戻る特
集。ブレークスルー，イノベーション
を起こすのに不可欠な思考法と発想法
を取り上げる。

83055-0
Ｃ3034

14. 1刊

東洋経済新報社編 2014年春号 No.49
T h i n k ！

―面白くて、役に立つ この経営学がすごい！―
A4変型判／160頁／本体1800円

面白くて，役に立つ経営学入門。経営
戦略，マーケティング，人事・組織，
リーダーシップ，日々の仕事の意味が
見えてくる一冊。

83056-7
Ｃ3034

14. 4刊

東洋経済新報社編 2014年夏号 No.50
T h i n k ！

―なぜ世界のエリート達はリベラルアーツを学ぶのか？―
A4変型判／160頁／本体1800円

ビジネスパーソンにとって，なぜリベ
ラル・アーツが必要なのか。仕事にど
う生きてくるのか。第一線の有識者達
に，そのヒントを聞く。

83058-1
Ｃ3034

14. 7刊

東洋経済新報社編 2014年秋号 No.51
T h i n k ！

―文系ビジネスパーソンに贈る「仕事の数字力」養成講座―
A4変型判／160頁／本体1800円

統計学，ビッグデータ，ファイナンス
……，現在，注目されているビジネ
ス・トピックスを理解するために必要
な「数字力」を養う。

83059-8
Ｃ3034

14.10刊

東洋経済新報社編 2015年冬号 No.52
T h i n k ！

―コンサルタントが入社1年目に学ぶスキルの教科書―
A4変型判／160頁／本体1800円

コンサルタントが入社1年目に身につ
けるコアスキルを厳選し，第一線のプ
ロフェッショナル達が解説する。

83061-1
Ｃ3034

15. 1刊

東洋経済新報社編 2015年春号 No.53
T h i n k ！

―問題解決の強化書―
A4変型判／160頁／本体1800円

問題解決のセオリーを振り返りつつ，
複雑な問題，未知な問題，今日的な問
題に解決するための思考法とスキルに
ついて解説したい。

83062-8
Ｃ3034

15. 4刊

東洋経済新報社編 2015年夏号 No.54
T h i n k ！

―魅せる技術―
A4変型判／160頁／本体1800円

納得，共感のつくり方からパワポ，エ
クセル，ワード活用まで，自分の考え
を伝えて相手を動かす方法を伝授す
る。

83063-5
Ｃ3034

15. 7刊

Think!
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Think!編集部編 2015年秋号 No.55
T h i n k ！

A4変型判／160頁／本体1800円

創刊以来のメインテーマ，「考える」
を特集する。思考の技術と習慣を紹介
する。登場するのは齋藤嘉則，出口
汪，松本大。

83064-2
Ｃ3034

15.10刊

東洋経済新報社編・セルムグループ・ホールディングス監修
Think! 別冊 No.7
Co - Create the Next5

―人と組織の未来を創る―
A4変型判／120頁／本体1500円

グローバル化，ダイバーシティ……。
今私たちは何をなすべきか。各界のプ
ロ・経営者の対話も交え，未来を大胆
かつ具体的に展望する。

96117-9
Ｃ3034

16. 3刊

2.経営・産業

経 営 論
一般財団法人土地総合研究所編

明日の地方創生を考える
A5判／344頁／本体3800円

行政，法律，経済，工学，社会学等の
各分野で，地方再生に一家言を持つ著
者たちが，あり得べき地域創生の姿を
提言する。

21222-6
Ｃ3031

15.12刊

三宅秀道著

新しい市 場のつくりかた
―明日のための「余談の多い」経営学―

四六判／388頁／本体2000円

ものづくりではなく「文化」を創るこ
とが，新しいマーケットを切り開く。
気鋭の経営学者が，豊富な事例と多く
の余談を交えて，ビジネスの豊饒な可
能性を解き明かすユニークな一冊。

52205-9
Ｃ3034

12.10刊

三矢 裕著

ア メ ー バ 経 営 論
―ミニ・プロフィットセンターのメカニズムと導入―

A5判／280頁／本体3500円

京セラ発展の原動力となったアメーバ
経営を代表的手法とする，ミニ・プロ
フィットセンターの本格的研究。メカ
ニズムや導入のプロセス，効果を明ら
かにする。

53162-4
Ｃ3034

03. 4刊

長瀬勝彦著

意 思 決 定のマネジメント
A5判／232頁／本体2400円

経営者・ビジネスパーソンは何をどの
ように分析して判断を下すのか。マネ
ジメントの根源というべき意思決定を
最新の研究成果を踏まえて解説し，行
動の指針を提供する。

53245-4
Ｃ3034
テキスト

08. 9刊

グロービス著 湊 岳執筆

ウ ェ イ マ ネ ジ メ ン ト
―永続する企業になるための「企業理念」の作り方―

四六判／256頁／本体1800円

永続的に強い会社，尊敬される会社を
作るにはどうしたらよいか。企業にと
っての要となる「ウェイ＝経営理念」
の作成から浸透までのプロセスをスト
ーリー仕立てで紹介する。

52188-5
Ｃ3034

10. 9刊

木下幹彌著

NPS の 極 意
新書判／136頁／本体800円

NPS――。今なお進化し続ける生産シ
ステムの内部で何が起こっているの
か。スキルと考え方を一冊に凝縮。

96115-5
Ｃ3034

15.11刊

経営論
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ウイリス・タワーズワトソン編

M&Aシナジーを実現する PMI
A5判／248頁／本体3000円

日本の M&A が失敗する要因は，買
収後のビジネス統合（PMI）の不在に
あった。買収の出口で成果を出すため
の経営戦略を具体的に解説する。

53379-6
Ｃ3034

16. 5刊

一條和生・徳岡晃一郎・野中郁次郎著

MBB：「思い」のマネジメント
―知識創造経営の実践フレームワーク―

四六判／264頁／本体1800円

MBB（Management by Belief）＝
「思いのマネジメント」とは，野中郁
次郎教授らが提唱する経営手法の新し
いコンセプト。知識創造の組織戦略論
の新機軸を示す。

52186-1
Ｃ3034

10. 6刊

N･ハバード著 KPMG FAS 監訳 高橋由紀子訳
欧米・新興国・日本16ヵ国50社の
グローバル市場参入戦略

―M&A、提携・合弁、グリーンフィールド投資が成功する秘密―
A5判／368頁／本体3800円

16ヵ国50社の CEO・経営幹部インタ
ビューをもとに，M&A などの投資を
用いたグローバル企業の市場参入戦略
をパターンごとに分析する。

53337-6
Ｃ3034

13.11刊

大木裕子著

オー ケ ストラ の 経 営 学
四六判／208頁／本体1600円

華やかな舞台の裏のいかなるマネジメ
ントが，「至高の芸術」を生み出す組
織を作っているのか。元オーケストラ
団員の経営学者が，オーケストラを経
営学的に解き明かす。

50188-7
Ｃ3034

08.10刊

大前研一著 吉良直人訳

大前研一 新・経済原論
―世界経済は新しい舞台へ―

四六判／552頁／本体2200円

米国で刊行された The Next Global
Stage の邦訳。著者がさまざまなメ
ディアで語っていることのオリジナル
は本書にある。経営・経済・社会に関
する予言の書。

52160-1
Ｃ3034

06. 8刊

大前研一著 吉良直人訳

大 前 研 一 新・資 本 論
―見えない経済大陸へ挑む―

四六判／520頁／本体2000円

米国，英国で大反響を呼んだ The
Invisible Continent の日本語版。大前
研一が久々に放つ21世紀の“本格的な
経営書”。『企業参謀』『ボーダレス
ワールド』に続く名著。

52122-9
Ｃ3034

01.10刊

蓬台浩明著

お も て な し 経 営
―顧客を創造し続ける究極の方法―

四六判／200頁／本体1500円

これからのものづくり企業はいかにし
て価値を生み出すのか――。浜松で急
成長の建設会社・都田建設社長が明か
す次世代型価値創造。顧客満足の方法
と哲学を丁寧に解説する。

55690-0
Ｃ3034

11. 5刊

松本 茂著

海外企業買収 失敗の本質
A5判／248頁／本体2600円

過去の大型ディール116ケースの教訓
を一冊に凝縮。成功へのビジネスモデ
ルを示した経営者・実務家へのかつて
ない実戦用教科書。

53357-4
Ｃ3034

14.11刊

米川伸生著

回 転 寿 司 の 経 営 学
四六判／264頁／本体1600円

なぜ回転寿司は外食不況の中でも売上
を伸ばし続けているのか？ 数ある外
食産業の中で，ここまでアイディアに
富むものはない。人気の秘密を経営学
に引きつけて解き明かす。

50225-9
Ｃ3034

11. 9刊

井上岳久著

カ レ ー の 経 営 学
―勝ち続ける驚異のしかけ・ノウハウ―

四六判／192頁／本体1500円

「1億総カレー好き」と言われるほど，
日本人がカレーが好きなのはよく知ら
れる。その奥深い世界を知りながら，
マーケティングからビジネス全般の知
識が一気に身につく一冊。

50233-4
Ｃ3034

12. 4刊

経営論

79



徳谷昌勇著

監 査 役 の 条 件
―8つの新発想でリスクマネジメントを使いこなす―

四六判／240頁／本体1800円

「閑散役」の時代は終わった。企業リ
スクをいち早くチェックし意見具申を
するには？ 執行サイドに一目置かれ
るような監査役を目指すには？ その
要締とノウハウを示す。

60185-3
Ｃ3034

09. 6刊

西尾久美子著

京 都 花
はな

街
まち

の 経 営 学
四六判／256頁／本体1600円

舞妓さんはなぜ多くの人を惹きつける
のか。なぜ400年あまりにわたって競
争力を保ち続けていられるのか。京都
花街にまつわるそんな疑問を，経営学
的に分析する画期的な1冊。

50176-4
Ｃ3034

07. 9刊

三品和広編著

経営は十年にして成らず
四六判／308頁／本体1800円

花王，リコー，キヤノン，GE といっ
た現代の優秀企業をとりあげ，その土
台を築いた名経営者の営みを紹介す
る。真の経営とは何か，経営者のある
べき姿は何かを教えてくれる1冊。

50153-5
Ｃ3034
テキスト

05.11刊

冨山和彦・澤 陽男著

決定版 これがガバナンス経営だ！
―ストーリーで学ぶ企業統治のリアル―

四六判／352頁／本体1800円

日本のガバナンス経営の第一人者が，
古い日本的経営でも米国式株主主権主
義でもない新しい経営のあり方をス
トーリー形式で解説する！

53373-4
Ｃ3034

15.12刊

遠藤 功著

現 場 論
四六判／356頁／本体1800円

33刷15万部のベストセラー＆ロングセ
ラー『現場力を鍛える』から10年。
この10年でわかった全エッセンスを集
約した集大成！

55753-2
Ｃ3034

14.10刊

堀 義人著
〔新版〕 吾 人 の 任 務

―MBA に学び、MBA を創る―
四六判／224頁／本体1800円

10年余りで国内有数の MBA 教育機関
を作り上げた著者の経営と人生を綴
る。ハーバード・ビジネス・スクール
留学やグロービス設立などについて新
たな視点を加え語る。

04334-9
Ｃ3034

09. 3刊

O･シェンカー著 井上達彦監訳 遠藤真美訳

コ ピ ー キ ャ ッ ト
―模倣者こそがイノベーションを起こす―

四六判／272頁／本体1800円

後発企業だからできることがある。豊
富な企業事例をもとに，模倣から産み
出す方法を解き明かす。監訳者による
日本企業の事例も収録。

53321-5
Ｃ3034

13. 2刊

田澤由利著

在 宅 勤 務 が 会 社を救う
―社員が元気に働く企業の新戦略―

四六判／240頁／本体1500円

テレワーク（在宅勤務）の制度化と正
しい運用で能力もやる気もある社員を
引き留めることができれば，企業の生
産性や成長力も高まる！

55737-2
Ｃ3034

14. 1刊

グロービス経営大学院著 山口英彦執筆

サービスを制するものはビジネスを制する
四六判／288頁／本体1800円

サービスで儲けるには？ あらゆる業
界にとって必要なサービスの概念，成
長の方法，儲けの方法などわかりやす
く解説。

53334-5
Ｃ3034

13. 9刊

名和高司著

CSV 経 営 戦 略
四六判／384頁／本体2400円

企業は抜本的な社会課題を解決するこ
とで，経済価値を同時に増大できる。
世界で話題の戦略論を解説した初の本
格的経営書。

53369-7
Ｃ3034

15.10刊

経営論
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木瀬照雄著

市 場 を 創 る 逆 算 思 考
―日本の「トイレ文化」を世界に広げる―

四六判／232頁／本体1600円

「ありたい未来」を実現するために，
今何をすべきなのか。ウォシュレット
の市場を創造してきたトップが語る

「逆算の経営」。

50257-0
Ｃ3034

14. 4刊

梅沢正邦著

失 敗 す るから 人 生 だ。
四六判／292頁／本体1500円

今は成功した経営者たちが，その若き
日にいかに失敗し，挫折し，悩み抜い
たのか。『週刊東洋経済』名物記者が
描く感動の人生賛歌。

55734-1
Ｃ0034

13.10刊

イヴォン･シュイナード著 森 摂訳

社員をサーフィンに行かせよう
―パタゴニア創業者の経営論―

四六判／336頁／本体1800円

著名なクライマーであり，製品品質と環
境を重視するアウトドア衣料メーカー

「パタゴニア」の創業者でもあるイヴォ
ン・シュイナードが，100年後も企業が存
続するための経営理念を語る。

52165-6
Ｃ3034

07. 3刊

片山 修著

社 員 を 幸 せにする会 社
四六判／272頁／本体1500円

“板金世界一” の富田製作所，トヨタ
も見習う「年輪経営」の伊那食品，
“たま駅長” の両備グループ。社員を
幸せにする経営とは。

50279-2
Ｃ3034

15.10刊

蓬台浩明著

社員をバーベキューに行かせよう！
―結束と成果はこうすれば生まれる―

四六判／208頁／本体1500円

組織は人間で決まる。いかなる工夫が
結束と成果を約束してくれるのか。週
に一回晴れた日に社員全員でバーベ
キューを行うことで一躍有名になった
名物社長が説く異色のマネジメント論。

52184-7
Ｃ3034

10. 6刊

小宮一慶著

社長のための「お客さま第一」の会社のつくり方
―明日から職場を変える行動プログラム―

四六判／224頁／本体1400円

経営コンサルタントとして，多くの現
場を知る著者が「お客さま第一」経営
の成功例を紹介。会社・組織を変える
ための実践的行動プログラムを紹介す
る。

55726-6
Ｃ3034

13. 1刊

長沢伸也編著 杉本香七著

シ ャ ネ ル の 戦 略
―究極のラグジュアリーブランドに見る技術経営―

四六判／360頁／本体2200円

「ルイ・ヴィトンが手本にしている」
と言われるほど，経営手法への評価は
高いシャネル。従来あまり知られてい
なかったシャネルの経営面に注目し，
その成功法則を分析・紹介する。

50200-6
Ｃ3034

10. 1刊

中田華寿子著

10万人に愛されるブランドを作る！
―知名度なし予算なし大手競合ありから―

四六判／256頁／本体1500円

開業から3年で10万人の契約を獲得
し，株式公開を果たしたベンチャー生
保，ライフネット生命。「生保一の愛
され企業」を生んだ奇跡のマーケティ
ング＆ブランディング手法を公開！

55711-2
Ｃ3034

12. 4刊

坂本桂一著

新規事業がうまくいかない理由
―「プロ」が教える成功法則―

四六判／168頁／本体1500円

場当たりが先行しがちで前に進まない
新規事業。失敗率は9割以上とも言わ
れる。成功のために何をすべきなの
か。200社以上の事業に生命を吹き込
んだ「プロ」のノウハウを大公開。

55617-7
Ｃ3034

08. 8刊

伊吹英子著

新 版 CSR 経 営 戦 略
A5判／320頁／本体2800円

CSR 元年から約10年，企業は CSR を
経営戦略として据える必要にますます
迫られている。2005年刊行『CSR 経
営戦略』を大幅に改訂。

53347-5
Ｃ3034

14. 8刊

経営論
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楠木建編著

「好 き 嫌 い」と 経 営
四六判／392頁／本体1600円

すべては「好き嫌い」から始まる。日
本を代表する14人の経営者に聞く優れ
た戦略ストーリーの淵源。

53344-4
Ｃ3034

14. 6刊

楠木 建編著

「好 き 嫌 い」と 才 能
四六判／512頁／本体1800円

すべては「好き嫌い」から始まる。日
本を代表する19人の経営者・プロ
フェッショナルとの対談集。

53382-6
Ｃ3034

16. 4刊

印南一路著

すぐれたゴルフの意思決定
―「熟慮速断」の上達法―

四六判／248頁／本体1900円

ゴルフで最も重要なのは「判断」だ。
熟慮速断とスピード学習でゴルフは劇
的に変わる。知覚，確率判断，状況判
断をどう統合するか，これらをパフォ
ーマンス向上にどう活かすかを説く。

04455-1
Ｃ3034

12. 2刊

NEC パーソナルコンピュータ株式会社著
スピード経営が日本のものづくりを変える
NECパーソナルコンピュータの米沢生産方式と原価管理

四六判／248頁／本体1600円

なぜ最短3日の納期を約束できるの
か。デスクトップ＆ノートパソコンの
日本市場シェアナンバーワンを支える
米沢方式を初公開する。

50268-6
Ｃ3034

15. 1刊

平田竹男著

スポーツビジネス 最強の教科書
A5判／448頁／本体3600円

スポーツ経営はすでに一つの体系的学
問である。アマチュアから「プロ」ま
ではじめての本格的な入門書。斯界の
第一人者が，豊富な実例とともに体系
的な知識として提示。

52201-1
Ｃ3034
テキスト

12. 9刊

広瀬一郎編著
ス ポーツ・マネジメント
理 論 と 実 務

A5判／352頁／本体3400円

企業，自治体，スポーツクラブ等で実
務に携わる人のための実践書。経営戦
略から人事，会計・財務，マーケティ
ング，施設管理といった実務に直結す
る知識を網羅。

50194-8
Ｃ3034
テキスト

09. 3刊

三品和広＋三品ゼミ著

総 合 ス ー パ ー の 興 亡
―ダイエー、ヨーカ堂、ジャスコの戦略―

四六判／292頁／本体2200円

ダイエー，イトーヨーカ堂，ジャスコ。業
界大手3社の明暗がどこで分かれたかを
神戸大学三品ゼミが徹底分析。経営戦
略の要諦を示す。ロングセラー『経営戦
略を問いなおす』（ちくま新書）の続編。

55689-4
Ｃ3034
テキスト

11. 3刊

村松謙一著

魂 の 会 社 再 建
―ドキュメント 再建弁護士の会社救済ファイル2―

四六判／288頁／本体1600円

銀行にその名を恐れられる一方，人情
派で知られる再建弁護士・村松謙一。
NHK『プロフェッショナル仕事の流
儀』でも反響を呼んだ，生々しい実話
で綴る「会社救済ドラマ12話」。

55676-4
Ｃ3034

10.11刊

古森重隆著

魂 の 経 営
四六判／224頁／本体1600円

本業消失の危機を乗り越えよ！ 富士
フイルムの構造改革を成し遂げたカリ
スマ経営者が語る，第二の創業のヒン
トとリーダー論。

50255-6
Ｃ0034

13.10刊

野中郁次郎・紺野 登著

知識創造経営のプリンシプル
―賢慮資本主義の実践論―

A5判／368頁／本体3000円

世界に知られる日本発の経営論「知識
創造経営」の発表から20年。実際の企
業経営に活かすことをめざした実践的
方法論と，20年の世界での変遷を踏ま
えた集大成の著。

52199-1
Ｃ3034
テキスト

12. 3刊

経営論
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野中郁次郎・紺野 登著

知 識 創 造 の 方 法 論
―ナレッジワーカーの作法―

四六判／312頁／本体1900円

知識経営理論の第一人者による「知の方
法論」の書き下ろし。「知」をキーワード
にして哲学・社会学の伝統をさかのぼり，
個人が知識創造の本質的理解を深めるた
めの，知の作法を論じる。

52136-6
Ｃ3034
テキスト

03. 4刊

陳 潤著 永井麻生子訳

中国のスティーブ・ジョブズと呼ばれる男
四六判／344頁／本体1800円

世界が今最も注目するスマホメーカー
『小米（シャオミ）』を創業した若き天
才プログラマーの半生を描き躍進の秘
密に迫る。

50271-6
Ｃ3034

15. 4刊

田坂広志著

使 え る 弁 証 法
―ヘーゲルが分かれば IT 社会の未来が見える―

四六判／200頁／本体1600円

ネット市場を読み解く秘密は弁証法の活
用にあった！ IT 社会の未来を語らせて
は右に出る者が無い著者による弁証法を
使った予見力の鍛え方の本。ヘーゲルの
3つのテーゼで未来が見える！

04242-7
Ｃ0034

05.11刊

三品和広著

ど う す る？ 日 本 企 業
四六判／256頁／本体1600円

掛け声だけの「経営計画」で日本企業
の復活はありえない。成長至上主義を
やめ，リ・インベンションに賭けてはど
うか。腕時計，ピアノ，鉄などのケース
から，日本企業が採るべき道を示す。

53291-1
Ｃ3034
テキスト

11. 8刊

藤井一郎著
トップ M&Aアドバイザーが初めて明
かす 中小企業 M&A 34の真実

四六判／208頁／本体1600円

『プロフェッショナル・ネゴシエータ
ー』第2弾！ 中小企業 M&A の最
前線＋実務ノウハウを業界トップアド
バイザーが解説。関係者必読。

53330-7
Ｃ3034

13. 6刊

野中郁次郎・遠山亮子・平田 透著

流 れ を 経 営 す る
―持続的イノベーション企業の動態理論―

A5判／480頁／本体3200円

世界的に知られる『知識創造企業』の
著者による書き下ろしの経営論。「変
化する状態」（プロセス）をキーワー
ドに，これからの日本企業のあり方に
ついて説く。

52182-3
Ｃ3034
テキスト

10. 6刊

須田敏子編著

「日 本 型」戦 略 の 変 化
A5判／298頁／本体4000円

日本的経営の変質は，なぜ産業間・企
業間で差異があるのか？ 経営戦略と
人事戦略の相互関係から，実証的・理
論的に分析した研究書。

26111-8
Ｃ3034

15. 3刊

藤田 勉著
日本企業のためのコーポレート
ガバナンス講座

四六判／276頁／本体1800円

コーポレートガバナンス強化の流れの
中で，歴史や国際比較を踏まえ，今後
の展望と実効性のあるガバナンスの強
化策を提示する。

53362-8
Ｃ3034

15. 5刊

藤本隆宏・新宅純二郎・青島矢一編著

日 本のものづくりの底 力
A5判／320頁／本体3200円

日本のものづくりは衰退の道をたどる
のか，復活の可能性はあるのか。現場
を知り尽くした専門家が客観情報に基
づいて徹底分析。

52212-7
Ｃ3034

15. 2刊

M･ダイムラー／ R･レッサー／ D･ローズ／ J･シンハ著
御立尚資監訳 ボストンコンサルティンググループ編訳
BCG 未来をつくる戦略思考

―勝つための50のアイデア―
四六判／528頁／本体2800円

唯一確実なのは「不確実である」こ
と。こうした状況下で，ビジネスパー
ソンはいかに考え，行動すべきか。そ
のヒントが満載の一冊。

55736-5
Ｃ3034

13.10刊

経営論
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野中郁次郎・徳岡晃一郎編著

ビジネスモデル・イノベーション
―知を価値に転換する賢慮の戦略論―

A5判／352頁／本体2800円

世界の産業での地殻変動に対応するた
め，今ダイナミックな事業創造，ビジ
ネスモデルの革新が求められている。
本書では多くの事例を盛り込み，実現
のために必要なプロセスをたどる。

52202-8
Ｃ3034
テキスト

12. 7刊

今枝昌宏著

ビジネスモデルの教科書
―経営戦略を見る目と考える力を養う―

A5判／258頁／本体1800円

実際の企業名 & ケースをもとにビジ
ネスモデルを解説。戦略的センスと経
営戦略策定力を鍛える実践的ガイド
ブック。

53343-7
Ｃ3034

14. 3刊

今枝昌宏著

ビジネスモデルの教科書【上級編】
―競争優位の仕組みを見抜く＆構築する―

A5判／312頁／本体1850円

実際の企業名＆ケースをもとにビジネ
スモデルを解説。競争優位の仕組みを
見抜く＆構築する実践的ガイドブッ
ク。

53384-0
Ｃ3034

16. 7刊

常盤文克著

人が育つ仕組みをつくれ！
―リーダーとして一番に心得ること―

四六判／224頁／本体1500円

数々のヒット商品開発に携わった名経
営者が語り尽くす「集団の力」で新し
いモノを生み出し，「社員が幸せ」に
働く会社の作り方。

52211-0
Ｃ3034

14. 3刊

川井徳子著

不動産は「物語力」で再生する
四六判／216頁／本体1500円

荒れ果てた5000坪の庭園「何有荘」を
甦らせ，クリスティーズを通して世界
的企業の創業者に売却。不動産再生の
プロが「物語」をキーワードに不良不
動産をお宝に変える方法を解説する。

55700-6
Ｃ3034

11.11刊

武藤泰明著

プロスポーツクラブのマネジメント
―戦略の策定から実行まで―
（第2版） A5判／392頁／本体3800円

スポーツクラブを運営していく上で何
が大切か。法務・財務・マーケティン
グなど実務者として必要な知識を解説
した書の改訂第2版。

50249-5
Ｃ3034
テキスト

13. 4刊

野村宜功著

本当に強い会社を作るための新常識
四六判／224頁／本体1500円

学者の理論でも大企業経営に有効なセ
オリーでもない，中小企業経営者のた
めの「本当に強い（＝長く生き残る）
会社」のセオリー！

55746-4
Ｃ3034

14. 5刊

松﨑正年著

傍 流 革 命
四六判／232頁／本体1600円

持続的成長へ向けての大胆な事業転換
をどうやって実行できたのか。変革
リーダーの経営哲学と判断軸，そして
心得に学ぶ。

50277-8
Ｃ3034

15. 7刊

小川孔輔著

マクドナルド 失敗の本質
四六判／200頁／本体1500円

外食産業の雄・マクドナルドは永遠
か？ それとも賞味期限切れ寸前か？
十年追いかけてきたマーケティング業
界の第一人者が徹底分析する。

50261-7
Ｃ3034

15. 1刊

野村総合研究所著

モチベーション企業の研究
―「働く野性」を引き出す組織デザイン―

A5判／248頁／本体1800円

若者はなぜやる気が出ないのか？
NRI のデータをもとに要因を解明。
さらには若者の「やる気」を引き出す
経営モデルを成功企業の事例を交えて
紹介する。

26091-3
Ｃ3034

08. 6刊

経営論

84



木下幹彌編著

モノづくりの 経 営 思 想
―日本製造業が勝ち残る道―

四六判／340頁／本体1800円

小さな設備機械，少ない人数，少ない仕
掛かり，不良のない，リードタイムの短い
製造技術の追求――。NPSには日本製造
業の原点がある。激動の時代だからこそ原
点回帰の哲理を説く。日下公人氏推薦。

52197-7
Ｃ3034

12. 1刊

F･ヴァーミューレン著
本木隆一郎・山形佳史訳
ヤ バ い 経 営 学

―世界のビジネスで行われている不都合な真実―
四六判／328頁／本体1600円

世界で行われている「経営の常識」の
数々。ロンドン・ビジネススクールの
看板教授が，学術研究と豊富な余談で
反駁した痛快な経営論。

50246-4
Ｃ3034

13. 2刊

牧田幸裕著

ラーメン二郎にまなぶ経営学
―大行列をつくるジロー(26)の秘訣―

四六判／208頁／本体1500円

常に大行列ができている「ラーメン二郎」
はなぜそれほど人気があるのか。26の視
点でその秘訣を明らかにしている本書で，
ポジショニング，コア・バリュー，組織設
計と組織文化などの基本が学べる。

50213-6
Ｃ3034

10.12刊

J･N･カプフェレ／ V･バスティアン著
長沢伸也訳
ラ グ ジ ュ ア リ ー 戦 略

―真のラグジュアリーブランドをいかに構築しマネジメントするか―
A5判／544頁／本体4800円

シャネル，ルイ・ヴィトン，カルティエ，フェ
ラーリ……人々を魅了する秘密にせまり，
プレミアムとどう違うのかなどを示したブラン
ド戦略論の決定版。アーカー，ケラーと並
ぶブランド論の大家による最新の書。

55682-5
Ｃ3034
テキスト

11. 1刊

一條和生著

リーダ ー シップ の 哲 学
四六判／320頁／本体1800円

誰もが優れたリーダーの資質を持って
いたわけではない。日本を代表する著
名経営者12人に聞く，リーダーシップ
のつくりかた。

53361-1
Ｃ3034

15. 5刊

田中一弘著

「良心」から企業統治を考える
―日本的経営の倫理―

四六判／240頁／本体1800円

日本企業の発展のメカニズムは「良
心」にあった。欧米型コーポレート・
ガバナンスではない日本型企業統治の
核心に迫る。

53345-1
Ｃ3034

14. 7刊

長沢伸也編著

ル イ・ヴ ィト ン の 法 則
―最強のブランド戦略―

四六判／280頁／本体1700円

ブランド企業の中で圧倒的な実績を誇
るルイ・ヴィトンだが，その商法はあ
まり知られていない。本書では商品生
産，価格戦略，販売戦略，ブランド戦
略などテーマ別に成功法則を解説。

50171-9
Ｃ3034

07. 8刊

P・D・ピーダーセン著

レジリエント・カンパニー
四六判／288頁／本体1600円

エクセレント，ビジョナリーを超え，
レジリエンスの高い企業が時代を超え
て勝ち残る。豊富な事例を基に強さの
源泉と行動原則を探る。

55754-9
Ｃ3034

14.12刊

R･アドナー著 清水勝彦監訳

ワ イ ド レ ン ズ
―イノベーションを成功に導くエコシステム戦略―

四六判／280頁／本体1800円

なぜ優れたイノベーションが成功しな
いのか？ 商品・サービスを取り巻く
全体を捉える必要性を紹介した欧米で
話題の経営書。

50245-7
Ｃ3034

13. 2刊

内田和成著

早 稲 田 会 議
四六判／160頁／本体1500円

早稲田大学ビジネススクール教授・内
田氏が日本を代表する企業の経営者か
ら聞いた本音を紹介し，提言する。

50278-5
Ｃ3034

15.10刊

経営論
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2.経営・産業

経 営 戦 略
J･フェファー著 奥村哲史訳

影 響 力 の マ ネ ジ メント
―リーダーのための「実行の科学」―

A5判／432頁／本体3800円

「現代版マキャベリズム」と呼べる本。
従来の組織論・経営学の中では議論さ
れてこなかった「パワー」を意思決定
と不可分と考え，実際の経営・組織運
営にどう活かしていくかを解説。

53243-0
Ｃ3034
テキスト

08. 7刊

郷原信郎編著

企業法とコンプライアンス
―“法令順守” から “社会的要請への適応” へ―
（第2版） A5判／344頁／本体3600円

日本初のコンプライアンス検定試験が
2005年からスタートしたが，本書はそ
の上級試験公式テキスト。本番の試験
で出題される問題の内容が網羅的に解
説されている。

53252-2
Ｃ3034
テキスト

08.12刊

R･S･キャプラン／ D･P･ノートン著
櫻井通晴監訳
キャプランとノートンの
戦 略 バランスト・スコアカード

A5判／496頁／本体3400円

企業戦略実行の強力なツールとしてバ
ランスト・スコアカードが注目されて
いる。バランスト・スコアカードの発
案者による実践へのケースブック。

55432-6
Ｃ3034
テキスト

01. 8刊

藤井敏彦著

競争戦略としてのグローバルルール
―世界市場で勝つ企業の秘訣―

四六判／248頁／本体1800円

製品や知財で勝っても，国際ルールの
変更で市場から排除される日本企業。
国際交渉の最前線に立ってきた著者が
国際経済戦争の内側を明らかにし，日
本が取るべき戦略を説く。

53308-6
Ｃ3034

12. 3刊

青島矢一・加藤俊彦著

競 争 戦 略 論
（第2版） A5判／264頁／本体2600円

経営戦略とは何か，その考え方をどう
具体的に役立てるか。気鋭の日本人研
究者によるビジネスパーソンの基本テ
キストを10年ぶりに全面改訂。

52203-5
Ｃ3034
テキスト

12. 8刊

みずほ総合研究所・あいわ税理士法人著

グ ル ー プ 内 組 織 再 編
―機能整備から実務まで―

A5判／232頁／本体2800円

グループ経営の全体最適を実現するた
めのハンドブック。組織再編の基本構
想，管理機能設計，再編手法，税務・
会計上および法務・諸手続き上の実務
ポイントがこれ一冊でわかる。

53309-3
Ｃ3034

12. 4刊

柴山慎一著

コーポレートコミュニケーション経営
―広報戦略が会社を変える―

A5判／184頁／本体1700円

「ビジネスモデルからコミュニケーシ
ョンモデルの時代へ」，企業の差別化
のモデルは変化を遂げる！ 新しい時
代の企業 PR の手法を説く意欲作。企
業広報担当者必読の書。

55688-7
Ｃ3034

11. 4刊

栗谷 仁著

最 強 の 営 業 戦 略
―企業成長をドライブするマーケティング理論と実践の仕掛け―

A5判／212頁／本体2400円

世界有数の戦略コンサルティング
ファームである A.T.カーニーの，営
業をドライブする理論と実践手法を解
説。法人営業を中心にチャネル営業も
カバー。

55658-0
Ｃ3034

09.12刊

A.T.カーニー監修 栗谷 仁編著

最 強 の 業 務 改 革
―利益と競争力を確保し続ける統合的改革モデル―

A5判／224頁／本体2400円

激動する経営環境の中，企業に不可欠
な MOC（ビジネスモデル・オペレー
ション・キャパシティ）の視点からの
業務改革モデルを公開！

53316-1
Ｃ3034

12. 6刊

経営戦略
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D･J･コリス／ C･A･モンゴメリー著
根来龍之・蛭田 啓・久保亮一訳

資源ベースの経営戦略論
A5判／384頁／本体3800円

ポーターに代表されるポジショニング
派の対抗パラダイム，「リソース・
ベースト・ビュー」による戦略論。2
つの新しいフレームワークを用い，戦
略の策定から実行までを論じる。

52151-9
Ｃ3034
テキスト

04. 9刊

J･フェファー／ R･I･サットン著 清水勝彦訳

事 実 に 基 づ い た 経 営
―なぜ「当たり前」ができないのか？―

四六判／376頁／本体2300円

真新しい経営コンセプトに人々は振り
回されるな。証拠・実験に基づくごく
当たり前の経営手法こそが本当に効果
がある。スタンフォード大学の有名教
授が数々の常識をくつがえす。

53250-8
Ｃ3034
テキスト

09. 1刊

J･D･スターマン著 枝廣淳子・小田理一郎訳

シ ス テ ム 思 考
―複雑な問題の解決技法―

A5判／516頁／本体4200円

1950年代MIT で誕生した体系的思考法に
ついての定番書。デュポン，インテルの
事例が広く知られ，組織に最も有用なス
キル・アプローチとされている。本書で
は，その最先端の理論と実践を網羅。

53263-8
Ｃ3034

09. 9刊

原田 勉著

実践力を鍛える戦略ノート
〔戦略立案編〕

A5判／240頁／本体2200円

ビジネススクールの経営戦略コースで
必須の戦略分析・立案ツールの体系的
な解説とケース演習で，ビジネスの現
場で役立つ実践的な戦略的思考と問題
解決能力を高めるトレーニングブック。

53266-9
Ｃ3034
テキスト

10. 3刊

原田 勉著

実践力を鍛える戦略ノート
〔マーケティング編〕
A5判／240頁／本体2200円

ビジネスプランの立案に必要不可欠な
マーケティング戦略に焦点を当て，実
際のビジネスの現場で役立つ分析手法
の解説とケース演習で実践的なスキル
を鍛えるトレーニングブック。

55558-3
Ｃ3034
テキスト

06. 4刊

P･コトラー／ N･リー著 恩藏直人監訳

社会的責任のマーケティング
―「事業の成功」と「CSR」を両立する―

A5判／376頁／本体3400円

CSR（企業の社会的責任）をマーケ
ティング的な視点から解説。社会に対
する義務ではなく，戦略として CSR
を行うことを主張。米国企業の行った
25のベストプラクティスも紹介。

55574-3
Ｃ3034
テキスト

07. 8刊

郷原信郎編著

初級 ビジネスコンプライアンス
―「社会的要請への適応」から事例理解まで―

A5判／240頁／本体2800円

ビジネス・コンプライアンスの入門
書。法律の基礎知識のない一般のビジ
ネスパーソンにも理解できる内容に
なっている。「ビジネスコンプライア
ンス検定」初級の公式テキスト。

53259-1
Ｃ3034
テキスト

09. 6刊

佐藤俊行編著
松田 剛・天坊吉彦・西崎敦子著

図解 ABC/ABM
（第3版） A5判／168頁／本体1600円

ABC はコストを見える化するもので
あり，ABM は ABC に基づいて，
サービス向上（維持）とコスト削減の
両立を目指す経営手法。不況の時こそ
求められている手法をやさしく解説。

09283-5
Ｃ3034
テキスト

09.10刊

榛沢明浩著

図解 ブランドマネジメント
A5判／248頁／本体1700円

ブランドは無形資産の中でも特に重要
な要素。企業が押さえておくべき今日
的テーマをマーケティング，経営戦略
の両面から網羅的にとりあげ，やさし
く解説する。

09163-0
Ｃ3034
テキスト

01. 8刊

石井 至著

図解 リ ス ク の し く み
―基礎知識の理解から具体的リスクへの対処法まで―
（第2版） A5判／152頁／本体1600円

ビジネスパーソンのためのリスク入門
書。地震，放射能，食中毒，情報漏洩
など，時事的なトピックを交えなが
ら，日常生活から経営にまで活用でき
る知識，対処法を解説。

09298-9
Ｃ3034
テキスト

11.11刊

経営戦略
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楠木 建著

ストーリーとしての競争戦略
―優れた戦略の条件―

四六判／544頁／本体2800円

大きな成功を収め，その成功を持続し
ている企業は，流れと動きを持った

「ストーリー」として戦略を組み立て
ている。多くの事例をもとに競争戦略
の思考パターンを解き明かす。

53270-6
Ｃ3034
テキスト

10. 4刊

G･サローナー／ A･シェパード／
J･ポドルニー著 石倉洋子訳

戦 略 経 営 論
A5判／568頁／本体4800円

スタンフォード大学ビジネス・スクー
ルの教授陣が構想に10年の歳月を注い
だ戦略的思考による経営テキスト。学
術理論と実務，古典と最新を融合させ
た希代の書。

53145-7
Ｃ3034
テキスト

02. 7刊

H･ミンツバーグ／ B･アルストランド／
J･ランベル著 齋藤嘉則監訳
戦 略 サ フ ァ リ

―戦略マネジメント・コンプリートガイドブック―
（第2版） A5判／512頁／本体4200円

ロングセラー『戦略サファリ』が大幅
改訂。ミンツバーグによる戦略論の集
大成。代表的な経営戦略を10のスクー
ルに分類し，その批評を通じて戦略の
本質を解明した戦略ハンドブック。

53319-2
Ｃ3034
テキスト

12.12刊

M･モーガン／ R･E･レビット／ W･マレク著
後藤 治・小林暢子訳
戦 略 実 行

―立案から結果につなげるフレームワーク―
A5判／376頁／本体2800円

コンサルティング会社が作る「戦略」
の9割がお蔵入りとなってしまうのはな
ぜか。本書は，正しい戦略をつくり，
実行し，結果に結びつけるための真に
実践的な「ガイドブック」といえる。

55705-1
Ｃ3034
テキスト

12. 3刊

齋藤嘉則著

戦略シナリオ［思考と技術］
A5判／248頁／本体2400円

思考のモラルハザードを打破し，自ら
戦略シナリオを創造するための初の本
格的実践テキスト。プロフェッショナ
ル・ビジネスマンになるための最新・
最強ツール。

53049-8
Ｃ3034
テキスト

98.12刊

石倉洋子著

戦 略 シ フ ト
―From OR choices to the AND paradigm―

A5判／272頁／本体2400円

経営者のブレーンとしても活躍中の著
者による初の本格的企業戦略論。

「オープン化による OR から AND への
転換」という戦略シフトで日本企業は
新たな価値を生み出せるようになる。

53264-5
Ｃ3034
テキスト

09. 9刊

D･ブラウン／ S･ウィルソン著
尚 捷・此本臣吾監訳
戦 略 的 BPO 活 用 入 門

―コスト削減とビジネスモデル変革の実践―
A5判／238頁／本体2800円

アウトソーシングによってコスト削減
や生産性向上を図り，経営変革を実現
するためのテキスト。準備段階の検討
事項から効果の評価方法まで含め，実
践的に解説。

53261-4
Ｃ3034
テキスト

09. 8刊

C･A･デ･クルイヴァー／ J･A･ピアースⅡ世著
大柳正子訳
戦 略 と は 何 か

―ストラテジック・マネジメントの実践―
A5判／240頁／本体2200円

実務家，MBA コースの学生に適した戦
略論テキスト。戦略に関するフレーム
ワークを数多く盛り込み，戦略策定のプ
ロセスにまで踏み込んで解説。ピーター・
ドラッカーによる序文付き。

52153-3
Ｃ3034
テキスト

04.12刊

W･ダガン著 杉本希子・津田夏樹訳

戦 略 は 直 観 に 従 う
―イノベーションの偉人に学ぶ発想の法則―

四六判／304頁／本体1800円

成功するための創造性，革新性，戦略
的思考力は，すべて「一瞬のひらめき
＝戦略的直観」によってもたらされる。
コロンビア大学の人気教授が古今東西
の事例からその方法論を紹介する。

53275-1
Ｃ3034

10. 9刊

沼上 幹・一橋 MBA 戦略ワークショップ著

戦 略 分 析 ケースブック
A5判／256頁／本体3000円

戦略分析の基本ツール（PPM，業界
構造分析，4P）を用いて，企業の事
例を分析する。扱うのはサントリーの
ハイボール，ヤマダ電機，新聞電子化
のインパクト，エルピーダメモリ。

52194-6
Ｃ3034
テキスト

11.12刊

経営戦略
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沼上 幹・一橋 MBA 戦略ワークショップ著

戦略分析ケースブック Vol. 2
A5判／280頁／本体3000円

MBA の分析ツールの「使い方」が学
べる戦略事例集。iPhone とアンドロ
イド陣営の戦い，高級炊飯器，ソーシ
ャル・ゲーム業界，薄型テレビ，パナ
ソニックなど8つの事例を分析。

52206-6
Ｃ3034
テキスト

12.12刊

D･A･アーカー著 今枝昌宏訳

戦 略 立 案 ハ ンドブ ック
A5判／424頁／本体3800円

主要な戦略上の概念と方法論に解説を
加え，それらを体系的に位置づけたビ
ジネススクールの代表的テキスト。ど
こを切り取ってもビジネスに活用でき
る経営事典。

53137-2
Ｃ3034
テキスト

02. 3刊

ピープルフォーカス･コンサルティング著

組 織 開 発 ハ ンドブ ック
―組織を健全かつ強固にする4つの視点―

A5判／256頁／本体2400円

事業売却のような外科的処方箋ではな
く，組織の内的活力を引き出す「組織
開発」が日本企業を蘇らせる。ケース
スタディを通してその手法と実務を詳
細に解説する。

53202-7
Ｃ3034
テキスト

05.11刊

堀 公俊著

組織変革ファシリテーター
―「ファシリテーション能力」実践講座―

A5判／240頁／本体2200円

あなたの会社はなぜ変われないのか。
本書では沈滞している組織を変革し，
成功に導くための現場で使えるスキル
を紹介。ロングセラー『問題解決ファ
シリテーター』の著者による第2弾。

53218-8
Ｃ3034

06. 9刊

三木雄信著

ソフトバンク「常識外」の成功法則
四六判／208頁／本体1600円

ソフトバンク孫正義氏の社長室長を務
め，ともにブロードバンド戦争を戦っ
てきた元幹部による，初めて明かされ
るカリスマ経営者の成功の秘密。

50165-8
Ｃ3034

06.11刊

岸 宣仁著

知 財 の 利 回 り
―世界の頭脳が収奪される―

四六判／264頁／本体1700円

事業化前の「発明」に投資するビジネ
スが登場した。その先駆けインテレク
チュアル・ベンチャーズ社の実態と
は？ 世界的な知的財産争奪戦の最前
線が明らかに。

76183-0
Ｃ3034

09.11刊

國貞克則著
悩 め る マ ネ ジ ャ ー の た め の
マ ネ ジ メ ン ト ・ バ イ ブ ル

―脱「MBA」の経営論―
四六判／312頁／本体1600円

MBA などのマネジメント手法はかっ
こいいだけで実際には使えないものば
かり。そう嘆息する方に「使える1
冊」。名物コンサルタントならではの
折り紙付きの知恵と方法論を大公開。

53249-2
Ｃ3034

08. 9刊

田路則子・露木恵美子編著

ハイテク・スタートアップの経営戦略
―オープン・イノベーションの源泉―

A5判／272頁／本体3200円

国際競争力はベンチャー企業による活
発なイノベーションにかかっている。
日米英台の13社の先進事例から，日本
の起業環境の問題点と経営戦略を考え
る。

53271-3
Ｃ3034

10. 4刊

西谷武夫著

パブリック・アフェアーズ戦略
―ルールを制する者が市場を制す―

四六判／224頁／本体1800円

「ビジネスのルールは守るものではな
く，自社に都合よく創り変えるもので
ある」というグローバル市場の常識を
解説。日本企業が「ルール策定競争」
に打ち勝つための戦略を解説する。

53302-4
Ｃ3034

11.11刊

R･S･キャプラン／ D･P･ノートン著
櫻井通晴・伊藤和憲監訳
バランスト・スコアカードによる戦略実行のプレミアム

―競争優位のための戦略と業務活動とのリンケージ―
A5判／408頁／本体3800円

戦略を個別の仕事に落とし込み，呼吸
のごとく当たり前の機能とする方法
論。世界的な大家キャプラン＆ノート
ンによる BSC（バランスト・スコア
カード）理論の総仕上げとなる書物。

55639-9
Ｃ3034
テキスト

09. 3刊

経営戦略
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中竹竜二著

判 断 と 決 断
―不完全な僕らがリーダーであるために―

四六判／248頁／本体1600円

リーダーとして大切なことはすべてラ
グビーの中にあった。早稲田を大学選
手権連覇に導いた若き智将・中竹竜二
が明かす新しい経営論。不完全さを強
みに変えるためのメソッド満載。

55687-0
Ｃ3034

11. 2刊

北岡 元著

ビジネス・インテリジェンス
―未来を予想するシナリオ分析の技法―

四六判／232頁／本体1800円

「インテリジェンス」の手法をビジネ
スの実践に活用するにはどうしたらい
いのか？ VISA，IBM，ディズニー
など豊富な事例から学ぶ「仮説競合分
析」や「シナリオ分析」の手法。

55631-3
Ｃ3034

09. 1刊

前田琢磨著

葡 萄 酒 の 戦 略
―ワインはいかに世界を席巻するか―

四六判／304頁／本体2400円

なぜフランスワインが世界一か？ 後
発の日本がとった手段，バリューワイ
ンの最新動向は？ ワインの知識を身
につけながら，戦略の真髄を学べるお
得な1冊。

04397-4
Ｃ0034

10. 9刊

平野敦士カール／ A・ハギウ著

プ ラットフォー ム 戦 略
―21世紀の競争を支配する「場をつくる」技術―

四六判／224頁／本体1600円

「プラットフォーム戦略」が企業の業績を
分ける時代に入った。その意味と，勝て
るプラットフォームのつくり方，横暴か
ら自社を守る方法までを，第一人者が最
新の理論と多彩な事例で解説する。

53274-4
Ｃ3034

10. 7刊

D･K･マレイ著 花塚 恵訳

P l a n B
―不確実な世界で生きのびるための11の法則―

四六判／288頁／本体2200円

変化の激しい時代，プランは生み落と
された瞬間から古くなる。いかに迅速
に修正を加え，「PlanB」に進化させ
るか――。新しい時代の戦略を組み立
てるための11ステップを示す。

53317-8
Ｃ3034

12. 7刊

波頭 亮・冨山和彦著

プロフェッショナルコンサルティング
四六判／256頁／本体1500円

戦略系コンサルタントの第一人者・波
頭亮氏と，企業再生の実践派コンサル
タント・冨山和彦氏が，若手コンサル
タント達のために，自ら手がけたコン
サルティング案件を実例に挙げ，コン
サルティングの心髄を解き明かす！

55691-7
Ｃ3034

11. 5刊

経営者ブートキャンプ編

プロフェッショナルリーダーの教科書
―危機を乗り越え、勝ち続けるための鉄則―

四六判／192頁／本体1500円

厳しい経営環境でも勝ち続けたい，経
営体質を強化したいなど，現状に危機
感を抱く経営者・リーダーのための実
践経営講座。経営者として結果を出し
てきた講師陣が経営の鉄則を解説。

53287-4
Ｃ3034

11. 6刊

牧田幸裕著
ポーターの『競争の戦略』を
使 いこな す ための 23 問

―どうすれば差別化を機能させられるのか？―
A5判／224頁／本体1800円

ポーターの基本戦略を使いこなして，
差別化を機能させるためにはどうした
らいいのか。戦略コンサルタント出身
の著者が理論を結果に結びつける実践
法を Q&A 形式で解説する。

53312-3
Ｃ3034

12. 4刊

井上潤吾著

守 り つ つ 攻 め る 企 業
―BCG 流「攻守のサイクル」マネジメント―

四六判／224頁／本体1600円

攻める・守るという観点から企業の戦略
とマネジメントを分析。企業の守りとは
カイゼンであり，攻めとはイノベーション
である。カイゼンとイノベーションの最
適のバランスと切り替えポイントを探る。

52193-9
Ｃ3034

11. 6刊

枝廣淳子・小田理一郎著
も っ と 使 い こ な す！
「シ ス テ ム 思 考」教 本

A5判／184頁／本体1600円

なぜ，ものごとに行き詰まるのか。今
一番有効と言われるアプローチがシス
テム思考である。つながりと全体像を
見る。子育て，仕事，ダイエットなど，
日常の悩みの解決法を実践的に提示。

53277-5
Ｃ3034

10. 9刊

経営戦略
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堀 公俊著

問題解決ファシリテーター
―「ファシリテーション能力」養成講座―

A5判／248頁／本体2200円

コンサルタントの間で注目されている
ファシリテーションの解説書。戦略型
リーダーに必要とされる組織の力を発
揮させ，問題解決を実現させる技術を
事例をもとに指南。

53158-7
Ｃ3034

03. 2刊

2.経営・産業

会計・経理・財務
あずさ監査法人 IT 監査部編著

IT 内部統制ケースブック
―最新50の不備対応事例で学ぶ―

A5判／256頁／本体2600円

JSOX 初年度，最も多く指摘された不
備は IT 内部統制関連事項だった。本
書ではできるだけコストをかけずに不
備を改善するためのアプローチを，最
新50の具体的事例で解説する。

60196-9
Ｃ3034

10. 4刊

R･アンソニー／ L･ブライトナー著
西山 茂監訳

アンソニー 会 計 学 入 門
（第2版） A5判／304頁／本体2800円

アメリカ会計学の巨匠アンソニー教授
によるハーバード大学ビジネススクー
ルの定番入門テキスト。「非営利組織
体の財務諸表」「政府会計」の2章が
新たに加わった改訂第2版。

60168-6
Ｃ3034
テキスト

07. 3刊

小宮一慶著

「1秒！」で財務諸表を読む方法
―仕事に使える会計知識が身につく本―

四六判／216頁／本体1500円

財務諸表を読むポイントだけをズバリ
解説。PL，BS，キャッシュフロー計
算書など，最低限必要な知識を身につ
け仕事に活かしたい人のための必読
書。

60171-6
Ｃ3034

08. 1刊

小宮一慶著
「1秒！」で財務諸表を読む方法

〔企業分析編〕
―会計知識を使って経済や企業戦略を読み解く本―

四六判／208頁／本体1500円

シリーズ累計20万部を超えた『「1
秒！」で財務諸表を読む方法』『同・
実践編』に次ぐシリーズ第3弾。企業
決算を分析しながら，経済動向や企業
戦略を読む力が身につく会計読み物。

60201-0
Ｃ3034

10.12刊

小宮一慶著
「1秒！」で財務諸表を読む方法

〔経済ニュース編〕
―仕事に使える「数字力」が身につく本―

四六判／240頁／本体1500円

経営のプロが，最新の経済ニュースを
会計知識を使って分析。シリーズ累計
25万部超のベストセラー，待望の第4
弾。

60220-1
Ｃ3034

14. 1刊

小宮一慶著
「1秒！」で財務諸表を読む方法

〔実践編〕
―「会社の実力」を見抜くポイントがわかる本―

四六判／208頁／本体1500円

『「1秒！」で財務諸表を読む方法』
（15万部）の続編。今回は実践編とし
て，企業の実力を見抜く「財務分析」
の方法をやさしく解説。経営者，ビジ
ネスマンだけでなく投資家も必読。

60190-7
Ｃ3034

09. 9刊

田中 弘著

IFRS は こ う な る
―「連単分離」と「任意適用」へ―

四六判／248頁／本体1600円

IFRS（国際会計基準）が，TPP 同様，英
米主導で恣意的に制度化されてきたのかを明
らかにする。日本は IFRSを強制適用するの
ではなく，連単分離・任意適用し，「物づく
りの会計」を世界に発信すべきと訴える。

60213-3
Ｃ3034

12. 3刊

会計・経理・財務
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山田真哉著

会 計 探 偵 ク ラ ブ
―大人も知らない税金事件簿―

四六判／312頁／本体1400円

あの『女子大生会計士の事件簿』待望
の続編。商業高校生が1枚の確定申告
書の裏に広がる脱税事件に挑む！ 角
川書店の文庫小説版に書き下ろし解説
を加えたビジネス書版！

04362-2
Ｃ0034

10. 1刊

村井直志著

会 計 直 観 力 を 鍛 え る
四六判／210頁／本体1500円

7つの視点でパッとわかる，パッと読
める。直観会計力養成マップで数字の
つながりを理解すれば，漢字と数字の
塊にしか見えなかった決算書が，あな
たの最強の参謀になります。

60212-6
Ｃ3034

12. 3刊

村井直志著

会 計 ド レ ッ シ ン グ
―10episodes―

四六判／256頁／本体1600円

ホンダ，メルシャン，ローソンなど総額
3,000億円超にのぼる「粉飾＋横領」
＝会計ドレッシングを紹介。人間模様が
垣間見える10のエピソードとキャプション
で，会社を強くするレシピを伝授する。

60209-6
Ｃ3034

11. 8刊

本合暁詩著

会 社 の も の さ し
―実学「読む」経営指標入門―

四六判／288頁／本体1800円

経営指標には流行り廃りがある。本書
は計算方法や使い方の解説にとどまら
ず，経営指標の変遷を追いつつ日本企
業と経営者が何を問題にしてきたかを
探る。ひと味変わった日本経営史入門。

53290-4
Ｃ3034

11. 7刊

勝間和代著

勝間式「利益の方程式」
―商売は粉もの屋に学べ！―

四六判／280頁／本体1500円

著者考案の「万能利益の方程式」を活
用し，あらゆる会社の利益を最大化す
る方法を解説。4つのルールと40の行
動習慣で学ぶ「サラリーマンでもわか
る利益の作り方」勉強法です。

55606-1
Ｃ3034

08. 4刊

佐藤敏昭著

監査役になったら一番はじめに読む本
A5判／256頁／本体2200円

元・監査役協会事務局の著者が最低限
必要なポイントを具体例でわかりやす
く解説。大会社，上場会社，中規模会
社の新任監査役必読。

60215-7
Ｃ3034

13. 1刊

西山 茂著

企 業 分 析 シ ナ リ オ
＊ベストソリューション
（第2版） A5判／304頁／本体2400円

「評価される企業」に必要な条件は何
か。定性的データと財務データを結び
つけ，勝ち残るための意思決定への実
践指針を提供。新会計基準に対応し，
ケーススタディも全面刷新。

60162-4
Ｃ3034
テキスト

06.10刊

西山 茂編著
岸本光永・大田研一・昆 政彦・中西 哲著
キャッシュマネジメント入門

―グループ企業の「資金の見える化」―
A5判／240頁／本体3200円

本書はキャッシュ（現金）マネジメン
トの基礎知識を解説。グローバル化で
複雑になった資金繰りマネジメントは
企業の死活を握る。

60218-8
Ｃ3033

13. 8刊

岡本 修著
金 融 機 関 の た め の
金融商品会計ハンドブック

A5判／304頁／本体3800円

有価証券の運用現場で必要になる幅広
い会計・税務の専門知識について，重
要な論点を中心に具体的設例で懇切に
解説するとともに，BIS 規制など制度
動向まで網羅した実務必携書。

60214-0
Ｃ3034

12.11刊

有限責任あずさ監査法人編著

金 融 商 品 会 計 の 実 務
（第4版） A5判／288頁／本体2800円

IFRS ではなく日本基準を解説した金
融商品会計の平易な実務書。最新基準
等を反映した全面改訂版。

60217-1
Ｃ3033

13. 3刊

会計・経理・財務
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竹内正浩著

コーヒーとサンドイッチの法則
―「利益を獲得する」ための6つの戦略―

四六判／216頁／本体1500円

「仕事があり，忙しい。でも儲からない」。
こう感じる人は必読。ビジネスマンなら
誰でも手に入れたい利益そのものを正面
から解説した1冊。利益増加を邪魔する
ものと利益を増やす方法が見えてくる。

55625-2
Ｃ3034

08.12刊

KPMG 税理士法人著

国際税務 グローバル戦略と実務
A5判／288頁／本体4200円

移転価格税制，タックスヘイブン対策
税制など国際税務に関連する制度・テ
ーマを経営戦略への影響が重大な点を
中心に解説する。

61059-6
Ｃ3034

13. 1刊

新日本有限責任監査法人編著
コンテンツビジネスの会計実務
IFRS 対 応 版

A5判／384頁／本体3600円

映画・映像・ゲーム・放送・出版・共
同制作・広告のコンテンツ会計実務
を，IFRS・米国基準や適用事例にも
とづき，Q&A 形式で具体的に解説す
る。

60208-9
Ｃ3034

11. 6刊

あらた監査法人編著

最新 アメリカの会計原則
A5判／408頁／本体4400円

最新制度の概略から実務対応まで設例
でわかりやすく解説。収益認識など基
準改正を反映。『アメリカの会計原則』
シリーズ最新版。

60221-8
Ｃ3034

14. 9刊

D･メッキン著 國貞克則訳

財務マネジメントの基本と原則
―これ1冊で「使えるファイナンス」の真髄が身に付く―

A5判／320頁／本体2000円

財務原則，マネジメント，意思決定を
三位一体で理解すれば，ツボがひとめ
でわかるようになる。プロ・アマとも
に自在にファイナンスを使いこなせる
ようになるための「効く」1冊。

60174-7
Ｃ3034
テキスト

08. 6刊

有限責任 あずさ監査法人・KPMG 編著

CFO の 実 務
―企業価値向上のための役割と実践―
（第2版） A5判／488頁／本体4600円

グローバル人 材・成 長 戦 略，海 外
M&A，国際税務，グループ経営管理，
IFRS など，「グローバル」をキーワー
ドに全面改訂。CFO の役割と実践すべ
きテーマを網羅的に取り上げ解説する。

65446-0
Ｃ3034
テキスト

12. 4刊

塩野 誠・宮下和昌著
事業担当者のための逆引き
ビジネス法務ハンドブック

A5判／432頁／本体3600円

新企画，取引先との契約，経営企画
…。ビジネスマンが「現場で使える」
を最重視！ 法務部員以外のための

「逆引き」ハンドブック。

53368-0
Ｃ3034

15. 8刊

塚崎公義・山澤光太郎著
初 心 者 の た め の

「財務諸表」の見方・使い方
四六判／192頁／本体1500円

「数字の世界」の入門者向けに，PL，
BS，CF 計算書の読み方といった財務
会計の基礎から，決算分析・管理会計
の基本まで解説。「会社の数字」の全
体像が理解できる1冊。

60175-4
Ｃ3034
テキスト

08. 9刊

箱田順哉編著
新・国際内部監査基準対応
内 部 監 査 実 践 ガ イド

（第2版） A5判／280頁／本体2800円

新・国際内部監査基準などに対応し，
内部監査の全プロセスにおける手順と
手法について全面改訂。改訂版 J －
SOX，IFRS，ERM についてもフォロ
ーアップした第2版。

60206-5
Ｃ3034

11. 3刊

加藤弘道著

新版 図解 経理のしくみ
A5判／200頁／本体1500円

好評を博した旧版に最新情報を盛り込
み全面改訂。経理・会計のしくみを大
胆に図解化し，直観でその構造を理解
できる。

09314-6
Ｃ3034

14. 3刊

会計・経理・財務
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小澤善哉著
図 解 一 番はじめに読む
時価・減損会計の本

A5判／256頁／本体2000円

企業経営に大きな影響を与えている時
価・減損会計の最新基準・指針を反
映。制度の仕組み・考え方から仕訳ま
でわかりやすく解説する。

09320-7
Ｃ3034

14.10刊

久保惠一監修
野坂晃史・仁木一彦・三好直樹著

図解 一番はじめに読む内部監査の本
（第2版） A5判／224頁／本体1800円

内部統制制度の施行後，構築から運
用・改善へ向かいつつある内部監査。
改訂第2版では，制度施行以降の運用
事例解説を加え，IIA の内部監査基準
の変更についても盛りこむ。

09288-0
Ｃ3034

10. 7刊

塚本 勲著
図解 ［Excel 対応］ケース
でわかる不 動 産 DCF 法

A5判／192頁／本体1800円

一見難しそうに感じる不動産鑑定基準
として欠かせない不動産 DCF 法の収
益計算が，Excel を使うだけで簡単に
できることを解説。

65459-0
Ｃ3033

14. 2刊

波光史成著

図解 会 計 の し く み
（第3版） A5判／212頁／本体1600円

ビジネスパーソン向けに会計の全体像
や財務諸表の読み方などをやさしく解
説する入門書の決定版！ IFRS につ
いての情報を盛りこむなど最新情報に
アップデート。

09292-7
Ｃ3034
テキスト

11. 2刊

渡辺康夫著

図 解 管 理 会 計 入 門
A5判／200頁／本体1800円

多くの企業研修や早稲田ビジネスス
クールでも人気の講座を書籍化。計算
技法ではなく産業史というストーリー
から入る全く新しい入門書。

09317-7
Ｃ3033

14. 5刊

渡辺康夫著

図 解 企 業 価 値 入 門
―考え方から投資戦略までの活用法がわかる―
（第3版） A5判／184頁／本体1800円

企業価値の向上に役立つ意思決定入門
定番書を改訂。DCF，IRR，NPV な
ど基本的な指標を，算数程度の知識で
やさしく解説。

09310-8
Ｃ3034

13.10刊

井口秀昭著

図解 決算書「超」読解法
A5判／208頁／本体1600円

貸借対照表，損益計算書をはじめとす
る財務4表の読み方を公認会計士の著
者が明快な語り口で解説。新規の取引
先，得意先，投資先，就職先の財務分
析もラクラク。

09274-3
Ｃ3034

08. 7刊

三菱 UFJ 信託銀行退職給付会計研究チーム著

図解 退職給付会計はこう変わる！
A5判／256頁／本体2000円

2013年4月以降適用の積立不足 BS 計
上義務づけ新基準対応。日本基準と
IFRS の改正内容を解説。具体的な対
応例を示す。

09308-5
Ｃ3034

13. 8刊

久保惠一監修 仁木一彦著

図解 ひとめでわかる内部統制
（第3版） A5判／224頁／本体1800円

最新基準，新 COSO フレームワーク
を反映。粉飾，偽装，インサイダー，
個人情報流出などの企業不祥事を防ぐ
仕組みがわかる。

09316-0
Ｃ3034

14. 3刊

仁木一彦著

図解 ひとめでわかるリスクマネジメント
（第2版） A5判／232頁／本体1800円

企業の生殺与奪を握るリスクマネジメン
トの基本がわかる。大震災以後，その
必要性が再認識された事業継続計画

（BCP）に対応した章を新設した改訂第
2版。総務・法務・企画担当者必読。

09300-9
Ｃ3034

12. 1刊

会計・経理・財務
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三菱 UFJ 信託銀行不動産コンサルティング部著
図 解 不 動 産 証 券 化 と
J-REIT が わ か る 本

A5判／312頁／本体2200円

不動産証券化の歴史・仕組み・テク
ニックとインフラ・法制度・問題点，
J-REIT の動向を，最新ケースも盛り
込み徹底解説。

09311-5
Ｃ3033

13.11刊

津森信也著
図解 簿記からはじめる
企業財務入門

A5判／224頁／本体1800円

能率協会の研修講師として14年間，一
流企業の経営幹部に簿記・会計・財務
を教えてきた元・丸紅取締役財務部長
による入門書の決定版。

09319-1
Ｃ3034

14. 9刊

R・アンソニー／ L・ブライトナー著 西山
茂監訳・高島恵美子・松下信人・宮坂雅夫訳

テキスト アンソニー会計学
A5判／504頁／本体4200円

ハーバード MBA の入学前テキスト，
外資系金融も研修テキストとして採
用。世界で活躍するための会計力を身
につけるのにうってつけの名著。

60222-5
Ｃ3034

16. 1刊

箱田順哉著

テキストブック 内部監査
A5判／248頁／本体2800円

JSOX 施行以後，マネジメントにおい
て重要な役割を担うようになりつつあ
る内部監査。内部監査プロフェッショ
ナルによる，類書の少ない中級者向け
の解説書・テキスト。

60184-6
Ｃ3034
テキスト

09. 5刊

あずさ監査法人・KPMG 著

内 部 統 制 ガ イド ブ ック
（第2版） A5判／304頁／本体2800円

会社法，金融商品取引法，内部統制実
施基準等を反映。実務の要となる経営
陣や各部門責任者の果たすべき役割を
重視した全面改訂版。

60180-8
Ｃ3034

09. 4刊

あずさ監査法人著

内部統制の実践的マネジメント
―構築・運用・評価の実際―
（第2版） A5判／216頁／本体2600円

初版に引き続き最新の動向を踏まえつ
つ先進企業の実践事例を交えて解説。
会社法，金融商品取引法，実施基準を
反映した改訂第2版。

60188-4
Ｃ3034

09. 7刊

村上裕太郎著
なぜ、会計嫌いのあいつが
会社の数字に強くなった？

四六判／288頁／本体1500円

慶應ビジネススクールで実践している
画期的な財務諸表の読み方をストー
リーで解説。数字嫌いでも MBA コー
スの会計スキルが学べる。

60224-9
Ｃ3034

16. 7刊

津森信也著

入門 企業財務 戦略と実務
（第4版） A5判／360頁／本体2900円

第4版では CFO に求められる戦略と
いう視点も加え，経営課題を解決する
た め の 手 法・理 論・実 務 を 解 説。
IFRS など制度改正も反映した全面改
訂版。

60204-1
Ｃ3034
テキスト

11. 2刊

石島 博著

バリュエーション・マップ
―企業価値評価の科学と演習―

A5判／304頁／本体3400円

企業価値評価の理論と実際の方法を
ケースをもとにコンパクトにやさしく
解説。Excel を使った演習形式で，実
際に作業をしながら分析の手法を学べ
る基本テキスト。

60173-0
Ｃ3034
テキスト

08. 7刊

山澤光太郎著

ビジネスマンのためのファイナンス入門
―55のキーワードで基礎からわかる―

A5判／280頁／本体2200円

キーワード形式で，財務関係者だけで
なく幅広く企業の経営者や投資意思決
定者を対象とした入門書。具体的ケー
スを多く盛り込み，実務への応用を心
掛けた平易な入門書。

65340-1
Ｃ2033
テキスト

04. 3刊

会計・経理・財務
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株式会社 KPMG FAS 監修 有限責任あずさ監査法人著
不 正 防 止 の た め の
実 践 的 リ ス ク マ ネ ジ メ ント

―事例でわかるコンプライアンス態勢強化のポイント―
A5判／272頁／本体2600円

実践上のノウハウ，海外先行事例や国
内企業のヒアリングによる知見を紹
介。経営管理と一体となった実践的な
リスクマネジメントを解説する。法
務・内部監査担当者必読の書。

53288-1
Ｃ3034

11. 6刊

小宮一慶著

よ くわ か る ROE 経 営
四六判／152頁／本体1400円

なぜ，いま ROE 経営が注目されるの
か？ 企業経営のみならず，マーケッ
トや雇用や社会までも激変させる新・
経営手法のすべて。

09324-5
Ｃ3034

15.10刊

國方康任著

「読まずに」わかる会計の本
―1時間で理解して、すぐ仕事に役立つ―

四六判／192頁／本体1400円

今まで何冊も読み，そのすべてに挫折した
――。これまでになかった斬新な方法で，一瞬
で本質が頭に入る。デジタルネイティブ世代で
も「見て」使える新時代の解説書。「大前研一
のアタッカーズ・ビジネススクール」推薦！

60200-3
Ｃ3033

10. 9刊

R･G･エクレス／ M･P･クルス著
花堂靖仁監訳 ワンレポート日本語版委員会訳
ワ ン レ ポ ー ト

―統合報告が開く持続可能な社会と企業―
A5判／256頁／本体3600円

環境，CSR，サステナビリティなど，
非財務情報の開示が重要性を増してい
る。膨大な財務報告も含め，グローバ
ルに統一的な枠組みをつくる最先端の
動向を紹介した関係者必読の一冊。

53280-5
Ｃ3034

12. 3刊

2.経営・産業

中小企業・ベンチャー
みずほ総合研究所編
堀内直太郎・宮澤正彦・野田彰彦著
オーナー社長と後継者のための事業承継入門

―世代を重ねて発展し続ける企業づくりのポイント―
A5判／192頁／本体1800円

オーナー企業にとって事業承継は必ず
通る重要なイベント。本書はその要で
ある経営承継と資産承継について基礎
知識や必要な心構えをコンパクトに解
説。経営者必携の1冊。

52172-4
Ｃ3034

09. 3刊

城所弘明・玉越賢治・彦坂浩一・幸村俊哉・
吉岡 毅著

プロが教える 事業承継の税金と法律
A5判／244頁／本体2000円

2009年3月に施行した「経営承継円滑
化法」導入の手引き。事業を跡継ぎに
スムーズに継承するための，税務面・
法務面でやるべきこと，知っておくべ
きことをわかりやすく解説する。

52171-7
Ｃ3034

09. 5刊

藤野英人著

ヤ ン キ ー の 虎
四六判／196頁／本体1400円

ベンチャー投資家の視点から，地方経
済を支える多彩な起業家たちの実態，
ビジネス手法を紹介する。人気著者に
よる最新刊。

39618-6
Ｃ0033

16. 4刊

中小企業・ベンチャー
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2.経営・産業

海外経営戦略
徐 向東著

中 国 人にネットで売る！
―2つの “ネット” の正しい使い方、つくり方―

四六判／240頁／本体1500円

新中間層の台頭に伴い，中国のインター
ネット通販市場が急成長している。日本
企業がそこで成功するためのノウハウ，
中国人をひきつけるサイトのつくり方など
を豊富で詳細な事例を交えて解説する。

50220-4
Ｃ0034

11. 6刊

尹 銘深著

中国で勝つ10の原則と50の具体策
四六判／200頁／本体1600円

中国でビジネスを成功させるためには
どうすればいいのか？ 日中経営者フ
ォーラムで日本の大企業の社長たちを
感嘆させた中国最高のコンサルタント
の教えを，本邦初公開。

50224-2
Ｃ3034

11. 9刊

海老原嗣生著

もっと本気で、グローバル経営
―海外進出の正しいステップ―

A5判／212頁／本体1800円

グローバル経営については，見当違い
な議論が横行している。日本企業が世
界に出て自社の強みを再現するために
は，どういうアプローチをしていけば
いいのか。その正しいステップを詳述。

53286-7
Ｃ3034

11. 5刊

2.経営・産業

経 営 管 理
深谷研二著

江 ノ 電 10km の 奇 跡
四六判／192頁／本体1500円

わずか10km の路線に年間1700万人
（観光1200万人）超を引きつける「変
わらないことの魅力」や「昭和の鉄道
屋の心」などを江ノ電前社長が語る。

50276-1
Ｃ0034

15. 6刊

沼上 幹・一橋 MBA 戦略ワークショップ著

一橋 MBA 戦略ケースブック
A5判／248頁／本体2800円

MBA の分析ツールの基本と使い方身
につく企業戦略事例集。掲載されてい
るケースは，花王・P&G・ライオン，
大和ハウス・積水ハウス，ヤマト運
輸・佐川急便，セブン-イレブンなど。

52213-4
Ｃ3034

15. 2刊

FTA ビジネス研究会編著
FTA/EPAでビジネスはどう変わるか

―メリットを活用する実務ガイド―
A5判／288頁／本体2400円

大企業から中小企業まで貿易実務を大
きく変える FTA。FTA ごとに異な
る原産地ルール，手続，取引事例，ビ
ジネスモデルを徹底解説。

76214-1
Ｃ3034

14. 2刊

小川真人・白井邦芳著

会 社 の 事 件 簿！
―危機管理21の鉄則―

四六判／288頁／本体1800円

経済出版社のオンラインサイトで不動の人
気を誇る連載『社長！事件です』を書
籍化。危機管理の専門家が実際のコン
サルティング事件をベースに，会社の“落
とし穴”を21のドラマ仕立てで解き明かす。

53294-2
Ｃ3034

11.10刊

海外経営戦略／経営管理
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日本経営システム著
グローバル中堅企業のための
アジア戦略

A5判／256頁／本体2200円

アジア新興国等にグローバル展開する
「中堅」企業の重要経営課題を厳選。
課題解決の視点やポイントを，数多く
の事例をふまえて提案。

44428-3
Ｃ3034

16. 5刊

KPMG ビジネスアドバイザリー株式会社著

経営戦略としての事業継続マネジメント
―予測不能な危機に強い組織づくりのための経営者の役割―

A5判／336頁／本体3400円

企業の実態や事例をベースに，組織・
サプライチェーン・情報システム・人
材・財務における事業継続マネジメン
ト戦略を提示する。

53323-9
Ｃ3034

13. 3刊

浜辺陽一郎著
経営力アップのための
企業法務入門

A5判／272頁／本体2800円

事前にどのように備え，事後にどのよ
うに対応すればよかったのか。具体的
な事件を元に，企業法務の基本から戦
略的活用法までわかる。

53350-5
Ｃ3034

14. 8刊

遠藤 功著

現 場 力 復 権
―現場力を「計画」で終わらせないために―

四六判／224頁／本体1600円

15万部のベストセラー『現場力を鍛え
る』待望の第2弾。現場力という言葉
は浸透したものの「掛け声」「計画倒
れ」で終わりがちな組織に，その処方
箋やさらに具体的な実践方法を説く。

55630-6
Ｃ3034

09. 1刊

遠藤 功著

現 場 力 を 鍛 え る
―「強い現場」をつくる7つの条件―

四六判／216頁／本体1600円

早稲田大学ビジネススクールの人気講
座「現場学」を単行本化。トヨタ，花
王，ドン・キホーテなどの強い企業は
皆「強い現場」を持つ企業だった！
その現場力の実践的な鍛え方を伝授。

53171-6
Ｃ2034

04. 2刊

三浦紀夫著

こうなったら会社はたたみなさい
―がんばりすぎない「倒産のススメ」―

四六判／216頁／本体1500円

将来に見込みのない自転車操業の経営
は，破綻の道を突き進む。それより廃
業，倒産を検討してはどうか。倒産を
経験し，復活を遂げた著者が解く，あ
るべき会社の最期とは。

52173-1
Ｃ3034

09. 7刊

栗谷 仁著

コストマネジメント思考法
―どんな状況でも利益を生み出す―

四六判／224頁／本体1600円

コストマネジメントはケチケチ運動で
はない。新規事業起ち上げに匹敵する
利益創造活動である。本書では，不況
下でも利益を生み出すための実践的コ
ストマネジメント思考法を紹介する。

55674-0
Ｃ3034

10.10刊

A.T.カーニー監修 栗谷 仁編著

最 強 の コ ス ト 削 減
―いかなる経営環境でも利益を創出する経営体質への変革―

A5判／240頁／本体2400円

戦略コンサルティング A.T.カーニー
が初めて明かす，世界数百社で実証さ
れた，短期間で企業の収益改善に大き
なインパクトをもたらす「間接材コス
ト」の削減手法と経営論。

55640-5
Ｃ3034

09. 4刊

梅澤高明編著

最強のシナリオプランニング
―変化に対する感度と柔軟性を高める「未来の可視化」―

A5判／240頁／本体2600円

非連続な変化の時代に経営と戦略の意
思決定の質とスピードを高めるシナリ
オプランニングについて，第一人者が
解説。

53336-9
Ｃ3034

13. 9刊

A.T.カーニー監修 野田 武編著

最 強 の 調 達 戦 略
―成熟市場の企業収益力を向上させる経営手法―

A5判／256頁／本体2400円

企業コストの6～7割を占める調達コ
ストの削減 & 最適化と，グローバル
調達の道筋を示す戦略とフレームワー
ク。

53340-6
Ｃ3034

14. 2刊

経営管理
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キヤノンシステムソリューションズ㈱数理技術
部編 淺田克暢・岩崎哲也・青山行宏著

在庫管理のための需要予測入門
A5判／180頁／本体1800円

SCM などの普及とともに需要予測や
在庫管理の重要性はますます高まって
いる。基礎知識からシステム導入のポ
イントまでをやさしく解説した入門書
の決定版。

53187-7
Ｃ2034

04.12刊

宍戸善一・福田宗孝・梅谷眞人著

ジョイント・ベンチャー戦略大全
―設計・交渉・法務のすべて―

A5判／544頁／本体6000円

合弁事業を成功裏に進めるための交渉
の全体像とポイントを提示。交渉過程
に関わる実務担当者，企業法務部，弁
護士必携の書。

53333-8
Ｃ3034

13. 7刊

毛利正人著

図解 海外子会社マネジメント入門
―ガバナンス、リスクマネジメント、コンプライアンスから内部監査まで―

A5判／224頁／本体2200円

実務経験豊富なプロが，海外子会社不
正やリスク，現地経営者への権限委
譲，クロスボーダー M&A 後マネジ
メントを事例でやさしく解説。

09318-4
Ｃ3034

14. 7刊

浜辺陽一郎著

図解 コンプライアンス経営
（第4版） A5判／298頁／本体1800円

会社法改正，コーポレート・ガバナン
スコード等を反映し全面改訂。不祥事
を未然に防ぐノウハウ，発生後の対応
法までやさしく解説。

09327-6
Ｃ3034

16. 6刊

浜辺陽一郎著
スピード解説
民法＜債権法＞改正がわかる本

A5判／256頁／本体1800円

営業・法務・総務担当者等向けに，法
律案ベースで，120年ぶりの民法（債
権法）改正の重要ポイントを解説す
る。

27057-8
Ｃ3032

15. 7刊

松尾 睦著

成 長 す る 管 理 職
―優れたマネジャーはいかに経験から学んでいるのか―

A5判／224頁／本体2800円

どうすれば優れた管理職を育て，自ら
成長していくのか。多くのデータをも
とに，管理職が学び成長する過程を分
析した一冊。

53328-4
Ｃ3034

13. 6刊

R･S･キャプラン／ D･P･ノートン著
櫻井通晴・伊藤和憲・長谷川惠一監訳
戦 略 マ ッ プ

―バランスト・スコアカードによる戦略策定・実行フレームワーク―
A5判／568頁／本体4800円

1つの地図に集約できるから優れた戦
略が見えてくる！ キャプランとノー
トンによる名著がより読みやすく，よ
り正確に改訳されて復刊。

53339-0
Ｃ3034

14. 1刊

平井孝志著

戦 略 力 を 高 め る
―最高の戦略を実現するために―

四六判／208頁／本体1600円

『組織力を高める』『顧客力を高める』に続
く第3弾。なぜ優秀な企業や人材でも正
しい戦略を描けないのか？ トヨタや任
天堂などの企業例，ポーターなどの学派
の解説，戦略作成の演習問題などが満載。

53269-0
Ｃ3034

10. 4刊

古田興司・平井孝志著

組 織 力 を 高 め る
―最強の組織をどうつくるか―

四六判／256頁／本体1600円

『現場力を鍛える』『経営の構想力』に
続くシリーズ第3弾が遂に登場「現
場」と「構想」をつなぐ「組織」の力
はどう高めるか，明日からできる実践
的な方法でその極意を明かす。

53190-7
Ｃ2034

05. 2刊

山田浩司著

中小企業のための経費削減
―1カ月で成果が出る実行プログラム付き―

四六判／184頁／本体1500円

中小企業向けコスト削減を解説。「電
気を消す」「コピーの裏側を使う」に
とどまらないコスト削減の考え方とア
イデアを示しつつ，削減策実行でいく
らの削減につながるかを金額で示す。

52174-8
Ｃ3034

09. 7刊

経営管理
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森下翠惠・武井 泉著

ハラル認証取得ガイドブック
―16億人のイスラム市場を目指せ！―

A5判／200頁／本体2200円

ハラル実務の本格的解説書。イスラム
市場への参入にはハラル認証が不可
欠。認証取得のノウハウを豊富な具体
的事例を交え解説。

53342-0
Ｃ3034

14. 3刊

森生 明著

バリュエーションの教科書
A5判／260頁／本体2600円

日々の意思決定や経営を俯瞰するため
の，共通言語としてのバリュエーショ
ン（企業価値算定）を平易に解説した
基本テキスト。

60223-2
Ｃ3034

16. 5刊

山本政樹著

ビジネスプロセスの教科書
四六判／320頁／本体1600円

なぜ業務がうまく回らないのか？ 経
営者から現場の社員までビジネスプロ
セスの全体像を俯瞰し理解する，「変
革」のための指南書。

96114-8
Ｃ3034

15. 7刊

太田 肇・日本表彰研究所著

表 彰 制 度
―会社を変える最強のモチベーション戦略―

四六判／224頁／本体1600円

社長賞，○○賞……など表彰制度につ
いて取り上げた初めての経営書。成功
事例を多数紹介し，戦略的に活用する
ための方法を解説する。

53331-4
Ｃ3034

13. 7刊

發知敏雄・箱田順哉・大谷隼夫著

持 株 会 社 の 実 務
（第7版） A5判／352頁／本体3200円

会社法改正等の最新法令・基準を反映
し全面改訂。経営・法務・税務・会計
の各分野から持株会社にアプローチし
ている唯一の実務書。

55757-0
Ｃ3034

15. 2刊

遠藤 功著

見 え る 化
―強い企業をつくる「見える」仕組み―

四六判／224頁／本体1600円

ベストセラー『現場力を鍛える』に続く
第2弾。自社，他社，顧客，問題，ノウ
ハウが見えれば，企業は強くなる。現場
力の中核コンセプト「見える化」を豊富
な事例のもとに体系化する。

53201-0
Ｃ3034

05.10刊

M･H･ベイザーマン／ M･D･ワトキンス著
奥村哲史訳
予測できた危機をなぜ防げなかったのか？

―組織・リーダーが克服すべき3つの障壁―
A5判／336頁／本体2800円

事前に予測・警告されていたにもかか
わらず，起こってしまう失敗がある。肺
ガン，停電，環境問題を事例として取
り上げながら，予測していた危機が現
実化してしまうメカニズムを明かす。

50229-7
Ｃ3034

11.11刊

2.経営・産業

経営者・リーダー
金川千尋著
危 機 に こ そ、 経 営 者 は
戦 わ な け れ ば な ら な い！

―言い訳をしない実践経営学―
四六判／248頁／本体1600円

名著『社長が戦わなければ，会社は変
わらない』に大幅加筆。「大震災後」
への対応，更なるグローバル化戦略な
ど幾多の試練を乗り越え，ますます真
価を発揮する金川流経営のすべて。

55696-2
Ｃ3034

11. 7刊

経営者・リーダー
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坂根正弘著

言 葉 力 が 人 を 動 か す
―結果を出すリーダーの見方・考え方・話し方―

四六判／224頁／本体1600円

なぜ彼の言葉に誰もが耳を傾けるのか。なぜ
その言葉は人を動かすのか。社長就任時800
億円の最終赤字にあったコマツを建て直し，
組織を変えた秘訣は「見る」「語る」「実行
する」を三位一体とする「言葉力」にあった。

53305-5
Ｃ0034

12. 2刊

山田昭男著

ド ケ チ 道
―会社を元気にする「生きたお金」の使い方―

四六判／200頁／本体1500円

蛍光灯は1つずつ消灯，コピーは1台，
残業は罰金制。だけど日本一休日が多
く，70歳定年で，超高収益企業。テレ
ビ出演45回以上の名物社長が「ドケチ」
「反ドケチ」経営の方法と哲学を説く。

52189-2
Ｃ3034

10. 9刊

田坂広志著

なぜマネジメントが壁に突き当たるのか
―成長するマネジャー12の心得―

四六判／308頁／本体1600円

大競争時代の昨今，勝ち残りを目指す
マネジャーにはどんな条件が求められ
るのか？ 経営書ジャンルでは有数の
人気を誇る著者が読者の素朴な疑問に
ズバリ切り込む。

52124-3
Ｃ3034

02. 4刊

浅枝敏行著
日本人ビジネスマン、
アフリカで蚊帳を売る

四六判／392頁／本体1800円

住友化学の窓際だった商品「オリセッ
ト」（防虫剤入り蚊帳）。遠く離れたア
フリカで売れるまでのビジネスマンた
ちの奮闘を描く。

55762-4
Ｃ3034

15. 7刊

樋口泰行著
マイクロソフトで学んだこと、
マイクロソフトだからできること。

四六判／240頁／本体1600円

樋口社長がマイクロソフトでの3年間
の取り組みとコンピューティングの未
来について語る初の本。日本の顧客の
信頼を勝ちとり，業績向上につなげて
いるプロ経営者の仕事力が学べる。

50216-7
Ｃ3034

11. 4刊

葛西敬之著

未 完 の「国 鉄 改 革」
―巨大組織の崩壊と再生―

四六判／384頁／本体1800円

国鉄はボロボロだった。崩壊を止める
には分割民営化しかない。著者は改革
の急先鋒に立ち，経営と労組の馴れ合
いに真っ向から挑んでいった。はたし
て改革は成ったのか？

06122-0
Ｃ3021

01. 1刊

2.経営・産業

マーケティング
金子欽致著
明 日、会 社 を 辞 め て も

「稼げる人」になれる本
四六判／232頁／本体1500円

独立・起業したが売上げがさっぱり。
どうしたらいいのか！ 集客の達人
が，顧客を引きつける「ウリ」を見つ
け，磨く方法を解き明かす。

55765-5
Ｃ0034

15.11刊

立川光昭著
お金をかけずにマスコミにとり
あげられるユダヤ式 PR 術

四六判／224頁／本体1400円

「行列仕掛け人」として話題の著者が
初めて公開！ ユダヤ系商社での経験
をもとに編み出した，個人商店・飲食
店から大企業まで，ビジネス規模を問
わずに使える新しい宣伝手法。

55710-5
Ｃ0034

12. 3刊

マーケティング
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野村総合研究所 オタク市場予測チーム著

オ タ ク 市 場 の 研 究
A5判／276頁／本体1900円

オタクはもはやニッチではない。アニ
メ，コミック，ゲーム，アイドル，鉄
道など，12分野のオタク市場に対し
て，野村総合研究所が試みた初めての
真面目なマーケット分析。

55541-5
Ｃ3034

05.10刊

P･コトラー／ J･A･キャスリオーネ著
齋藤慎子訳
カ オ テ ィ ク ス

―波乱の時代のマーケティングと経営―
四六判／288頁／本体1800円

好景気→不況→好景気……を繰り返す
経済から，景気が乱高下する経済に変
わった。この波乱の時代を乗り切るに
はカオティクス（混乱に備え活かす管
理手法）が必要。その全貌を明かす。

55653-5
Ｃ3034

09. 9刊

小阪裕司著

価 値 創 造 の 思 考 法
四六判／292頁／本体1600円

新商品でも，既存の商品でも，どうすれば
「売れる商品（サービス）」になるのか。
「価値要素採掘マップ」や「顧客の旅デ
ザインマップ」の活用法を「感性価値創造
マーケティング」の第一人者が紹介する。

55722-8
Ｃ3034

12.10刊

北尾吉孝編著

起 業 の 教 科 書
―次世代リーダーに求められる資質とスキル―

A5判／292頁／本体2600円

SBI 大学院大学の講座内容を軸に，ベ
ンチャービジネスに必要な知識を網羅
したテキスト。ビジネスモデル，収支
計画，事業計画，資金調達，営業，法
務の基本を丁寧に解説している。

50211-2
Ｃ3034

10. 7刊

山本 晶著

キーパーソン・マーケティング
―なぜ、あの人のクチコミは影響力があるのか―

四六判／224頁／本体1500円

ソーシャルメディアが台頭する中で，
絶大な影響力を持つ「キーパーソン」
の正体。一冊でクチコミのすべてがわ
かる決定版。

55742-6
Ｃ3034

14. 4刊

D･S･ケネディ著
神田昌典監訳 齋藤慎子訳
究 極 の セ ー ル スレター

―シンプルだけど、一生役に立つ！お客様の心をわしづかみにするためのバイブル―
四六判／232頁／本体1600円

米国のカリスママーケッターが書いたダ
イレクト・マーケティングの決定版。初
版は1990年に刊行され読み継がれてきた。
日本のマーケッターも密かに読んでいた
1冊。ついに日本版登場。

55577-4
Ｃ3034

07. 3刊

D･S･ケネディ著
神田昌典監訳 齋藤慎子訳
究極のマーケティングプラン

―シンプルだけど、一生役に立つ！お客様をトリコにするためのバイブル―
四六判／280頁／本体1600円

マーケティングプラン策定のコツを米
国のカリスママーケッターが教えてく
れる。『究極のセールスレター』と併
せて読むべき1冊。プラン作成のため
のシート付きで非常に実践的。

55578-1
Ｃ3034

07. 3刊

長沢伸也編著

グ ッ チ の 戦 略
四六判／408頁／本体2600円

グッチとグッチグループの今昔の経営
戦略，ブランド戦略がこれ一冊でわか
る。アパレル，ラグジュアリーブラン
ド業界関係者必携の書。

50258-7
Ｃ3034

14.10刊

B・バーク著 鈴木素子訳

GAMIFY ゲ ーミファイ
―エンゲージメントを高めるゲーミフィケーションの新しい未来―

四六判／304頁／本体2600円

顧客や従業員が目標を達成できるよう
に力を与える「ゲーミフィケーショ
ン」の導入方法を，米国や日本の最新
事例を元に解説。

53370-3
Ｃ3034

16. 1刊

松田久一著

「嫌 消 費」世 代 の 研 究
―経済を揺るがす「欲しがらない」若者たち―

四六判／212頁／本体1500円

若者の消費スタイルが変化している。
その理由を若者の強い「劣等感」に見
いだし，劣等感の形成過程と経済への
影響を，独自調査をもとに詳しく分
析。新しい「世代論」を提案する。

39521-9
Ｃ3033

09.11刊

マーケティング
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J・グッドマン著 畑中伸介訳

顧 客 体 験 の 教 科 書
四六判／456頁／本体2600円

伝説のコンサルタントが SNS 時代の
顧客サービスを伝授。いかにして自社
のファンを作るのか？ 顧客から始ま
る企業の変革方法。

55769-3
Ｃ3034

16. 7刊

P･コトラー著 恩藏直人監訳 大川修二訳

コトラーのマーケティング・コンセプト
A5判／256頁／本体1900円

ビジネスに必要な着想とは？ その活
かし方とは？ 「近代マーケティング
の父」が80のキーコンセプトを取り上
げ，経営の現場で役立つ思考法を伝授
する刺激的な1冊。

55476-0
Ｃ3034
テキスト

03. 5刊

P･コトラー／ F･トリアス･デ･ベス著
恩藏直人監訳 大川修二訳

コトラーのマーケティング思考法
A5判／224頁／本体1800円

市場の細分化が進む今，マーケターに
必要な発想法とは？ マーケティング
界の重鎮が「水平思考」を取り入れた
新手法を伝授。「過剰満足」の市場を
攻略するためのヒント満載の1冊。

55513-2
Ｃ3034
テキスト

04. 4刊

小山登美夫著
小山登美夫の何もしない
プ ロ デ ュ ー ス 術

四六判／208頁／本体1600円

村上隆，奈良美智を発掘し1億円アー
ティストにした世界的ギャラリストが明
かすプロデュースの極意。どう新人を発
掘し，育て，仕掛け，話題にするか。ビ
ジネス全般に通用する秘訣満載。

04338-7
Ｃ0034

09. 6刊

アクセンチュア 村山 徹・三谷宏治
＋戦略グループ・CRM グループ著

CRM 顧 客はそこにいる
〔増補改訂版〕 四六判／392頁／本体2600円

定評のあるロングセラーを全面改訂。
新版では，実際に導入した日本企業の
問題点の指摘，顧客戦略のさらに掘り
下げた提案，銀行，製薬など業界事例
の充実を図った。

55429-6
Ｃ3034

01. 7刊

L･スコット著 雨宮 寛・今井章子訳
JENGA―世界で2番目に売
れているゲームの果てなき挑戦

四六判／256頁／本体2200円

発売以来，世界で5000万個を超えて売
れ続ける大ヒット！ジェンガが「どこ
の家庭にも必ず置いてあるゲーム」に
なるまでの物語。

55739-6
Ｃ3034

13.12刊

余田拓郎・首藤明敏編著

実践 BtoB マーケティング
―法人営業 成功の条件―

A5判／192頁／本体2200円

なぜ，あの会社は案件を勝ち取れるの
か？ 300社にわたる顧客の購買と成
功 企 業 の 調 査 か ら 導 か れ た 法 人

（BtoB）営業の方法論。

55738-9
Ｃ3034

13.12刊

坂本桂一著

新規事業・成功の〈教科書〉
―200社以上に命を吹き込んだプロ中のプロが教える―

四六判／184頁／本体1500円

新規事業が必要なのは誰もが知ってい
るのに，立ち上げ方は誰も知らない。
百戦錬磨のプロが数多くの「仕組み」
を提示し，成功のための正しい考え
方・ノウハウを具体的に説く。

55667-2
Ｃ3034

10. 4刊

有元裕美子著

スピリチュアル市場の研究
―データで読む急拡大マーケットの真実―

四六判／272頁／本体1800円

スピリチュアルは女性を中心とした幅
広い層に受け入れられて一大ブームと
なり，近年サービス市場が一気に顕在
化した。調査結果を軸に有望カテゴリ
ーや今後の市場のゆくえを探る。

76199-1
Ｃ3060

11. 4刊

鬼頭孝幸著

戦 略 とし て の ブ ラ ンド
―「コンセプト」×「オペレーション」×「組織」でつくる成功の方程式―

A5判／274頁／本体2400円

欧米のグローバル企業や韓国サムスンな
どの後塵を拝している日本企業が世界市
場で勝てるブランドをつくるためにはどうし
たらいいのか？ 気鋭の戦略コンサルタン
トがその具体的な処方箋を提示する。

55721-1
Ｃ3034

12.10刊

マーケティング
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小阪裕司著

そうそう、これが欲しかった！
―感性価値を創るマーケティング―

四六判／272頁／本体1600円

人間の行動と感性に着目した「感性の
マーケティング」の基本のフレーム
ワーク，実践ステップを体系化。売上
げ5倍増，10倍増の豊富な実例から学
べる実践書。

55588-0
Ｃ3034

07. 7刊

岡田 豊編著

地 域 活 性 化 ビ ジ ネ ス
―街おこしに企業の視点を活かそう―

四六判／240頁／本体1800円

人口減少時代の地域おこしにはビジネ
ス感覚が不可欠だ。全国各地の多様な
事例を検討し，成功の秘訣を示す。

21207-3
Ｃ3031

13. 3刊

木村真子著
通 販 マ ー ケ テ ィ ン グ
売 れ る チ ラ シ 入 門

A5判／192頁／本体2000円

クリエイティブテスト（広告効果判定
テスト）で，最も反響の大きかったチ
ラシを選ぶことで，通販広告の費用対
効果を2倍以上にすることもできる。

55735-8
Ｃ3034

13.10刊

J・ベッカーマン／ T・グレイ著 福山良広訳

なぜ、あの「音」を聞くと買いたくなるのか
四六判／344頁／本体2400円

「音」は感情を動かす。感情は行動に
直結する。であれば，「音」の力をビ
ジネスに活かせるはずだ。その手法
を，第一人者が解説する。

55768-6
Ｃ3034

16. 1刊

松下東子・日戸浩之・濱谷健史著

なぜ、日本人はモノを買わないのか？
―1万人の時系列データでわかる日本の消費者―

A5判／216頁／本体1600円

1万人の大規模調査でみえた日本人の
買いもの遍歴。それにもとづき売れる
キーワード・キーパーソンを整理し，
心を動かすヒントを提言。

55729-7
Ｃ3034

13. 7刊

J･ハーキン著 花塚 恵訳

ニ ッ チ
―新しい市場の生態系にどう適応するか―

四六判／264頁／本体1800円

モレスキン，スタバ，アップルはなぜ
熱烈なファンを味方にし，大成功を収
めたのか？ 小さな市場を見つけ，育
てるためのヒントを示す。

52207-3
Ｃ3034

13. 1刊

余田拓郎著

B to B マ ー ケ テ ィン グ
―日本企業のための成長シナリオ―

A5判／264頁／本体2800円

日本の競争力は，素材・部品などの B
to B 企業にかかっているが，技術力を
利益に結びつけるのが不得手である。
マーケティングの観点から多くの事例
をもとに成長シナリオを描き出す。

55693-1
Ｃ3034

11. 7刊

水越康介著

「本 質 直 観」の す す め。
―普通の人が、平凡な環境で、人と違う結果を出す―

四六判／256頁／本体1500円

統計分析，ビッグデータが腑に落ちな
い日のアイデア論。価値創造は，答え
を「外」に求めるのをやめることから
はじまる。

47087-9
Ｃ3033

14. 2刊

上野啓子著

マーケティング・インタビュー
―問題解決のヒントを「聞き出す」技術―

A5判／184頁／本体2000円

最近10年間で約10万人にのぼる消費者
からマーケティングリサーチを行って
きている著者が消費者の意識を「聞き
出す技術」を余すことなく解説。読め
ばあなたも名マーケッター。

55510-1
Ｃ2034

04. 7刊

山本直人著

マーケティング演習ノート
A5判／216頁／本体1800円

練習問題を解くワークブックスタイル
でマーケティングを学ぶ。「自分は最
近何を買ったか」「最近，気になる広
告は？」といった身の回りの事柄から
基礎と実践を学ぶスタイルを採用。

55669-6
Ｃ3034

10. 6刊

マーケティング
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山本直人著

マーケティング企画技術
―マーケティング・マインド養成講座―

A5判／224頁／本体2200円

ビジネススクールでは教えないマーケ
ティングの発想力と思考力を身につけ
るための1冊。観察から，発想，企画
立案，プレゼンまで，実務担当者に必
要な基本プロセスが独習できる！

55531-6
Ｃ3034

05. 2刊

数江良一著

マ ー ケティン グ 思 考 法
―考えて行動するための実践的手引書―

A5判／274頁／本体2400円

調査，分析，企画，実行のマーケティ
ングの実務に即した入門書。概念の説
明にとどまらず，概念の根底にあるも
のの考え方，それをさまざまな企業環
境の中でどう活かしていくかを解説。

55681-8
Ｃ3034

10.12刊

岸田雅裕著

マーケティングマインドのみがき方
四六判／256頁／本体1500円

「BMW は顧客の声を聞かない」「ユニ
クロのターゲットは広くて狭い」……。
豊富な事例を通じて，マーケティング
の重要なテーマ，キーワード，そして
新たなトレンドをわかりやすく解説！

55661-0
Ｃ3034

10. 2刊

2.経営・産業

営 業
沼澤拓也著

インサイドセールスの実務
―売上を3倍に増やす驚異の営業支援システム―

A5判／208頁／本体2100円

売上がアップする営業支援の仕組み・
インサイドセールス。大手企業も導入
する驚異の仕組みと人材育成のノウハ
ウを解説。

55716-7
Ｃ3034

13. 4刊

野部 剛著

営 業 は 準 備 力
四六判／202頁／本体1500円

トップセールスマン2000人のインタ
ビューから明らかとなった成功の法則
とは？ カリスマコンサルタントが

「営業の基本」を伝授。

55747-1
Ｃ3034

14.11刊

菊原智明著

営業マンは理系思考で売りなさい
四六判／224頁／本体1400円

理系・口べた人見知りのダメ営業マンが，
4年連続トップ営業マンへ。科学的にアプ
ローチしたトーク設計図，営業レターなど
誰でも真似できる実例満載で，最小労力
でスマートに結果を出す方法を紹介。

04424-7
Ｃ0034

11. 5刊

野部 剛著
90日間でトップセールスマンに
な れ る 最 強 の 営 業 術

四六判／200頁／本体1500円

優秀な営業マンを輩出することで定評
のあるソフトブレーン社が，「90日間
営業力強化プログラム」と呼ぶ独自ノ
ウハウを大公開。営業マン，営業管理
職にとっての必読書。

55634-4
Ｃ3034

09. 2刊

柴田和子著

柴田和子 正々堂々のセールス
四六判／256頁／本体1300円

14年連続日本一の記録を現在も更新中
で，ギネスブックにも紹介された「伝
説の生保レディ」が，年契約2000億円
の驚異のセールスノウハウ，成功哲学
を初めて公開。

55207-0
Ｃ3034

92.11刊

営 業
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北澤孝太郎著

優れた営業リーダーの教科書
A5判／336頁／本体1800円

リクルート等で圧倒的な営業成績を上
げ続けた著者が，部下を育て強い組織
を作るリーダーとなるために何をすべ
きかを解き明かす。

55764-8
Ｃ3034

15. 9刊

高城幸司著

トップ営業のフレームワーク
―売るための行動パターンと仕組み化・習慣化―

四六判／232頁／本体1600円

トップ営業マンが持つノウハウをフレー
ムワーク化し，それを当てはめることで，
誰でも一定の業績を上げられる営業マン
に変身させるコツを紹介。元リクルート・
トップ営業の集大成本です。

55665-8
Ｃ3034

10. 3刊

野津浩嗣著
21 年 間で 2600 回セミナーを実施した私の

「顧客を獲得できるセミナーづくり」7つの法則
―なぜ「いいセミナー」をしても結果に結びつかないのか？―

四六判／208頁／本体1500円

セミナー作りのカリスマが全てのノウハウを
初公開！ 「いいセミナー」と「売れるセミ
ナー」は違う。「ニーズ」の見極め方，

「ニッチ」の攻め方，チラシ・資料の作り
方，話し方，事後営業まで徹底解説。

55703-7
Ｃ3034

12. 1刊

今村英明著

法 人 営 業「力」を鍛 える
四六判／256頁／本体1700円

高収益営業を実現するマーケティン
グ・ロジックを身につけろ！ 定期訪
問，カラオケ，接待，ゴルフ，贈答以
外に営業ツールがない法人営業の世界
に科学的な手法とツールを紹介。

55535-4
Ｃ3034

05. 4刊

渡邊達雄著

本 物 の 提 案 営 業
四六判／176頁／本体1400円

「やめることから始める」提案営業の
指南書。従来型では顧客にささる提案
は不可能。やめること／新たに始める
ことを明らかにする。

04507-7
Ｃ0034

13. 8刊

近藤 敬・斎藤 岳著

ロ ジ カ ル ・ セ リ ン グ
―最強の法人営業―

A5判／208頁／本体2200円

ロジカル・シンキングを営業に落とし込む
技術を教える1冊。論理思考をいざ自分
の営業活動で活かそうとすると，実践で
きない人に向けて，法人営業のやり方を
解説。『Think！』の人気連載を書籍化。

55678-8
Ｃ3034

10.11刊

2.経営・産業

IT・eビジネス
遠藤 功監修 大野隆司著

一 歩 先 のクラウド 戦 略
四六判／240頁／本体1600円

「強い現場」を作り「見える化」を実践するに
は，企業はクラウドをどう取り込めばいいか。
富士通，マイクロソフト，ドリームアーツ，プ
ラスアルファ・コンサルティングのサービスを
分析し，法則を探る。類書のない1冊。

58088-2
Ｃ3034

11. 2刊

松浦由美子著

O2O 新 ・ 消 費 革 命
―ネットで客を店舗へ引きつける―

四六判／224頁／本体1500円

ローソンはなぜ30万枚の「からあげクン
半額券」をたった17時間で配布できたの
か。スマホで情報武装した消費者をリア
ルの店舗に呼び込み，楽しんで買い物・
食事をしてもらう成功事例を多数紹介。

58098-1
Ｃ3034

12.10刊

IT・eビジネス
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室井雅博・譲原雅一著

企業変革のための IT 戦略
四六判／200頁／本体1800円

IT は業務効率化だけのツールではな
い。内外の先進事例をもとに，IT を
経営の根幹に据えたビジネスモデルを
提案する。

53372-7
Ｃ3034

15.12刊

野村総合研究所 城田真琴著

ク ラ ウ ド の 衝 撃
―IT 史上最大の創造的破壊が始まった―

四六判／256頁／本体1500円

グーグル，マイクロソフト等がしのぎを
けずる新技術「クラウド」により，PC は
たんなる箱と化し，会社からはサーバが
消える。この大変化の本質と対策をビジ
ネスの視点から平易に解説。

58082-0
Ｃ3034

09. 2刊

桑津浩太郎著

2030年 の IoT
A5判／176頁／本体1800円

「IoT（モノのインターネット化）」に
ついて，具体的なビジネスの構造と自
社にとってのビジネスチャンスを理解
できるように解説。

76222-6
Ｃ3034

15.12刊

安岡寛道編 曽根原登・宍戸常寿著

ビッグデータ時代のライフログ
ICT 社会の “人の記憶” ―

四六判／240頁／本体2400円

ビッグデータ時代，「人の記憶」に今
何が起こるのか。言動をデジタルデー
タとして記録するインパクトをビジネ
ス，生活，法制度にいたるまで詳細に
網羅し解説する。

58097-4
Ｃ3034

12. 6刊

野村総合研究所 城田真琴著

ビ ッ グ デ ー タ の 衝 撃
―巨大なデータが戦略を決める―

四六判／312頁／本体1800円

グーグル，フェイスブック，グリー，
モバゲー。ネット業界を席巻する企業
に共通する成功要因は，「ビッグデー
タ」活用だ。ビジネスを劇的に変えた
この概念を，第一人者が詳しく解説。

58096-7
Ｃ3034

12. 6刊

辻村清行著

モ バ イル パワーの 衝 撃
―スマートフォン時代の事業モデル革命―

四六判／224頁／本体1600円

産業革命，情報通信革命に続く，第三
の革命，ケータイ・スマホによる事業
モデル革命が，今，起こっている。本
書はモバイルが生み出した事業モデル
革命の全貌を明らかにしていく。

55704-4
Ｃ3034

12. 1刊

2.経営・産業

人 事・総 務
坪野剛司監修・年金綜合研究所編

ASEAN の社会保険実務
A5判／196頁／本体2800円

ASEAN 進出時に留意すべき社会保険
実務を解説。日本で本人と家族が行う
手続き，現地雇用者に関して行う手続
きの必須情報を集約。

70142-3
Ｃ3034

15.11刊

キャメル･ヤマモト（山本成一）著

グローバル人材マネジメント論
―日本企業の国際化と人材活用― ＊ベストソリューション

A5判／240頁／本体2400円

生き残りをかけた日本企業の海外進出
―その成否をわける「人材の調達と育
成」とは。外資系人事コンサルタント
による「国際的な人材マネジメント」
に焦点をあてた入門書。

53219-5
Ｃ3034

06.10刊

人事・総務
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アクセンチュア 経営コンサルティング本部人材･
組織マネジメントグループ著 杉村知哉監修
グローバル組織・人材マネジメント

―新興国進出のための―
A5判／216頁／本体2400円

ビジネスのグローバル化に伴い，業種業界を
問わずグローバル人材の育成・獲得が企業
の急務となっている。世界18万人のグローバ
ル社員を要するアクセンチュアが，人材育
成・獲得，組織設計のノウハウを解説する。

53298-0
Ｃ3034

11.11刊

後藤将史著

グローバルで勝てる組織をつくる7つの鍵
―人材活用の新戦略―

A5判／216頁／本体2200円

組織・人材のグローバル化のあるべき
姿の描き方と，そこへ到達する具体的
なアクションにつなげるための「7つ
の鍵」について，豊富なプロジェクト
事例の紹介も含めて解説する。

53306-2
Ｃ3034

12. 2刊

五十嵐 寛著

実践マニュアル 危機管理と広報
―クライシス・コミュニケーション100のポイント―

A5判／288頁／本体2400円

実践的な広報ガイドブック。シンプル・
サンプル・ユースフルをキーワードに，
いざというときすぐ役に立つ知識・手法
を大公開。個人情報保護法等新制度への
対応テクニックも詳細に網羅。

55590-3
Ｃ3034

07. 7刊

糀谷博和・大西美佳・田中義郎著
社長、サービス残業代請求問
題はこう解決しましょう！

―訴訟のリスクを回避し、会社を良くする処方箋―
四六判／208頁／本体1600円

1人の社員に2年間1日1時間のサー
ビス残業をさせていると，数百万円も
の未払い残業代を請求されることがあ
ります！ サービス残業に頼らない，
効率のよい働き方を経営者に提案。

52179-3
Ｃ3034

10. 4刊

曽和利光著

就 活「後 ろ 倒し」の 衝 撃
四六判／200頁／本体1300円

「外資・ブラックが笑い，日本企業が
泣く」「エリートが笑い，普通の学生
が泣く」――後ろ倒しで激変する就活
の実情と対処法を解説。

22347-5
Ｃ0036

14. 9刊

太田 肇著

承 認 欲 求
―「認められたい」をどう活かすか？―

四六判／240頁／本体1600円

社員の「認められたい」という本音を
刺激して動機づけるにはどうしたらい
いのか？ また社員はどうすれば上手
く認めてもらえるのか？ 今話題の新
たなインセンティブ手法を満載。

53235-5
Ｃ3034

07.10刊

高橋俊介著
〔新 版〕 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―
A5判／232頁／本体2400円

人材マネジメントの今やスタンダード
となった旧著を全面改定。最新の事例
を豊富に取り入れ，成果を生み出す能
力と人物像を徹底的に分析・解説す
る。大手企業人事部担当者必読の本。

53211-9
Ｃ3034

06. 5刊

亀田高志著
人事担当者、管理職のための
メ ン タ ル ヘ ル ス 入 門

―図でわかる、適切な対応ができる―
四六判／240頁／本体1700円

仕事の環境激変により，メンタルヘル
スの不調を抱えている人は多い。部下
にうつ病，適応障害などの症状が出た
とき，どう対応するか。ストレス社会
で部下を束ねる上司必読の書。

53254-6
Ｃ3034

09. 3刊

五十嵐 寛著

新版 実践マニュアル 広報担当の仕事
A5判／272頁／本体2400円

広報で地雷にもなりうる WEB とソー
シャルメディア対策について追加解説
する。多くの広報担当者に読まれてき
た同書待望改訂版。

55750-1
Ｃ3034

14.10刊

吉田 実著

「新・ぶら下がり社員」症候群
―企業を脅かす30歳社員の「目の色」を変える処方箋―

四六判／208頁／本体1500円

「辞めません。でも，頑張りません」
――自分を，組織を，未来を諦める社
員が急増中。独自の調査データと10年
間の実践をもとに，「頑張らない」心理
と「頑張りたくなる」方法を解明する。

53283-6
Ｃ0034

11. 1刊
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みずほ総合研究所著
図解 人事労務担当のための雇用
と労働の基本ルールがよくわかる本

A5判／224頁／本体1800円

いきなり人事・労務担当者になって
も，読めばその時点から知っておくべ
き雇用と労働の基本知識を身につける
ことができる一冊。

09326-9
Ｃ3034

15.10刊

タワーズワトソン編

攻 め の ガ バ ナ ン ス
A5判／296頁／本体2600円

日本企業に，グローバルに投資資金と
人材を引きつけ，競争力を強化し，持
続的な成長と企業価値の向上をもたら
すための改革の方向を示す。

53367-3
Ｃ3034

15. 9刊

伊東朋子著

大転換する人材マネジメント
―迫られる人事部の意識変革―

四六判／160頁／本体1400円

グローバル化時代にあって，企業の継続
的成長のためには人事・人材開発担当
者が変わらなければならない。経営戦略を
実現できる人材をどう育てるか，企業変
革のために最適な人材育成のしくみとは。

96103-2
Ｃ3034

12. 7刊

中嶋哲夫著

正しい目標管理の進め方
四六判／256頁／本体1800円

あなたの会社の評価制度はノルマ主義
になっていないか。人を育て活力ある
職場をつくる人事評価制度を解説す
る。

53355-0
Ｃ3034

15. 1刊

井上和幸・曽和利光著
知名度ゼロでも「この会社で働きたい」と
思われる社長の採用ルール48

四六判／224頁／本体1500円

リクルート社の元採用担当者が教え
る，小さな会社がコストをかけずに優
秀な学生を採用して即戦力に育てる戦
略・戦術・実行法。

26107-1
Ｃ3034

13. 7刊

渋谷昌三著

なぜ、この人に部下は従うのか(新装版)
四六判／272頁／本体1400円

部下がごく自然に従ってくる上司は何
が違うのか。「部下をうまく操縦した
い」と考える人に役立つ，実践的な解
説。

04562-6
Ｃ0034

14.12刊

高橋俊介著

21 世 紀 の キ ャ リ ア 論
―想定外変化と専門性細分化深化の時代のキャリア―

A5判／260頁／本体2500円

21世紀の日本企業を襲う2つの人事の
大波。想定外変化による予期せぬキャ
リアチェンジと，専門性の細分化深化
について，その分析と対処法を記した
初の解説書。著者キャリア論の集大成。

53311-6
Ｃ3034

12. 4刊

中澤二朗著
「働 く こ と」 を 企 業 と
大 人 に た ず ね た い
―これから社会へ出る人のための仕事の物語―

四六判／256頁／本体1500円

働くとはどういうことか，良き企業と
は，社会とは？ 30年間人事担当とし
て，のべ1万人の採用面接をしてきた
著者が企業人として語る仕事へのメッ
セージ。

55685-6
Ｃ0034

11. 2刊

太田 肇著

認 め 上 手
―人を動かす53の知恵―

四六判／224頁／本体1400円

絶大なパワーを秘めた承認欲求を刺激
して，社員の眠っていた意欲と能力を
引き出すにはどうしたらいいのか？
コストをかけずに本音をつき，ヤル気
を引き出すための手法を解説します。

53258-4
Ｃ3034

09. 6刊

鳥越慎二著

メンタリティマネジメント
―社員のストレスをモチベーションに変える方法―

A5判／208頁／本体2000円

従業員の「心の健康」を維持し，高め
ることが重要な経営課題になっている。
メンタルヘルス問題の発生をいかに防
ぐか，また不調者に対してどう対応し
たらいいのか。人事部必読の一冊。

53318-5
Ｃ3034

12.12刊

人事・総務

109



辻太一朗著

「履 修 履 歴」 面 接
四六判／256頁／本体1800円

文科省推奨，3大商社ほか大手企業が
続々導入！ たった5分で学生の真の
姿を見抜く「成績表活用面接」の手法
を，第一人者が完全解説！

22367-3
Ｃ0036

15.12刊

L・ボック著 鬼澤 忍・矢羽野 薫訳

ワ ー ク ・ ル ー ル ズ！
四六判／560頁／本体1980円

21世紀を代表する企業グーグルの人材
採用，育成，報酬の仕組みがついに公
開。最高のチームを絶え間なく生み出
す秘密がわかる！

53365-9
Ｃ3034

15. 7刊

2.経営・産業

産 業
泉谷 渉著
1時間でスピード解説！
図 解 シェールガス革 命

A5判／212頁／本体1500円

シェールガスで日本の重厚長大産業は
大復活を遂げる！ 産業，経済，国際
情勢において，これから起こる変化を
図解でわかりやすく解説。

09307-8
Ｃ3034

13. 6刊

八木良太著

音楽産業 再成長のための組織戦略
A5判／224頁／本体3000円

市場半減の中でも成長を遂げた企業
が，いかに組織対応したか解明。今後
のコンテンツビジネスの経営について
有益な示唆を提示する。

76218-9
Ｃ3034

15. 7刊

八巻 淳・森島義博著
改 正 土 壌 汚 染 対 策 法
土壌汚染地の保有と対策

A5判／248頁／本体3000円

中小規模の土地の土壌汚染対策はこれ
から本番！ 実務に長けた著者が，

「土地を保有する場合の土壌汚染問題
の係わり方」の全てを解説。

65457-6
Ｃ3032

13.10刊

W･J･ミッチェル／ C･E･ボローニ=バード／
L･D･バーンズ著 室田泰弘訳

「考えるクルマ」が世界を変える
―アーバン・モビリティの革命―

四六判／430頁／本体2800円

MIT と GM の共同研究。ネットにク
ルマを載せるという発想で，自動車自
体がコミュニケーションをとれるよう
になり，そこから新たなクルマ社会の
未来は拓ける。

76201-1
Ｃ3034

12. 2刊

宿輪純一著

決 済 イ ン フ ラ 入 門
四六判／240頁／本体1800円

新日銀ネットから電子マネー，フィン
テックまで，最新のトピックや基礎的
知識を取り上げ，決済に関するキー
ワードを網羅した一冊。

68141-1
Ｃ3033

15.12刊

尾木蔵人著

決定版 インダストリー4.0
―第4次産業革命の全貌―

四六判／212頁／本体1400円

注目される第四の産業革命。独インダ
ストリー4.0や米国インダストリアル
インターネット，そして日本のものづ
くりの未来がわかる！

76221-9
Ｃ3034

15. 9刊
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加藤洋輝・桜井 駿著

決 定 版 FinTech
―金融革命の全貌―

四六判／232頁／本体1600円

Finance × Technology ＝ Fintech！
IT を駆使し金融の常識を塗りかえつ
つあるフィンテックの全貌を解説。

76226-4
Ｃ3034

16. 5刊

大島堅一著

原発はやっぱり割に合わない
―国民から見た本当のコスト―

四六判／232頁／本体1600円

原発は安価な電力ではない。気鋭の経
済学者が，発電，財政，賠償，廃棄物
にわたるそのカラクリを経済性の視点
で解き明かしながら，再生可能エネル
ギー移行へのシナリオを描き出す。

80086-7
Ｃ3033

12.12刊

D・アトキンソン著

国 宝 消 滅
四六判／344頁／本体1500円

アナリストの分析力と国宝修繕会社社
長の経験を元に伝統文化と日本経済の
危機を暴き，対応策を提唱。「山本七
平賞」受賞後初の著作。

39629-2
Ｃ3033

16. 2刊

P･セルージ著 山形浩生訳

コ ン ピ ュ ー タ っ て
―機械式計算機からスマホまで―

四六判／264頁／本体2200円

機械式計算機からスマートフォンま
で，ハードウェアの進化を手短にまと
めた概説書。コンピュータの過去・現
在・未来の姿を描く。

76213-4
Ｃ3034

13.11刊

井原 賢著

シェールガス革命とは何か
―エネルギー救世主が未来を変える―

A5判／192頁／本体2400円

シェールガスについての基礎的な知識
から，今後のエネルギー事情に与える
影響，シェールガスの普及・拡大で伸
びる産業に至るまで，業界関係者が知
っておくべき実際知識。

76204-2
Ｃ3034

12. 7刊

井熊 均著

次世代エネルギーの最終戦略
―使う側から変える未来―

四六判／208頁／本体1800円

日本のエネルギー政策の鍵となるのは，技術
革新によって可能となった分散型ネットワー
クの構築により，需要家が，電力生産に参
加する仕組みをつくり上げ，その周辺に生ま
れる膨大な新産業を育成することである。

76202-8
Ｃ3060

11. 9刊

伊藤 剛編

進 化 する電 力 シ ステム
―市場フロンティアとビジネスモデル革新―

四六判／160頁／本体1800円

電力システムはどう変わるのか。多様
なステイクホルダーにいかなる変化が
生じるのか。需要側の対策も組み込ん
だ統合的なエネルギー政策など未来像
と変化の様態を明らかにする。

76205-9
Ｃ3033

12. 8刊

若松義人著

新トヨタ式「改善」の教科書
―世界 No．1に導いたものづくりの原点―

四六判／200頁／本体1500円

ムダ取り，見える化，自働化……トヨ
タを世界一に導いた「改善」とは何
か。その考え方と具体的な進め方を解
説する。

55745-7
Ｃ3034

14. 6刊

広瀬一郎著

スポーツ・マネジメント入門
―24のキーワードで理解する―

〔第2版〕 A5判／256頁／本体2000円

なぜ，ワールドカップは巨大ビジネス
となったのか！ スポーツ・ビジネ
ス，スポーツ経営の全体像がわかる一
冊。

50260-0
Ｃ3034

14. 7刊

泉谷 渉著

世界が驚くニッポンの医療産業力
―世界制覇を狙う驚愕の技術開発最前線―

四六判／240頁／本体1500円

日本の産業界は今猛烈な勢いで150兆
円の医療産業へ転換を図っている。夢
の「がん治療器」等新商品開発で欧米
に挑む企業の姿を描く。

76215-8
Ｃ3033

14. 2刊
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都留 康・守島基博編著

世界の工場から世界の開発拠点へ
―製品開発と人材マネジメントの日中韓比較―

A5判／232頁／本体3600円

今や世界の製品開発拠点となりつつあ
る日本，韓国，中国の代表的企業にお
ける製品開発と人材マネジメントの関
係を調査・分析し，日本企業の課題と
展望を明らかにする。

52204-2
Ｃ3034

12. 9刊

嶋 聡著

孫 正 義 の 参 謀
四六判／456頁／本体1800円

稀代の経営者は，そのとき何を決断
し，行動したのか？ ソフトバンク社
長室長による怒濤の8年間3000日の正
史。

50264-8
Ｃ3034

15. 1刊

田坂広志著
田坂教授、教えてください。これ
から原発は、どうなるのですか？

四六判／232頁／本体1500円

福島原発問題はどうなっていくのか。
今後にまつわる疑問にやさしく答え
る。官邸で事故対策に取り組み総理に

「脱原発依存」の政策を進言した元内
閣参与がすべてを語る。

76207-3
Ｃ3054

12. 9刊

岩永洋平著

通 販ビジネスの 教 科 書
A5判／264頁／本体1800円

なぜ，多くの顧客の心に刺さるのか！
大手通販各社の成長を支援し，多くの
通販商品飛躍に導いたノウハウを明か
す本格的解説書。

55770-9
Ｃ3034

16. 7刊

J・ジャービス著
夏目 大訳・茂木 崇監修

デジタル・ジャーナリズムは稼げるか
四六判／472頁／本体2200円

「マス」が消えた後で，マスメディア
はどうすれば生き残れるのか？ 米国
の著名評論家がメディアの未来を展望
した，関係者必読の書。

76225-7
Ｃ3034

16. 5刊

市川宏雄・森記念財団都市戦略研究所著

東京2025 ポスト五輪の都市戦略
四六判／280頁／本体2000円

東京が大変貌を遂げるのは2020年の五
輪以後である。2030年に向けて世界
No．1都市に至るまでの戦略と計画図
を示す。

76220-2
Ｃ3031

15. 9刊

東洋経済新報社編

東洋経済 ACADEMIC 龍谷大学
A4変型判／82頁／本体800円

日本で35年ぶりに農学部を新設するな
ど，グローバルイシューの解決と人材
育成に精力的に取り組む龍谷大学の今
を紹介する。

96112-4
Ｃ3037

15. 5刊

都市ソリューション研究会編・原田 昇・野田
由美子監修

都 市 輸 出
新書判／256頁／本体1000円

21世紀は都市ソリューションで稼ぐ時
代。PWC が日本の都市が持つ課題解
決力を分析し，効率的に世界に売り込
むノウハウを紹介。

96116-2
Ｃ3034

15.11刊

泉谷 渉著
なぜ特許世界一の日本が
国際訴訟で苦戦するのか？

四六判／232頁／本体1600円

なぜ技術を誇る日本企業が海外の特許
訴訟で勝てないのか？ 国際特許訴訟
で次々敗退を続ける日本企業の原因を
分析し，対策を解説する。

53352-9
Ｃ3034

14. 9刊

野村総合研究所著

2020 年 の 産 業
―事業環境の変化と成長機会を読み解く―

四六判／336頁／本体2000円

日本の産業界に近い将来の V 字回復
はあるのか。野村総合研究所独自調査
から，日本の主要産業の強さ・弱さを
摘出し，復活への鍵を提示。

39583-7
Ｃ3033

13. 6刊
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谷川史郎著

2020年の日本 革新者の時代
―掘り起こせ「日本の底力」―

四六判／208頁／本体1600円

NRI「2030年研究室」が贈る「ベン
チャー開発本」の決定版！ 「日本の
底力」を掘り起こし革新者を生み出す
ノウハウが満載！

39595-0
Ｃ3033

13.12刊

H・リプソン／ M・カーマン著 斉藤隆央訳

2040年 の 新 世 界
四六判／504頁／本体2200円

3D プリンタが切り開く新しい未来。
フラット化や IT 革命を超えるライフ
スタイル革命がくる！ 一流学者によ
る衝撃のシナリオを読む。

58105-6
Ｃ0034

14.12刊

柯 隆編著

日系自動車メーカーの中国戦略
A5判／184頁／本体2200円

不安定な中国経済，熾烈な競争，環境
汚染，人材確保，FTA・TPP 対策
……。中国で成功するための課題と対
策。

76217-2
Ｃ3033

15. 3刊

東洋経済新報社編

ニ ッ ポ ン の 工 場
―見たい、知りたい、行ってみたい―

B5判／160頁／本体1200円

『週刊東洋経済』記者が楽しく，奥深い
ものづくりの世界にご案内。HV 車からお
菓子，フィギュアまで，全180工場掲載。
しりあがり寿の工場マンガや「工場萌え」
グラビアなど，工場の魅力を網羅！

97318-9
Ｃ0034

11. 5刊

公益財団法人笹川スポーツ財団編

入門 スポーツガバナンス
―基本的な知識と考え方―

A5判／208頁／本体2200円

公正と正義を実現させるスポーツガバ
ナンスの仕組みをどう構築していくべ
きか？ 基本的な知識と正しい考え方
について解説する。

22340-6
Ｃ3036

14. 3刊

E･コルベリーニ／ S･サヴィオロ著
長沢伸也・森本美紀監訳
ファッション＆ラグジュアリー企業のマネジメント

―ブランド経営をデザインする―
A5判／352頁／本体3500円

ラグジュアリー・ブランドの位置付け
から，発展的小売流通，イメージ戦
略，ブランド拡張からライセンス販売
までの実践的解説。

55728-0
Ｃ3034
テキスト

13. 5刊

橘木俊詔著

プ ロ 野 球 の 経 済 学
四六判／216頁／本体1500円

プロ野球選手は，本当においしい職業
なのか⁉ 経済学の視点から，「職業
としてのプロ野球」を評価・分析する
異色の書。

31478-4
Ｃ0033

16. 5刊

八木晃二編著
マイナンバー法のすべて

―身分証明、社会保障からプライバシー保護まで、共
通番号制度のあるべき姿を徹底解説―

A5判／256頁／本体2000円

マイナンバー制度の問題点はどこか，
法案のどこを変えるべきなのか。先行
する諸外国の事例などを踏まえ，最善
の制度のあり方をズバリ提言。

21205-9
Ｃ3031

13. 1刊

産 業
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2.経営・産業

業 界・企 業
野村総合研究所 ICT・メディア産業コンサル
ティング部著

IT ナビゲーター2016 年版
A5判／280頁／本体2200円

東京オリンピック後の ICT 産業はど
う進化するのか？ リアルとネットが
融合する世界における市場の変遷を予
測する！

50281-5
Ｃ3034

15.11刊

野村総合研究所 デジタルビジネス推進部著

IT ロードマップ 2016年版
A5判／288頁／本体2400円

人 工 知 能，ロ ボ ッ ト，FinTech，
IoT……。2016年以降の進化を予測。
適切な IT 投資や研究開発を行うため
の必読書。

58107-0
Ｃ3034

16. 3刊

三田村蕗子著
ア イ リ ス オ ー ヤ マ
一 目 瞭 然 の 経 営 術

四六判／200頁／本体1500円

毎年1000アイテム以上の商品を世に送
り，ヒット連発。不況でも営業利益は
前期比47％増！ 知られざる日本最強
メーカーベンダーの戦略と思考法を初
公開！

50242-6
Ｃ3034

12.11刊

佐山 周・大枝一郎著
1 秒 で わ か る！
アパレル業界ハンドブック

新書判／224頁／本体1100円

ユニクロなどの出現で激変するアパレ
ル業界。これからどのように変わって
いくのか。最新動向から利益構造，市
場特性，歴史まで。必要かつ最小限の
情報をコンパクトにまとめた一冊。

07100-7
Ｃ3034

11. 9刊

近藤正觀著
1 秒 で わ か る！
医薬品業界ハンドブック

新書判／176頁／本体1000円

業績はどうか，今後の業界の動き
等々，医薬品業界の知りたい事柄をコ
ンパクトにまとめて，すぐ読める，す
ぐに理解できる！

07108-3
Ｃ3034

13. 9刊

山名一郎・印刷出版文化研究会著
1 秒 で わ か る！
印 刷 業 界 ハ ンドブ ック

新書判／176頁／本体1000円

受注型製造業から総合サービス産業へ
と脱皮を目論むギョーカイの仕組みと
最新事情を完全解説。斜陽産業から成
長産業へ！ 生き残りをかけた次の一
手と枠組みが一瞬にして掴めます！

07107-6
Ｃ3034

12. 6刊

結城義晴編著 商業経営問題研究会著
1 秒 で わ か る！
小 売 業 界 ハ ンドブ ック

新書判／176頁／本体1000円

日本の商業サービスの中核をなす小売
業界の中身を初公開！ 総合スーパー
から，百貨店，ホームセンター，コン
ビニまで。業界人なら最低限知ってお
きたい業界の基礎知識を完全解説！

07101-4
Ｃ3034

11. 9刊

安藤佳則・山本真司著
1 秒 で わ か る！
コンサルティング業界ハンドブック

新書判／192頁／本体1000円

企業の参謀格として戦略を担っている
コンサルティング業界の中身を初公
開！ 業界の誕生から最新動向，ビジ
ネスモデルまでを完全解説！ ビジネ
スモデルとその変遷までが一読氷解！

07103-8
Ｃ3034

11.12刊

人材サービス研究会著
1 秒 で わ か る！
人材サービス業界ハンドブック

新書判／184頁／本体1000円

企業の人材サポート役として成長を続
ける人材サービス業界の中身を大公
開！ 業界の最新動向から，主要企業
の顔触れ，構造と系列までを完全解
説！

07106-9
Ｃ3034

11.10刊

業界・企業
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泉谷 渉著
1 秒 で わ か る！
先端素材業界ハンドブック

新書判／160頁／本体1000円

今や日本製造業株式会社の屋台骨を担
う素材業界の中身を初公開！ 組み立
て産業や部品産業が負けてもビクとも
しない日本製造業の真の姿が見えてき
ます。

07105-2
Ｃ3034

11.12刊

泉谷 渉著
1 秒 で わ か る！
半導体業界ハンドブック

新書判／160頁／本体1000円

産業の米とも言われ，今やあらゆる商
品の中核をなす半導体業界の中身を初
公開！ 韓国に押され気味と言われる
注目業界に起死回生の策はあるのか？
最新事情をレポート！

07104-5
Ｃ3034

11.10刊

小林 光編著

環 境 で こ そ 儲 け る
―ビジネスは「環境経営」で進化する―

四六判／272頁／本体2000円

イメージアップの環境の時代は終わっ
た。環境を事業の中核に据える環境先
進企業を例に「本業で儲ける環境経
営」を徹底解説。

50248-8
Ｃ3034

13. 3刊

株式会社ザイマックス著 中山善夫執筆

企業のための不動産戦略
―なぜオフィスを持つと経営がうまくいくのか―

A5判／192頁／本体1500円

不動産戦略の概説書。オフィスは借り
るよりも買った方がメリットが大き
い。新しい不動産の位置づけ，その活
用法をプロフェッショナルがわかりや
すく説く。

96108-7
Ｃ3034

14. 5刊

東洋経済新報社編

業界地図 10年後浮かぶ業界沈む業界
―人気だけに惑わされるな！あなたの会社の未来が見える―

B5判／152頁／本体1000円

主要34業界を厳選。過去10年間を徹底
分析し，現在のその業界の「仕組み」
などをコンパクトに集約。さらに10年後を
大予測。『会社四季報業界地図』とあ
わせて読むとバッチリ理解が深まります。

97320-2
Ｃ0034

12. 6刊

野嶋 剛著

銀 輪 の 巨 人
―ジャイアント―

A5判／224頁／本体1600円

瞬く間に世界最強にのぼりつめた自転車メーカー「台
湾巨大機械」とは何者か？ ニッポン自転車産業の
強烈な空洞化はなぜ起きたのか？ 同じ危機にあっ
た台湾はなぜ奇跡的な成長を手にしたのか？ はじ
めて解き明かされる自転車インダストリーの現代史。

50234-1
Ｃ3034

12. 5刊

㈱ ANA 総合研究所編著

航 空 産 業 入 門
―オープンスカイ政策からマイレージの仕組みまで―

A5判／272頁／本体2400円

航空の歴史，シカゴ体制の仕組等の基本
的知識から，グローバルアライアンスの
行方，CRS 戦略，マイレージとブランド
戦略等最新の業務知識まで幅広く網羅。
航空業界を展望できる1冊。

76175-5
Ｃ3034
テキスト

08. 4刊

佐々木紀彦著

5年後、メディアは稼げるか
―Monetize or Die？―

四六変型判／208頁／本体1200円

ネットメディア運営者，ジャーナリス
ト，この2つの視点からメディア業界
の今後10年を予測。先行するアメリカ
の事例も豊富。

76212-7
Ｃ3034

13. 7刊

田 濤・呉 春波著 内村和雄監訳

最強の未公開企業 ファーウェイ
四六判／244頁／本体1800円

秘密主義と非上場のために実態が外部
からうかがい知れない中国最大級の巨
人ファーウェイと創業者・任正非の素
顔に迫る力作。

50266-2
Ｃ3034

15. 2刊

東洋経済 CSR プロジェクトチーム・
岸本吉浩著 山本昌弘監修
指標とランキングでわかる！
本当のホワイト企業の見つけ方

四六判／216頁／本体1600円

ホワイト企業とは単にゆったり働ける
企業ではない。CSR（企業の社会的責
任）の観点から，本当によい会社の選
び方を解説する。

22343-7
Ｃ3034

14. 6刊

業界・企業
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山田 順著

出 版・新 聞 絶 望 未 来
四六判／256頁／本体1500円

Kindle&iPadmini 襲来で出版・新聞業
界はどうなるのか？ ヒット作「出版
大崩壊」の著者が大胆に描くプリント
メディアの近未来像。紙メディアはス
マホに勝てるのか？

76208-0
Ｃ3034

12.11刊

三菱東京 UFJ 銀行 国際業務部著

新版 アジア進出ハンドブック
A5判／320頁／本体2400円

グローバルビジネスに挑戦する企業人
必携の一冊。アジア13ヵ国の投資環
境，労働事情，リスク管理，生活事情
までを詳説した最新版。

44408-5
Ｃ3033

14. 8刊

粟田房穂著

新版 ディズニーリゾートの経済学
四六判／272頁／本体1600円

定評あるロングセラーの全面改訂版。
2013年4月に開業30周年を迎える東京
ディズニーランド。常勝を続けている
秘訣を探る。

31434-0
Ｃ0033

13. 2刊

藤沢宏光編

図解 音楽業界ハンドブック
Ver.1

A5判／168頁／本体1500円

GLAY のプロデューサーはじめコン
サート運営会社，スタジオ技術など，
多岐にわたる音楽周辺の仕事の現場を
徹底取材。多彩な執筆人がギョーカイ
への就職志望者のニーズに応える。

09262-0
Ｃ3034

07. 9刊

渡辺一明著

図解 建設業界ハンドブック
Ver.3

A5判／208頁／本体1500円

バブル崩壊後の公共事業削減の逆境の
中，やっと復調してきた建設業界の最
新事情を紹介。生き残りを懸ける元気
印会社の成長の秘密はどこにあるの
か？ 主要309社のプロフィール付き。

09268-2
Ｃ3034

07. 9刊

芥田知至著

図解 国際商品市場がわかる本
A5判／224頁／本体1800円

国際商品市場とは何か，これからどう
なるのか。国際商品の条件，投資対象
としての国際商品，商品先物取引，価
格変動，エネルギー・金属・農産物市
況の見方などをわかりやすく解説。

09303-0
Ｃ3033

12. 2刊

財団法人店舗システム協会編

図解 「通販」業界ハンドブック
Ver.2

A5判／176頁／本体1600円

もっとも信頼度が高い編著者陣が書い
た「通販」業界のキホンがわかる入門
書。モバイル通販・テレビショッピン
グの急拡大などの最新情報や今後の動
向も押さえた待望の改訂版。

09260-6
Ｃ3034

07.10刊

岩田昭男著

図解 電子マネー業界ハンドブック
Ver.1

A5判／192頁／本体1600円

トヨタ，NTT ドコモ，ソニー，イオ
ン……。業界を問わずリーディングカ
ンパニーが続々と進出する電子マネー
事業。その現状とビジネスモデル，今
後の可能性を徹底図解！

09271-2
Ｃ3034

08. 3刊

西 正著

図解 放送業界ハンドブック
〔新版〕 A5判／224頁／本体1600円

2011年7月にはアナログ放送が終了し
デジタル放送が決定。激変を続ける放
送業界のサービス内容の変容，環境対
応への対応など最新事情を解説。業界
志望の学生にも最適です。

09258-3
Ｃ3034

07. 3刊

グロービス経営大学院著 田久保善彦監修
創業三〇〇年の長寿企業は
なぜ栄え続けるのか

四六判／232頁／本体1600円

世界の長寿企業の4割は日本にあり，
創業300年以上の企業は69社。なぜ長
寿たり得るのか。古くて新しい経営手
法を解説する。

53351-2
Ｃ3034

14. 9刊

業界・企業
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田中隆之著

総 合 商 社 の 研 究
―その源流、成立、展開―

四六判／288頁／本体1800円

長い「冬の時代」を脱却し，いまや絶
好調と言える日本の総合商社は，どの
ように誕生・発展し現在に至っている
のか。従来知られていなかった総合商
社の過去，現在，未来を描く。

76203-5
Ｃ3034

12. 3刊

橘川武郎著

東 京 電 力 失 敗 の 本 質
―「解体と再生」のシナリオ―

四六判／232頁／本体1800円

福島原発事故によって明らかになった
日本の電力業の問題点は何か。日本の
電力業界・エネルギー政策を研究して
きた経営史研究家が徹底分析。脱原発
を実現する方策を提言。

76200-4
Ｃ3034

11.10刊

市川宏雄・久保隆行著
森記念財団都市戦略研究所協力
東 京 の 未 来 戦 略

―大変貌する世界最大の都市圏―
四六判／290頁／本体2000円

大規模プロジェクトがめじろ押しの東
京はどう変貌していくのか。世界都市
力ランキングで第4位の巨大都市・東
京の未来を描く。

76209-7
Ｃ3031

12.11刊

大倉忠司著

鳥貴族「280円均一」の経営哲学
四六判／176頁／本体1400円

均一居酒屋の元祖にして，今なお破竹
の勢いで伸長する鳥貴族。若者や女性
にも人気の新しい業態，そしてその急
成長の背後には何があるのか。創業者
が明かす21世紀型経営論の真髄。

50243-3
Ｃ3034

12.11刊

ペ・ドクサン著 吉原育子訳
なぜサムスンの社員は一流大
卒でなくてもすごいのか？

四六判／320頁／本体1600円

採用，教育，昇進，業務プロセスから
会議や報告書のルールまで，元サムス
ン電子幹部が明かす社員の競争力を最
大限に引き出す仕組み。

50247-1
Ｃ3034
テキスト

13. 3刊

泉谷 渉著

ニ ッ ポ ン の 素 材 力
―「環境・新エネルギー」革命で一人勝ち！―

四六判／256頁／本体1600円

オバマ大統領の目論む「環境・新エネ
ルギー」革命は，日本の素材産業に
とって空前のビッグチャンスとなる！
遂に半導体産業を抜いた日本素材産業
の強さの秘密をレポートする。

76181-6
Ｃ3034

09. 6刊

戸堂康之監修 日本貿易会著

日 本の成 長 戦 略と商 社
―日本の未来は商社が拓く―

四六判／416頁／本体2400円

強い貿易立国日本を取り戻すために何
を為すべきか。日本の貿易を牽引して
きた商社の視点から提言する。

76216-5
Ｃ3034

14. 5刊

青嶋 稔著
日本は「パッケージ型事業」
でアジア市場で勝利する

―顧客価値起点で考えるビジネスモデルへの転換―
四六判／248頁／本体1800円

日本の輸出に大きなインパクトを与え
る「パッケージ型事業」輸出の可能性
と，これを成功させる方策について第
一人者が解説する。

55766-2
Ｃ3034

16. 1刊

D･ダイアー／ F･ダルゼル／ R･オレガリオ著
足立 光・前平謙二訳
P&G ウ ェ イ

―世界最大の消費財メーカー P&G のブランディングの軌跡―
A5判／400頁／本体3500円

世界最大の消費財メーカー P&G の2
世紀に及ぶマネジメントの歴史。内部
資料を使い，多角的に紹介した唯一の
公式記録。

54010-7
Ｃ3034

13. 6刊

井手直行著
ぷしゅ よなよなエールが
お世話になります

四六判／288頁／本体1500円

ずっと赤字だった会社が11年連続増収
増益！ 社員もファンも熱狂！ 虜に
なった女性も急増中！ くだらない戦
略が起こした数々の奇跡！

50282-2
Ｃ3034

16. 4刊

業界・企業
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川島蓉子著

フ ラ ン フ ラ ン の 法 則
―「楽しさ」を売るデザインマーケティング―

四六判／248頁／本体1600円

デザインがビジネスになる時代の成功
法則が今明らかになる！ 女性に人気
の雑貨インテリア店「フランフラン」
等のブランド展開で年商248億円を実
現したマーケティング戦略とは。

55593-4
Ｃ3034

07. 9刊

平尾勇司著

Hot Pepper ミラクル・ストーリー
―リクルート式「楽しい事業」のつくり方―

四六判／240頁／本体1500円

7年前に忽然と姿を現し，瞬時に日本を
席巻したメディア『ホットペッパー』。事
業を創案し巨大ビジネスに育て上げた著
者がはじめて明かす，成長の秘密。すぐ
に使える仕掛けも満載。

50183-2
Ｃ3034

08. 5刊

小島健輔著

ユ ニ ク ロ 症 候 群
―退化する消費文明―

四六判／232頁／本体1500円

アパレル不況，百貨店不況の中で独り
勝ち，賞賛一辺倒のユニクロ。ファッ
ション業界の第一人者が，ユニクロを
中心に，振り回される業界と衰退する
日本の消費社会を描き出す。

76191-5
Ｃ3033

10. 7刊

2.経営・産業

自 己 啓 発
宮本哲也著

頭がよくなる算数パズル
新書判／128頁／本体800円

小学3年生レベルなのにスラスラ解け
ない難問ばかり。米国では数独より刺
激的とビジネスマンが夢中。頭をフル
回転させて挑戦しよう。

22348-2
Ｃ0037

14.10刊

原尻淳一・小山龍介著

I D E A
ア イ デ ア

H A C K S
ハ ッ ク

！
―今日スグ役立つ仕事のコツと習慣―

四六判／232頁／本体1500円

米国シリコンバレーでブームとなって
いる「LIFE HACKS」(ライフハック
ス)を，アイデア生産を中心に日本人
向けに解説した本。知的生産にスグに
役立つノウハウが満載。

04259-5
Ｃ0034

06. 7刊

原尻淳一・小山龍介著

I D E A
ア イ デ ア

H A C K S
ハ ッ ク

！ 2.0
―人生と仕事を豊かにする「超」発想のコツと習慣―

四六判／264頁／本体1500円

HACKS シリーズ第一弾の『IDEA
HACKS！』をクラウド時代に合わせ
てパワーアップ！ 平凡な人間が画期
的なアイデアを生み出すノウハウを紹
介します。全て新規書き下ろしです。

04445-2
Ｃ0034

11.12刊

髙山 直著

EQ こ こ ろ の 鍛 え 方
―行動を変え、成果を生み出す66の法則―

四六判／240頁／本体1600円

対人関係の上手さや精神の安定度を測
る EQ は，近年ビジネスの世界で注目
されている。本書は，身近な訓練でで
きる EQ 能力の向上法を平易に解説。
“できるビジネスパーソン”になれる。

55499-9
Ｃ3034

03.12刊

髙山 直著

EQ こころの距離の近づけ方
―人に強いビジネスパーソンになる―

四六判／226頁／本体1600円

自分と相手のこころの距離を近づける
にはどうすればよいのか？ こころの
知能指数といわれる EQ を用いて，有
意義な対人関係を構築するためのコ
ミュニケーション方法を紹介する。

55546-0
Ｃ3034

05.10刊

自己啓発
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鎌田浩毅著

一 生 モ ノ の 勉 強 法
―京大理系人気教授の戦略とノウハウ―

四六判／224頁／本体1500円

アウトプット優先，逆算して成果を上
げる道筋と方法で実行。これが鎌田流
理系的勉強法だ！ これで，社会人は
仕事で能力を最大限に発揮でき，ライ
バルと差がつくこと，間違いなし。

55637-5
Ｃ3034

09. 4刊

岡村衡一郎著

一 品 で 会 社 を 変 え る
四六判／208頁／本体1500円

あなたの会社には「自慢の一品」があ
りますか？ 業績も社員のやる気もあ
げる一品の見つけ方，磨き方を説き明
かす。

55749-5
Ｃ3034

15.12刊

田中裕輔著

イ ン パ ク ト 志 向
―人生のイシューを解く―

四六判／244頁／本体1500円

『なぜマッキンゼーの人は年俸1億円で
も辞めるのか？』で注目された「インパ
クト志向」について，考え方と使い方，
トレーニング法までを解説。インパクト
ある人生を送りたい人，必読の書。

50240-2
Ｃ3034

12.10刊

小野雅裕著
宇宙を目指して海を渡る MIT で
得た学び、NASA転職を決めた理由

四六判／256頁／本体1500円

開成，東大，MIT への Ph.D．留学を
経て，2013年 NASA へ。若き航空宇
宙工学者が，世界トップ研究機関の秘
密を公開する！

22342-0
Ｃ3036

14. 4刊

平康慶浩著
うっかり一生年収300万円の会
社に入ってしまった君へ

四六判／240頁／本体1500円

バブル崩壊後，人件費抑制のため，賃
金改革を実践したコンサルタントによ
る衝撃の「年収300万円台天井時代」
の実態告発とその脱出法。

26105-7
Ｃ3034

12.10刊

工藤 啓著

N P O で 働 く
―「社会の課題」を解決する仕事―

四六判／212頁／本体1400円

著者はニート，引きこもりの若者の就
業を支援する NPO 法人の代表。普通
の会社員並みの給料を得ながら社会貢
献をしたいという思いを実現できる生
き方，働き方の選択肢を示す。

22312-3
Ｃ0036

11. 6刊

D･S･ケネディ著 枝廣淳子訳

大金持ちをランチに誘え！
―世界的グルが教える「大量行動の原則」―

四六判／224頁／本体1500円

人生に「唯一絶対」という成功の原理
はあるのか？ この大胆不敵な問いに
初めて答えを与えたのが本書。「大量
行動の原則」など読んですぐ役立つ智
恵満載の1冊。

04276-2
Ｃ3034

07. 3刊

竹内正浩著

おっとりした人が最後に勝つ成功法則
―30代で年収3000万円を実現した300人に聞いてわかった！「ガツガツ」しないで稼ぐ秘訣―

四六判／184頁／本体1400円

『30代で年収3000万円を達成した300人
に聞いた！稼げる人稼げない人』の著
者が性格分析テストとアンケート調査
をもとに，成功者たちの性格と成功パ
ターンを分析した一冊。

55714-3
Ｃ0034

12. 6刊

川北義則著

男 の 成 熟
―仕事も遊びも自分に嘘をつくな―

四六判／224頁／本体1300円

したたかさを身につけろ，与える幸せ
を優先しろ，学ぶことを忘れるな。深
みのある男とはそういうものだ。年齢
に関係なく人生を愉しむ秘訣。

04528-2
Ｃ0034

14. 4刊

小山龍介・山田真哉著

会 計 H A C K S
ハ ッ ク

！
―楽しんで資産を増やすお金のコツと習慣―

四六判／256頁／本体1500円

「HACKS！」シリーズの小山氏と
「さおだけ屋」の山田氏の夢のコラボ
企画。「Ｂ／Ｓ家計簿」をもとに，会
計知識を学びつつ，楽しくかつ実践的
に資産を築くノウハウを紹介します。

04369-1
Ｃ0034

10. 4刊

自己啓発
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C･シャピロ著 野津智子訳

外資系キャリアの出世術
―会社があなたに教えない50の秘密―

四六判／320頁／本体1600円

会社がどのような社員に×をつけ，ど
のような社員を高く評価して出世させ
るのかなど，元米国大企業の人事担当
役員が，会社が決して社員に教えない
人事部の本音と建て前を明かす。

55604-7
Ｃ3034

08. 2刊

C･シャピロ著 野津智子訳

外資系キャリアの転職術
―採用担当者があなたに教えない44の秘密―

四六判／320頁／本体1600円

優秀な人が採用されると思うのは大間
違い！ 雇用プロセスに潜む巧みな罠
を避け，読まれる履歴書を書き，楽々
と面接を通過するために，知っておく
べき秘密のルールを包み隠さず公開。

55623-8
Ｃ3034

08.11刊

内田和成著

仮 説 思 考
―BCG 流 問題発見・解決の発想法―

四六判／240頁／本体1600円

仕事の速さ・出来栄えを決めるのは何
か？ それは「分析力ではなく，仮説
である」。ボストン・コンサルティン
グ・グループでの20年の経験から，必
須能力である「仮説思考」を解説。

55555-2
Ｃ3034

06. 3刊

杉元崇将著

「感動」ビジネスの方程式
四六判／208頁／本体1500円

感動創出のフレームワークをマニュア
ル化し，質の高いサービスで，顧客に
感動を与え実績を高める手法を解説す
る。

50280-8
Ｃ3034

16. 1刊

鎌田浩毅著

京大・鎌田流 一生モノの時間術
四六判／240頁／本体1500円

頑張らない。考えすぎない。残さず，
捨てる。「時間の勝負」でアウトプッ
トを出す科学者のシンプルな考え方，
働き方。

04512-1
Ｃ3034

13. 9刊

鎌田浩毅著

京大・鎌田流 一生モノの人脈術
四六判／232頁／本体1500円

人の輪を広げ，絆を深め，一生続く人
脈をつくるにはどうすればいいのか。
ベストセラー『一生モノの勉強法』で
おなじみの鎌田教授が小手先の技に流
されない，本物のつき合い方を伝授。

04371-4
Ｃ0034

10. 4刊

鎌田浩毅著

京大・鎌田流 知的生産な生き方
―ロールモデルを求めて―

四六判／176頁／本体1400円

ベストセラー『一生モノの勉強法』の
第2弾。京大一の人気教授は，何を考
え，どんな行動をとっているのか！
仕事，趣味，本，旅等の世界から知的
なアウトプットを生み出す方法を披露。

55656-6
Ｃ3034

09.10刊

村山 昇著

「キレ」の思考 「コク」の思考
四六判／212頁／本体1500円

論理的，具象的な思考である「キレ」
の思考と，直観的，抽象的な「コク」
の思考。「コク」の思考が加わってこ
そ，独自性が強い，ブレークスルーが
起こせる。

55725-9
Ｃ3034

12.11刊

小山龍介著

ク ラ ウ ド H A C K S
ハ ッ ク

！
―同期と共有でラクチン・ノマドワークスタイル―

四六判／252頁／本体1500円

今話題のクラウド技術を個人のライフハ
ックに応用し，愉しく生産性を高める
ハック集。「インデックス読書術」など
最新の技術を応用したハックが満載！
ノマドワークスタイルが学べる本。

04404-9
Ｃ0034

10.12刊

吉越浩一郎・立花岳志著

クラウド版 デッドライン仕事術
四六判／240頁／本体1500円

19年連続増収増益の吉越氏の驚異の仕
事術「デッドライン仕事術」が IT に
強い立花氏のノウハウでクラウド時代
の仕事術として甦る！

04545-9
Ｃ0034

14.11刊

自己啓発
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石倉洋子著

グ ロ ー バ ル キ ャ リ ア
―ユニークな自分の見つけ方―

四六判／264頁／本体1500円

自分の「ユニークさ」を見出し，グローバ
ル市場で活躍できる人材になるためには，
キャリア戦略をどう考え，何をしたらいいの
か。著者自身とさまざまな業界のプロフェッ
ショナルの具体的な事例を交えて指南する。

53284-3
Ｃ3034

11. 4刊

グロービス経営大学院著
グ ロ ー ビ ス 流
キャリアをつくる技術と戦略

四六判／288頁／本体1800円

会社に経営戦略があるように，個人に
もキャリア戦略が必要だ。若手ビジネ
スマンのためにキャリア構築の実践方
法を解説。

53327-7
Ｃ3034

13. 5刊

御手洗昭治編著 小笠原はるの著

ケ ネ デ ィ の 言 葉
―名言に学ぶ指導者の条件―

四六判／192頁／本体1400円

ダラスのあの事件から51年。強いリー
ダーとして多くの人々の心に残る第35
代アメリカ合衆国大統領 JFK の言葉
を解説する。

04540-4
Ｃ3034

14. 6刊

鈴木康夫著 根本陸夫監修

高校野球名監督の心に響くことば
四六判／184頁／本体1200円

上司から部下へ，先輩から後輩へ，親
から子へ。高校野球名監督の言葉が，
人生に勇気を与える。元ダイエー監
督・根本陸夫氏監修。

04571-8
Ｃ0034

15. 5刊

グロービス経営大学院著
田久保善彦執筆・監修
志 を 育 て る

―リーダーとして自己を成長させ、道を切りひらくために―
四六判／264頁／本体1700円

志とは何か，どうすれば志が持てるの
か――グロービス経営大学院の研究チ
ームが，多くの経営者のヒアリングや
事例調査により，仕事，人生に大きな
影響を与える志を説き明かす。

04448-3
Ｃ3034

11.12刊

大澤信一著
50代からの独立・転職は、
あなたが思っているより上手くいく

四六判／224頁／本体1400円

ケーススタディから，華麗な転身のた
めの7つの指針を提示。日本経済の構
造変化から広がるシニアの可能性につ
いても具体的に解説する。

26110-1
Ｃ3034

15. 2刊

齋藤 孝著

このひと言で「会話が苦手」がなくなる本
四六判／224頁／本体1300円

仕事でもプライベートでも人間関係で
得する人のシンプルな法則。口下手で
も面白い話のネタがなくても，周りの
反応が180度変わる！

04558-9
Ｃ0034

15. 3刊

北森義明著

これが｢人間関係｣の基本です
四六判／164頁／本体1200円

職場環境は「人間関係」がすべて！
こんな工夫で驚くほど人づきあいがラ
クになる。悩み多きすべてのビジネス
マンに読んでほしい本。

04553-4
Ｃ0034

14. 8刊

飛沢誠一著
これからのビジネスエリートは
「見えない力」を味方にする

四六判／224頁／本体1500円

一部上場企業の研究所長を務めた著者
が，かんたんに「気」の力を上げ，ビ
ジネス・人生で成功を手に入れる方法
をわかりやすく解説。

04575-6
Ｃ0034

15. 7刊

野村正樹著

これが「話し方」の基本です
四六判／228頁／本体1200円

商談，打ち合わせ，報告，雑談……
様々な場面でのよりよい伝え方，ス
ムーズなコミュニケーション技術をわ
かりやすく解説。

04534-3
Ｃ0034

14. 5刊

自己啓発
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グロービス経営大学院著・田久保善彦監修・執
筆

これからのマネジャーの教科書
四六判／304頁／本体1800円

変化が激しく先行きが見えない時代に
なぜ，あの人は成果を上げ続けること
ができるのか？ グロービスの調査結
果を初公開。

52219-6
Ｃ3034

16. 6刊

ムーギー・キム著

最 強 の 働 き 方
四六判／376頁／本体1600円

学歴・頭の良さと仕事能力は関係な
い！ 「仕事の IQ」（一流と二流を分
ける最重要スキル＋習慣＋考え方）を
高める「働き方」の教科書。すべてが
この一冊で学べます。

04593-0
Ｃ3034

16. 7刊

竹村和浩著
3 か 月 で や り 直 し！
英 語 モジュー ル 学 習 法

四六判／200頁／本体1400円

英語学習をパーツに分解し，徹底的に
学習することで，トータルの英語力を
上げる独自の学習法を紹介。大手一流
企業で続々導入中。

04493-3
Ｃ0082

13. 4刊

内藤誼人著

30代で絶対学んでおくべき心理術
四六判／208頁／本体1400円

社会で，人生で大切な礎を築くべき30
代。どのように働き，どう人と接する
か。心理学の達人がわかりやすく，実
践的に解き明かす。

04488-9
Ｃ0034

13. 2刊

岡村衡一郎著

30代でチームのリーダーになったら最初に読む本
―スコラ式変革入門 リーダーシップ・ルネッサンス！―

四六判／200頁／本体1500円

どう人を動かせばいいのか。チームリ
ーダーとして部下を持つ30代の悩みに
変革のプロが答える。小さくはじめ成
果を出す秘訣を伝授。

55724-2
Ｃ3034

12.11刊

竹内正浩著
30 代 で 年 収 3000 万 円 を 実 現 し た
300人に聞いた！ 稼げる人 稼げない人

四六判／232頁／本体1500円

年収3000万円を達成している人は日本
の人口のわずか0.3パーセント。しか
も，それを30代で達成した人たちへの
聞き取り調査，アンケート調査をもと
に「稼ぐ力」の本質に迫っていく。

04412-4
Ｃ3036

10.11刊

下村芳弘著

思 考 ツ ー ル の 教 科 書
四六判／180頁／本体1400円

世に思考ツールは沢山あるが，道具と
して使いこなせていない人が多い。本
書では思考ツールを上手に活用し，自
分の考えをまとめるための方法を具体
的な4つのステップで紹介する。

53297-3
Ｃ3034

11. 9刊

柴田和子著

柴田和子 終わりなきセールス
四六判／224頁／本体1500円

30年連続日本一，ギネスブック2度掲
載の伝説のセールスマンが最後に明か
す，営業話法・戦略，人脈の作り方，
人生の成功法則……。

55740-2
Ｃ3034

14. 2刊

広瀬一郎著

10年後、仕事で差がつく戦略思考
―一生役立つ「考えるスキル」の磨きかた―

四六判／216頁／本体1500円

10年後に差がつく骨太の仕事の戦略や
スキルとは何か。W 杯招致，J リーグ
創成に関わってきた著者自身の経験を
踏まえながら，20代で身につけるべき
正しい「仕事論」を説く。

53300-0
Ｃ3034

11.11刊

長谷川琢也著 ヤフー株式会社監修

10倍挑戦、5倍失敗、2倍成功！？
―ちょっとはみだし もっとつながる 爆速ヤフーの働き方―

四六判／240頁／本体1500円

老舗 IT 企業の働き方が変わった！
社長はじめ名物経営陣の働き方論，石
巻の奮闘社員「ハセタク」のケース。
これが，爆速のリアルだ。

04531-2
Ｃ3034

14. 6刊

自己啓発
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江口克彦著

上 司 力 20
四六判／288頁／本体1300円

シリーズ累計100万部超。上に立つ者
の心得を説き，多くのビジネスマンの
圧倒的支持を受けてきたロングセラー
の新装版。

50274-7
Ｃ3034

15.11刊

楠木 新著
人事のプロが教える 働かないオ
ジサンになる人、ならない人

四六判／224頁／本体1300円

人は簡単に「働かないオジサン」にな
る。本書ではその原因となる「中年後
の真実」を解明し，後ろ指を指されな
いための対応策を示す。

22344-4
Ｃ3034

14. 6刊

新 将命著

信 じ る 力
四六判／224頁／本体1500円

5つの質問にイエスと答えることで夢
は現実に近づく！ 成功者の事例をも
とに，あなたの努力を結果に結びつけ
るための原理原則を解説。

53360-4
Ｃ3034

15. 4刊

澤登和夫著
人生をやめたいと思ったとき読む本

―マンションから飛び降りたぼくがあなたに贈る 生
きる力がわいてくる30のメッセージ―

四六判／160頁／本体1300円

うつ病で飛び降り自殺をはかるも，奇
跡的に助かった著者。生きる気力を失
った人々に人生のどん底からはい上が
る方法を説く。

04487-2
Ｃ0034

13. 1刊

野尻知里著
心臓外科医がキャリアを捨てて
CEOになった理由

四六判／232頁／本体1500円

38歳で心臓外科医から研究者→経営者
に転身，グローバルに道を切り開いて
きた著者の「ブレイクスルーのつくり
方」。何歳からでも，未来は自分の手
で変えられる。

04572-5
Ｃ0034

15. 7刊

堀 義人著

新 装 版 人 生 の 座 標 軸
―「起業家」の成功方程式―

四六判／248頁／本体1600円

人生を豊かにし成功に結びつけるには
6つの座標軸が必要だ。グロービス代
表でカリスマ起業家が語る生き方，考
え方，働き方。

04519-0
Ｃ3034

14. 1刊

小山龍介著
図解 ライフハッカー式
整理のアイデア122

B5判／96頁／本体926円

仕事から生活，思考法，デジタル活用
まで，ビジネス書界のカリスマが伝授
する誰でも実現可能，習慣化できる整
理・片づけの技術。

04563-3
Ｃ0034

14.12刊

佐藤豊美編著

すごい経営者
ト ッ プ

のすごい趣味
四六判／280頁／本体1500円

カプコン会長・辻本憲三氏，アイリス
オーヤマ社長・大山健太郎氏，セイコ
ーホールディングス社長・服部真二氏
はじめ10名の経営者の愛する趣味を通
じて，経営と人生を語る。

04464-3
Ｃ0034

12. 7刊

小山龍介著

S T U D Y
ス タ デ ィ

H A C K S
ハ ッ ク

！
―楽しみながら効果が上がるスキルアップのコツと習慣―

四六判／264頁／本体1500円

ビジネスマンの学習生産性を，楽しみ
ながら画期的に向上させるハック集。
資格試験から，語学学習，MBA 取得
まで若手ビジネスマンが身につけてお
きたい学習ノウハウを網羅する。

04298-4
Ｃ0034

08. 2刊

P･R･マドソン著 野津智子訳

スタンフォード・インプロバイザー
―一歩を踏み出すための実践スキル―

四六判／240頁／本体1400円

スタンフォード大学の人気講義から生
まれた実践スキル。夢を叶えるのに才
能なんて必要ありません。大切なのは
一歩を踏み出す勇気を持つこと。自分
を信じて冒険の世界に飛び込もう！

04417-9
Ｃ3034

11. 3刊

自己啓発
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J･ペリー著 花塚 恵訳
スタンフォード教授の心が軽く
な る 先 延 ば し 思 考

四六判／128頁／本体1200円

締切を守れなくても，結果は出せる！
イグノーベル賞受賞の「意義ある先延
ばし理論」であなたの人生が一変す
る。

04496-4
Ｃ3034

13. 5刊

他阿真円著

捨ててこそ人生は開ける
―「苦」を「快」に変える力―

四六判／288頁／本体1600円

全国を飛び回り感動を与えている94歳
の時宗法主（遊行上人）の初著書。自
身の波乱万丈の半生と，歳を重ねるほ
ど幸せになる生き方を説く。

04498-8
Ｃ0034

13. 6刊

加藤史子著

ストレスをすっきり消し去る71の技術
四六判／192頁／本体1400円

「がんばる」「くよくよしない」と思うだけで
はストレスに対処できない。書いたり，唱
えたりというちょっとした言動が効くので
す。著者自らが試し，効果のあった中か
ら，誰でもできるストレス解消法を伝授。

04458-2
Ｃ0034

12. 3刊

内藤誼人著

成功者の習慣が身につく「超」心理術
四六判／224頁／本体1400円

成功者が実践している49の心理テク
ニックを大公開。なぜかうまくいく人
に共通する考え方やライフスタイル，
行動パターンとは？ この1冊で，誰
でも成功マインドを獲得できる！

04286-1
Ｃ0034

07. 9刊

D･J･F･ディマティーニ著 本田 健訳

正 負 の 法 則
―一瞬で人生の答えが見つかる―

四六判／256頁／本体1600円

全世界数百万人の運命を変えたメソッ
ドのすべて！ 悪いことと良いことは
同時に起こるという宇宙の法則を理解
すると，あなたに幸運を引き寄せます。
ベストセラー作家，本田健氏の翻訳。

04421-6
Ｃ0098

11. 6刊

小山龍介著

整 理 H A C K S
ハ ッ ク

!
―1分でスッキリする整理のコツと習慣―

四六判／248頁／本体1500円

20万部突破のヒットシリーズ。書類，
情報から思考，生活まで，人生の森羅
万象をハックするコツを紹介。この1
冊で紙の書類の山のオフィスからあな
たもオサラバできます！

04337-0
Ｃ0034

09. 6刊

黒川 清・石倉洋子著

世界級キャリアのつくり方
―20代、30代からの〈国際派〉プロフェッショナルのすすめ―

四六判／256頁／本体1500円

「国際派」プロフェッショナルとは，
世界に通用する技術・知識を身につ
け，「個」の力で勝負できる人である。
国際派の医師，研究者・教育者である
著者2人が国際派プロへの道を説く。

55559-0
Ｃ3034

06. 5刊

ムーギー・キム著

世界中のエリートの働き方を1冊にまとめてみた
―グローバルエリートは見た！―

四六判／288頁／本体1300円

累計3000万 PV！ 東経オンライン
「グローバルエリートは見た！」の著
者のデビュー作！ 世界のエリートの
仕事術からプライベートまで描いたベ
ストセラー。

04517-6
Ｃ3034

13.12刊

三谷宏幸著

世界で通用するリーダーシップ
四六判／240頁／本体1600円

GE 会長ジェフ・イメルト氏推薦！「本書
は経営トップを目指す人のガイド本とな
る」。川崎製鉄，スタンフォード大学留学，
BCG，GEを経て，著者がノバルティスで
実践する「人を動かす経営」とは？

53303-1
Ｃ3034

12. 1刊

J･P･ネリエール／ D･ホン著
一般財団法人 グローバル人材開発訳
世 界 の グ ロービ ッシ ュ

―1500語で通じる驚異の英語術―
A5判／200頁／本体1500円

大ヒット『非ネイティブの英語術』（『週刊
東洋経済』2010年9月18日号）のネタ本
が遂に登場。ビジネス英語はどう身につ
け，どう使うのか。世界中で売れているグ
ロービッシュのバイブル，待望の初翻訳！

04420-9
Ｃ0082

11. 3刊

自己啓発
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D・ジョンソン／ L・タイラー著
村山美雪訳 横江公美解説

世界標準のビジネスマナー
A5判／176頁／本体1400円

米国のカリスマ・マナー講師によるグ
ローバル社会でビジネスをするための
基礎知識。海外へ行く，外国人に接す
る前に読むべき一冊。

04570-1
Ｃ0034

15. 4刊

西村行功著

戦略思考のフレームワーク
―未来を洞察する「メタ思考」入門―

四六判／272頁／本体1800円

激変するビジネス環境に対応し，中長
期的な戦略を立てるために必要な思考
法を，気鋭のコンサルタントが教え
る。ロジカルシンキングを超える究極
の「メタ思考」を身につけよう！

55664-1
Ｃ3034

10. 3刊

御立尚資著

戦 略 「脳」 を 鍛 え る
―BCG 流戦略発想の技術―

四六判／194頁／本体1600円

戦略「論」は後講釈，つまり学問にす
ぎない。ビジネスの実践で勝つための
戦略は「ユニークさ」が必要。本書で
はユニークな発想を生み出す「頭の使
い方」を解説。

55495-1
Ｃ3034

03.11刊

小山龍介著

T I M E
タ イ ム

H A C K S
ハ ッ ク

！
―劇的に生産性を上げる「時間管理」のコツと習慣―

四六判／216頁／本体1500円

ヒット作『IDEA HACKS！』の著
者が贈る時間管理のノウハウ集。個人
の予定管理から，チームの行動管理，
中長期の目標管理まで，ワンフレーズ
でわかる時間管理のコツが満載！

04265-6
Ｃ0034

06.11刊

石田 淳／ダネール･ラトル著
たった1つの行動が、職場ストレ
スをなくしモチベーションを高める

―お金ではないトータル・リワードという考え方―
A5判／176頁／本体1600円

経営にとってストレスほど高い代償は
ない。行動科学マネジメントの理論・
手法と，米国で話題のトータル・リ
ワードの重要性を踏まえながら，「職
場ストレス」をなくす処方箋を提示。

52185-4
Ｃ3034

10. 6刊

稲垣えみ子著

魂 の 退 社
四六判／212頁／本体1400円

「報道ステーション」「情熱大陸」で話
題沸騰！ 超人気コラムニスト（元朝
日新聞編集委員）の笑って泣けて元気
が出る初エッセイ。

04594-7
Ｃ0036

16. 6刊

逢沢 明著

直観でわかるゲーム理論
―勝負頭脳が冴える「シンプルな必勝法」―

A5判／272頁／本体1800円

仕事・恋愛・人間関係で威力を発揮す
るゲーム理論の基礎知識を直観的に理
解できるように解説。勝負頭脳に変わ
る練習問題を解くことで，巧妙なかけ
ひきテクニックが習得できる。

31432-6
Ｃ3033

12.10刊

内田和俊著
ちょっとした言葉グセを直すだけで、
あなたの 人 生 は 変 えられ る！

―ポジティブトーキングのすすめ―
四六判／192頁／本体1400円

「言葉を変えると，思考と感情が変わ
る」と言われるほど言葉は大きな力を
持っている。本書では，「ポジティブ
トーキング」など，言葉の持つ潜在力
を100％活用するノウハウを説く。

04435-3
Ｃ0034

11. 8刊

児玉光雄著
使っていない9割の「脳力」
を 引 き 出 す 技 術

四六判／224頁／本体1200円

人は潜在能力の7％しか活用していな
いとされる。能力発揮のために脳をど
う活性化するか。様々なトレーニング
法も解説。

04537-4
Ｃ0034

14. 5刊

帯津良一著

定 年 か ら 輝 く 生 き 方
―一生モノの成功法則―

四六判／256頁／本体1400円

「人生終わりよければすべてよし」「勝
ち組が幸せになるとは限らない」……
など独特の人生哲学を開陳。多くの
人々の栄枯盛衰を観察してきた著者が
教える，一生ハッピーに過ごす生き方。

04379-0
Ｃ0034

10. 6刊

自己啓発
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J･ロック著 小谷川拳次監修 細田朋希監訳
大竹雄介訳

電子書籍を無名でも100万部売る方法
四六判／180頁／本体1200円

普通のあなたがミリオンセラー作家に
なる方法！ 無名インディーズ作家と
して，アマゾン・キンドルで初めて電
子書籍100万部を売った男の全ノウハ
ウ。キンドルにて電子版を先行発売！

04480-3
Ｃ0034

12.12刊

安冨 歩著

ド ラ ッ カ ー と 論 語
四六判／256頁／本体1600円

経営者の経典，ドラッカーの『マネジ
メント』と『論語』には驚くべき共通
点がある。現代にも役立つ，東西2人
の知の巨人の本質に迫る。

04538-1
Ｃ3034

14. 6刊

伊藤嘉明著
どんな業界でも記録的な成果
を 出 す 人 の 仕 事 力

四六判／240頁／本体1500円

日本コカ・コーラ，デル，ソニー・ピ
クチャーズ・エンタテインメント等で
驚異的な結果を出し続けた，新世代経
営者による初著書！

50273-0
Ｃ3034

15. 8刊

土井 哲・髙木進吾著

「なぜか成果が出てしまう人」の習慣術
四六判／192頁／本体1500円

成果が出る人と出ない人の違いは「習
慣」にあり。多様なビジネス・シーン
に使えるちょっとした工夫を習慣を軸
にして教える。一流人材開発コンサル
タントが明かす秘伝の方法論。

55712-9
Ｃ3034

12. 4刊

田中裕輔著
なぜマッキンゼーの人は
年俸1億円でも辞めるのか？

四六判／216頁／本体1500円

普通の大学生をマッキンゼー史上最年
少マネージャー，靴のネット通販 No.2

「ロコンド」代表者に変身させたマッキ
ンゼーの DNA「インパクト志向」の秘
密を解説する初の著書です。

50235-8
Ｃ3034

12. 6刊

北川達夫著

苦手なあの人と対話する技術
四六判／192頁／本体1300円

毛嫌いする相手でもビジネスの上では
話さざるを得ない時がある。そんな
時，どうするべきか。「対話の達人」
がその方法を説く。

04530-5
Ｃ3034

14. 4刊

内藤誼人著

20代で絶対学んでおくべき心理術
四六判／208頁／本体1400円

人づきあいや仕事でいろいろ悩む20代
の読者に朗報！ 人に好かれ，上役に
可愛がられる術を人気心理学者が教え
ます。これを読めば評価も上がり，人
間関係もラクになり，出世もできる！

04450-6
Ｃ0034

11.12刊

グロービス経営大学院著 田久保善彦・
荒木博行・鈴木健一・村尾佳子執筆
27歳からのMBA
グロービス流ビジネス基礎力10

A5変型判／256頁／本体1500円

どこでも通用するビジネス・プロ
フェッショナルになれる基礎的スキル
を論理思考，仮説構築，プレゼンなど
10のスキルに絞って解説！

04539-8
Ｃ3034

14. 7刊

グロービス経営大学院著
27歳からのMBA
グロービス流ビジネス勉強力

A5変型判／192頁／本体1500円

学び方にはコツがある。7万人のビジ
ネスパーソンと向き合ってわかった，
いま成果を出し，10年後にも通用する
学び方の基本技術。

04569-5
Ｃ3034

15. 4刊

グロービス経営大学院著 田久保善彦・荒木博
行・金澤英明・村尾佳子執筆
27歳からのMBA
グロービス流リーダー基礎力10

A5変型判／248頁／本体1500円

結果を出すリーダーは必ず持ってい
る，10の武器。必要なスキルをバラン
スよく身につけ，チームで最高の結果
が出せる人材を目指す。

04586-2
Ｃ3034

15.11刊

自己啓発
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齋藤 孝著

日 本 語 の 技 法
―読む・書く・話す・聞く─4つの力―

四六判／256頁／本体1400円

要約する力＋感情を読む力を鍛える練
習で，読む・書く・話す・聞く──4
つの力がアップする齋藤孝流国語力の
鍛え方。

04514-5
Ｃ3034

13. 9刊

立花岳志著

ノマドワーカーという生き方
―場所を選ばず雇われないで働く人の戦略と習慣―

四六判／248頁／本体1500円

月間160万 PV を誇る驚異のブログ
「No Second Life」運営者初の著書。
SNS とイベントを活用する独自のノ
ウハウで，周囲を巻き込み莫大な PV
を稼ぐノウハウを紹介。

04462-9
Ｃ3034

12. 5刊

P･モントヤ／ T･ヴァンディー著
本田直之訳
パーソナルブランディング

―最強のビジネスツール「自分ブランド」を作り出す―
四六判／312頁／本体1800円

あなた自身にブランドを作り上げるこ
とこそ，ライバルに差をつける最強の
ビジネスツールである。米国カリス
マ・コンサルタントが説く初の本格的
個人ブランディング・マニュアル。

55537-8
Ｃ2034

05. 5刊

浅見政資著

バッチフラワーレメディの実践法
―マイナス感情をプラス感情に変える―

A5判／320頁／本体2200円

女性に大人気，「バッチの花療法」実践
書として支持を集めた『マイナス感情をプ
ラス感情に変える』の増補改訂版。不
安，恐れ，怒り……などマイナス感情を
解消する具体的方法を解説する。

04470-4
Ｃ0076

12. 7刊

島田 恒著

「働 き 盛 り」 の NPO
四六判／208頁／本体1500円

NPO 活動は人脈も視野も広げる！
企業に勤務しながら長年 NPO 活動を
行ってきた著者がパラレルキャリアの
重要性と実践法を説く。

22350-5
Ｃ0036

15. 2刊

岡島悦子著

抜 擢される人 の 人 脈 力
―早回しで成長する人のセオリー―

四六判／264頁／本体1500円

急成長し，大きな結果を出すビジネス
パーソンに共通するキーワード「抜
擢」。カリスマヘッドハンターが，戦
略的に「抜擢」を引き寄せる人脈構築
ノウハウを紹介する。

04328-8
Ｃ0034

08.12刊

内藤誼人著

「話し方」で人を動かす「超」心理術
四六判／224頁／本体1400円

心理学のノウハウを駆使して，人心掌
握，説得，プレゼンなどがうまくいく
コミュニケーションの秘術を伝授。職
場やプライベートですぐに使える64の
トーク・テクニックが満載！

04374-5
Ｃ0034

10. 4刊

D・ストーン／ S・ヒーン著 花塚 恵訳
ハーバード あなたを成長させ
るフィードバックの授業

四六判／340頁／本体1600円

世界は，自分を変える最高の言葉であ
ふれている。意見，評価，賞賛……あ
らゆるフィードバックを糧にあなたが
成長する方法。

04580-0
Ｃ3034

16. 1刊

小林浩志著
パワ ハ ラ 防 止 の た めの
アンガーマネジメント入門

―怒り、イライラのコントロールで、職場は変わる！ 成果が上がる！―
四六判／224頁／本体1500円

上司の理不尽な怒りで職場が萎縮す
る。怒りをコントロールすることでパ
ワハラを防止し働きやすく成果の上が
る職場にする方法を説く。

04523-7
Ｃ3034

14. 2刊

安藤美冬著

ビジネスパーソンのためのセブ英語留学
A5判／264頁／本体1500円

短期で英語力がアップし，費用も安
く，留学生活も楽しい――いま注目の
セブ島短期英語留学。安藤美冬が成果
の上がる留学のノウハウを解説。

04589-3
Ｃ0037

16. 6刊

自己啓発
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江口克彦著

ひ と こ と の 力
四六判／240頁／本体1300円

「経営の神様」は部下に何を話してき
たのか。幸之助の晩年に最も寵愛され
た側近中の側近が明かす，実践的帝王
学のすべて。

50265-5
Ｃ3034

14.12刊

天野雅晴著

180日でグローバル人材になる方法
―MBA 留学に代わるプロフェッショナルへの新たな道筋―

四六判／216頁／本体1500円

どうすればグローバルで活躍できる人
材になれるか。シリコンバレーで起業
して30年の著者が，語学だけではな
い，ネットワークとコミュニケーショ
ンの心得とノウハウを説く。

04452-0
Ｃ3034

12. 1刊

太田英基著

フィリピン「超」格安英語留学
―1か月10万円留学の衝撃！―

四六判／244頁／本体1400円

韓国人の英語力を画期的に向上させた
フィリピン語学留学の初の入門書。1
日6時間マンツーマンの授業を受けら
れて，食事と宿舎付きで10万円を切る
フィリピン留学の秘密に迫ります。

04431-5
Ｃ0037

11. 7刊

麻野 進著
「部下なし管理職」が生き残る
51の方法

四六判／232頁／本体1400円

実力を発揮しないとリストラ対象にな
りかねないのが，日本の会社にあふれ
る部下なし管理職。このクラスが生き
残る方法を説き明かす。

53349-9
Ｃ3034

14. 8刊

江口克彦著

部 下 論
四六判／256頁／本体1300円

上司から信頼される部下とはどのよう
な人間か。成功する部下の条件とは何
か。松下幸之助の側近中の側近が要諦
を説く。

50272-3
Ｃ3034

15. 4刊

大石哲之・森山たつを著
普通のサラリーマンのための
グロー バ ル 転 職 ガ イド

四六判／224頁／本体1500円

英語が堪能でなくても，MBA でなく
ても，グローバル人材になれる。アジ
ア転職を足がかりにキャリアアップを
図る多様な選択肢を紹介。

04494-0
Ｃ3034

13. 4刊

原尻淳一著

PLANNING
プ ラ ン ニ ン グ

HACKS !
ハ ッ ク

―凡人をヒットメーカーに変える企画生産のコツと習慣―
四六判／224頁／本体1500円

ヒット作『TIME HACKS！』に続く
シリーズ第3弾企画。企画を生み出す
ノウハウを83のハックで解説。発想の
方法から企画書の書き方，プレゼンの
コツまで，企画マン必読の書。

04274-8
Ｃ3034

07. 4刊

L･D･マルケ著 花塚 恵訳
米海軍で屈指の潜水艦艦長に
よる「最強組織」の作り方

四六判／288頁／本体1600円

口うるさい上司や指示待ち部下に悩む
人必読。ヒーローとしてのリーダー不
要。みんながリーダーとして動く次世
代の働き方を示します。

04532-9
Ｃ3034

14. 5刊

佐々木紀彦著

米国製エリートは本当にすごいのか？
四六判／256頁／本体1500円

スタンフォード大学院で学んだ著者が
語る「米国エリート論」。アメリカ大学
院の「エリート育成システム」によっ
て，どんなエリートが生まれ，米国・
世界をどう動かしているかを解説。

22313-0
Ｃ3036

11. 7刊

三谷宏治著

ペンギン、カフェをつくる
―ビジネス発想力特訓講座―

四六判／256頁／本体1500円

あなたも創造的な発想ができる，「面白い
ヤツ」になれる！ 常識にとらわれず，ア
イデア発想のための発見力を身につけるた
めのさまざまな視点がペンギン・ルークの
「カフェ起業物語」を通して楽しく学べる。

55698-6
Ｃ3034

11. 8刊

自己啓発
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樺沢紫苑著
毎日90分でメール・ネット・SNSを
すべて終わらせる99のシンプルな方法

四六変型判／232頁／本体1200円

メルマガ15万人，Twitter13万人！
だけどネットは1日1時間，スマホは
不要。SNS の超プロが正しい使い方
を解説。

58104-9
Ｃ3034

14.11刊

新 将命著

負 け な い 力
―一流の仕事ができる人に共通する武器―

四六判／224頁／本体1500円

グローバルリーダーに必須の武器とは
何か。伝説の外資トップと呼ばれる著
者が自らの経験をもとに説く，挫折や
失敗の連続の中でも決してあきらめず
に最後に結果を出す人の原理原則。

53313-0
Ｃ3034

12. 6刊

かんべみのり著 グロービス経営大学院監修
マンガ 日本最大のビジネススクールで
教えているMBAの超基本

四六判／128頁／本体1200円

32歳独身，ポンコツがけっぷち社会人
が MBA に行ってみた！ たった2年
で世界は変わった。クリティカルシン
キング，マーケティング，会計，ファ
イナンスの基礎がマンガでわかる。

04560-2
Ｃ0034

14.11刊

小林弘幸著

み だ れ な い 生 き 方
―意識するだけで結果に愛される27のヒント―

新書変型判／192頁／本体1000円

外科医が書いた画期的なビジネス書。
仕事のミスが増えた。努力しても結果
が出ない。本番に弱い。すべて自律神
経のみだれが原因です。自律神経を意
識するだけで人生の質が変わります。

04482-7
Ｃ0034

12.11刊

岩崎夏海著

『もしドラ』はなぜ売れたのか？
四六判／224頁／本体1400円

300万部のミリオンセラー『もしド
ラ』。その陰には人知れぬ挫折と涙が
あった。どん底から這い上がり成功を
つかんだ軌跡を語る。

04561-9
Ｃ0036

14.12刊

土橋 正著

モノが少ないと快適に働ける
―書類の山から解放されるミニマリズム的整理術―

四六判／180頁／本体1300円

アナログとデジタルツールを駆使した
書類やモノと上手に付き合う「快適最
小限」を提案。仕事がはかどりアイデ
アがどんどん生まれる空間のつくり
方。

04522-0
Ｃ3034

14. 2刊

菊入みゆき著
やる気が出なくて仕事が嫌に
な っ た と き 読 む 本

四六判／204頁／本体1200円

モチベーション研究の第一人者が，具
体的な状況分析を通じて「やる気が出
ない」原因を突き止め，気持ちを高め
るヒントを教える。

04536-7
Ｃ0034

14. 5刊

千葉智之著 中川ミナ・イラスト

や る 気 の 大 学
―「わかってるけどできない」から卒業する方法―

A5判／216頁／本体1500円

サラリーマンをしながら，イベント主
催，書籍執筆，Web 連載，セミナー
講師，人脈構築など多彩な活動を続け
る著者が明かす，「わかっているけど
できない」から抜け出すやる気術！

04368-4
Ｃ0034

10. 5刊

J・ディーン著 三木俊哉訳 大野正勝解説

良 い 習 慣、悪 い 習 慣
四六判／288頁／本体1500円

習慣はどうつくられ，うまくつきあ
い，変えていくのか。世界 No.1の心
理学サイト「Psyblog」の主宰者が心
理学の視点から習慣を解剖する。

04551-0
Ｃ0034

14. 9刊

近藤由美著
世の中を良くして自分も幸福に
な れ る「寄 付」の す す め

四六判／288頁／本体1500円

「寄付をすると，こんなにいいことが
ある！」。寄付先の見方・選び方，寄
付税制の活用法などを徹底解説した初
の「寄付」指南書。

73312-7
Ｃ3034

14. 5刊

自己啓発
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J･マエダ／ B･バーモント著 友重山桃訳

リーダーシップをデザインする
―未来に向けて舵をとる方法―

四六判／136頁／本体1500円

カリスマ性より人間性が，人を惹きつ
け動かす力となる。自ら学び続ける未
来のリーダーに贈る本。理想のリーダ
ー像は「寅さん」だ。

53322-2
Ｃ3034

13. 2刊

原尻淳一著

R E A D I N G
リ ー デ ィ ン グ

H A C K S
ハ ッ ク

!
四六判／224頁／本体1500円

累計20万部を超える「ハックシリー
ズ」待望の読書術です。楽しみながら
文字情報処理の効率を驚異的に高め
る，超アウトプット生産のための「読
む」技術と習慣を解説します。

04319-6
Ｃ0034

08.10刊

グロービス著 嶋田毅執筆

利 益 思 考
四六判／224頁／本体1600円

グロービスの人気教授が「確実に利益
を出す思考術」を初めて体系化！ 結
果を出し続ける人や企業はここが違っ
た。「良い物を作ったのになぜ売れな
いの？」。その答えが本書にあります。

55662-7
Ｃ3034

10. 3刊

P･ウィリアムズ著 森里陽一訳

リ ッ チ ・ デ ヴ ォ ス
―夢をかなえる実践哲学―

四六判／464頁／本体2000円

成功には秘訣がある。アメリカの代表
的経営者の半生に学び，仕事と人生を
架橋するポイントを網羅。明快な語り
口と豊富な実例で，夢実現への方法論
が楽しく学べる。

50130-6
Ｃ2034

04.11刊

内田和成著

論 点 思 考
―BCG 流 問題設定の技術―

四六判／240頁／本体1600円

企業・職場には問題が山積みされてい
る。全ての問題を解決していくわけに
はいかない。真の問題を見つけ，それ
に集中するための技術を解説。ロング
セラー『仮説思考』の姉妹版。

55655-9
Ｃ3034

10. 1刊

2.経営・産業

仕事の技術
山口高弘著

ア イ デ ア ・ メ ー カ ー
四六変型判／216頁／本体2200円

本書に掲載してあるシートをなぞれ
ば，自然と企画の形が見てくる。アイ
デア出しにせっぱ詰まっている人に
とっての福音の書。

55755-6
Ｃ3034

15. 1刊

岩本敏男著

I T 幸 福 論
四六判／248頁／本体1600円

情報通信革命の本質とは何か。IT の
力で社会をよりよく変革していくとは
どういうことか。ビジネスリーダーに
指針を与えてくれる。

50252-5
Ｃ3034

13.12刊

細谷 功著

ア ナ ロ ジ ー 思 考
―「構造」と「関係性」を見抜く―

四六判／256頁／本体1600円

『地頭力を鍛える』著者による思考法
本の第2弾！ 「アナロジー」思考を
駆使できれば，遠くの世界のアイデア
を「借りて」「組み合わせる」ことで
斬新なアイデアを生み出せる。

55697-9
Ｃ3034

11. 7刊

仕事の技術
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野村総合研究所 小池純司・平本督太郎・アフ
リカビジネス推進事務局著

アフリカ進出戦略ハンドブック
A5判／224頁／本体2400円

最後のフロンティア市場，アフリカへ
の進出を考える際の必読書。欧米・中
国・韓国企業に後れをとっている日本
企業に指針を示す。

44424-5
Ｃ3033

15.12刊

日野瑛太郎著
あ、「やりがい」とかいらないん
で、とりあえず残業代ください。

四六変型判／168頁／本体1000円

「やりがいよりカネ！」堂々とこう言
えない日本はやっぱりおかしい。日本
人にかけられた「社畜」という呪いを
鋭く解明する。

22334-5
Ｃ3036

14. 1刊

髙山 直著

EQ 「感じる力」の磨き方
四六判／234頁／本体1600円

ビジネスシーンで人づきあいをうまく
やっていくにはどうしたらよいのか。
感情の使い方をベースにコミュニケー
ションの極意を説く。

04555-8
Ｃ0034

16. 5刊

開米瑞浩著

1時間で完全マスター はじめての図解
A5判／192頁／本体1500円

情報をクリアに整理し，わかりやすい
図解を作るには？ 言いたいことがう
まく伝わる企画書，報告書，プレゼン
資料の作り方を解説。

04542-8
Ｃ0034

14. 6刊

斎藤 岳著

1回の会議・打ち合わせで必ず結論を出す技術
―戦略コンサルタントが教える「決まる会議」の掟―

A5判／240頁／本体1600円

「つまらない」「何も決まらない」会議
をなくすための1冊。数多くの顧客に

「さすがコンサルタント！」と言わせ
た会議の技術を開陳。「来週までに…」
を許さない1回で終わらせる技術。

55611-5
Ｃ3034

08. 6刊

佐々木正悟著

Evernote 仕 事 術
四六判／208頁／本体1500円

今 や PC，ス マ ホ の 定 番 ア プ リ・
Evernote を使った初の仕事術本。ア
イデアメモから情報整理，達人の活用
術まで全てを紹介。

04564-0
Ｃ0034

15. 1刊

徳岡晃一郎・舞田竜宣著
MBB：「思い」のマネジメント
実 践 ハ ン ド ブ ッ ク

―社員が「思い」を持てれば組織は強くなる―
四六判／248頁／本体1800円

野中郁次郎氏推薦「MBB とは知識創
造企業のプラットフォームとなるもの
だ」。成果主義の限界を突破する究極
の人材マネジメント。

52209-7
Ｃ3034

13. 8刊

慎 泰俊著

外資系金融の Excel 作成術
―表の見せ方 & 財務モデルの組み方―

A5判／192頁／本体1800円

世界的金融機関，モルガン・スタン
レーの Excel テンプレートを作成し，

「エクセルニンジャ」と呼ばれた著者
が，豊富な図解で Excel の作成法を解
説！

55731-0
Ｃ3034

14. 4刊

金巻龍一著

外資系コンサルタントの企画力
四六判／304頁／本体1600円

世界的エクセレントカンパニーである
IBM のグローバル標準マーケティン
グプロセスをつくった唯一の日本人が

「アイデアスイッチ」の入れ方を教え
ます。

55748-8
Ｃ3034

15. 3刊

清水久三子著
外資系コンサルに学ぶ
聞き方の教科書

四六判／240頁／本体1500円

コンサルタント達が駆使する，質の高
いアウトプットを生み出す質の高いイ
ンプットの超実践的な37のノウハウを
一挙公開！

04556-5
Ｃ3034

14. 9刊
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山口 周著

外資系コンサルのスライド作成術
―図解表現23のテクニック―

A5判／160頁／本体1600円

プレゼンの成否を決めるスライドの作
り方は，今やビジネスパーソン必須の
スキルだ。プロフェッショナルファー
ムの作成ノウハウを豊富な図解＆事例
とともに解説する。

55720-4
Ｃ3034

12.10刊

山口 周著

外資系コンサルのスライド作成術 作例集
四六変型判／152頁／本体2000円

経営者の意志決定を促し，実際のビジ
ネスを動かした46のリアルスライドを
公開。本物サイズのスライドからノウ
ハウを学ぶ。

55759-4
Ｃ3034

15. 3刊

宮尾大志編著

外資系コンサルのリサーチ技法
―事象を観察し本質を見抜くスキル―

A5判／184頁／本体2000円

情報化時代のビジネスパーソン必須の
スキル「リサーチ」の技法を，アクセ
ンチュアのコンサルタントが解説す
る。

55763-1
Ｃ3034

15.10刊

園部貴弘著
会社に入ったら三年間は

「は い」と 答 え な さ い
四六判／240頁／本体1400円

働くとはどういうことか。中小企業の
現場から生まれた，普通の人が普通の
会社で普通に働き，出世するためにな
すべきこと。

04527-5
Ｃ3034

14. 3刊

大石哲之著

過 去 問で 鍛える地 頭 力
―外資系コンサルの面接試験問題―

四六判／196頁／本体1500円

外資系コンサルティング会社で実際に
出題されている地頭力を問う面接問題
とその模範解答例を紹介する。地頭力
を鍛えたいビジネスパーソン，学生に
おすすめの1冊。

55647-4
Ｃ3034

09. 6刊

坂本美枝著
カラン・メソッド 「英語反射
力」を鍛える奇跡の学習法

四六判／248頁／本体1500円

最近ブームのスカイプを使ったフィリ
ピン英語の実践的学習ノウハウの解説
書。英語反射力を鍛えることで驚異の
成果が得られる！

04515-2
Ｃ0037

13.10刊

野津卓也著
キャリアノートで会社を辞めて
も一生困らない人になる

四六判／272頁／本体1600円

会社も資格もアテにならない現代社会
をサバイバルする唯一の武器は「PI
＝自分らしさ」だ。ワークシートに書
き込むだけで，自分だけのキャリアを
構築できるノウハウを公開！

55672-6
Ｃ3034

10. 8刊

P・コトラー／ D・ヘッセキエル／ N・R・
リー著 ハーバード社会起業大会スタディプロ
グラム研究会訳
グ ッ ド ワ ー ク ス！

A5判／328頁／本体2200円

コトラーの提案する，「よい仕事」。
「善いことをして良い業績を残す」た
めに必要なノウハウとヒントのすべて
がここにある。

55751-8
Ｃ3034

14. 9刊

佐々木正悟著

クラウド時代のタスク管理の技術
―驚くほど仕事が片付いてしまう！―

四六判／248頁／本体1600円

スマホの登場で実現した「どこでもタ
スク管理」の時代に贈る日本初のタス
ク管理の本。単なる ToDo リスト管理
に止まらず，プロジェクト管理までを，
スマホ1台で実現するコツを解説。

58094-3
Ｃ3034

11.11刊

R･ポール／ L･エルダー著
村田美子・巽 由佳子訳
クリティカル・シンキング

―「思考」と「行動」を高める基礎講座―
A5判／240頁／本体2200円

米国の大学で定評のあるクリティカ
ル・シンキング基礎講座の教本の日本
語版。どんな状況でも対応できる考え
方を訓練するための本。日本人向けに
事例を加筆した。

55469-2
Ｃ3034
テキスト

03. 1刊
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東大ケーススタディ研究会著
現役東大生が書いた地頭を鍛
えるフェルミ推 定ノート

―「6パターン、5ステップ」でどんな難問もスラスラ解ける！―
A5判／144頁／本体1450円

1000問のフェルミ推定を研究し戦略コ
ンサルに内定した東大生グループが，
フェルミ推定の解法を体系化。大胆か
つ緻密な論理プロセスの構築方法をだ
れにでもわかりやすく解説！

55654-2
Ｃ3034

09. 9刊

H･キムジーハウス／ K･キムジーハウス／
P･サンダール著 CTI ジャパン訳
コ ー チ ン グ・バ イブ ル

―本質的な変化を呼び起こすコミュニケーション―
（第3版） A5判／312頁／本体2600円

すっかり日本でも定着したコーアクテ
ィブ（協働的）・コーチング。S･コヴ
ィー博士も絶賛するモデルの進化型
と，ますます充実する実践的ツールキ
ットを収載した最新版。

55715-0
Ｃ3034

12. 6刊

酒井 穣著

ご 機 嫌 な 職 場
―「職場コミュニティー」再構築の方法―

四六判／216頁／本体1500円

『はじめての課長の教科書』『あたらしい戦略
の教科書』など，ヒット連発の著者による組
織活性化論。人事責任者として，自社でさま
ざまな施策を行った結果に基づき，明日から
すぐに実践できる具体的方法について提言。

53292-8
Ｃ0034

11. 8刊

岸田雅裕著

コンサルティングの極 意
四六判／258頁／本体1600円

顧客から，上司から，部下から「相談
される」プロフェッショナルになるた
めの教科書。聞く力，先見力，突破力
などの極意を伝授する。

55760-0
Ｃ3034

15. 3刊

細谷 功著

地 頭 力
じ あ た ま り ょ く

を 鍛 え る
―問題解決に活かす「フェルミ推定」―

四六判／232頁／本体1600円

本当の頭のよさ，「地頭（ジアタマ）
力」とは何か。面接試験問題の定番で
ある「フェルミ推定」をツールに，

「結論」から，「全体」から，「単純」
に考える思考力を鍛えよう。

55598-9
Ｃ3034

07.12刊

J･C･カールソン著 夏目 大訳 佐藤 優解説
CIA 諜報員が駆使するテク
ニックはビジネスに応用できる

四六判／360頁／本体1500円

5万部突破の話題の翻訳書！ 話の聞
き出し方，人物の見抜き方，信頼の築
き方，説得術，人脈構築術……諜報員
のテクニックをビジネスマン向けに解
説。驚く面白さ！

53338-3
Ｃ3034

14. 6刊

伊部菊雄著
G-SHOCK をつくった男の
シ ン プ ル な ル ー ル

四六判／216頁／本体1500円

初代 G-SHOCK 開発者による初の著
書。仕事はすべて，まとめる，ととの
える，伝えるの3つに集約できる！シ
ンプルで，誰にでもできる仕事の進め
方を図やイラスト，写真を使い説く。

55719-8
Ｃ3034

12. 9刊

倉下忠憲・北 真也著 大橋悦夫監修

シ ゴ タ ノ ！ 手 帳 術
―クラウド＆スマホ×アナログ手帳で人生を楽しく自由にする方法―

四六判／240頁／本体1600円

人気サイト「シゴタノ！」のメンバー
が贈る手帳術本の決定版。「ほぼ日手
帳」等の1日1頁形式の手帳を使いス
マホ，クラウドを強化する方法も解
説。

04457-5
Ｃ0034

12. 3刊

西野浩輝著
仕事ができる人の5日で身に
つく「伝える技術」〔改訂版〕

四六判／248頁／本体1500円

プレゼン下手，人前で話すのが苦手な
方に朗報！ ロングセラー『5日で身
につく伝える技術』の内容を新たに，
装丁も新たにパワーアップして登場し
ます。これ1冊で力がつきます。

04474-2
Ｃ2034

12. 9刊

横山禎徳著

循 環 思 考
―ロジックツリーだけでは解決しない、複雑な問題を解決する技術―

四六判／272頁／本体1600円

ロジカルシンキングに代表される論理的思
考の限界を示し，新しい思考方法を示す
1冊。因果関係ではなく，循環に着目し，
問題を引きおこしている悪循環を探し出
し，良循環に変えていく方法を示す。

55707-5
Ｃ3034

12. 3刊
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山梨広一著

シ ン プ ル な 戦 略
―戦い方のレベルを上げる実践アプローチ―

四六判／304頁／本体1800円

考え抜かれた良い戦略は自ずとシンプ
ルになる。現状分析から戦略策定，実
行までの基本が学べる，マッキンゼー
流「戦略の教科書」。

53341-3
Ｃ3034

14. 3刊

樋口健夫著
〔新版〕 図解 仕事ができる人のノート術

―アイデアマラソンが仕事も人生も豊かにする―
四六判／216頁／本体1500円

ノートを使った創造力養成プログラム
として有名な「アイデアマラソン」の
創始者による画期的なノート術の本。
クラウド時代のデジタル活用のヒント
を加えパワーアップ。

09299-6
Ｃ3034

11.12刊

佐藤留美著
凄母（すごはは） あのワーキング
マ ザ ー が「折 れ ない」理 由

四六判／248頁／本体1400円

各社で大活躍のワーキングマザー11人
のインタビューから，仕事も育児もあ
きらめない生き方と知的サバイバル戦
略を伝授する。

26109-5
Ｃ0036

13.12刊

佐々木正悟・大橋悦夫著

スマホ時代のタスク管理「超」入門
四六判／216頁／本体1400円

スマホ時代になって一気に脚光を浴び
ているタスク管理アプリをビジネスに活
用するノウハウ書。紙ではできなかった
プロジェクト管理や未来の夢管理を誰
でも実現できるようになる本です。

58101-8
Ｃ3034

13. 1刊

内田伸哉著

ず る い 日 本 語
四六判／176頁／本体1400円

正しいだけでは伝わらない。国語万年
赤点から言葉で伝えるプロ，コピーラ
イターになった著者による鋭く刺さり
高速で理解される「強い日本語」のつ
くり方。

04592-3
Ｃ3034

16. 4刊

F･コリンズ著 片山奈緒美訳

成 功する人の「語る力」
―英国首相のスピーチライターが教えるライティング＋スピーチ―

四六判／280頁／本体1500円

成功者は，どんな主張をどんな言葉で
語るのか？ ブレア元英国首相のスピ
ーチライターによる，凡人が名スピー
カーになれる6つの戦略。

04490-2
Ｃ3034

13. 3刊

佐藤智恵著

世 界 最 高 MBA の 授 業
四六判／256頁／本体1600円

グローバルエリートたちは世界の一流
校でいかに学び，いかに変わるのか？
海外 MBA 留学経験者15人が教える人
生を変えた授業。

55732-7
Ｃ3034

13. 9刊

三木雄信著
世界のトップを10秒で納得させる
資料の法則

四六判／256頁／本体1500円

ソフトバンクの社長室長を勤め懐刀と
して活躍してきた著者が，超多忙の孫
社長が「一瞬でわかった！」と納得す
る資料の作り方を解説。

04568-8
Ｃ3034

15. 4刊

土岐大介著

絶 対 話 力
四六判／260頁／本体1500円

人見知りだった「伝説のトップ」が編
み出した，人の心を動かす絶対的な話
力とは。1分で伝え，10秒で決めさせ
る極意を明かす。

04513-8
Ｃ0034

13.12刊

田坂広志著
ダ ボ ス 会 議 に 見 る
世界のトップリーダーの話術

―言葉を超えたメッセージの戦い―
四六判／228頁／本体1500円

ダボス会議は世界の指導者が集う争い
の場。世界レベルの論戦とはどんなも
のか？ ダボス会議 GAC メンバーの
著者がトップの技を伝授。

04529-9
Ｃ3034

14. 4刊
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陳 建一著

「段 取 り」 の 鉄 人
―四川飯店・陳健一が語る一流になるための仕事術―

四六判／240頁／本体1500円

日本を代表する中華料理人による仕事
論。「段取り」をキーワードに，日々の
仕事，時間術，情報術，接客・サービ
ス，人材育成，経営までのノウハウを
多くのエピソードを交えて紹介する。

04475-9
Ｃ3034

12. 8刊

グロービス著 佐藤 剛監修

チ ー ム 思 考
四六判／224頁／本体1600円

ロングセラー『利益思考』に続く第2
弾！ 若手メンバーの育て方は？ 本当
の一流のリーダーの条件は？ 一番の肝
はフォロワーの育成にある――変化に常
に対応できる強いチームの作り方を解説。

55718-1
Ｃ3034

12. 9刊

信太 明著

テ ン プ レ ート 仕 事 術
―日常業務の75％を自動化する―

四六判／216頁／本体1500円

テンプレート化すれば仕事の75％は自
動化できる！ 若き上場企業社長が，
自らと社員が実践している仕事の効率
化のための実践的ノウハウを公開す
る。

04372-1
Ｃ0034

10. 4刊

東大ケーススタディ研究会著
東 大 生 が 書 い た 問 題 を
解く力 を 鍛 え るケ ー ス 問 題 ノート

―50の厳選フレームワークで、どんな難問もスッキリ「地図化」！―
A5判／168頁／本体1500円

『地頭を鍛えるフェルミ推定ノート』に
続く第2弾！！ あらゆる場面で一生使
える最高の問題解決法とは――どんな
難題も「3ジャンル，5ステップ」で
解ける，東大発，新思考システム！

55673-3
Ｃ3034

10. 9刊

伊藤元重著
東大名物教授がゼミで教えて
いる人生で大切なこと

四六判／192頁／本体1400円

東大の超人気教授がゼミで話している
人生論や仕事の技術を大公開。やりた
い仕事をして充実した人生を送ろう，
と語りかける。

04550-3
Ｃ0034

14. 8刊

佐藤 優著

読 書 の 技 法
―誰でも本物の知識が身につく熟読術・速読術「超」入門―

四六判／280頁／本体1500円

月平均300冊，多い月は500冊以上。佐
藤流本の読み方を初公開！ 1冊5分の
超速読と30分の普通の速読の仕方，哲学
書や小説・漫画の実践的読み方，記憶に
残る読書ノートの作り方まで完全網羅！

04469-8
Ｃ0034

12. 7刊

牧田幸裕著

得 点 力 を 鍛 え る
―「やらないこと」を決めて努力を最適化する技術―

四六判／224頁／本体1500円

ビジネスでも受験でも最小限の努力で
最大の成果を上げる方法とは？ まず
は「やらないこと」を決めれば「得点
力」が高まる。

55723-5
Ｃ3034

12.11刊

枝廣淳子・小田理一郎著

なぜあの人の解決策はいつもうまくいくのか？
―小さな力で大きく動かす！ システム思考の上手な使い方―

四六判／288頁／本体1600円

「システム思考」はすでに海外でもデュポ
ン，GM など年間数百億円規模に及ぶ業
務改善・利益向上をもたらす問題解決ア
プローチ。その全貌と方法を詳細かつ平
易に網羅した初の入門書。

55575-0
Ｃ3034

07. 3刊

野村総合研究所 田口芳昭著
なぜ日本企業は真のグローバ
ル化ができないのか

四六判／272頁／本体1800円

日本企業が真の「経営のグローバル
化」を進め，勝ち残るための「8つの
処方箋」を示す。特にドイツ企業の事
例が示唆に富む。

55767-9
Ｃ3034

15.12刊

漆原次郎著
日産自動車 V-up 推進・改善支援チーム協力
日 産 驚 異 の 会 議

―改革の10年が生み落としたノウハウ―
四六判／246頁／本体1500円

自動車産業の苦戦から一気に抜け出して
きた日産。エコカー競争でも電気自動車
リーフに話題が集中している。この勢いの
秘密は驚くべき会議手法にあった。会議
好きも会議嫌いも感動する“すごい”会議！

50231-0
Ｃ3034

11.12刊
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向殿政男著

入 門 テ キ スト 安 全 学
A5判／232頁／本体2200円

事故を防ぐ，リスクを最小化するモノ
づくりの思想，消費者の心がまえはど
うあるべきか。総合的な学問である

「安全学」を説く初の書。

22370-3
Ｃ3036

16. 3刊

稲田将人著

PDCA プロフェッショナル
A5判／244頁／本体2400円

トヨタ出身，マッキンゼーきっての実
践派と呼ばれた著者による1冊。あな
た自身とあなたの会社の PDCA が回
らない理由が見えてくる。

53375-8
Ｃ3034

16. 1刊

紺野 登著

ビジネスのためのデザイン思考
A5判／228頁／本体2000円

画期的デザイン思考モデルの提案。モ
ノづくりに止まらず，イノベーション
やビジネスモデルの設計につながる手
法・手順・ツールを体系的に示した知
識創造のための斬新なテキスト。

52190-8
Ｃ3034

10.11刊

グロービス･マネジメント･インスティテュート著
ビジネス・リーダーへのキャリアを
考える技 術・つくる技 術

A5判／224頁／本体1800円

「成功するキャリアを築くにはどうす
ればいいのか？」雇用環境・市場の分
析→自己分析→アクションプランとい
う戦略の構築を実力チェックシートを
使いながらやさしく解説。

53113-6
Ｃ3034

01. 5刊

榎本勝仁著

100 円 文 具「超」仕 事 術
―デジタル時代こそ、アナログを活かせ！―

四六判／216頁／本体1500円

100円ショップで手に入る文房具を，
仕事で有効に活用するための TIPS
集。使い方をイラストで詳細に解説，
ひと目でわかる。付録としてメーカー
のユニーク文房具も紹介。

04443-8
Ｃ0034

11.10刊

グロービス著 吉田素文執筆

ファシリテーションの教科書
A5判／224頁／本体2400円

会議や議論の場でチームの力を引き出
し，どう成果をあげていくか？ ファ
シリテーターの思考プロセスを重視し
た方法論を初公開。

53348-2
Ｃ3034

14.10刊

岩田規久男著

福澤諭吉に学ぶ 思考の技術
四六判／232頁／本体1600円

『文明論之概略』と『学問のすゝめ』
は，ものの見方・考え方に関する知恵
にあふれている。長年にわたり福澤諭
吉を愛読してきた著者が，福澤流ロジ
カル・シンキングをわかりやすく解説。

55686-3
Ｃ3034

11. 2刊

末永 卓著
ふ せ ん で カ ン タ ン！
テンミニッツ仕事整理術

四六判／168頁／本体1400円

朝，仕事前の10分を，ふせんを使って
段取りを考える――それが「テンミニ
ッツ仕事整理術」だ。見える化，貼り
替え，色分けで，もれなく効率的に仕
事が進む画期的なノウハウを全公開！

04394-3
Ｃ3034

10.10刊

北川達夫著

不都合な相手と話す技術
―フィンランド式「対話力」入門―

四六判／256頁／本体1600円

『週刊東洋経済』の好評連載，待望の
書籍化。フィンランド大使館員として
長らく勤務した著者が，国際コミュニ
ケーションの見地からどう話すか，ど
う伝えるかのスキルを解説する。

04395-0
Ｃ0034

10. 9刊

谷澤 潤著

ブ レ イ ン ダ ン プ
―必ず成果が出る驚異の思考法―

四六判／232頁／本体1500円

「コピー1本で数億円稼ぐ」という米
コピーライターが実践する驚異の思考
法。「脳の中身」をすべて紙に書き出
すだけで驚くほど成果が上がるとい
う。その理論と実践法を解説。

04377-6
Ｃ0034

10. 4刊
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牧田幸裕著

フレームワークを使いこなすための50問
―なぜ経営戦略は機能しないのか？―

A5判／208頁／本体1600円

50問にチャレンジし，解説を読み込めば，
経営戦略の基本コンセプトやフレーム
ワークの使いこなし方，解の出し方がト
レーニングができる。季刊『Think！』
の人気連載に大幅加筆し単行本化！

50198-6
Ｃ3034

09.12刊

内田伸哉著

プレゼンのアイデアノート51
A5判／184頁／本体1300円

電通コピーライター×マジシャンの著者が伝
授する「効くプレゼン・聞かないプレゼン」。
ビジネスで使える，コピーライターのアウトプ
ット，根回し，マジシャンの空気創造，聴衆
の引き込み方，マインド操縦法を明かす。

55706-8
Ｃ2034

12. 2刊

アニータ・エルバース著
鳩山玲人監訳・庭田よう子訳

ブ ロック バ ス ター 戦 略
四六判／356頁／本体2200円

ハーバード教授が教える，エンタメ業
界で稼ぐための「メガヒット戦略」を
解説。著者の教え子，サンリオ常務・
鳩山玲人氏が監訳担当。

53371-0
Ｃ3034

15. 9刊

清水久三子著

プ ロ の 課 題 設 定 力
―問題解決力より重要なビジネスリーダーのスキル―

四六判／224頁／本体1500円

良い答えを生むには良い課題が必要だ。
課題をうまく設定できれば仕事は9割成
功したと言える。コンサルタントを育成
するプロが，期待を超える仕事をするた
めの課題設定の方法を伝授する。

55652-8
Ｃ3034

09. 7刊

清水久三子著

プ ロ の 資 料 作 成 力
―意思決定者を動かすテクニックとおもてなしの心―

A5判／192頁／本体1800円

日本 IBM の人気研修の内容を単行本
化。相手の理解と共感を得て，行動を
引き出す，プロフェッショナルの資料
作成ノウハウを公開。

04461-2
Ｃ3036

12. 5刊

D･H･マイスター／ C･H･グリーン／
R･M･ガルフォード著 細谷 功訳
プロフェッショナル・アドバイザー

―信頼を勝ちとる方程式―
A5判／352頁／本体2400円

クライアントから信頼されるアドバイ
ザーになるためにはどうすればいい
か。本書は戦略コンサルタントをはじ
めとするあらゆるプロフェッショナル
にとっての指針を示している。

55660-3
Ｃ3034

10. 1刊

藤井一郎著
プ ロ フ ェッ シ ョナ ル・
ネゴシエーターの頭の中

―「決まる！」7つの交渉術―
四六判／208頁／本体1500円

日本トップの成約数を誇る M&A アド
バイザーが明かす決まる交渉の極意と
方法。イエスと言わせる6つの武器，
価格交渉のタイミング，自分の感情を
コントロールする法等，技術が満載。

53299-7
Ｃ3034

11. 9刊

土井 哲・高橋俊介著
プ ロ フ ェッ シ ョナ ル・
プ レ ゼ ン テ ー シ ョ ン

A5判／184頁／本体2000円

マッキンゼー出身で，一流企業向けに
研修事業を行うカリスマ講師が，プレ
ゼンの全ノウハウを説いた本。論理的
なプレゼンを行うために，一からやさ
しく解説。

55473-9
Ｃ3034

03. 2刊

大前研一監修・ビジネス・ブレークスルー大学
編・森 時彦・キャメル・ヤマモト著

プロフェッショナル リーダーシップ
四六判／276頁／本体1500円

大前研一監修！ 「答えのない時代」
において，自らのリーダーシップを見
出し，「結果を出す」ための羅針盤を，
著名講師が提示する。

52218-9
Ｃ3034

16. 4刊

安岡寛道著

「ポイント・会員制サービス」入門
―会員組織の構築と改善、成功のポイントと未来戦略―

四六判／240頁／本体1600円

ポイント・会員制サービスの導入方法
と仕組みを解説した初の入門書。始め
方，成功のポイント，評価の仕方，止
め方までを解説。

50259-4
Ｃ3034

14. 6刊
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山田昭男著
ホウレンソウ禁止で1日7時間15分
しか働かないから仕事が面白くなる

四六判／224頁／本体1500円

「カンブリア宮殿」等 TV 出演45回以上！
ヤフーニュースでも大注目！ 日本一ドケ
チ創業者が初めて書いたドケチ以上に大
切な「画期的な働き方」論。日本一“社
員”が幸せな会社の工夫が満載！

04472-8
Ｃ0034

12. 8刊

平井孝志著

本 質 思 考
―MIT 式課題設定＆問題解決―

四六判／240頁／本体1600円

MIT で学び，ビジネスの最前線で複
雑な問題に取り組む戦略コンサルタン
トが「スジの良い答えの導き方」を解
説する。

55756-3
Ｃ3034

15. 1刊

山田昭男著
毎 日 4 時 45 分 に 帰 る 人 が
やっているつまらない「常識」59の捨て方

四六判／224頁／本体1500円

3万部のベストセラー『ホウレンソウ禁止で
1日7時間15分しか働かないから仕事は面白
くなる』第2弾は実践編。 営業マンは携帯，
パソコン禁止！ 現場訪問は事前アポをとる
な！ 「先憂後楽」仕事術を新提案。

04510-7
Ｃ0034

13. 8刊

G･ゼラズニー著 数江良一・菅野誠二・大崎朋子訳
マッキンゼー流
図 解 の 技 術

A5判／290頁／本体2200円

なぜ，20年も翻訳されなかったのか？
米国で20年前に初版が刊行され，すで
に第4刷を重ねるロングセラー。米国
マッキンゼーのエキスパートが教える
図解技術がついに日本上陸。

55522-4
Ｃ2034

04. 8刊

G･ゼラズニー著 数江良一・菅野誠二・大崎朋子訳
マッキンゼー流
図解の技術 ワークブック

A5判／128頁／本体1500円

ベストセラー『マッキンゼー流 図解
の技術』の問題集。著者が提唱する図
解の技術を，実際に手を動かしながら
身につけるのが狙い。厳選20問を解け
ば図解の勘所が見えてくる。

55543-9
Ｃ2034

05. 7刊

G･ゼラズニー著 数江良一・菅野誠二・大崎朋子訳
マッキンゼー流
プレゼンテーションの技術

A5判／208頁／本体2200円

『マッキンゼー流 図解の技術』の第
2弾。今度はプレゼンを解説。単なる
見た目が派手なプレゼンではなく，話
し手のメッセージが聞き手の心と頭に
届くプレゼンのノウハウを紹介。

55527-9
Ｃ2034

04.12刊

徳岡晃一郎著
未来を構想し、現実を変えて
いく イノベーターシップ

A5判／260頁／本体2400円

イノベーターシップとは，高い志で未
来の社会を創造する力。次世代リー
ダーに不可欠な5つの力とトレーニン
グ方法が学べる。

53378-9
Ｃ3034

16. 2刊

村上賀厚著
元・外資系人事部長が見た
要領よく出世する人

四六判／224頁／本体1500円

モンサント，ロイター，GE で人事責
任者を歴任した著者がその目で見た，

「要領よく出世する人」がやっていた
ことを1冊にまとめる。

53356-7
Ｃ3034

15. 2刊

細谷 功著

問 題 解 決 の ジ レ ン マ
四六判／280頁／本体1600円

イノベーターには「問題解決」ではな
く「問題発見」型の思考が求められ
る。無知に気づき，無知を活用する，
究極の思考法を体系化。

55741-9
Ｃ3034

15. 4刊

御手洗昭治編著 秋沢伸哉著
問 題 解 決 を は か る
ハー バ ード 流 交 渉 戦 略

四六判／232頁／本体1800円

政治，ビジネスの世界には問題解決型
交渉力をが必要だ。短時間で問題を発
見し，解決できるハーバード流の交渉
の極意を伝授する。

55702-0
Ｃ3034

13. 4刊

仕事の技術

138



山田昭男著
山田昭男の仕事も人生も面白くなる
働き方バイブル

四六変型判／266頁／本体1200円

「日本人は幸せに働くことをもっと考
えたほうがいい」生前残した最後の言
葉に，図・イラストを加えた集大成。
山田イズムのすべてを書いた1冊。

04574-9
Ｃ0034

15. 6刊

ランチェスター戦略学会監修 福田秀人著

ラ ン チ ェ ス タ ー 思 考
―競争戦略の基礎―

A5判／256頁／本体2400円

ランチェスター戦略学会設立記念出
版。累計500万部超，故・田岡信夫の

「ランチェスター戦略」シリーズを
ベースに，競争戦略論の新たな展開を
図る。田岡信夫の遺稿も一部収録。

55624-5
Ｃ3034
テキスト

08.11刊

福田秀人著

ラン チェスター 思 考 Ⅱ
―直観的「問題解決」のフレームワーク―

A5判／256頁／本体2400円

リーダーは何をし何をすべきでないか。
ランチェスター戦略研究の第一人者が
孫子・クラウゼヴィッツとその系譜に
連なるアメリカ陸軍・指揮官マニュア
ルをベースに意思決定の要諦を説く。

55670-2
Ｃ3034
テキスト

10. 7刊

白井邦芳著

リスクマネジメントの教科書
A5判／272頁／本体2000円

広報部必読！ 個人情報流出，食品へ
の異物混入等々，いざコトが起きたと
きの対応や日ごろの準備をリアルにイ
メージしながら学べる。

53353-6
Ｃ3034

14. 9刊

福田秀人著
リ ー ダ ー に な る 人 の
「ランチェスター戦略」入門

―プロフェッショナルの「思考と行動」の原則―
四六判／256頁／本体1600円

米国型企業戦略の破綻が拡がる中，注
目度が高まっている日本発のランチェ
スター戦略。中堅以上のビジネスパー
ソンが今こそ身につけるべき有力なビ
ジネススキルとして平易に解説。

55657-3
Ｃ3034

09.11刊

本田直之著

リ ー デ ィ ン グ 3.0
―少ない労力で大きな成果をあげるクラウド時代の読書術―

四六判／180頁／本体1500円

ベストセラーの読書術『レバレッジ・
リーディング』から5年。iPhone と
クラウドサービス，SNS を駆使した，
本・雑誌・新聞・電子書籍・ウェブの
新しい読み方を披露する。

04416-2
Ｃ0034

11. 4刊

本田直之著

レ バレッジ・シンキング
―無限大の成果を生み出す4つの自己投資術―

四六判／184頁／本体1450円

話題書『レバレッジ・リーディング』
の続編。少ない労力で大きなリターン
を得るため，労力（仕事）・時間・知
識（勉強）・人脈に分けて自己投資術
を説く。

04280-9
Ｃ0034

07. 6刊

本田直之著

レバレッジ・マネジメント
―少ない労力で大きな成果をあげる経営戦略―

四六判／256頁／本体1600円

レバレッジ・シリーズで話題の著者に
よる初のマネジメント論。十数社の経
営者として，試行錯誤しながら高い実
績をあげてきたノウハウを開陳する。

04327-1
Ｃ0034

09. 1刊

本田直之著

レバレッジ・リーディング
―100倍の利益を稼ぎ出すビジネス書「多読」のすすめ―

四六判／176頁／本体1450円

読書は最大の自己投資である。1日1
冊で年400冊を読破し，ビジネスでリ
ターンを得るノウハウを，ビジネス書
の探し方から，読了後のフォローまで
を解説する。

04269-4
Ｃ0034

06.11刊

D・ドーラン／清水 孝編著
清水扶慈子・川村義則・小林啓孝・秋葉賢一・鈴木孝則著
68シーンで完全マスター！今すぐ使える
ワンランク上の実践ビジネス英語

―営業・交渉・プレゼンから財務・経理・IR まで―
A5判／200頁／本体1800円

こういうリアルな英会話本が欲しかっ
た！ ビジネス基礎英語から営業担当
のプレゼン・交渉英語，財務・経理担
当の会計英語まで網羅！

60219-5
Ｃ3033

13. 8刊
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照屋華子・岡田恵子著

ロ ジ カ ル・シ ン キ ン グ
―論理的な思考と構成のスキル―

A5判／232頁／本体2200円

自分の考えを論理的に整理・構成し，
相手に自分の考えを正しく伝える，ビ
ジネスパーソンに不可欠な「コミュニ
ケーションの技術」が解説と集中ト
レーニングで身につく。

53112-9
Ｃ3034

01. 4刊

照屋華子著

ロジカル・ライティング
―論理的にわかりやすく書くスキル―

A5判／208頁／本体2200円

ベスト＆ロングセラー『ロジカル・シ
ンキング』の著者による待望の続編。
ブームの先駆けとなった前者のツール
を応用して，ビジネスパーソンに必要
な文書作成の技法を紹介する。

55554-5
Ｃ3034

06. 3刊

2.経営・産業

資 格・就 職
太田智文著
インターンシップで志望の
業界・職種に内定する方法

四六判／200頁／本体1450円

厳しさを増す就職戦線を勝ち抜くため
の「就活“前”戦略」！ インターン
シップを上手に活用して，「やりたい
仕事」を知り，劇的に成長しよう！
新しい内定の常識がここにある。

26094-4
Ｃ0036

09. 6刊

田宮寛之著

親 子 で 勝 つ 就 活
―わが子が内定を勝ち取るための80のポイント―

四六判／192頁／本体1400円

就活生の子を持つ親が，「知っておく
べきこと」，「やるべきこと」，「言って
はいけないこと」などを徹底解説。一
生後悔しないための正しい“親力”の発
揮の仕方をとことん伝授する。

22327-7
Ｃ0036

12. 9刊

小野田博一著
仕 事 が で き る 人 の
論 理 的に考え、書く技 術

四六判／168頁／本体1400円

仕事ができる人は論理的表現がうま
い！ レポート，ビジネス文書を書く
際に，論理的要素をちりばめれば見違
えるほど良いできになる。そのノウハ
ウをイラストを交え解説！

55650-4
Ｃ3034

09. 6刊

田宮寛之著

就活は3年生からでは遅すぎる！
―内定を勝ち取るための、大学1～2年生の過ごし方―

四六判／216頁／本体1300円

就職難が常態化する中，就職浪人すると就
職活動がますます厳しくなる現実をレポー
ト。「1～2年生からやっておくべき5つ
のポイント」など，新卒で内定を獲得する
ための準備の仕方をじっくり解説する。

22317-8
Ｃ0036

11.10刊

『就職四季報』編集部著

『就職四季報』パーフェクト活用術
―成功するための7つのステップ―

四六判／192頁／本体1200円

後悔しないための会社の選び方，人気
企業から内定を取るためのアプローチ法，
“隠れ優良企業”の見つけ方……などを徹
底解説。「総合版」「女子版」の双方に
対応。就活生，保護者の必読書。

22308-6
Ｃ0036

10.11刊

渡邉正裕著

10年後に食える仕事 食えない仕事
四六判／222頁／本体1500円

激変する世界そして経済。これから日
本から消えゆく職業とはなにか。逆に最
後まで日本に残る仕事とは？ 4象限の
マトリックス分析図とともに，職の本で
定評のある著者が世に問う衝撃の一冊。

26103-3
Ｃ0036

12. 2刊

資格・就職

140



ウインズ望月恭子と就活中の主婦たち編著

主婦が、仕事を、探すということ。
―高学歴40代妻たち、涙と笑いの再就職戦線―

四六判／240頁／本体1300円

主婦の再就職活動（主婦活）に励む主
婦が増えているが，現実は甘くない。
高学歴主婦代表の桃子とりんこの苦闘
に，主婦活支援会社の社長が「プロの
本音アドバイス」を授ける。

26104-0
Ｃ0036

12. 8刊

樋口裕一著

小 論 文 こ れ だ け！
―短大・推薦入試から難関校受験まで―

四六変型判／264頁／本体1000円

累計250万部のベストセラー，樋口式小
論文の決定版が遂に登場。書き方も中
身も，これ1冊だけでどの受験生も合
格小論文が書ける！ 「小論文の神様」
が遂に書いた究極の小論文参考書。

04212-0
Ｃ7081
テキスト

04. 9刊

樋口裕一著

小論文これだけ！超基礎編
―短大・推薦入試から難関校受験まで―

四六変型判／228頁／本体1000円

発売以来売れ続けている『小論文これだ
け！』の続編。前作を難しいと感じる受験
生向けにさらに基礎的な内容を網羅。一番
最初に読みたい1冊。短大・推薦受験なら
これ1冊だけで合格小論文が書ける！

04385-1
Ｃ7081
テキスト

10. 7刊

樋口裕一著

小論文これだけ！書き方超基礎編
四六変型判／208頁／本体1000円

10万部突破「小論文これだけ」シリー
ズ初の「書き方」編。超基礎の文章ル
ールから NG 集，ワンランク上のテク
ニックまで徹底解説。

04497-1
Ｃ7081
テキスト

13. 5刊

樋口裕一著

小論文これだけ！書き方応用編
―短大・推薦入試から難関校受験まで―

四六変型判／224頁／本体1000円

15万部突破のシリーズ中，特に人気の
「書き方編」第2弾！ メモのとり方
からアイデアの構成術，ネタの転用術
まで徹底解説。

04544-2
Ｃ7081
テキスト

14. 7刊

樋口裕一・大原理志著

小論文これだけ！書き方 医学・医療編
四六変型判／192頁／本体1000円

シリーズ最新刊は「書き方」第3弾＋
人気の「医学系」向け！ 過去シリー
ズとも重複しない内容で，医学医療系
向けの小論文の書き方を，やさしく解
説します。

04577-0
Ｃ7081
テキスト

15. 7刊

樋口裕一著

小論文これだけ！医療・看護編
―短大・推薦入試から難関校受験まで―

四六変型判／240頁／本体1000円

「樋口式小論文の決定版」として評判
のロングセラー『小論文これだけ！超
基礎編』に続く第3弾。小論文試験が
多い医学部・看護学部志望者用に，よ
り特化した内容を解説。

04401-8
Ｃ7081
テキスト

10.10刊

樋口裕一・大原理志著

小論文これだけ！看護超基礎編
四六変型判／216頁／本体1000円

15万部突破『小論文これだけ！』シ
リーズ最新刊は，とりわけ人気が高い

「看護編」をさらにやさしく解説する
「超基礎編」！

04548-0
Ｃ7081
テキスト

14. 8刊

樋口裕一著

小論文これだけ！看護深掘り編
―短大・推薦入試から難関校受験まで―

四六変型判／232頁／本体1000円

累計10万部突破のロングセラー『小論
文これだけ！』シリーズ。受験生の多い
看護系の学部・学科・専門学校向け
に，『小論文これだけ！医療・看護編』
よりさらに幅広く，かつ深い内容を解説。

04447-6
Ｃ7081
テキスト

11.11刊

樋口裕一著

小論文これだけ！人文・情報・教育編
―国立・難関私大の受験生必読！―

四六変型判／216頁／本体1000円

「樋口式小論文の決定版」と評判のロング
セラー『小論文これだけ！』シリーズの

「人文科学」編。「情報社会」「メディア」
「思想・宗教」など難関私大や国立二次受
験者向けに，より特化した内容を解説。

04410-0
Ｃ7081
テキスト

10.11刊
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樋口裕一・大原理志・大場秀浩著

小論文これだけ！教育深掘り編
―短大・推薦入試から難関校受験まで―

四六変型判／224頁／本体1000円

累計10万部突破のロングセラー『小論
文これだけ！』シリーズ。教育系の学
部・学科向けに『人文・情報・教育
編』よりさらに広く深く頻出テーマを完
全網羅！ これ1冊でネタの総仕上げ！

04467-4
Ｃ7081
テキスト

12. 7刊

樋口裕一著

小論文これだけ！法・政治・経済編
―国立・難関私大の受験生必読！―

四六変型判／224頁／本体1000円

「樋口式小論文の決定版」と評判のロング
セラー『小論文これだけ！』シリーズの

「社会科学」編。「民主主義」「グローバル
化」「国際政治」など難関私大や国立二次
受験者向けに，より特化した内容を解説。

04411-7
Ｃ7081
テキスト

10.11刊

樋口裕一・大原理志・山口雅敏著

小論文これだけ！法深掘り編
―短大・推薦入試から難関校受験まで―

四六変型判／240頁／本体1000円

累計10万部突破のロングセラー『小論
文これだけ！』シリーズ。法律系の学
部・学科向けに『法・政治・経済編』
よりさらに広く深く頻出テーマを完全
網羅！ これ1冊でネタの総仕上げ！

04466-7
Ｃ7081
テキスト

12. 7刊

樋口裕一・大原理志・山口雅敏著

小論文これだけ！経済深掘り編
―短大・推薦入試から難関校受験まで―

四六変型判／240頁／本体1000円

15万部突破シリーズ最新刊。経済学部
志望者向けに，TPP からエネルギー
問題まで頻出テーマを完全網羅した総
仕上げの1冊！

04500-8
Ｃ7081
テキスト

13. 7刊

廣瀬泰幸著

新 卒 採 用 基 準
四六判／376頁／本体1800円

企業の採用担当者は，突き詰めれば同
じポイントを評価している。そのポイ
ントを明かし，高く評価されるために
すべきことを解説する。

22351-2
Ｃ0036

15. 2刊

城 繁幸著

たった1％の賃下げが99％を幸せにする
―雇用再生へのシナリオ―

四六変型判／200頁／本体1200円

40万部『若者はなぜ3年で辞めるのか？』
著者，待望の最新刊。「超もらいすぎ」の1
％を賃下げすれば，非正規，正社員の99％
が幸せになる。2つの格差を解消し，21世
紀的な働き方と雇用再生への秘策を説く。

26092-0
Ｃ3034

09. 4刊

吉田雅裕著 東大ケーススタディ研究会編
東大生が書いた
議論する力を鍛えるディスカッションノート

A5判／184頁／本体1500円

就活の第一関門，「グループ・ディス
カッション」を初めて体系化！ 就活
にもビジネスにも応用できる知的生産
術を東大生が解説する。

55752-5
Ｃ3034

14.11刊

海老原嗣生著
なぜ7割のエントリーシートは、
読まずに捨てられるのか？

四六判／232頁／本体1200円

人気企業が隠している就活の「裏側」
を，バカ正直に明らかにする。採用の

「手口」を知れば，就活の悩みは9割
なくなる。

22352-9
Ｃ0036

15. 1刊

谷川史郎著

ラ ス ト キ ャ リ ア
―50代からの地方創生に貢献する新しい選択肢―

四六判／176頁／本体1500円

地方創生ブームの今，地方でのビジネ
スパーソンとしてのスキルと経験の生
かし方，やり甲斐について，4人の実
体験ベースでひも解く。

53376-5
Ｃ3034

16. 1刊

渡邉正裕著

若者はなぜ「会社選び」に失敗するのか
―企業の “ウソ” を見破る技術―

四六判／336頁／本体1600円

広報を通さない取材をもとに，「生活」
「対価」「仕事」の各面から企業を徹底
分析。企業イメージにだまされない

「会社の選び方」を伝授する。若手ビ
ジネスマン・学生必読の1冊！

76164-9
Ｃ3034

07. 2刊
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2.経営・産業

農林水産業
飯田康道著

JA 解 体
―1000万組合員の命運―

四六判／224頁／本体1500円

2015年 JA 全中解体とはなんだったの
か。あまりに多くの問題を抱える日本
の農業はこれからどうなるのか。わか
りやすく解説する。

39621-6
Ｃ3033

15. 9刊

大澤信一著

農業は繁盛直売所で儲けなさい！
―日本経済を強化する成功モデル―

四六判／256頁／本体1700円

全国で繁盛直売所が続出。その“売れ
る秘密”を分析し，成功するビジネス
モデルを提示する。併せて，食の安全
というニーズに応えつつ，地域経済も
活性化する方法を解説する。

78030-5
Ｃ3034

09. 7刊

大澤信一著

プロフェッショナル農業人
― “儲かる農業” をどうつくるか―

四六判／320頁／本体1800円

7人の“農業の達人”たちのケーススタ
ディをもとに，農法と経営の両面か
ら，TPP にも負けない高収益農業を
実現するための指針を示す。

78033-6
Ｃ3061

13. 4刊

3.株・マネー運用

株・マネー運用
鈴木雅光著
あなたの資産を大きく育てる
NISA 完 全 活 用 術

四六判／192頁／本体1400円

2014年4月導入予定の「少額投資非課
税制度（通称：ニーサ）」の解説書。
制度の仕組みから金融商品の選び方ま
で初心者向けに解説。

73296-0
Ｃ3033

13. 8刊

DUKE。著
1勝4敗でもしっかり儲ける
新高値ブレイク投資術

四六判／224頁／本体1400円

下落相場のいまがチャンス！ 話題の
サラリーマン投資家がルールに合わせ
て新高値を追いかけるだけで儲ける画
期的な投資法を初公開！

73336-3
Ｃ3033

16. 6刊

石川貴康著

いますぐプライベートカンパニーを作りなさい！
四六判／240頁／本体1500円

プライベートカンパニーと不動産で節
税効果を活用し，安全に資産を築くノ
ウハウを初公開。10年で300万円の差
がつきます。

73333-2
Ｃ3033

16. 4刊

村上尚己著
インフレ貧乏にならないための
資 産 防 衛 術

四六判／208頁／本体1400円

間近に迫るデフレからインフレへの大
転換。その時マーケットに何が起きる
のか。この大波を乗り切る心構えを人
気エコノミストが解説。

73315-8
Ｃ3033

14. 6刊
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山内英貴著

エンダウメント投 資 戦 略
四六判／256頁／本体1800円

長期投資のお手本であるハーバードや
イェールの投資手法とは？ 個人でも
実践できるエンダウメント投資の考え
方と実践法を紹介。個人投資家向け初
の本格的解説書。

73326-4
Ｃ3033

15. 7刊

泉 正人著

お 金 原 論
四六判／292頁／本体1500円

貯め方，使い方，稼ぎ方，働かせ方な
ど，あなたとお金との現在位置と具体
的なアクションがわかる。原理原則か
ら説いたお金の授業。

31481-4
Ｃ0033

16. 7刊

宮島秀直著

外国人投資家はいま何を考えているのか
―世界の投資家が描く日本株戦略―

四六判／232頁／本体1500円

個人投資家に向けた日本株投資の手引
き書。日本市場をリードする外国人投
資家が注目する銘柄とその投資戦略を
紹介。

73299-1
Ｃ3033

13. 9刊

伊藤智洋著

株価チャートの実戦心理学
―もう迷わないダマされない 自信がつく！―

A5判／216頁／本体1800円

株価チャートのセオリーどおりになら
ないのが，株式投資の妙味。なぜ
チャートはウソをつくのか。その「騙
し」を見抜き逆手に取るワンランク上
の投資術を公開。

73170-3
Ｃ3033

04. 2刊

木佐森吉太郎著
〔新版〕株式罫線の見方・使い方

―投資家のための戦略図―
B6判／268頁／本体1600円

場あたり的・神秘的にあつかわず，あ
くまで景気変動の大きな波と罫線の関
係，微妙な市場人気による影響など
を，筆者の多年の経験で科学的に分析
し，正しい罫線の見方を解説。

73002-7
Ｃ2060

69. 5刊

会社四季報編集部編
株 で 勝 つ！
会社四季報超活用法

A5判／240頁／本体1500円

サプライズ銘柄の見つけ方，業績数字
の読み方，割安株を先読みする方法な
ど，個人投資家が株で勝つための実践
的四季報活用術を解説。

73324-0
Ｃ3033

15. 6刊

岡村 聡著
完全レベル別 30代～50代の
ための海外投資「超」入門

A5判／192頁／本体1500円

月1000円から始められて，30年で3000
万円も無理せず可能！ マネー誌・一
般誌で人気連載中の著者が初めて書い
た，誰でもゼロから始めて確実に利益
を出せる海外投資の完全マニュアル。

73283-0
Ｃ0033

12. 3刊

会社四季報編集部編
が ん ば る！ か ぶ
6時間でわかる株の授業

A5判／160頁／本体1400円

会社四季報編集部が初めて書いた超初
心者向けの株式投資入門書。オールカ
ラーで知識ゼロからでもわかりやすい
内容。株主優待紹介や株主総会参加マ
ンガなど楽しさ満載。

73289-2
Ｃ3033

12. 9刊

藤田 勉著

グローバル通貨投資のすべて
―先進国・資源国・新興国主要30通貨の展望―

四六判／232頁／本体1600円

それぞれの国の政治・経済・制度につ
いて詳しく分析し，今後の為替相場を
展望。投資家が国際分散投資をはかる
上で有益な一冊。

73286-1
Ｃ3033

12. 5刊

古賀信行監修・佐々木文之編著

賢 者 の 投 資
四六判／288頁／本体1800円

株の世界も歴史は繰り返す！ 株価急
落時でもリスクを分散して資産を増や
すための教訓を18世紀から現在までの
金融危機の歴史に学ぶ。

73331-8
Ｃ3033

15.12刊

株・マネー運用
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池上浩一著
これからの10年で成長する
リーディング業界を予測するルール

A5判／288頁／本体1600円

野村證券の人気セミナー講師が教える
成長業界を予測する方法。世界から日
本を見ると10年後に株価を上げる業界
地図が見えてくる！

73316-5
Ｃ3033

14. 9刊

加藤 隆著
サラリーマン大家さん お金の
借 り 方 テ ク ニ ッ ク

四六判／240頁／本体1600円

初めて不動産投資を行う際，一番気が
かりなお金の借り方を解説する初の入
門書。お金を借りる条件には何があっ
て，どうすれば貸してくれるのか，ベ
テラン大家さんが伝授します。

73274-8
Ｃ3033

10. 9刊

二階堂重人著

サラリーマンが FXで稼ぐ一番いい方法！
―給料と同額を毎月手に入れる！―

四六判／224頁／本体1600円

ベストセラー『サラリーマンが株で稼ぐ
一番いい方法』の著者が贈る FX 攻略
本の決定版！ 多忙なビジネスマンが
空き時間を有効に使い，1年で「給料」
の3倍の利益を目指す方法を紹介。

73282-3
Ｃ3033

11.11刊

加藤 隆著
サラリーマンだからこそ
「節税大家さん」で儲けなさい！

四六判／224頁／本体1600円

バブル崩壊をはさみ20年にわたる不動
産投資歴を誇るサラリーマン大家さん
のノウハウ集。サラリーマンならでは
の投資術を大公開。とくに「節税」に
関するノウハウは一読の価値あり！

73248-9
Ｃ3033

08. 6刊

石川貴康著

サラリーマンは自宅を買うな
―ゼロ年世代の「自宅を買わない生き方」―

四六判／264頁／本体1500円

自宅は所有する時代から，「使う」時
代へ変わった。親世代の自宅中心の資
産形成では破綻が待っている。発想を
変え，実質豊かな生活を楽しみつつ，
資産形成を行う方法を説く。

73276-2
Ｃ3034

10.10刊

会社四季報編集部編
シェア No.1投資情報誌『会社四季報』
編集部が作った株スクリーニング入門

A5判／176頁／本体1500円

銘柄選びの強い味方「スクリーニン
グ」を初歩からわかりやすく四季報編
集部が教える超入門書。スクリーニン
グの注意点も解説。

73305-9
Ｃ3033

13.12刊

山崎 元著
資 産 運 用 実 践 講 座 Ⅰ
投 資 理 論と運 用 計 画 編

A5判／212頁／本体1800円

個人投資家に人気の評論家による，資
産運用の解説書の決定版。Ⅰは運用計
画作りを念頭に，家計の把握方法，投
資理論の基礎，多様な運用手段をどう
考えるか，などを解説。

73255-7
Ｃ3033

09. 5刊

山崎 元著
資 産 運 用 実 践 講 座 Ⅱ
株 式 投 資と金 融 商 品 編

A5判／216頁／本体1800円

「Ⅰ投資理論と運用計画編」に続き，
より具体的なアドバイスを展開。様々
な投資手法の意味，手数料やパフォー
マンス評価の考え方がよくわかる。正
しい知識を身につけたい人は必携。

73262-5
Ｃ3033

09. 9刊

本田浩子著

自宅は会社に買ってもらえ！
―社長が会社を使って資産を残す方法―

四六判／232頁／本体1600円

ストーリー仕立てで学べる，小さな会
社の節税テクニックの本。「おカネは
個人 モノは会社」の法則に従えば，
たいした利益の出ない会社でも事務所
用マンション位の資産は残せます！

60178-5
Ｃ3034

09. 2刊

北浜流一郎著
「自分年金」はこの3つの銘
柄 で 作 り な さ い！

四六判／240頁／本体1500円

アベノミクスの波に安心・確実に乗っ
て資産を築く方法を解説。『四季報』
を使った銘柄選びから推奨銘柄の紹介
まで北浜流投資の全極意。

73303-5
Ｃ3033

13.12刊

株・マネー運用
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星 輝著

住宅ローンで不動産投資を行う方法
―自宅は住居付き収益物件を買いなさい―

四六判／248頁／本体1600円

住宅ローンを上手に活用すれば，フリ
ーターなどの非正規社員でも不動産投
資ができる。誰もが見逃していた画期
的な方法を紙上公開！ もちろんサラ
リーマン投資家も活用可！

73279-3
Ｃ0033

11. 6刊

海外投資を楽しむ会著
小富豪のための
タック ス ヘ イヴ ン 入 門

A5判／356頁／本体1900円

帰ってきた『ゴミ投資家』シリーズ，
第1弾は“税金天国”超実践マニュアル
版。日本の銀行・証券にサヨナラし
て，オフショアでお金持ちになるため
の秘密を徹底解説！

73166-6
Ｃ3033

03. 7刊

馬渕治好著

勝率9割の投資セオリーは存在するか
A5判／208頁／本体1800円

数多い投資の格言やマーケットの俗説
は本当か。膨大なデータから分析・検
証した異色の投資書。中上級投資家は
必読！

73334-9
Ｃ3033

16. 4刊

橋口宏行著
素人でも勝てる！！6勝4敗で年20～30％の
リターンをめざ す 株 式 投 資 の 定 石

―これを知らないで株式投資をしてはならない！―
四六判／192頁／本体1400円

プロとハンディキャップなしの勝負を
しなければならない個人が株式投資で
勝つための，具体的な手順＝定石をや
さしく解説します。

73308-0
Ｃ3033

14. 1刊

小澤善哉著
図解 ひとめでわかる株・
FX ・ 不 動 産 の 税 金

A5判／176頁／本体1600円

証券優遇税制廃止，NISA にも対応。
株，FX，投信，金，REIT，ETF，
不動産など投資にかかる税金と節税策
を解説。

09313-9
Ｃ3033

14. 2刊

夕 凪著

スタバ株は1月に買え！
―10万円で始めるイベント投資入門―

四六判／224頁／本体1400円

個人投資家に絶大な人気をほこる夕凪
氏が，株主優待投資や投資のアノマ
リーなど，40％超の勢いで資産を増や
した投資ノウハウを公開。

73313-4
Ｃ3033

14. 4刊

岩本秀雄著

世界一やさしい株価チャートの本
A5判／192頁／本体1400円

株で勝つための基本は売り買いのタイ
ミング。ローソク足の読み方を中心に
売買ポイントのサインを徹底解説！
厳選51問の練習問題付。

73319-6
Ｃ3033

14.11刊

藤田 勉・倉持靖彦著

世界市場を動かす5の歴史的視点
四六判／208頁／本体1600円

愚者は経験に学び，賢者は歴史に学
ぶ。中東，欧州，中国を中心に，最新
のデータと歴史観も踏まえたグローバ
ル投資のノウハウを伝授。

73327-1
Ｃ3033

15. 8刊

D･de･ルース著 広瀬智也・魁堂亜紀訳
世界の不動産投資王が明かす
お金持ちになれる「超」不動産投資のすすめ

―自己資金ゼロから始める究極の資産形成術―
A5判／224頁／本体1800円

なぜ不動産が最高の投資手段なのか？
世界中に投資して資産を形成してきた
人物が，不動産投資の思考方法と行動
原則を紹介。米国ベストセラー待望の
翻訳。

73216-8
Ｃ3033

06. 5刊

松本 大著 マネックス証券株式会社監修
世界のマーケットで戦ってきた僕が
米国株を勧めるこれだけの理由

四六判／226頁／本体1500円

円安の今，米国株にチャンス到来！
200年最高値更新の株で資産を殖やす
方法を教えます！ 口座開設の仕方か
ら銘柄選びまで一から解説。

73301-1
Ｃ3033

13.11刊
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森 智紀著
投資初心者でも資産10倍に!?
ほったらかし海外ファンド成功法

四六判／232頁／本体1500円

海外の富裕層が長年にわたって投資し
てきた海外ファンド。その全体像と賢
い投資方法を，一部上場企業の会社員
である著者が試行錯誤して成功した秘
訣を交え解説する。

73278-6
Ｃ3033

11. 4刊

小澤善哉著

なぜ犬神家の相続税は2割増しなのか
―節税のルール100―

四六判／224頁／本体1400円

有名人等の公表エピソードをもとに，
生活・仕事・相続のさまざまな場面で
聞くに聞けない節税のコツを伝授しま
す。

61056-5
Ｃ0033

13. 2刊

井戸美枝著・（株）マネーフォワード協力
なぜ、お金の貯まる人は「家計簿」
を大切にしているのか

四六判／228頁／本体1400円

お金が貯まる人のライフプラン＆家計
簿を徹底分析。投資や資産運用を始め
る前に知っておくべき大切なことを紹
介。

73329-5
Ｃ0033

15.11刊

みずほフィナンシャルグループ著
NISA で 始 め る

「負けない投資」の教科書
四六判／216頁／本体1300円

非課税枠拡大や子供版の創設で注目を
集める「NISA」活用の解説書。債券
や投信を使ってとにかく「損しない」
ノウハウを伝授する！

73320-2
Ｃ3033

14.11刊

J・F・ワシック著 町田敦夫訳
20世紀最高の経済学者
ケインズ 投資の教訓

四六判／280頁／本体1800円

卓越した投資家でもあった「経済学の
巨人ケインズ」の人生と投資戦略を振
り返り，ケインズの理論形成の背景と
投資戦略を学ぶ。

73322-6
Ｃ3033

15. 6刊

三井住友信託銀行著
遺す人も遺される人も知って
おきたい 相続の教科書

A5判／152頁／本体1200円

最新法改正をふまえ，見開き図解で必
要情報を網羅。「そのとき」がきてか
らではもう遅い。生前から相続開始後
に至る全プロセスの中で，「今何をな
すべきか」がひとめでわかる。

96106-3
Ｃ0033

13. 8刊

大江英樹著

はじめての確定拠出年金投資
四六判／196頁／本体1400円

2017年の法律改正で，サラリーマンや
公務員でも「投資」と「節税」が一気
にできるように。今からできる自分の
退職金を増やす方法。

73335-6
Ｃ3033

16. 6刊

出島 昇著
秘 伝「柴 田 罫 線」入 門

― “1年3回で3年3倍” を実現する「天底転換」機
械的売買法―

A5判／200頁／本体1600円

「秘伝・柴田罫線と48法則」を使った
株式投資の入門書。これまで門外不出
だった柴田罫線を，楽天証券を通じて
公開するのに合わせ，その使い方・儲
け方を指南する唯一の公式本。

73265-6
Ｃ3033

09.12刊

山下 努著

不 動 産 絶 望 未 来
―これからの住宅購入は「時間地価」で探せ！―

四六判／264頁／本体1600円

これからの住宅購入は徹底した経済分
析＆リサーチを行ったうえでの「マク
ロ買い」を行わなければ大失敗が待っ
ている。「AERA」編集部エース記者
が書いた全く新しい不動産予測本。

39540-0
Ｃ3033

10.11刊

山下 努・柳原三佳著
不 動 産 絶 望 未 来
次 な る 震 災 対 策 編

四六判／248頁／本体1600円

大震災以後，不動産大選別の時代がや
って来た。大地震，津波，火山噴火な
ど次なる災害に備えるためには，どう
いう住まい方が良いのか？ 専門記者
が豊富な取材でズバリ切り込みます！

39567-7
Ｃ3033

12. 2刊
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玉川陽介著

不動産投資 1年目の教科書
―これから始める人が必ず知りたい80の疑問と答え―

四六判／256頁／本体1500円

東京五輪で空前絶後の投資チャンス到
来！「区分所有か一棟か」など初心者
の質問を95％以上網羅。日本で一番や
さしい超入門書。

73304-2
Ｃ3033

13.11刊

内藤 忍・石川貴康著
不動産投資×証券投資 最
強のハイブリッド投 資 術

A5判／216頁／本体1600円

長期分散投資の内藤忍が，コンサルタ
ント業の傍ら，8棟65室，数億円の投
資を実践している達人に不動産投資の
ノウハウを学ぶ！ 証券投資と組み合
わせた最強の投資法！

73272-4
Ｃ3033

10. 5刊

星 輝著
不動産投資で
ゼロから7年間で1億円貯めた私の方法

四六判／248頁／本体1500円

非正規社員でありながら不動産投資で
ゼロから1億円貯めたノウハウを小説
形式で解説。人の逆を行くユニークな
発想で儲ける手法を紹介。

73318-9
Ｃ3033

14. 9刊

牧野知弘著

不 動 産 投 資 の 超 基 本
四六判／256頁／本体1500円

背伸びせず，等身大の自分ではじめら
れる不動産投資。マンションは築7年
モノの3階か4階など，具体的な指南
でプロの目のつけどころがまるわか
り。

73332-5
Ｃ0033

16. 5刊

都倉健太著

保険は今より6割安くできる！
四六判／216頁／本体1400円

「正しく見直せば3分の1で済む」と
断言する著者の保険の見直し本。徹底
的に無駄を省いて保険料をトコトン安
くするポイントを紹介。

70140-9
Ｃ3033

14. 9刊

安間 伸著
ホントは教えたくない
資 産 運 用 のカラクリ④

―新バフェット流で資産形成―
A5判／256頁／本体1800円

経済混乱が続くこの時代に，長期投資
で利益を得やすい3つの手法，「バフ
ェット流長期投資」「ロングショート」

「ブラックスワン待ち合成オプション」
を解説する。投資マニア必読の書。

73284-7
Ｃ3033

12. 5刊

安間 伸著
ホントは教えたくない資産運用の
カラクリ 投資と税金篇 2016

A5判／242頁／本体1800円

単なる制度解説に止まらず，新制度を
どう使えば儲かるのか？ 投資・税
制・手数料の深い闇を突き，誰もが知
りたいノウハウをズバリ解説。

73330-1
Ｃ3033

15.10刊

広瀬隆雄著
MarketHack 流 世界一わ
かりやすい米国式投資の技法

A5判／240頁／本体1600円

月間120万 PV！の人気サイト運営人
が初めて明かす投資大国のノウハウ。
アメリカの有力投資家はこんなノウハ
ウで株を買っている！

73302-8
Ｃ3033

13.11刊

剣名 舞著

漫画原作で印税1億円を稼ぐ方法
四六判／192頁／本体1400円

累計3000万部を超えるベストセラー漫
画の原作者が，ビジネスマンだからで
きる職業経験を漫画原作に生かして儲
ける方法を初公開！

73317-2
Ｃ0034

14. 9刊

村田雅志著
名門外資系アナリストが実践し
て い る 為 替 の ル ー ル

A5判／208頁／本体1500円

円安，円高はなぜ起こる？ 為替レー
トを動かす要因と先行きの読み方をわ
かりやすく教える。個人投資家やビジ
ネスパーソンに最適。

68139-8
Ｃ3033

15. 8刊
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永野 學著
預貯金しかない人のための
投信・株・先物・FX 活用入門

A5判／208頁／本体1800円

「預貯金＋株＋『味付け』程度のデリ
バティブ」という戦略を勧める著者
が，各種運用手段のリスクとリターン
をわかりやすく解説。

73314-1
Ｃ3033

14. 4刊

塚崎公義著

老後破産しないためのお金の教科書
四六判／224頁／本体1400円

1億総「老後崩壊」時代，年収800万
円でも下流老人の危機が迫る。最低限
知っておきたい家計防衛術＆リスク回
避の生活術。

04587-9
Ｃ0033

15.11刊

4.政治・社会

政 策 科 学
吉田 寛著

公 会 計 の 理 論
―税をコントロールする公会計―
〔増補改訂版〕 A5判／360頁／本体3800円

全国自治体等のアドバイザー・研修講
師として人気の著者による最新トレン
ドと理論のブリッジ。第32回日本公認
会計士協会学術賞受賞作に，補章など
を追加した増補改訂版。

60187-7
Ｃ3034

09. 6刊

E･バーダック著
白石賢司・鍋島 学・南津和広訳
政 策 立 案 の 技 法

―問題解決を「成果」に結び付ける8つのステップ―
A5判／216頁／本体2600円

バークレー流政策立案の実践的手引き
書。有効な政策を立案し，政治的な駆
け引きを勝ち抜いて問題解決につなげる
ためのプロセスを，独自のフレームワーク

「政策分析の8ステップ」を用いて解説。

21200-4
Ｃ3031
テキスト

12. 5刊

4.政治・社会

政 治・行 政
歳川隆雄著

安 倍 政 権 365 日 の 激 闘
四六判／256頁／本体1500円

アベノミクス，TPP，消費増税決断
の裏側で何が起こっていたのか！？
安倍政権の365日の奮闘を描いたイン
サイドレポート。

21214-1
Ｃ0031

14. 1刊

稲継裕昭・山田賢一著

行 政 ビ ジ ネ ス
四六判／232頁／本体2000円

これからは行政も営業をしないと生き残
れない。恐竜博物館をはじめ，数々の
仕掛けでブランド発信をしている福井県
を例にとり，新しい行政の仕事のあり方
を考える。行政の常識を覆す衝撃の書。

21196-0
Ｃ3031

11.10刊

政策科学／政治・行政
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上川龍之進著

小 泉 改 革 の 政 治 学
―小泉純一郎は本当に「強い首相」だったのか―

A5判／376頁／本体4500円

小泉政権の政策決定過程を分析した研究
書。1990年代の制度改革後，経済政策の
決まり方はどう変わったか，また，小泉・
竹中両氏が，自らの理念に沿った経済政
策をどの程度実現できたかを検証する。

21189-2
Ｃ3033

10. 8刊

髙橋洋一著

財 務 省 の 逆 襲
―誰のための消費税増税だったのか―

四六判／264頁／本体1500円

財務省支配はなぜかくも強固なのか。
そのパワーの源泉は何か。彼らの目指
すものは何か。霞が関のすべてを知る
男がわかりやすく解説。

21212-7
Ｃ3031

13.10刊

田中 啓著

自 治 体 評 価 の 戦 略
―有効に機能させるための16の原則―

A5判／400頁／本体4000円

多くの自治体が，行政改革の手段とし
て評価を取り入れているが，有効には
機能していない。内外の事例や最新の
研究から解決策を探る。

21215-8
Ｃ3031

14. 4刊

井手英策著

18 歳 か ら の 格 差 論
A5判／114頁／本体1000円

日本人は格差是正に消極的？ 中間層
が貧困層を罵倒する分断社会を変える
方法とは？ 大胆政策をイラスト満載
でわかりやすく提唱。

22371-0
Ｃ3036

16. 6刊

佐藤優・井戸まさえ著
小学校社会科の教科書で、政治の基
礎 知 識をいっきに 身につける

新書変型判／266頁／本体1000円

憲法改正，三権分立，予算，選挙，裁
判員制度……。最低限知っておきたい
政 治 の「基 礎 知 識」を 徹 底 解 説！

「裏の社会科」も満載！ 2色刷で読
みやすい！

04516-9
Ｃ0031

15.12刊

中西輝政著

情 報 亡 国 の 危 機
―インテリジェンス・リテラシーのすすめ―

四六判／264頁／本体1600円

「外交とは情報戦争である」「情報なき
国家は，頭脳なき国家」との認識が世
界の常識となっている。情報史の権威
が，日本の危機と今後の国家情報戦略
のあり方を提示する。

21191-5
Ｃ3031

10. 9刊

村松岐夫著

政官スクラム型リーダーシップの崩壊
A5判／324頁／本体4000円

戦後日本の政治を規定してきた政権党
（自民党）と省庁官僚制の関係がいか
なるものであったか，それがどう崩壊
したかを分析。日本政治を展望し，今
後の政治のあり方を考える必読文献。

21185-4
Ｃ3031

10. 4刊

建林正彦編著

政 党 組 織 の 政 治 学
A5判／336頁／本体4600円

自民党，民主党の中央と地方の組織関
係を詳細に調査し，日本の政党組織の
実態を描く。日本の民主主義の動態を
明らかにした研究書。

21211-0
Ｃ0031

13. 8刊

宮川公男・大守 隆編

ソーシャル・キャピタル
―現代経済社会のガバナンスの基礎―

A5判／240頁／本体3200円

ソーシャル・キャピタルとは，人々の
協調行動を活発にすることで社会の効
率性を高めることのできる，社会組織
の特徴を意味する。新しい概念を様々
な観点から分析した画期的論集。

31342-8
Ｃ3033
テキスト

04. 9刊

J・S・ナイ著 藤井清美訳

大 統 領のリーダーシップ
四六判／292頁／本体1800円

アメリカを戦後世界の超大国に押し上
げた歴代8人の大統領のリーダーシッ
プを徹底分析。次世代のグローバル
リーダーのための本。

21218-9
Ｃ3031

14.10刊

政治・行政
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枝野幸男著

叩かれても言わねばならないこと。
―「脱近代化」と「負の再分配」―

四六判／242頁／本体1300円

いま日本に必要なのは，脱近代化に向
けた敗戦処理だ。3・11では官房長官
として昼夜を問わず記者会見に立ち続
け，世界中から注目された政治家が説
く，激しくも真っ当な政策論。

21202-8
Ｃ3031

12. 9刊

元吉由紀子編著
地方が元気になる
自治体経営を変える改善運動

四六判／272頁／本体2100円

民間では当たり前の改善運動が地方自
治体ではなぜ盛り上がらないのか？
成功事例をもとにあるべき自治体改善
運動の方法を解説。

21221-9
Ｃ3031

15. 3刊

雨森孝悦著

テ キ スト ブ ッ ク NPO
―非営利組織の制度・活動・マネジメント―
（第2版） A5判／256頁／本体2600円

定評ある NPO テキストの改訂版。こ
こ数年の法律や税制の変更を踏まえて
大幅に加筆。初学者から実務家までの
ニーズを満たす便利な一冊。

10026-4
Ｃ3036
テキスト

12. 5刊

村松岐夫編

テキストブック 地方自治
（第2版） A5判／280頁／本体2800円

巨額の財政赤字や三位一体改革等，激
変する環境を踏まえて現状と課題を紹
介。NPM ／ NPO，福祉政策などにも
独立の章をあて，最近の地方自治の動
きを学ぶのに最適。

21183-0
Ｃ3031
テキスト

10. 2刊

森田 実著

「橋下徹」ニヒリズムの研究
四六判／164頁／本体1500円

「橋下徹」とは何者なのか。時代の転
換点に立つなかで，彼ほど多くのこと
を私たちに教えてくれる存在はない。
戦後政治を独自の視座で観察してきた
ベテラン評論家による透徹した洞察。

21199-1
Ｃ0031

12. 6刊

砂原庸介著

民 主 主 義 の 条 件
四六判／240頁／本体1600円

なぜ自民党しか勝てないのか？ 読め
ば政治ニュースの見方が変わる。新進
気鋭の政治学者，サントリー学芸賞受
賞後初の単著！

21220-2
Ｃ3031

15. 3刊

上神貴佳・堤 英敬編著

民 主 党 の 組 織 と 政 策
―結党から政権交代まで―

A5判／288頁／本体4500円

民主党とはいかなる政党なのか。その
形成過程と組織，政策を分析し，民主
党が抱える問題点を明らかにする。気
鋭の若手研究者たちによる，実証的な
政治学の分析手法に基づいた研究書。

21195-3
Ｃ3031

11. 9刊

4.政治・社会

国 際 政 治
チョ・ユニョン著

北 朝 鮮 の リ ア ル
―住民・脱北者の証言から読む金正恩体制の明日―

四六判／240頁／本体1600円

地位が下落する労働党党員，政治権力
とは無縁の新興富裕層，稼ぐために祖
国に帰りたがる脱北者……。脱北者，
脱北ブローカー，中国朝鮮族への取材
で見えてきた静かなる崩壊への萌芽。

21198-4
Ｃ0031

12. 4刊

国際政治
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加藤 博・岩崎えり奈著

現 代 ア ラ ブ 社 会
―「アラブの春」とエジプト革命―

四六判／320頁／本体2800円

今，アラブ社会に何が起こっているの
か。エジプトでの世論調査の結果をふ
まえ，現代アラブ社会の動きと今後の
展望を長期的に描く。

44401-6
Ｃ3033

13.12刊

花井 等・岡部達味編著

現 代 国 際 関 係 論
A5判／308頁／本体2800円

冷戦の終結から，9.11テロ，イラク戦
争，北朝鮮問題……。激動を続ける国
際政治社会を読み解く鍵は何か。国際
関係の理論と最新の地域研究の成果を
駆使して書かれたテキスト。

21150-2
Ｃ3031
テキスト

05. 4刊

小原凡司著

中 国 の 軍 事 戦 略
四六判／336頁／本体1600円

超音速飛翔体の開発，暗躍するサイ
バー部隊，海軍力の増強…，中国は戦
争を起こす気なのか。新進気鋭の論客
が中国の意図を読み解く。

21219-6
Ｃ3031

14.10刊

中西輝政著

帝 国 と し て の 中 国
―覇権の論理と現実―

〔新版〕 四六判／360頁／本体1500円

新たな国際秩序を目指す中国の論理
を，文明史的視点から読み解く。安倍
政権の安全保障ブレーンが説き明かす
中国外交の本質。

21210-3
Ｃ3031

13. 7刊

長谷川慶太郎・小原凡司著

米中激突で中国は敗退する
四六判／208頁／本体1500円

米海軍は戦闘状態への突入を恐れてい
ない。追い詰められた習近平の命運
は？ メディアでは伝えられない南シ
ナ海問題の正しい読み方。

44426-9
Ｃ3031

16. 2刊

礒﨑敦仁・澤田克己著

LIVE 講 義 北 朝 鮮 入 門
四六判／336頁／本体1600円

金正日の後継者は誰か，なぜ核を開発
するのかなど，北朝鮮の政治・経済・
社会の基本情報から，TV や新聞では
報道されない最新動向まで，北朝鮮の
過去・現在・未来がまるごとわかる。

21192-2
Ｃ3031

10.11刊

4.政治・社会

法 律
水谷研次・鴨 桃代著 宮里邦雄監修
イラストでわかる 知らないと損する
労 働 組 合 活 用 法

A5判／192頁／本体1600円

長引く不況で賃金や労働条件が厳しく
なっている昨今，働く人々は労働組合
をもっと活用すべきではないか。労働
組合とは何か，加入・結成の方法や活
動内容など，わかりやすく解説。

10538-2
Ｃ3032

10. 2刊

派遣労働ネットワーク著
イラストでわかる 知らないと損する
労 働 者 派 遣 法 Ver. 3

A5判／192頁／本体1500円

改正労働者派遣法が2012年10月に施行
された。派遣スタッフが安心して働け
るよう，知っておくべき事柄について
イラストを交え解説。改正労働者派遣
法完全対応版。

10540-5
Ｃ3032

12.11刊

法 律
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後藤啓二著
企業・自治体・警察関係者
のための暴力団排除条例入門

A5判／272頁／本体2600円

暴力団排除条例について，担当者向けに，
条例の背景，ねらいと概要，具体的な対応
まで解説。どこまでが「セーフ」でどこから
が「アウト」なのかがわかる。元警察官僚・
暴力団対策法立案者による入門書。

53310-9
Ｃ3034

12. 5刊

小林浩志・近藤恵子・中山寛之著
現場監督のための早わかり
労 働 安 全 衛 生 法

A5判／208頁／本体1800円

多発する労働災害を防止するため，建
設現場などの管理監督者が知っておく
べき労働安全衛生法をわかりやすく解
説。

27055-4
Ｃ3032

13. 3刊

浜辺陽一郎著

執 行 役 員 制 度
―導入のための理論と実務―
（第4版） A5判／658頁／本体5800円

執行役員制度は会社の業務執行と経営
の意思決定・監督の機能を分離し，そ
れらを強化するのが狙いで，導入が相
次いでいる。その考え方と導入の実務
を丁寧に解説。

27051-6
Ｃ3032

08. 2刊

近藤恵子・中山寛之著
店 長 の た め の 早 わ かり
労 働 安 全 衛 生 法

A5判／184頁／本体1700円

小売・飲食業でも事故や災害は起こ
る！ お客様・スタッフを守るために
必要な労働安全衛生法の知識をわかり
やすく解説する。

27056-1
Ｃ3032

14. 3刊

浜辺陽一郎著
平成26年改正対応
図解 新会社法のしくみ

（第3版） A5判／256頁／本体1800円

平成27年5月1日施行の改正会社法対
応。新設の監査等委員会制度やキャッ
シュ・アウト，ライツ・イシューまで
カバーした全面改訂版。

09323-8
Ｃ3032

15. 4刊

4.政治・社会

社 会
境 真良著

ア イ ド ル 国 富 論
四六判／256頁／本体1500円

日本経済の動向とアイドルブームには
驚きの関係があった。80年代アイドル
から現代アイドルまで。読めばこの国
の今と未来がわかる。

39607-0
Ｃ3033

14.10刊

上村達男著
NHKはなぜ、反知性主義に
乗っ取られたのか

四六判／324頁／本体1500円

NHK 経営委員長代行を務めた会社法
の権威による歴史的証言。「反知性」
が支配する組織運営や意思決定の「病
原」を探る。

22366-6
Ｃ3036

15.10刊

米田雅子著

NPO 法 人 を つ く ろ う
―設立・申請・運営―
（第3版） 四六判／256頁／本体1600円

NPO 法人づくりで最も定評のある入
門書の最新改定版。事例豊富に発案か
ら登記までのステップをわかりやすく
解説。書類づくりの勘どころもわか
る。平成15年改正 NPO 法に対応。

22234-8
Ｃ3036

03. 8刊

社 会
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清永賢二著

大 泥 棒
―「忍びの弥三郎日記」に賊たちの技と人生を読む―

四六判／448頁／本体2400円

闇夜を駆け，忍び込み，大金をせしめて逃
げる。「首相官邸でもやっただろう」（捜査
一課）伝説の大泥棒が獄中で遺した日記
を，現存する別の大泥棒と犯罪学の権威が
読み解く。國松元警察庁長官推薦！

04426-1
Ｃ0095

11. 6刊

山田昌弘・塚崎公義著

家 族 の 衰 退 が 招く未 来
―「将来の安心」と「経済成長」は取り戻せるか―

四六判／240頁／本体1500円

「家族の危機」は確実に「経済の危機」
をもたらす――。経済よりも的確に，
その将来を予測できるという家族社会
学の視点から発せられる，警告の書。

39569-1
Ｃ3036

12. 4刊

田中勝博著

「公文式・読み聞かせ・バイオリン」で子どもは天才に育つ！
―こうしてわが子はオックスフォード大学に入った―

四六判／192頁／本体1450円

区立小学校からオックスフォード大学
に合格した息子。親がしたことは公文
式と本の読み聞かせだけ？ カリスマ
投資家の父が明かす，お金をかけずに
子供を天才に育てるアイデアの数々！

22286-7
Ｃ0037

08. 7刊

L･ポルマン著 大平 剛訳

クライシス・キャラバン
―紛争地における人道援助の真実―

四六判／328頁／本体2200円

人道援助とは何か，「善意」を悪用さ
れることなく必要とする人々にどうした
ら届けられるのか――紛争地をつぶさ
に取材した著者がみた，人道援助の現
場の混乱と真実，そして新たな提案。

21203-5
Ｃ3036

12.11刊

橘木俊詔著
経済学部タチバナキ教授が見た
ニッポンの大学教授と大学生

四六判／228頁／本体1500円

格差研究の第一人者が，大学の教員間
格差や知られざる「大学偽装」などの
問題を鋭く指摘。全入時代の大学の生
き残り策など提言する。

22349-9
Ｃ0036

15. 1刊

西野泰広編著

こ こ ろ の 科 学
A5判／288頁／本体2600円

心理学の最新知識が身につくテキス
ト。本書1冊で新しい心理学のほとん
ど全範囲について大まかな知識を得る
ことができる。

04190-1
Ｃ3011
テキスト

03. 4刊

佐藤 優・井戸まさえ著

子どもの 教 養 の 育 て 方
四六判／280頁／本体1400円

知の怪物 vs 5児の母で国会議員の異
色対談。中学～大学受験の勉強法，本
好きにさせる秘訣，ゲームや小遣いま
で徹底討論。

04483-4
Ｃ0034

12.12刊

山田昌弘編著

「婚 活」現 象 の 社 会 学
四六判／256頁／本体1600円

いまや社会現象となった「婚活」を家
族社会学の立場から分析。「婚活現象
の背景」「配偶者選択の実態」「米国か
ら見た婚活」などをテーマに専門家が
考察。

22303-1
Ｃ3036

10. 6刊

林 望著

思 想 す る 住 宅
四六判／256頁／本体1500円

7度の自宅建築とイギリスでの居住の経
験を持つリンボウ先生。古今東西の事
例を紹介しながら日本の住宅づくりにま
つわる常識や既成概念を次々と覆しなが
ら，住まいと生き方を説く洒脱な啓蒙書。

04438-4
Ｃ0095

11. 9刊

川島博之著

食 の 歴 史 と 日 本 人
―「もったいない」はなぜ生まれたか―

四六判／248頁／本体1800円

産業大国・環境大国の原点は，日本の
「食文化」にあった！ 「勤勉」「もっ
たいない」など日本的精神の誕生を

「食」の視点から分析した異色の日本
人論。

04402-5
Ｃ0036

10.10刊

社 会
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安部 司著

食 品 の 裏 側
―みんな大好きな食品添加物―

四六判／248頁／本体1400円

廃棄寸前のクズ肉も30種類の添加物で
ミートボールに甦る。コーヒーフレッ
シュは水と油と添加物。元添加物トッ
プセールスマンが明かす加工現場の舞
台裏。知れば怖くて食べられない。

22266-9
Ｃ0036

05.10刊

安部 司著

食 品 の 裏 側 2 実 態 編
―やっぱり大好き食品添加物―

四六判／264頁／本体1400円

ベストセラー『食品の裏側』から9
年。食品問題のカリスマが，添加物天
国・ニッポンのますます酷くなる実態
と付き合い方を明かす。

22336-9
Ｃ0036

14. 3刊

河岸宏和著

ス ー パ ー の 裏 側
―安全でおいしい食品を選ぶために―

四六判／224頁／本体1400円

60万部『食品の裏側』に続く第2弾。
ハム・卵・惣菜工場・スーパーで働き
食品業界を知り尽くした男が，使い回
しから卵の特売のカラクリまで，バッ
クヤード＆流通の裏側を暴露する。

22297-3
Ｃ0036

09. 4刊

松嶋 洋著

税 務 署 の 裏 側
―元国税調査官が暴く―

四六判／224頁／本体1500円

OBの口利きで見逃された脱税。税金で
作った施設で開かれた合コン。法律違
反の税務調査。ムリヤリ起こされた裁判
……「税務署」の実態をOB が告発。
増税するなら，まず税務署が襟を正せ！

22319-2
Ｃ0036

12. 6刊

T･タンストール著 原賀真紀子訳
世界でいちばん貧しくて
美 し い オ ー ケ ス ト ラ

―エル・システマの奇跡―
四六判／280頁／本体1800円

ベネズエラで貧困層のために生まれ，
天才ドゥダメルを育て，いま世界に広
がる教育組織「システマ」の奇跡！
全米で絶賛の好著。

44399-6
Ｃ3033

13. 8刊

山田昌弘・開内文乃著

絶食系男子となでしこ姫
―国際結婚の現在・過去・未来―

四六判／176頁／本体1200円

いま国内の男子に見切りをつけ，理想
の結婚を海外（とくにアジア）に求め
る日本人女性が急増している。「結婚
したくない男子」「セレブ婚を望む女
子」――日本の結婚の現状を分析。

22320-8
Ｃ3036

12. 6刊

寺島実郎監修
（一財）日本総合研究所・日本ユニシス総研編

全47都道府県幸福度ランキング2016年版
B5判／328頁／本体3500円

47都道府県，20政令指定都市，42中核
市を最大65のデータで徹底比較。地域
の起業家，銀行，政策担当者必携の
データ集。

21226-4
Ｃ3033

16. 7刊

内田 樹・白井 聡著

属 国 民 主 主 義 論
四六判／360頁／本体1600円

尊米攘夷の永続敗戦レジームを強化す
る日本。いつ，どのようなかたちで主
権回復し，民主主義を実現できるの
か？ 2人の知性が徹底討議。

21227-1
Ｃ0031

16. 7刊

菊田千春・北林利治著
大学生のための
論理的に書き、プレゼンする技術

A5判／184頁／本体1500円

レポートを書くにはどうしたらよい
か。テーマの絞り込み方から参考文献
の見つけ方，執筆までの時間配分な
ど，レポートで頭を悩ます学生に贈
る，ありそうでなかった解説本。

22267-6
Ｃ3034

06. 2刊

WISDOM ＠早稲田著

大学は「プロジェクト」でこんなに変わる
―アカデミック・アドミニストレーターの作法―

四六判／244頁／本体1800円

全入時代といえども，「人」と「組織」
の創意を引き出せば，大学はまだまだ
伸びる。私学の雄・早稲田を再生させ
た画期的ノウハウを大公開。事例も多
数紹介。関係者必読の1冊。

53244-7
Ｃ3034

08. 5刊
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山口一男著 森 妙子・挿絵

ダ イ バ ー シ テ ィ
―生きる力を学ぶ物語―

A5判／228頁／本体1800円

ダイバーシティ（多様性）の尊重が，社
会にとっていかに価値あるものかを，2
つの寓話を通して描く。人がよりよい社
会をつくり，よりよく生きるためのヒン
トにあふれたユニークな1冊。

22287-4
Ｃ3036

08. 7刊

篠原聡子・空間研究所・アサツー ディ・ケイ
著

多 縁 社 会
四六判／304頁／本体1600円

2.5世帯住宅，シェアハウス，2拠点
居住など，常識に囚われない11の暮ら
し方を紹介。そこで紡がれる豊かな

「縁」の効能に迫る。

04578-7
Ｃ0036

15. 8刊

高橋幸春著

だれが修復腎移植をつぶすのか
四六判／224頁／本体1500円

透析患者を救う腎臓移植「第三の道」
を閉ざす日本移植学会と厚労省。日経
連載小説『禁断のスカルペル』のモデ
ルになった医療界のタブーに迫る。

04573-2
Ｃ0036

15. 6刊

稲盛和夫編

地球文明の危機〔環境編〕
―新たな文明原理をどう構築するのか―

四六判／336頁／本体2000円

地球の崩壊が始まっている。現代文明
の崩壊を回避するためにはいかなる倫
理・文明原理を，創造していけばよい
のか。各分野の博識家が議論を交わし

「方策」と「解」を提言。

22306-2
Ｃ3036

10.10刊

稲盛和夫編

地球文明の危機〔倫理編〕
―新たな倫理をどう構築するか―

四六判／344頁／本体2000円

欲望の暴走を止めなければ，人類は滅
亡する！ 現代文明の危機は「人の
心」に原因がある。「科学」「生命」

「医療・福祉」「経済」について，人類
共通の倫理を考える。

22309-3
Ｃ3036

10.11刊

藤原 茂著
強くなくていい「弱くない
生 き 方」を す れ ば い い

四六判／216頁／本体1500円

「高齢者の桃源郷」と言われ全国から
入居者殺到の夢のみずうみ村。NHK

『プロフェッショナル』で紹介された
代表の著者が，心身の「不自由さ」を
幸せに変える逆転の発想を紹介。

04386-8
Ｃ0077

10. 8刊

李 学俊著 澤田克己訳

天 国 の 国 境 を 越 え る
―命懸けで脱北者を追い続けた1700日―

四六判／320頁／本体2200円

生きるために脱北する人たちを命懸け
で追った5年間の記録。北朝鮮国境で
起きている生々しい現実，脱北後も続
く苦難が涙をさそう。

21208-0
Ｃ3036

13. 4刊

東洋経済新報社編

東洋経済 ACADEMIC 上智大学
A4変型判／88頁／本体800円

激動の世界にあって求められる人物，
それは変革の担い手である。「世界に
並び立つ大学」を標榜する上智大学の
今を追う。

96107-0
Ｃ3037

13. 7刊

辻太一朗著
なぜ日本の大学生は、世界で
いちばん勉強しないのか？

四六判／240頁／本体1500円

小学生より勉強せず，海外の学生に見
劣りする。そんな大学生を生む構造を
解明，改善策を示す。このままでは，
日本は没落してしまう！

22330-7
Ｃ3036

13. 3刊

山田昌弘著

なぜ日本は若者に冷酷なのか
―そして下降移動社会が到来する―

四六判／256頁／本体1500円

若者に冷たい日本の将来はどうなる？
最も悲惨な下降移動社会の到来が避け
られない。家族社会学の視点からの警
告の書。

22335-2
Ｃ3036

13.11刊
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山田昌弘著

なぜ若者は保守化するのか
―反転する現実と願望―

四六判／240頁／本体1500円

仕事がない。結婚できない。将来に希
望が描けない――若者をここまで追い
込んでしまった社会に未来はあるの
か。家族社会学を専門とする著者独自
の視点から解決の処方箋を提言。

22301-7
Ｃ3036

09.11刊

東京大学高齢社会総合研究機構著

2030 年 超 高 齢 未 来
―「ジェントロジー」が、日本を世界の中心にする―

四六判／216頁／本体1500円

2030年，後期高齢者が2倍に増え街を歩
く人が激減。94万戸のマンションが築50
年以上に。住環境や街並みが一変した
社会の衝撃と実態を描きながらも，不可
避な未来を幸せに暮らす方法まで提案。

22311-6
Ｃ3036

10.11刊

R･ドーア著 藤井眞人訳

日本型資本主義と市場主義の衝突
―日・独対アングロサクソン―

四六判／392頁／本体2400円

日本は資本，金融，株式市場の原理で
覆い尽くされる社会を目指すのか，人
間性重視の社会を目指すのか。日本研
究の第一人者による久々の日本型シス
テム擁護論。

22211-9
Ｃ3036

01.11刊

阪本節郎・原田曜平著
日本初！ たった1冊で誰とでもうま
く付き合える世 代 論の教 科 書

四六判／272頁／本体1500円

ありそうでなかった！ 日本人が大好
きな「世代論」が1冊でわかる！ 身
近な人が面白いほど理解できる！ ビ
ジネスの武器になる！

55743-3
Ｃ3034

15.10刊

西田亮介著

ネット選挙 解禁がもたらす日本社会の変容
四六判／240頁／本体1500円

2013年に実現した「ネット選挙」解禁
を，新進気鋭の研究者が解説。日本に
おける，その影響力と起こりうる変化
を明らかにする！

21209-7
Ｃ0031

13. 5刊

島田 恒著
〔新版〕非営利組織のマネジメント

―使命・責任・成果―
四六判／276頁／本体2400円

NPO 経営における基本書の改訂版。
その後の動向をふまえ，体系的に何を
考え，どう行動すべきかを具体的に網
羅する。NPO マネジメントへの理解
を深めるのに適切な1冊。

22298-0
Ｃ3034

09. 6刊

N･メレ著 遠藤真美訳 佐々木俊尚解説

ビ ッ グ の 終 焉
―ラディカル・コネクティビティがもたらす社会の未来―

四六変型判／496頁／本体1800円

高度なネットワークの発達で，政治・
ビジネス・文化などの権威が崩壊す
る。その開かれた未来と，混迷する社
会を描いた警世の書。

22337-6
Ｃ3036

14. 1刊

相川祐里奈著

避 難 弱 者
―あの日、福島原発間近の老人ホームで何が起きたのか？―

四六判／288頁／本体1800円

福島原発，爆発――放射能が飛び交う
中，自らの危険を顧みず老人に寄り
添った介護士たちの奮闘と葛藤を描き
出す衝撃のルポ。第57回日本ジャーナ
リスト会議賞受賞。

22331-4
Ｃ0036

13. 8刊

昇地三郎著

100 歳 時 代を生きぬく力
―明るく健康に長生きする法―

四六判／168頁／本体1400円

長寿社会の日本で，高齢者が健康で生
きがいを感じる人生を送るにはどうし
たらよいのか。現役の教育学者として
は日本最高齢（105歳）の著者が，そ
の方法をあますところなく語る。

04389-9
Ｃ0077

10. 8刊

P･J･リネハン／ E･L･S･カネグスケ著

夫 夫 円 満
四六判／240頁／本体1500円

米国総領事は朗らかで聡明な男性。た
だ普通とちょっと違うのは，彼には夫
がいること。リネハン総領事が感動的
な文章で人生をつづる。

22346-8
Ｃ3036

14. 7刊
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藤原和博著
藤 原 和 博 の 必 ず 食 える
1％ の 人 に な る 方 法

四六判／232頁／本体1400円

二極化時代を生き残るには「100人に
1人」の人になれ！ その条件を「社
長」「自営業」「公務員」「職人」の4
タイプごとに7段階で解説。

04508-4
Ｃ0034

13. 8刊

上 昌広著

復興は現場から動き出す
―本気で動く個人のネットワークが、本当に必要な支援を可能にする―

四六判／308頁／本体1800円

「被災地の人のために，自分にできるこ
とはないか」。そういう人たちのつながり
が，「官」にはできない本当の支援を可
能にしてきた。本気の個人が主導する
福島県浜通りの復興の実態を熱く語る。

22322-2
Ｃ3036

12. 7刊

P･オレンスタイン著 日向やよい訳

プリンセス願望には危険がいっぱい
四六判／320頁／本体1600円

ピンクのかわいらしい女の子向けのド
レス，お人形……。「女らしさ」を強
制されるような世界で，女の子はどう
育っていくのか？ ガーリー・カルチ
ャーの第一人者による警告の書。

22328-4
Ｃ3036

12.10刊

西尾久美子著

舞 妓 の 言 葉
―京都花街、人育ての極意―

四六判／160頁／本体1500円

少女が舞妓（プロ）に成長していく過
程で，彼女たちはどんな言葉を発し，
どんな言葉をかけられるのか――350
年続く京都花街の伝統が育んだ，「励
み，癒し，気づき」の言葉を紹介。

04479-7
Ｃ0034

12.10刊

P･ミラー著 土方奈美訳

群 れ の ル ー ル
―群衆の叡智を賢く活用する方法―

四六判／308頁／本体1900円

進化によって磨き抜かれた賢い群れの
ルールとは何か。そのルールを使って
ビジネスの難問を解決したり，新たな
ビジネスチャンスを得た数多くの事例
を紹介する。洞察にあふれる読み物。

53272-0
Ｃ3034

10. 7刊

河名秀郎著

野 菜 の 裏 側
―本当に安全でおいしい野菜の選び方―

四六判／240頁／本体1400円

60万部突破『食品の裏側』『スーパー
の裏側』に続く第3弾。農薬使用の実
態（キュウリは約50回等）から，農薬
より怖い肥料の問題（有機野菜が本当
は一番危ない）まで告発。

22304-8
Ｃ0036

10. 9刊

S･ヴェンカテッシュ著 望月 衛訳

ヤ バ い 社 会 学
―一日だけのギャング・リーダー―

四六判／416頁／本体2200円

ギャングの懐に飛び込んだ若き社会学
者は何を見たのか？ ヤクの売人，売
春婦，警官，自治会長，役人たちとの
付き合いを通じてギャングと住民たち
との複雑な関係と生活を大胆に描く。

22295-9
Ｃ3036

09. 1刊

井上順孝編著
要点解説 90分でわかる！ ビジネスマ
ンのための「世界の宗教」超入門

四六変型判／256頁／本体1200円

宗教がわからなければ，仕事はうまく
いかない。いまやビジネスの必修知識
となった宗教についてコンパクトにま
とまった最適な入門書。

22332-1
Ｃ3036

13. 9刊

七尾和晃著

琉 球 検 事
―封印された証言―

四六判／216頁／本体1500円

米統治下の沖縄に存在した独自の司法
組織「琉球検察」。シマの歴史を背負
い，米国と日本の間で苦闘し，本土返
還とともに封印された琉球検事の生き
様が，証言によって現代に甦る。

22326-0
Ｃ0036

12. 8刊

J･コーン著 鈴木研一訳

ルポ アメリカの医療破綻
四六判／312頁／本体2000円

医療が市場主義に委ねられた結果，大
多数の国民は医療崩壊と生命の危機に
脅かされている。すべて現実に起こっ
た事件をもとに，米国医療の問題点を
浮き彫りにする衝撃のルポ。

22315-4
Ｃ3036

11. 8刊
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枝廣淳子著

レ ジリエ ン ス とは 何 か
四六判／288頁／本体1700円

効率を重視するあまり，社会はレジリ
エンス（しなやかな強さ）が失われて
いる。地域，社会，教育等に必要な取
り組みとは何かを問う。

04567-1
Ｃ0036

15. 3刊

N･ファーガソン著 櫻井祐子訳

劣 化 国 家
四六判／218頁／本体1600円

『マネーの進化史』などで知られる
ハーバード大の気鋭の歴史学者が，

『国富論』などの古典から洞察を得て，
現代の難問を解き明かす。

31439-5
Ｃ0033

13. 9刊

4.政治・社会

思 想
長 幸男編集・解説

石 橋 湛 山 著 作 集 1
―経済論(1) リベラリストの警鐘―

四六判／378頁／本体2800円

今不死鳥の如く蘇える石橋湛山の思
想・言論の精髄を集めた全4巻の著作
集。本巻は東洋経済入社から金融恐慌
に至るまでの論説37編を収録しその背
景・意義を解説。

06081-0
Ｃ3321

95.11刊

中村隆英編集・解説

石 橋 湛 山 著 作 集 2
―経済論(2) エコノミストの面目―

四六判／368頁／本体2800円

昭和初年の有名な金解禁論争，戦争経
済批判から戦後の大蔵大臣としての衆
議院財政演説まで，波瀾に満ちた昭和
経済史への貴重な証言である経済時論
42編を収録解説。

06082-7
Ｃ3321

95.11刊

鴨 武彦編集・解説

石 橋 湛 山 著 作 集 3
―政治外交論 大日本主義との闘争―

四六判／344頁／本体2800円

明治45～昭和36年の湛山の政治・外交
論文44編を収録。国内政治に正義の実
現を主張し，対外的にはアジアへの膨
張政策に徹頭徹尾反対した湛山の迫力
ある政治論集。

06083-4
Ｃ3321

96. 1刊

谷沢永一編集・解説

石 橋 湛 山 著 作 集 4
―文芸・社会評論／人物論 改造は心から―

四六判／368頁／本体2800円

明治42年25歳の時の文芸批評から第2
次大戦後の滋味溢れる人物論まで40編
を収録。「言論は人生の改造に役立つ
べし」をモットーとした湛山の面目躍
如たる評論集。

06084-1
Ｃ3321

95.12刊

増田 弘著

石 橋 湛 山 研 究
―「小日本主義者」の国際認識―

A5判／332頁／本体3883円

湛山が言論界に登場した1910年以降，
太平洋戦争終結に至るまでを対象に，
日本外交の動向とそれに対する彼の批
判的言説を考察し，小日本主義外交思
想の特質を究明する。

06053-7
Ｃ3031

90. 6刊

長 幸男著

石 橋 湛 山 の 経 済 思 想
―日本経済思想史研究の視角―

A5判／360頁／本体3800円

石橋湛山および『東洋経済新報』をアカ
デミズムの世界で高く評価し，その後の
研究に大きな影響を与えた先駆者の業績
を集成。ますますその評価が高まるリベ
ラリズム経済思想の全貌が示される。

37106-0
Ｃ3033

09. 4刊

思 想
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小島直記著 半藤一利解説

気 概 の 人 石 橋 湛 山
四六判／504頁／本体2300円

戦前は暴走する軍部を糾弾し，戦後は
初のジャーナリスト出身総理となるも
僅か2カ月で自ら退くなど，信念を貫
いた男の生涯。名著『異端の言説･石
橋湛山』の新装版。

06137-4
Ｃ0023

04. 9刊

P･フリデンソン／橘川武郎編著

グローバル資本主義の中の渋沢栄一
―合本キャピタリズムとモラル―

A5判／272頁／本体3000円

21世紀のグローバル時代に必要な新し
い資本主義のかたち。近代日本産業の
父・渋沢栄一の叡智に学ぶ国際プロ
ジェクトの成果を紹介。

39601-8
Ｃ3033

14. 1刊

武田鏡村著

図解 中村天風の行動学
A5判／144頁／本体1500円

ロングセラー『図解安岡正篤の行動
学』に続く第2弾。依然実業家に根強
い人気を持つ天風の生涯から思想まで
を図解でコンパクトに解説する。これ
1冊で天風のすべてがわかる。

09247-7
Ｃ0034

06. 2刊

武田鏡村著

図解 安岡正篤の行動学
A5判／144頁／本体1500円

東洋政治哲学・人間学の権威であり，
戦後，財界リーダーや歴代首相の指南
役として活躍した巨人・安岡正篤。氏
の説く出処進退の哲学など指導者とし
ての条件を解説する。

09233-0
Ｃ0034

04. 7刊

谷沢永一著

高橋亀吉 エコノミストの気概
四六判／440頁／本体2600円

エコノミスト・高橋亀吉は，何を問題
提起して論じてきたのか。その観察眼
と理論構成の精髄を全著作の内容に踏
み込んで，その卓抜した成果を客観的
に説く。

39409-0
Ｃ3033

03. 6刊

半藤一利著

戦 う 石 橋 湛 山 〔新装版〕
―昭和史に異彩を放つ屈伏なき言論―

四六判／320頁／本体1800円

昭和初期に軍部を批判し続けた石橋湛
山（東洋経済主幹，後の総理大臣）の
言論戦を描く。昭和の転回期の真相を
明快に描いているとして，問い合わせ
が増えている人気作の復刊。

06146-6
Ｃ0021

08. 1刊

船橋洋一著

湛 山 読 本
四六判／512頁／本体2400円

現代日本を代表するジャーナリスト
が，大正・昭和期の石橋湛山の政治・
経済論説から珠玉の70編を選び，その
今日的意義を解説。

06197-8
Ｃ3021

15.11刊

藤平光一著

中村天風と植芝盛平 氣の確立
四六判／200頁／本体1600円

唯一，氣の奥義を伝えられた筆者がタ
ブーを破り初めて明かす師の実像。
生々しい秘話により，伝えられなかっ
た氣の実践法が解説される。堂々たる
成功の哲学。

04117-8
Ｃ0030

99. 1刊

長田幸康著

ブッダに学ぶ生きる智慧
―いまある不安や怒りが消えてなくなる本―

四六判／224頁／本体1500円

不条理な現実に怒り，将来への不安を
募らせている人が，安らかな気持で幸
せに生きるためのヒントを，2500年も
変わることなく今に伝わるブッダの言
葉などをちりばめながら紹介。

04451-3
Ｃ0015

11.12刊

思 想
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石橋湛山全集
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4.政治・社会

歴 史・小 説
鏑木 蓮著

甘 い 罠
―小説 糖質制限食―

四六判／256頁／本体1500円

父の糖尿病発覚をきっかけに糖質制限
食を知り，米中心のメニューづくりに
疑問を持つようになった美人料理研究
家の葛藤を通して「食」の真実を描い
た，乱歩賞作家によるミステリー。

06189-3
Ｃ0093

13. 1刊

安藤達朗著／佐藤優企画・編集・解説／山岸良二監修
いっきに学び直す日本史
近代・現代 実用編

A5判／400頁／本体1800円

佐藤優氏の「座右の書」であり「伝説
の学習参考書」が最新情報で読みやす
くなって新登場！ 「新書100冊読むよ
り，この1冊を熟読すべきだ」。解説，
対談付。

06200-5
Ｃ0021

16. 3刊

安藤達朗著／佐藤優企画・編集・解説／山岸良二監修
いっきに学び直す日本史
古代・中世・近世 教養編

A5判／458頁／本体1800円

佐藤優氏の「座右の書」であり「伝説
の学習参考書」が最新情報で読みやす
くなって新登場！ 「ビジネスや社交
の教養にはこの1冊だけで十分だ」。
解説，対談付。

06199-2
Ｃ0021

16. 3刊

山崎光夫著

薬で読み解く江戸の事件史
四六判／248頁／本体1500円

家康の本当の死因とは？ 島津斉彬や
孝明天皇怪死事件の真相とは？ 「薬」
をキーワードに江戸事件史の謎を解き
明かす。

06195-4
Ｃ0021

15. 8刊

武田鏡村著

決定版 親 鸞
四六判／464頁／本体2800円

親鸞研究の第一人者が，親鸞の足跡の
全てを調査し，信憑性のある史料だけを
もとにして分析。従来の親鸞像からフィク
ション的な要素を取り除き，語られることの
なかった実像に迫る。750回忌記念出版。

06183-1
Ｃ0093

11. 1刊

童門冬二著

小説 河 井 継之助〔完全版〕

四六判／384頁／本体1700円

今も絶大な人気を誇る幕末の英雄を描
いた表題作に加え，その後の長岡が舞
台となった「小説米百俵」，戦闘の推
移を図説した「実録！ 河井継之助と
長岡藩の戦い」も収録した豪華版。

04300-4
Ｃ0093

08. 2刊

中村隆英著

昭 和 史 （上）
文庫判／496頁／本体933円

世界史の中での「昭和時代」の歴史を，
政治・経済から思想・生活・文化面に
も視野を広げて描く。上巻は『昭和史
Ⅰ』の文庫版で，敗戦まで。未来を考
える上で示唆に富む歴史が語られる。

06185-5
Ｃ3021

12. 7刊

中村隆英著

昭 和 史 （下）
文庫判／464頁／本体933円

四六判『昭和史Ⅱ』の文庫版。下巻は
戦後復興，55年体制の誕生，高度成
長，石油危機から昭和天皇の崩御ま
で。未来を考える上で示唆に富む歴史
が語られる。

06187-9
Ｃ3021

12. 7刊

半藤一利・保阪正康著

そして、メディアは日本を戦争に導いた
四六判／224頁／本体1500円

破局に突き進んだ昭和の大転換期の
「本当の真相」を明らかにした対談。
時代状況が驚くほど似てきた“現在”に
も警鐘を鳴らす。

06191-6
Ｃ3036

13.10刊

歴史・小説

162



守屋 洋・守屋 淳著

中 国 古 典 の 名 言 録
A5判／800頁／本体4800円

中国古典小説の第一人者による初の本格
的名言集。論語，老子，荘子，孫子，史
記，三国志，戦国策などあらゆる中国古
典の名著から，現代を生きる上で示唆に
富んだ名言・名句を選び解説。

06126-8
Ｃ3022

01. 5刊

守屋 洋著

中国古典百言百話 老子・荘子
A5判／224頁／本体2400円

仁や徳など「上にたつ者」の心得を説
いた儒教に対し，我や欲など人間の自
然な姿を肯定した老荘の教え。人生を
より豊かに生きるための「無為自然の
哲学」を百言百話の形式で紹介。

06145-9
Ｃ3022

07. 4刊

ワン・ジョン著 伊藤 真訳

中国の歴史認識はどう作られたのか
四六判／424頁／本体2600円

なぜ日本人はかくも憎まれるのか？
在米中国人研究者が，「歴史の記憶」
形成の政治利用の歴史に着目して分析
した本格的研究。

21216-5
Ｃ3031

14. 5刊

半藤一利・保阪正康著
日中韓を振り回す
ナショナリズムの正体

四六判／256頁／本体1500円

歴史を清算し，“憎悪の連鎖”を断ち切
るために今我々は何をするべきか。

「気づいたら戦争」にならないための
“本物の愛国者”入門。

06193-0
Ｃ3036

14. 9刊

小島英記著

幕末維新を動かした8人の外国人
四六判／336頁／本体1700円

幕末日本を実質的に動かした外国人た
ちの軌跡を辿ることにより，薩長史
観，謀略説を超えた明治維新の実像を
明らかにする。

06198-5
Ｃ0021

16. 1刊

小島直記著

まかり通る 電力の鬼・松永安左エ門
四六判／696頁／本体2500円

政・官の抵抗勢力を向こうに回し，電
力会社分割を成し遂げるなど戦後日本
の屋台骨をつくった松永安左エ門。昭
和の激動期を勝ちぬいた九十余年の痛
快人生を描く。

06132-9
Ｃ3034

03. 7刊

E･ルフェーブル著 林 康史訳

欲 望 と 幻 想 の 市 場
―伝説の投機王リバモア―

四六判／352頁／本体2200円

アメリカ金融界の伝説の投資王リバモ
アの伝記小説。株式と商品相場で巨万
の富を築くも相場の暴落で全財産を失
う。その人生の教訓，市場の欲望と幻
想は今に生きる。

06111-4
Ｃ3023

99. 4刊

5.生活・実用

生 活
山田倫太郎著

医 者 を め ざ す 君 へ
四六判／104頁／本体900円

「24時間テレビ」に出演，大反響の山
田倫太郎くんの本。「患者が望む理想
の医者8ヵ条」を掲載。生きる元気が
わいてくる本。

04584-8
Ｃ0037

15. 9刊

生 活
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酒井和子監修 清水直子著
イラストでわかる 知らないと損する
パート&契約社員の労働法 Ver. 3

A5判／152頁／本体1400円

パート社員や契約社員として働く人々
が知っておくべき法律や制度，トラブ
ル解決法などをわかりやすく解説。改
正労働契約法対応版。

10541-2
Ｃ3032

13. 9刊

近藤恵子著
イラストでわかる
知らないと損する労災保険

A5判／168頁／本体1500円

仕事中や通勤中の事故・ケガを保障し
てくれる労災保険。その存在を知らな
いと，いざというときに給付が受けら
れない。労働者にとって大切な労災保
険についてわかりやすく解説。

10535-1
Ｃ3033

09. 4刊

高濱正伸著
お 母さんだからできる！
男の子の国語力の伸ばし方

四六判／192頁／本体1300円

人気カリスマ塾講師が，国語嫌いの男
の子の読解力や作文力をアップするた
めに，お母さんだからできる家庭学習
の方法を具体的に紹介。

04492-6
Ｃ0037

13. 5刊

高濱正伸著
お 母さんだからできる！
女の子の算数力の伸ばし方

四六判／192頁／本体1300円

人気カリスマ塾講師が，女の子の算数
の苦手意識を克服するために，お母さ
んだからできる娘との接し方，教え方
を具体的に紹介。

04491-9
Ｃ0037

13. 5刊

内藤浩介著

夫が亡くなったときに読むお金の話
四六判／208頁／本体1400円

葬儀，各種届出，遺族年金，保険，相
続，生活設計など，夫が亡くなったと
き残された家族の生活を守るための手
続きやお金の話を解説。

04585-5
Ｃ0032

15.11刊

平田喜代美著

おっぱい先生の母乳育児「超」入門
四六判／208頁／本体1500円

28年で2万人の母親をみた現役カリスマ助
産師の最新刊（1作目『おっぱい110番』
は10刷のロングセラー）。母乳育児をした
い人全員におすすめの，基本点をすべて
網羅した一番やさしい入門書。

04363-9
Ｃ2077

09.12刊

河岸宏和著
「外食の裏側」を見抜くプロの
全 ス キ ル、教 え ま す。

新書変型判／264頁／本体900円

5万部突破の話題作！ 業界最大のタ
ブーに挑戦。偽装，使い回し，仕入れ
等，「こんなもの食べてるのか！」の
実態が明らかに。衝撃の覆面食べ歩き
レポート付。

22339-0
Ｃ0036

14. 5刊

福田真弓著

必 ずもめる相 続 税 の 話
―大増税時代の失敗しない相続税と相続対策―

四六判／256頁／本体1600円

好評既刊『必ずもめる相続の話』の税
金版。大増税時代をひかえ，庶民が相
続税対策で悩む時代がやってくる。自
宅やへそくりを相続税から守るために
何ができるのか易しく解説。

61058-9
Ｃ3034

12.12刊

福田真弓著

必 ず も め る 相 続 の 話
―失敗しない相続と税対策―

四六判／260頁／本体1600円

「うちは税金を払うほど財産はないか
ら大丈夫」等と油断していたら大間違
い！ 遺産相続は300万円位が一番も
めるのです。もめごとを起こさない庶
民レベルの相続のノウハウを解説。

04355-4
Ｃ2032

09.11刊

井戸美枝著
行列のできる人気セミナー講師が
書いた世界一やさしい年金の本

四六判／208頁／本体1600円

大好評「世界一やさしい」シリーズ第2
弾！ 「働き方によって受け取る年金額が
こんなに違う」をメインに解説した本は
初。主婦は？ 転職組は？ 派遣社員
は？ たくさん受け取る方法を解説。

70137-9
Ｃ0033

12. 9刊

生 活
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株式会社保険相談センター著
行列のできる保険ショップがはじめて
書いた 世界一やさしい保険の本

四六判／216頁／本体1600円

一店舗あたりの来店者数が全国一の保
険代理店が贈る保険の「超」入門書。

「間違いだらけの保険選び」「あなたは
得？損？」の年齢・職業別具体例ま
で，イラストを多用して解説。

70128-7
Ｃ3033

10. 9刊

R･ブロディ著 森 弘之訳

心 を 操 る ウ イ ル ス
―なぜ思い通りの人生を生きられないのか―

四六判／352頁／本体2200円

どうして自分の人生を楽しめる人とそ
うでない人がいるのか？ あなたの心
の中に忍び込み，心を操るマインド・
ウイルスの真相に迫る！

04502-2
Ｃ0034

13. 7刊

壷林光代著
シャトルシェフ生活のすすめ
レ シ ピ 集

B5変型判／128頁／本体1400円

煮立ててから保温容器に入れるだけで料理が
仕上がる保温調理器シャトルシェフ（累計
350万台）を使った煮物，肉・魚料理，スー
プ，主食など120品。保温にガス電気を使わ
ず経済的で，防災グッズとしても便利です。

04481-0
Ｃ0077

12.11刊

壷林光代著
シャトルシェフのもっと簡単レシピ集
手 をか け なくてもお いしい！

B5判／128頁／本体1400円

『シャトルシェフ生活のすすめレシピ
集』（現在4刷り）の続編。より簡単
に手間をかけずにおいしい料理が作れ
る新たなレシピを紹介。

04581-7
Ｃ0077

15. 9刊

白川嘉継著

人生の基盤は妊娠中から3歳までに決まる
―人生でいちばん大切な3歳までの育て方―

四六判／208頁／本体1300円

性格は3歳までに9割決まる！？ 母子
の愛着の重要性から，女性脳から母性
脳に変える子育てまで解説。3歳児神
話を最新の「脳＋こころの科学」で解
明！

04509-1
Ｃ0037

13. 8刊

税理士法人タクトコンサルティング著

新版 図解 相続税・贈与税のしくみ
―知らないと損する88のポイント―

A5判／216頁／本体1600円

平成25年税制改正で大幅な相続税の増
税が決定。27年1日1日以後の相続・
遺贈で損をしないため，今から取り組
む増税対策とは。

09309-2
Ｃ2032

13. 8刊

原 誠編著
佐々木健二・井上順之・藤川祐士著

〔新版〕図解 相続のしくみ
A5判／248頁／本体1600円

相続税改正で申告が増え紛争の激増が
予想される。本書は予めプランを練る
ことで紛争を防ぐ戦略書。複雑な法制
度も図解で一目瞭然。

09306-1
Ｃ0036

13. 4刊

小澤善哉著

図解 ひとめでわかる消費税のしくみ
A5判／224頁／本体1600円

増税に対応！ 基本的なしくみ，課
税・非課税の区分，節税のポイントか
ら申告書の作り方まで具体例でやさし
く解説する。

09312-2
Ｃ0033

13.11刊

魚住りえ著
たった1日で声まで良くなる
話 し 方 の 教 科 書

四六判／224頁／本体1300円

たった50のコツで，仕事も人間関係も
驚くほど上手くいく！ 20年以上の
キャリアで培った「伝わる話し方」の
全スキルを初公開！ 読者から絶大な
支持を得た12万部のベストセラー。

04576-3
Ｃ0034

15. 8刊

東洋経済オンライン編集部編

超一流中高 校長先生の教え
―子供のやる気を引き出す65の言葉―

四六判／160頁／本体1200円

東経オンラインの大人気連載「注目の
中高一貫校」を書籍化。大学受験指導
の域を遙かに超えた，日本製エリート
を生み出す言葉集。

04524-4
Ｃ0034

14. 2刊
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江部康二・検見﨑聡美著

糖質制限の健康おつまみ
B5変型判／96頁／本体1400円

種類さえ選べば酒 OK の糖質制限の
長所を活かしたレシピ集。NG だった

「肉じゃが」「焼きうどん」なども，
“もどき食材”で楽しめます。

04503-9
Ｃ0077

13. 8刊

江部康二・検見﨑聡美著

糖質制限の「主食もどき」レシピ
B5変型判／96頁／本体1400円

ダイエット・糖尿病などのため糖質制
限を続けたいけれど主食も食べたい…
という人のための，ご飯，麺，パンな
どの低糖質“代用食”レシピ。

04486-5
Ｃ0077

13. 1刊

稲垣栄洋著

徳川家の家紋はなぜ三つ葉葵なのか
四六判／232頁／本体1400円

「メンデルの法則」は江戸時代に武士
が発見した！ 江戸はヨーロッパ人が
驚く庭園都市だった！ 気鋭の植物学
者による驚きの歴史論。

06194-7
Ｃ0021

15. 3刊

河合 薫著

寝る前10分 人生を変える ココロノート
―5年後，必要とされる人材になる！―

四六判／176頁／本体1300円

5年後必要とされる人材になるにはど
うすればいいのか。1冊のノートと鉛
筆で，働き方，生き方を考え自分を変
える方法を解き明かす。

04520-6
Ｃ3036

14. 1刊

野﨑洋光著

野﨑洋光のおいしい節電レシピ
A5判／96頁／本体1200円

缶詰・干物・乾物の使いこなし法，常
温保存食品の作り方，節電調理器具の
活用法など「電気に頼りすぎない食生
活の知恵」を満載。非常時にも便利
な，家庭に1冊は常備したい必読書。

04427-8
Ｃ0077

11. 7刊

野﨑洋光著
野﨑洋光のだし革命 トマトジュー
スと豆乳で和食がつくれる！

B5判／96頁／本体1300円

健康・美容でブームの2大飲料を使
い，肉じゃが，味噌汁，炊込飯，おで
ん…等あらゆる和食が革命的に簡単に
作れる，驚きのレシピ集。

04501-5
Ｃ0077

13. 7刊

野﨑洋光著

野﨑洋光のたのしい缶詰レシピ 魚介類編
A5判／128頁／本体1300円

テレビ，新聞などでも話題沸騰！ いまブー
ムの缶詰を使い，ほんの一手間で見違える
ような主菜・副菜・ご飯モノ・めん類・汁
物・鍋物・サラダ・おつまみ……に変身す
る93レシピを“和の巨匠”が提案。

04463-6
Ｃ0077

12. 6刊

高橋正典著

不 動 産 広 告 を 読 め
―勘違いと幻想を生み出す手口―

A5判／168頁／本体1500円

不動産広告には，プロでないと見抜け
ないだまし，ウソ，違反が横行してい
る。本書は，不動産のプロが，素人が
騙されやすい手口を紹介。住宅購入を
考える全ての人，必読の一冊。

04476-6
Ｃ0052

12. 9刊

三菱地所レジデンス住まい価値研究会・
三菱 UFJ 信託銀行不動産コンサルティング著
不 動 産と金 融 のプロが 教 える
資産価値の高いマンションの選び方・買い方

A5判／200頁／本体1500円

不動産と金融のプロが後悔しないマン
ションの選び方・買い方を解説。はじ
めてマンションを買おうかなと思った
ときに最初に読む本。

04511-4
Ｃ0033

13.10刊

都倉健太著
保険会社の社員が家族にしか教え
ない “本当”の保険の選び方

―あなたの保険はもっと安くできる！―
四六判／232頁／本体1600円

現役の保険代理店の経営者が保険業界
の手口と本当に必要な保険商品を紹介
する画期的な本です。生命保険と火災
保険の両方を1冊で紹介する，ありそ
うでなかった本です。

70127-0
Ｃ3033

10. 7刊
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5.生活・実用

健 康
河野和彦著

医者を選べば認知症は良くなる！
四六判／240頁／本体1400円

認知症初診数日本一の名医が，従来の
治療の問題点を告発し，7割以上改善
の新治療体系コウノメソッドを解説。
全国実践医リスト付き。

04559-6
Ｃ0077

14.11刊

江部康二・夏井 睦著
医療の巨大転換（パラダイ
ム・シ フト）を 加 速 す る

―糖質制限食と湿潤療法のインパクト―
四六判／224頁／本体1500円

医学の進歩は異端から生まれた。糖質
制限食と湿潤療法のカリスマ医師が，
非科学的な医学界に警鐘を鳴らし，新
しい医学常識を教える。

04506-0
Ｃ0077

13. 8刊

江部康二監修 伊藤きのと著

う ち の 母 は 糖 尿 人
A5判／152頁／本体1200円

糖尿病分野売上 No.1，『糖質制限食シ
リーズ』初のコミック本。糖尿病の母
が，糖質制限食に出会い，家族に支え
られ病気を克服するまでをコミカルに描
く。話題の治療法を楽しく学べる1冊。

04392-9
Ｃ0077

10. 9刊

堀江重郎著
う つ か な？ と 思 っ た ら
男性更年期を疑いなさい

四六判／192頁／本体1300円

女性更年期以上に深刻でありながら，
あまり知られていない男性ホルモン

（テストステロン）不足の症状と解決
法をわかりやすく解説。

04596-1
Ｃ0077

16. 7刊

E・オスター著 土方奈美訳
お医者さんは教えてくれない
妊娠・出産の常識ウソ・ホント

四六判／344頁／本体1600円

医師に教わる「妊娠中してはいけない
こと」は本当か？ データ分析のプロ
が本当は OK なもの，知られざる禁
止事項を明らかにする。

04554-1
Ｃ0077

14.10刊

水野葉子著
オーガニック検査員・水野葉子の

「家族と食べたい！」食品選び
―本音と本気で語るいま食べたいもの、食べたくないもの―

四六判／224頁／本体1500円

日本初のオーガニック検査員が遂に書い
た安心・安全な食品の選び方の決定版。

「なぜ牛肉は豚肉より高いのか？」など身
近な話題から解説。「食」の生産現場を知
り尽くした著者だから書ける内容が満載。

04439-1
Ｃ0077

11. 9刊

永田照喜治著

奇 跡 の 野 菜
―〔最新版〕永田農法は進化する―

四六判／178頁／本体1500円

『美味しんぼ』やユニクロのトマトで一躍
有名になった永田農法。家庭菜園の定
番で根強いファンも多く，ロングセラー
の著書が多い自然農法の元祖が，80歳
を超えてすべてを記した集大成の1冊。

04408-7
Ｃ0077

10.12刊

江部康二著

京都の名医がおしえる「やせる食べ方」
―美食で満腹ダイエット―

四六判／184頁／本体1300円

実践した人のほとんどが成功。最新医
学により実証された，糖質制限による
健康的なダイエット法をわかりやすく
解説。美容・ダイエットの新たなムー
ブメントが期待できます。

04370-7
Ｃ0077

10. 4刊

江部康二著 壷林光代献立・料理
京 都 の 名 医 が お し え る

「や せ る 食 べ 方」レ シ ピ 集
―糖質制限ダイエット―

A5判／128頁／本体1300円

ベストセラー『京都の名医がおしえる「や
せる食べ方」』のレシピ集。糖質を避け
れば美食で満腹になって，キレイにやせら
れる。さらに，カロリー計算もいらないか
ら気軽に実行できる究極のダイエット。

04405-6
Ｃ0077

10.11刊

健 康
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久司道夫著

久司道夫のマクロビオティック
入門 編

四六判／176頁／本体1200円

歌手のマドンナ，ハリウッド女優のグ
ウィネス・パルトロウなど，セレブた
ちが実践する美容・健康法として女性
誌などで話題騒然。大ブレイクした食
事法を易しく解説した待望の入門書。

04210-6
Ｃ0077

04. 9刊

久司道夫著
クシ インスティテュート オブ ジャパン料理
久司道夫のマクロビオティック

美しくなるレシピ
B5判／136頁／本体1500円

「スリムで元気に美しくなるための1
週間メニュー」を中心に，美肌，冷え
性，美髪のためのレシピからデザート
までを網羅。藤原美智子，マドンナ他
のレシピも付いたお得な1冊。

04219-9
Ｃ0077

04.12刊

木津直昭・稲島 司著

血 管 を 強くす る 歩 き 方
―パワーハウス筋が健康を決める―

四六判／224頁／本体1400円

長生きしたけりゃゆっくり歩くな！
血管を強くして，脳梗塞，心筋梗塞，
高血圧など，心臓疾患のリスクを減ら
す正しい歩き方を解説。

04547-3
Ｃ0034

14. 7刊

江部康二著

心を変えれば健康になれる！
四六判／224頁／本体1300円

人間関係を見直し心の持ち方を変える
ことが健康への近道であることを，著
者の豊富な治療実践例とアドラー心理
学から解説する。

04582-4
Ｃ0077

15.10刊

日比野佐和子著

これだけで若返りは可能です。
―運動嫌いでも続けられる！ 男のエイジマネジメント講座―

四六判／240頁／本体1400円

アンチエイジングの超人気女医が，身
体も外見も若返る食事法，生活習慣，
エクササイズなど，今日から無理なく
できる大人の男のメンテナンス術を紹
介。薄毛・メタボに諦めは禁物です！

04446-9
Ｃ0077

11.11刊

田村忠司著

「これ」を食べればサプリはいらない
四六判／248頁／本体1300円

『サプリメントの正体』がパワー
アップ。サプリに頼らず，体の悩みに
効く食べものをレクチャー。精力減退
にはきゅうりが効く，など即役立つ情
報は満載！

22365-9
Ｃ0036

15. 8刊

田村忠司著

サ プ リ メ ン ト の 正 体
四六判／224頁／本体1400円

全国の医師たちが頼りにするサプリメ
ントの専門家が本当に効くものを徹底
検証。99％が添加物の葉酸，人毛が原
料のアミノ酸など驚愕の実態も！

22333-8
Ｃ0036

13. 9刊

江部康二著

主食を抜けば糖尿病は良くなる！ 新版
―糖質制限食のすすめ―

四六判／272頁／本体1400円

ダイエットにも効果絶大。糖質オフ入
門の決定版。ブームを起した名著に最
新情報を盛り込んで大幅リニューア
ル。1週間献立付き。

04525-1
Ｃ0077

14. 3刊

江部康二著
主 食を抜けば 糖 尿 病は
良くなる！2実践編 新版

―糖質制限食の応用法〔実践編〕―
四六判／288頁／本体1400円

大ブームの糖質オフ実践の決定版。最
新情報を盛り込んでリニューアル。綴
じ込み「食べてよい食品」「食品の糖
質量」なども便利です。

04526-8
Ｃ0077

14. 3刊

江部康二著
主食を抜けば糖尿病は良くなる！
糖 質 制 限 食 レ シ ピ 集

B5判／136頁／本体1600円

ベストセラー『主食を抜けば糖尿病は良
くなる！』のレシピ編。計算がいらず，初
めてでも安心！ 普通の食材で作れる94
品を一挙紹介。代替主食など，ご飯好
きの人も長続きできるアイデアも満載です。

04444-5
Ｃ0077

11.11刊

健 康
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J･S･ハル著 吉田三知世訳

ス イ ー ト ・ ポ イ ズ ン
―本当は恐ろしい人工甘味料「アスパルテーム」の話―

四六判／400頁／本体1800円

砂糖より甘くてカロリーが低い人工甘
味料アスパルテーム。過剰摂取により
健康被害を被った著者がその裏に隠さ
れた真実を探っていく。

04484-1
Ｃ0077

13. 2刊

TABLE FOR TWO 編著
世界をつなぐ あこがれ企業
の 社 員 食 堂 レ シ ピ

B5判／120頁／本体1500円

TFT プログラムを導入している電通，
資生堂などの有名企業の社員食堂レシ
ピを紹介。TFT プログラムとはメニュ
ーに価格を20円上乗せして，上乗せ分
をアフリカの学校に寄付する取り組み。

04428-5
Ｃ0077

11. 7刊

幕内秀夫著 検見﨑聡美料理

粗 食のすすめ レシピ 集
A5判／122頁／本体1500円

忘れていた「食事の本当のおいしさ」
が実感でき，お金がかからず，しかも
自然治癒力を高める料理を四季ごとに
オールカラーで紹介。自然食品店・通
販リストなど実用ガイド付き。

04120-8
Ｃ0077

99. 6刊

幕内秀夫著 検見﨑聡美料理

粗食のすすめ 春のレシピ
A5判／130頁／本体1200円

話題のシリーズ第3弾。春野菜など旬
を使った献立を紹介。人気の雑穀，ふ
き・うどの丸ごと使いきり方，外食診
断テスト，簡単おやつ，粗食 Q&A な
ど特集も充実。

04127-7
Ｃ0077

00. 2刊

幕内秀夫著 検見﨑聡美料理

粗食のすすめ 夏のレシピ
A5判／130頁／本体1200円

かぼちゃ，キュウリ，トマト，あゆな
ど旬の素材を使った献立を満載。夏バ
テに勝つ知恵，薬味の効用，サラリー
マン・OL の夕食，飲み物診断テスト
など特集も充実。

04134-5
Ｃ0077

00. 5刊

幕内秀夫著 検見﨑聡美料理

粗食のすすめ 秋のレシピ
A5判／138頁／本体1200円

穀類，芋類，秋野菜，きのこ類，さん
ま，さばなど旬の献立を満載。「よく
噛めば頭が良くなる」「圧力鍋の活用
法」「惣菜の買い方」「アルコールの選
び方」など特集を充実。

04136-9
Ｃ0077

00. 8刊

幕内秀夫著 検見﨑聡美料理

粗食のすすめ 冬のレシピ
A5判／126頁／本体1200円

待望の続刊。旬の恵みと穀類中心の献
立，人気の鍋物などを写真で紹介。調
味料の選び方・漬物の作り方・健康法
などのコラム，通販・食品店リストな
ども大幅拡充。

04126-0
Ｃ0077

99.11刊

幕内秀夫著 検見﨑聡美料理

粗食のすすめ 旬のレシピ① 春号
A5判／120頁／本体1200円

大好評シリーズの季刊化。新たな「春
の献立1週間」を中心に，旬を使った
副食，「ベランダでできる菜園」「麺の
逸品」「調理器具」「保存食の作り方」
など連載も充実。

04149-9
Ｃ0077

01. 2刊

幕内秀夫著 検見﨑聡美料理

粗食のすすめ 旬のレシピ② 夏号
A5判／120頁／本体1200円

新たな「夏の1週間献立」を中心に，
あじ，豆腐，なす，ウリ，かぼちゃの
徹底研究。家庭菜園(しょうが)，保存
食の作り方(梅干)，素麺，麩，断食体
験など，特集も充実。

04156-7
Ｃ0077

01. 5刊

幕内秀夫著 検見﨑聡美料理

粗食のすすめ 旬のレシピ③ 秋号
A5判／120頁／本体1200円

新1週間献立の他，さんま，銀杏，里
いも，れんこん，ひじきの色々な料理
を紹介。手作りふりかけ，細ねぎ栽培
法，栗の甘露煮，出石そば，子供の食
事など特集も充実。

04160-4
Ｃ0077

01. 9刊

健 康
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幕内秀夫著 検見﨑聡美料理

粗食のすすめ 旬のレシピ④ 冬号
A5判／112頁／本体1200円

肉を一切使わず，たら，厚揚げ，白
菜，春菊，昆布，ほうとう，など冬の
健康素材を使った，安全で豊かな食生
活を提案。佐藤初女さんの「癒しの
食」も特集。

04161-1
Ｃ0077

01.11刊

幕内秀夫著 検見﨑聡美料理

粗食のすすめ お弁当レシピ
A5判／138頁／本体1200円

四季の弁当のほか，冷凍食品の活用
法，インスタント味噌汁の色々，食中
毒を防ぐ知恵，おにぎりの基本，常備
菜の作り方など満載。便利な「昨晩の
献立」付き。

04145-1
Ｃ0077

00.12刊

幕内秀夫著 検見﨑聡美料理

粗食のすすめ 糖尿病レシピ
A5判／128頁／本体1500円

1370万人を超す糖尿病患者と予備軍の
ための献立集。熱計算が不要で，普通
食に見劣りしない四季のレシピをカロ
リー表付きで紹介。成人病予防，中性
脂肪対策にも最適。

04170-3
Ｃ0077

02. 2刊

帯津良一著

達 者 で ポ ッ ク リ。
四六判／208頁／本体1300円

寝たきりやボケで周りに迷惑をかける
ことなく，延命治療で長く苦しむこと
なく，理想的な死を迎えるにはどうし
たらいいのか？ 死ぬまで元気で楽し
く生きる「攻めの養生」のすすめ。

04320-2
Ｃ0077

08.10刊

森由香子著

食べる時間を変えれば、やせられる！
―時間栄養学が教えてくれたリズム食ダイエット―

四六判／178頁／本体1300円

「お腹いっぱい食べるなら水曜日」「デ
ザートは午後3時まで」。時間栄養学
を利用した新しいダイエット法。太り
にくい時間を利用して，無理なカロリ
ー制限なしで痩せることができる。

04477-3
Ｃ0077

12. 9刊

江部康二著
炭 水 化 物 の 食 べすぎ で
早 死にしてはいけません

―生活習慣病を予防 & 改善する糖質制限食31のポイント―
四六判／224頁／本体1300円

ガンはじめ様々な病気の原因は，糖質
（炭水化物）による血糖値上昇にある
という新視点から，丈夫で長生きする
ための食の指針を公開。

04546-6
Ｃ0077

14. 7刊

白澤卓二・小林弘幸著
ちょっと盗み聞きしたくなる
スーパードクターの健康会議

四六判／224頁／本体1400円

聞けばすぐに試したくなる！ 健康番
組で大人気のベストセラー医師が実践
している病気が逃げていく健康法。健
康長寿，免疫力アップ，ダイエット
……，ビジネスやスポーツにも効く！

04453-7
Ｃ0077

12. 2刊

亀田高志著

できる社員の健康管理術
―産業医が教える、生産性を高める暮らし方・働き方―

四六判／208頁／本体1600円

長引く不況下，疲れているビジネスマ
ンに朗報！ 簡単な方法で体調を管理
し，明るく元気に過ごせて生産性を上
げられる方法を，人気赤丸上昇中の産
業医がわかりやすく説き明かす。

04415-5
Ｃ0034

11. 3刊

山田 悟著

糖 質 制 限 食 の ス ス メ
―その医学的根拠と指針―

四六判／224頁／本体1400円

新たな糖尿・ダイエット食として話題の食
事療法について，糖尿病治療の第一人者が
最新研究に基づき解説。その顕著な有効
性，カロリー制限との使い分け，糖質の制
限方法……などについて明らかにする。

04459-9
Ｃ0077

12. 4刊

江部康二著
糖尿病治療のための！ 糖質
制限食パーフェクトガイド

A5判／240頁／本体3300円

医師はじめ医療関係者のために書かれ
た著者初の医学書。有効性と安全性を
科学的に証明し，投薬も含めた治療法
の実際を初公開する。

04505-3
Ｃ3047

13. 8刊

健 康
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浜田陽子著

とってもやさしい圧 力 鍋
―からだにやさしい簡単レシピ―

B5判／96頁／本体1500円

テレビ，雑誌で人気の美人料理研究家
による初のレシピ集。不況でも，節約・
エコ志向で利用者が急増中の圧力鍋。
初心者にも一番わかりやすい簡単，ヘ
ルシーな「やさしい」料理が満載。

04343-1
Ｃ0077

09. 8刊

磯村毅著

二 重 洗 脳
―依存症の謎を解く―

四六判／232頁／本体1500円

タバコも酒も「ハマるカラクリ」さえ
知れば誰でも一瞬でやめられます。体
と心の2つの依存，二重洗脳をなくせ
ばいいのです。禁煙成功率70％を誇る
医師が明かす，画期的な依存症克服法。

04347-9
Ｃ0076

09. 9刊

帯津良一著

ポ ッ ク リ 名 人。
四六判／240頁／本体1300円

大好評『達者でポックリ。』の続編。
ポックリ名人24人を紹介。いい生き方，
いいリタイアをして，いい死を迎える
――その過程を見ることにより，安心
して生をまっとうする指針を示す。

04349-3
Ｃ0077

09.10刊

小林正和著 上馬塲和夫監修

養 生 道
―元気な百寿者になってみませんか――

四六判／256頁／本体1400円

元株式評論家が自らの体験で得た健康
法を紹介。いつでもどこでもできる自分指
圧が本書の最大のウリ。生活習慣病を予
防する運動，成功するダイエット，目の養
生，花粉症予防法などのノウハウも満載。

04473-5
Ｃ0077

12. 8刊

宮本輝著・江部康二著

我ら糖尿人、元気なのには理由がある。
―現代病を治す糖質制限食―

四六判／240頁／本体1500円

ちょっとした食事のコツで作家の糖尿
病が劇的に改善した！ その秘密を解
き明かし，「医療の問題点」「人にふさ
わしい食」「がんやアルツハイマーを
防ぐ食事」などについて対談する。

04341-7
Ｃ0077

09. 8刊

5.生活・実用

趣 味
木崎伸也著

サッカーの見方は1日で変えられる
A5判／194頁／本体1500円

プロはどこを見て，チーム・選手の実
力を判定するのか？ ボールを追うの
は三流。陣形を論じるのは二流。サッ
カーを「見る技術」を初めて完全体系
化。読めばＷ杯が100倍楽しめる。

04375-2
Ｃ0075

10. 4刊

鎌田浩毅著

座 右 の 古 典
―賢者の言葉に人生が変わる―

四六判／328頁／本体1500円

仕事に，人生に役立ち，「使える」古
典50冊を，京都大学人気 No.1教授が
解説。『週刊東洋経済』の好評連載

「一生モノの古典」に加筆し，再構成
した待望の書籍化である。

04403-2
Ｃ0036

10.11刊

土橋 正著

仕 事 文 具
A5変型判／248頁／本体1500円

仕事のパフォーマンスもモチベーショ
ンも劇的に向上する！ 定番から新製
品まで全235アイテムの取説。

04588-6
Ｃ3034

16. 4刊

趣 味
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若桜木虔・山中將司著

図解 戦国武将別日本の合戦40
A5判／208頁／本体1600円

戦国時代を中心に日本の主な合戦の全体
像を図解で解説する本。川中島から関ヶ
原まで，歴史好きなら知っておきたい戦

（いくさ）の，理由・背景・登場人物，結
果等を図解で一目でわかるよう解説。

09287-3
Ｃ0021

10. 6刊

戸田 覚著

電子ブック自炊完全マニュアル
―あなたの本棚をデジタル化する方法―

A5判／160頁／本体1400円

書棚に並ぶ書籍や雑誌を「自炊」――
裁断機でカットしてスキャナで読み込
み，電子ブックとして活用する方法や，
関連アプリの紹介，データ管理術な
ど，使える電子書棚の作り方を紹介。

04407-0
Ｃ0036

10.12刊

宮澤やすみ著

東 京 社 用 の 手 み や げ
―贈って喜ばれる極上の和菓子―

四六変型判／136頁／本体1400円

顧客への挨拶，お詫び，お願い事に
持っていく手みやげで悩んだことはあ
りませんか？ 目的や状況に応じ相手
に絶対喜ばれる，美味しい和菓子とそ
のお店をガイドします。

04295-3
Ｃ0077

07.12刊

小森まなみ著

東京 社用の手みやげ 洋菓子編
―贈って喜ばれる最高のスイーツ―

四六変型判／176頁／本体1400円

商談やご挨拶時に持っていく手みやげ
のガイド「東京社用の手みやげ」第2
弾。今回は行列のできる洋菓子店50店
を取り上げ，ビジネスシーンにあった
手みやげを美しいカラー写真で紹介。

04344-8
Ｃ0077

09. 8刊

石坂善久著

東 京 水 路 を ゆ く
―艪付きボートから見上げる TOKYO 風景―

四六判／248頁／本体1600円

タモリ倶楽部出演で話題の道楽船頭
が，水門や橋，フネブネの姿を楽しみ
ながら，いにしえの水運全盛期に思い
を馳せつつ東京の水路を走り，地上で
は味わえない風景を紹介。

04396-7
Ｃ0095

10.10刊

5.生活・実用

ノンフィクション・エッセイ
J･マクモニーグル著 杉本広道訳

遠 隔 透 視 ハ ンドブ ック
A5判／280頁／本体2600円

遠隔透視の第一人者・マクモニーグル
が30年にわたる自らの経験をもとに時
空を超えた知覚能力を鍛えて実用化す
る方法を完全公開。アメリカでロング
セラーの決定版，待望の翻訳！

04333-2
Ｃ0034

09. 3刊

鄭 銀淑著

韓 国 「県 民 性」の 旅
四六判／288頁／本体1800円

慶尚道＝権力志向，全羅道＝狡猾と
いった韓国の道民性（＝県民性）を意
識しながら韓国全土を歩き，出会った
人々やその土地が生んだ著名人の逸話
などから，現在の韓国人気質を探る。

04332-5
Ｃ0095

09. 2刊

S･アーモット／ S･ワン著 開 一夫監訳
プレシ南日子訳
最 新 脳 科 学 で 読 み 解く
0 歳 か ら の 子 育 て

四六判／400頁／本体2200円

賢い子はどう育つ？ 最新脳科学の成
果をもとに子どもの脳のしくみを解説
しながら，親なら知りたい子どもの行
動の謎を解き明かします。子育ての悩
みを解消したいママ・パパ必読の本。

80085-0
Ｃ3045

12. 8刊

ノンフィクション・エッセイ
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S･アーモット／ S･ワン著 三橋智子訳

最新脳科学で読み解く 脳のしくみ
―車のキーはなくすのに、なぜ車の運転は忘れないのか？―

A5判／344頁／本体2200円

複雑な脳の世界を最新の研究をもとに
明快なタッチで描くとともに，脳の神
話や加齢から脳を守る方法など役立つ
コラムも満載。専門知識が無くても驚
くほど楽しめる脳科学の入門書。

80081-2
Ｃ3045

09. 4刊

M･ポーラン著 ラッセル秀子訳

雑食動物のジレンマ（上）
―ある4つの食事の自然史―

四六判／304頁／本体1800円

何を食べよう？ 食品神話が蔓延する
現在，雑食動物である人間はこの簡単
な問いにジレンマを感じる。その答え
を求めて，工業的農業，有機農業，狩
猟採集の食物連鎖を追う旅が始まる。

04352-3
Ｃ0077

09.10刊

M･ポーラン著 ラッセル秀子訳

雑食動物のジレンマ（下）
―ある4つの食事の自然史―

四六判／304頁／本体1800円

トウモロコシ農場から，肥育場，有機
農場，狩猟採集の森までを追い，私た
ちが正体を知らないまま口にしている
食べ物の実体が明らかに。そして，最
後にたどり着いた完璧な食事とは？

04353-0
Ｃ0077

09.10刊

羽生善治・白石康次郎著

勝 負 師 と 冒 険 家
―常識にとらわれない「問題解決」のヒント―

四六判／228頁／本体1500円

勝負に，人生に，畏友はどのようにし
てハードルを超えてきたのか。冷静と
熱情，至言と雄弁，すべてに対照的な
二人が，相通じる勝負の“決断”を糸口
に「問題解決力」の原点を語る。

04365-3
Ｃ0034

10. 2刊

半藤一利・保阪正康著

賊 軍 の 昭 和 史
四六判／224頁／本体1500円

賊軍藩出身の鈴木貫太郎（関宿）石原
莞爾（庄内）米内光政（盛岡）山本五
十六（長岡）井上成美（仙台）等から
みた，もう一つの昭和史。

06196-1
Ｃ0021

15. 8刊

鄭 銀淑著

中国東北部の「昭和」を歩く
―延辺・長春・瀋陽・大連 韓国人が見た旧満州―

四六判／336頁／本体1900円

延辺，長春，瀋陽，大連，かつて満州
国と呼ばれた地に開拓民として日本や朝
鮮から移住した人々の昔話を聞きなが
ら，日本建築などが今も残る中国東北
部を当時の姿に思いをはせながら歩く。

04429-2
Ｃ0021

11. 7刊

生田 哲著

脳 地 図 を 書 き 換 え る
―大人も子どもも、脳は劇的に変わる―

四六判／208頁／本体1500円

大人の脳は変わらないと信じられてき
たが，それは大間違い。幼児，子ども
の脳だけでなく，大人の脳も変化す
る。大人の脳を変化させるメカニズム
とその方法を紹介する1冊。

55645-0
Ｃ3034

09. 7刊

鎌田浩毅・高世えり子著

もし富士山が噴火したら
A5判／176頁／本体1400円

近い将来，富士山が噴火する可能性は小さ
くない。いざ，噴火となれば，首都圏に住む
人々にも大きな影響が及ぶ。では，どう備え
たらいいのか。マンガを交えたストーリーで
噴火に関する知識と防災の方法が学べる。

04436-0
Ｃ0077

11.12刊

ノンフィクション・エッセイ
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6.シリーズ

読本シリーズ
初歩の理論と豊富な具体例で，全体像
を容易に把握できるように構成。学
生，ビジネスマンから一般市民まで万
人の入門書となる好テキスト。

渡辺利夫編

ア ジ ア 経 済 読 本
（第4版） A5判／424頁／本体2800円

中国・インドの躍進，FTA などの動
き，米国発の世界同時不況を経験した
経済状況まで網羅した第4版。戦後の
発展過程から現在の状況と課題までわ
かる，アジア経済入門の決定版。

10022-6
Ｃ3033
テキスト

09.11刊

㈶日本交通公社編

観 光 読 本
（第2版） A5判／304頁／本体2200円

変わる時代環境の中で，模索されるべ
き観光像とはいかなるものか。トッ
プ・シンクタンクによる最新潮流満載
の改訂版。実務の第一線から新世紀の
観光産業を具体的・体系的に説く。

10014-1
Ｃ3065
テキスト

04. 6刊

島村髙嘉・中島真志著

金 融 読 本
（第29版） A5判／372頁／本体2300円

定評あるロングセラーテキストの最新
改訂版。アベノミクスなどの直近の動
向を踏まえて，金融政策やインフレ・
デフレの解説を拡充。

10029-5
Ｃ3033
テキスト

14. 2刊

宮崎 勇・丸茂明則・大来洋一編

世 界 経 済 読 本
（第8版） A5判／324頁／本体2400円

急速に変化する世界経済の現状と動向
を，地域別・問題別に基礎から解説。
世界金融危機・通貨危機，台頭する中
国・新興国，地域協定，地球環境問題
など最新の話題も入れ大幅に改訂。

10025-7
Ｃ3033
テキスト

12. 1刊

林 健久編

地 方 財 政 読 本
（第5版） A5判／360頁／本体2600円

地方財政を制度・理念面，および中央
政府との関係から解説して定評の高い
読本の改訂版。「地方分権」の進展も
見据えた学生・公務員テキストのスタ
ンダード。

10007-3
Ｃ3033
テキスト

03. 5刊

竹内淳彦・小田宏信編著

日 本 経 済 地 理 読 本
（第9版） A5判／272頁／本体2300円

東日本大震災の影響やグローバル化な
ど地域の最新の実態を動態的・具体的
に示し，経済地域政策のあり方につい
て論じた最新改訂版。

10031-8
Ｃ3033
テキスト

14. 3刊

金森久雄・大守 隆編

日 本 経 済 読 本
（第20版） A5判／392頁／本体2400円

信頼のロングセラーテキスト全面改訂
版。課題先進国となった日本の問題点
と解決策を提示し，読者の「経済を見
る眼」を養う。

10032-5
Ｃ3033
テキスト

16. 2刊

三菱総合研究所 産業・市場戦略研究本部編

日 本 産 業 読 本
（第8版） A5判／408頁／本体2400円

日本産業の最先端をダイナミックにと
らえ，産業分野別に現状と課題を明確
に描出。最新のものづくり理論等につ
いてもフォローを行い，教科書やハン
ドブックとして使いやすい1冊。

10015-8
Ｃ3033
テキスト

06. 2刊

読本シリーズ
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6.シリーズ

プレミア健康選書シリーズ 心と体の健康情報を厳選し，お求めや
すい価格で提供。

西原克成著
お母さんは世界一の名医

［プレミア健康選書］
―医者いらずで子どもを病気から守る方法―

四六判／192頁／本体1000円

お金をかけずに子どもの免疫力をアッ
プさせる育児法を紹介。ふだんの育児
法をちょっと見直すだけで，アトピー
やゼンソクなどの病気を治し，怖い病
気から子どもを守ることができる。

05929-6
Ｃ0077

10. 8刊

松崎一葉著
御社に「うつ」が多い理

ワ

由
ケ

［プレミア健康選書］
―「予防型」メンタルヘルス対策のすすめ―

四六判／192頁／本体1200円

心を病むとはどういうことか，なぜ会
社で心を病むのか，どうすれば心を病
む人を減らせるのか――精神科産業医
としての経験をもとに，「うつになら
ない職場」の作り方を解説する。

05935-7
Ｃ0077

11. 8刊

D･デイヴィス著 プレシ南日子訳
携帯電話 隠された真実

［プレミア健康選書］
―米国屈指の医学者が警告する、携帯電話の人体影響―

四六判／400頁／本体1900円

「携帯電話を使っていない男性のほうが
健康な精子が多い」「子供の時から使用
すると，脳腫瘍の発生リスクは4～5
倍」。携帯電話にまつわる不都合な現実
を科学的，医学的にわかりやすく解説。

05931-9
Ｃ0077

11. 2刊

大森隆史著
「重金属」体内汚染の真実

［プレミア健康選書］
―本当のデトックスのすすめ―

四六判／208頁／本体1100円

水銀，鉛，カドミウム，ヒ素……。有
害な重金属は知らないうちに日本人の
食生活に入り込んでいる。有害重金属
による健康被害を告発し，有害重金属
をデトックス（浄化）する方法を紹介。

05926-5
Ｃ0077

10. 8刊

小泉武夫著
食の堕 落と日 本 人 新版

［プレミア健康選書］
―伝統的な日本食がニッポンを救う！―

四六判／224頁／本体1100円

食文化評論家・小泉武夫氏による名著
が装いを新たに復活。日本人の食生活
の堕落ぶりは，10年経った今も，悪化
し続けている。日本人の食生活の問題
点を鋭く突く。

05924-1
Ｃ0077

10. 8刊

斉尾武郎著
精神科医 隠された真実

［プレミア健康選書］
―なぜ心の病を治せないのか―

四六判／216頁／本体1300円

うつ病をはじめとする精神科の病気は
なぜ治らないのか？ 本書では産業医，
内科医，そして精神科医としての豊富
な診療経験をもつ著者が日本の精神科
医療の不条理と問題点を告発する。

05936-4
Ｃ0077

11. 8刊

幕内秀夫著
粗 食 の す す め 新版

［プレミア健康選書］
―「本物の健康」をつくる「正しい食事」―

四六判／194頁／本体900円

170万部を突破した人気シリーズの入
門書。急増する生活習慣病，肥満など
を防ぎ，日本人本来のパワーを取り戻
す“粗食”生活の基本を解説。最新情報
を加えてのリニューアル出版。

05921-0
Ｃ0077

10. 8刊

幕内秀夫著
粗食のすすめ 実践マニュアル 新版

［プレミア健康選書］
―食生活改善のための指針―

四六判／192頁／本体900円

「“もったいない”こそ最高の知恵」「ご飯
こそ最良の主食」。手間もお金もかけず，
すぐ効果が出る食生活改善法。安全な
食品の買い方，「粗食メニュー84」など
も紹介。最新情報も加えてリニューアル。

05922-7
Ｃ0077

10. 8刊

帯津良一・幕内秀夫著
なぜ「粗食」が体にいいのか

［プレミア健康選書］
―「食生活」ここから直そう！―

四六判／192頁／本体900円

日本一の名医がすすめる心と体の養生
訓。すぐに実行でき，人生を変える

「もっとも簡単な食生活改善の指針」
をわかりやすい語り口で伝授。自然治
癒力を高める「漢方粥レシピ9」付き。

05923-4
Ｃ0077

10. 8刊

プレミア健康選書シリーズ
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F･オスキー著 弓場 隆訳 新谷弘実解説
なぜ「牛乳」は体に悪いのか

［プレミア健康選書］
―医学界の権威が明かす、牛乳の健康被害―

四六判／176頁／本体1100円

牛乳はアレルギー，下痢，心筋梗塞，
脳卒中，がんのリスクを高める危険性が
ある。医学界，酪農・乳業界のタブーに
挑戦する一冊。『病気にならない生き方』
の著者・新谷弘実氏による解説付き。

05925-8
Ｃ0077

10. 8刊

楠山弘之著
尿トラブルは自宅で治せる

［プレミア健康選書］
―尿もれ・尿失禁の改善法―

四六判／194頁／本体1000円

中高年女性をはじめ全国810万人の患
者がいるといわれる尿もれ・尿失禁だ
が，恥ずかしさから医者に行けない場
合がほとんど。そうした人たちに，体
操など自分で治す方法を伝授。

05928-9
Ｃ0077

10. 8刊

江部康二監修 加納則章著
不安解消！ 30分でわかる糖尿病の本

［プレミア健康選書］
―気になったら、すぐ読んで下さい―

四六判／112頁／本体800円

むずかしい医学用語を使わず，なるべく
カンタンにやさしく説明。一般人の視点か
ら書かれた，目からウロコの糖尿本。健
康診断などで糖尿・メタボが気になる方，
医者の説明が分からない方にもおすすめ。

05934-0
Ｃ0077

11. 8刊

板倉 徹著
ラ ジ オ は 脳 に き く

［プレミア健康選書］
―頭脳を鍛える生活習慣術―

四六判／192頁／本体1000円

「テレビばかりでは脳が痴呆化する」「ラ
ジオの“場面想像”により大事な前頭前野
を鍛えることができる」など，無理なく
脳を活性化する生活習慣術を解説。認
知症・うつ防止にも絶大な効果です。

05933-3
Ｃ0077

11. 2刊

7.辞典・年鑑

用 語 辞 典
小峰隆夫編

経 済 用 語 辞 典
（第4版） 四六判／404頁／本体2800円

1972年に初版が出てから，改訂を重ね
てきたベスト & ロングセラー。経済
理論，制度，政策，統計，国際関係，
環境，会計などを網羅。学生やビジネ
スマンに最適なハンディな1冊。

01057-0
Ｃ3533

07. 7刊

8.定期刊行物

定期刊行物
週 刊 東 洋 経 済

A4変型判／690円(8％税込)

1895(明治28)年に創刊。わが国のあらゆる
雑誌の中で最も歴史のある総合経済情報
誌。経済・産業・企業記事に加え，仕事
や生活に役立つ特集を掲載。情報収集力
と独自の分析力は高い評価を得ている。

週 刊
毎週月曜

用語辞典／定期刊行物
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会 社 四 季 報

B6変型判／2060円(8％税込)

投資家のバイブルとして定評ある企業情報
誌。約3600社の上場企業について，正確な
データと入念な調査に基づく最新情報を提
供。本誌独自の業績2期予想は信頼度も
高く，多くの投資家に利用されている。

季 刊
3･6･9･12月

会 社 四 季 報 プ ロ 500

A4変型判／1000円(8％税込)

『会社四季報』に完全連動した銘柄推
奨の株価データバンク。株式市場が注
目する500銘柄を厳選して，その特性
などを徹底分析。『四季報』の参照
ページ付など使いやすさを徹底追求。

季 刊
3･6･9･12月

JAPAN COMPANY HANDBOOK
(英文会社四季報）

A5判／9880円(8％税込)

グローバル化時代に必携の会社四季報の
英文版。全国6市場約3600社の上場・新興
企業を網羅。独自の調査によるコンパク
トな企業情報誌として，外国人投資家・
ビジネスマンから高い評価を得ている。

季 刊
3･6･9･12月

株 式 ウ イ ー ク リ ー

B5判／半年56100円･1年95950円(8％税込)

「会社四季報」強力執筆陣が毎週6銘柄を
厳選。時流に乗る銘柄をタイミング良く，
短・中期目標で推奨。毎週的確な投資方
針と会員の持ち株も誌上診断。速達版と
インターネット版があります。

週 刊
毎週月曜

8.定期刊行物

週刊東洋経済・臨時増刊
生 保 ・ 損 保 特 集

A4変型判／1000円(8％税込)

変革を続ける保険業界の最新情報を満
載。業界トップのインタビューや現場を重視
した記事，長年蓄積された正確なデータ
で，業界の今と未来を徹底分析。業界志
望学生向けの採用情報も収録。 毎年9月刊

8.定期刊行物

データバンクシリーズ
全 国 大 型 小 売 店 総 覧

B5判／32400円(8％税込)

全国のどのまちに，どのような大型店
があるか。店舗展開の実態や業界勢力
図，出店計画や流通戦略，都市計画の
企画・立案に欠かせない大型小売店の
基本情報を約2万件収録。 毎年8月刊

週刊東洋経済・臨時増刊／データバンクシリーズ
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地 域 経 済 総 覧

B5判／12960円(8％税込)

1971年の創刊以来，市区町村別の経
済・社会データを幅広く収録。豊富な
情報量を誇る最新地域統計集の決定
版。面積，人口，地方財政，事業所数
などあらゆる角度から分析可能。 毎年9月刊

CSR 企 業 総 覧

B5判／29160円(8％税込)

企業の CSR・環境・人事・広報・IR
部署，大学・シンクタンク研究部門，
大学就職部，NGO・NPO 関係者に不
可欠な企業情報が満載。CSR・財務の
企業評価（格付け）も公開。 毎年11月刊

株 価 総 覧

B5判／15120円(8％税込)

全上場会社など約3800銘柄の長期株価
推移を収録した，他に類書のない株価
年鑑。最近3年間の月足4本値と出来
高，10年間の月足チャートと出来高，
上場来の年足株価などを掲載。 毎年1月刊

日 本 の 企 業 グ ル ー プ

B5判／20520円(8％税込)

上場・未上場の有力企業とその関係会
社約3万1000社を収録。企業の多角化
の方向や取引関係，親会社，関係子会
社の実態などが把握できる。便利な関
係会社名・全索引も掲載。 毎年2月刊

海外進出企業総覧(国別編)

B5判／23760円(8％税込)

大競争時代に突入し，海外展開は生き残
りへの必須課題。在外主要日系企業デー
タを毎年追跡調査・収録。海外投資戦略
の全容を探るために，またマーケティン
グ調査に最適のわが国随一の年鑑。 毎年4月刊

海外進出企業総覧(会社別編)

B5判／23760円(8％税込)

「国別編」の姉妹誌にあたり，日本側
出資企業（約4700社）別に編集。現地
法人の詳細データを親会社の情報と同
時に一覧可能。主要産業別に日本企業
の海外戦略がわかり，最新動向をつか
める最適のデータ集。 毎年5月刊

外 資 系 企 業 総 覧

B5判／20520円(8％税込)

日本市場で撤退を余儀なくされる外資
と成功する外資との違いはどこにある
のか。業界再編・M&A・企業再生の
主役，外資系企業約3100社の最新動向
を一挙掲載。 毎年7月刊

会 社 財 務 カ ル テ

B5判／25920円(8％税込)

上場している一般事業会社および銀行
約3500社を対象に，有価証券報告書
データから主要項目の実数値および財
務分析値を連結決算優先で4期掲載。
上場企業の財務分析に最適。 毎年9月刊

地 方 自 治 体 財 務 総 覧

B5判／20520円(8％税込)

都道府県・東京23区・全都市合計857
自治体のうち，HP で公表している約
770自治体の財務諸表を収録。わかり
やすく地方公会計を解説。地方自治体
財務の研究に待望の1冊。 毎年6月刊

大 株 主 総 覧

A4判上製箱入／本体36000円

上場会社の詳細な株主構成を収録し
た、本邦唯一の刊行物。（※ご注文を
頂いてから製作するオンデマンド方式
です。）

毎年11月刊

データバンクシリーズ
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8.定期刊行物

東洋経済・別冊
会社四季報 未 上 場 会 社 版

B6変型判／2780円(8％税込)

未上場会社のうち，有力･新成長企業7000
社の最新情報を満載。連結決算に完全対
応。入手しにくい未上場企業の基本デー
タがこの一冊に。有望企業の発掘，取引
先調査，就職・転職活動等に最適。

年2回
3・9月

都 市 デ ー タ パ ッ ク

A5判／6480円(8％税込)

全国全都市を2ページで紹介。都市計画，
子育て支援策，社会保障のコストなど，
注目度の高いテーマについて調査。豊富
な各種統計データと合わせることで，ま
ちの活力や地位でひと目でわかる。好評
の「住みよさランキング」も掲載。 毎年6月刊

役 員 四 季 報

B6変型判／4940円(8％税込)

全上場企業約3600社，約4万名の役員人
事録。出身地，役職，前歴・兼任先，最
終学歴，担当職などを収録。使いやすい
社名・人名索引，出身校，年齢分布まで
各種集計・ランキングも充実。 毎年9月刊

8.定期刊行物

会社四季報・臨時増刊
会 社 四 季 報〈ワイド 版〉

B5判／2570円(8％税込)

投資家のバイブルとして定評ある企業
情報誌『会社四季報』を文字を大き
く，判型を大きくした愛蔵版。〈ワイ
ド版〉独自の特別付録を付けて更に内
容充実。デスク備付に最適。

季 刊
3･6･9･12月

8.定期刊行物

就職・業界シリーズ
「会 社 四 季 報」業 界 地 図

2017年版
B5判／本体1200円

就職・転職のガイドに。自社・同業他
社・異業種の研究に。そしてもちろん
株式投資に。各業界を四季報記者が総
力取材。

97325-7
Ｃ0034

毎年9月刊

東洋経済・別冊／会社四季報・臨時増刊／就職・業界シリーズ
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就 職 四 季 報 総合版

B6変型判／本体1898円

主要な上場企業・未上場企業の最新採
用情報を収録。掲載項目，データの豊
富さでは随一。求める人材や入社3年
後離職率など5000社の役立つデータが
この一冊に。 毎年12月刊

就 職 四 季 報 女子版

B6変型判／本体1870円

女子学生の就活のバイブル。女子の採
用実績や育休制度，一般職の試験情報
など，他では入手不可能なデータがこ
の本に集約。

毎年12月刊

就職四季報 優良・中堅企業版

B6変型判／本体1857円

「総合版」，「女子版」に載りきれな
かった4800社の情報を公開。有名企業
でなく有望企業を狙う就活生必携の1
冊。

毎年12月刊

ニューメディア

会社四季報 CD-ROMシリーズ
会 社 四 季 報 CD-ROM

A5変型判／本体6648円

全上場企業の詳細データを完全収録。株
価・業績データのダウンロードサービス
が好評。株式投資，マーケティング，企
画･調査に，また経営分析，就職活動にも
役立つデータベース決定版。

年4回
3･6･9･12月

ニューメディア（直接販売商品＝書店では取り扱っておりません）

データベース CD-ROMシリーズ
海 外 進 出 企 業 CD-ROM

本体300000円

『海外進出企業総覧』の CD-ROM 版。
日系現地法人約2万8000社および日本
側出資企業約4900社を収録。進出先の
分析，マーケティングに最適。

毎年6月

外 資 系 企 業 CD-ROM

本体126000円

外資系企業約3100社の業種，和文・英
文社名，設立年月，住所，売上高，取
引銀行，資本金，従業員数，親会社な
どの項目を Access ファイルにて収
録。 毎年8月

CD-ROMシリーズ（会社四季報／データベース）
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会社四季報全 75 年 DVD

本体575000円

1936年の創刊号から2011年3集夏号まで，
75年分の『会社四季報』約29万ページを一
挙収録。会社名・証券コードや号選択で
検索可能。日本の産業史を振り返るのに
最適な資料。 2011年7月

株 価 CD-ROM

本体88000円

『株価総覧』のCD-ROM 版。日足･週足
各11年分，月足1971年以降分，年足は上場
来の長期株価データを収録。CSV 形式で
ファイル書き出し，チャート描画も可能。
投資家必携のツール。 毎年2月

地域経済データ（DVD）

初回購入時 本体600000円
継続購入時 本体400000円

『地域経済総覧』掲載の15年分の市町村別
統計データに加えて国勢調査など29分類約
2600項目を収録。市町村や統計項目・年次
を選択してテキストファイルに保存可能。

毎年10月

CD-ROMシリーズ（データベース）
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学習院大学経済学部･経済経営研

究所 24
葛西 敬之 101
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数江 良一 105,138
計盛 英一郎 27
片桐 正俊 58
片山 修 81
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金井 壽宏 74
金川 千尋 100
金澤 英明 126
金森 久雄 174
金谷 貞男 29
カネグスケ,E.L.S. 157
金子 昭彦 24
金子 欽致 101
兼子 良久 26,55
兼広 崇明 46
金巻 龍一 131
金本 良嗣 30
加納 則章 176
樺沢 紫苑 129
カプフェレ,J.N. 85
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116
三菱 UFJ 信託銀行退職給付会計

研究チーム 94
三菱 UFJ 信託銀行不動産コンサ

ルティング 95,166
三菱 UFJ リサーチ & コンサル

ティング 44
三矢 裕 78
湊 岳 78
南 亮進 55,57,68
南津 和広 149
蓑谷 千凰彦 55
宮尾 大志 132
宮川 修子 24
宮川 公男 36,56,150
宮川 努 29
三宅 秀道 78
宮坂 雅夫 95
宮崎 勇 174
宮崎 智彦 37
宮崎 義一 33
宮里 邦雄 152
宮沢 健一 31
宮澤 正彦 96
宮澤 やすみ 172
宮下 和昌 93
宮島 英昭 36
宮島 秀直 144
宮田 亮 25,28,29
宮本 哲也 118
宮本 輝 171
宮本 弘之 51,52
宮脇 淳 58
三好 直樹 94
ミラー,P. 158
ミルグロム,P. 27
ミンツバーグ,H. 88

む

向殿 政男 136
ムーギー･キム 122,124
武藤 滋夫 31
武藤 泰明 84
村井 章子 71
村井 直志 92
村尾 佳子 126
村上 尚己 143
村上 賀厚 138
村上 博美 40
村上 裕太郎 95
村田 雅志 148
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村田 美子 132
村松 謙一 82
村松 岐夫 150,151
村山 徹 103
村山 昇 120
村山 美雪 125
室井 雅博 107
室田 泰弘 110

め

メッキン,D. 93
メレ,N. 157

も

毛利 正人 99
モーガン,M. 88
茂木 崇 112
望月 衛 25,26,158
本木 隆一郎 85
元吉 由紀子 151
モヨ,D. 68
森 摂 81
森 妙子 156
森 剛志 41
森 時彦 137
森 智紀 147
森 映雄 34
森 弘之 165
森 由香子 170
森生 明 100
守岡 桜 23,51
森記念財団都市戦略研究所 112
森記念財団都市戦略研究所協力

117
森下 翠惠 100
守島 基博 112
森島 義博 50,52,110
モリス,J.E. 52
森田 長太郎 43,47
森田 洋 46
森田 実 151
森里 陽一 130
森本 正史 25
森本 美紀 113

守屋 淳 163
守屋 洋 163
森谷 博之 54
森山 たつを 128
モンゴメリー,C.A. 87
モントヤ,P. 127

や

八木 晃二 113
八木 良太 110
ヤーゴ,G. 46
八代 尚宏 64
安井 明彦 66
安岡 寛道 107,137
安冨 歩 126
柳川 隆 26,28,29,30
柳川 範之 27
柳原 三佳 147
矢羽野 薫 110
藪 友良 56
ヤフー株式会社 122
藪下 史郎 25,28,29,42,63
山内 英貴 49,144
山内 浩嗣 46
山形 浩生 23,25,51,111
山形 佳史 85
山上 宏人 33
八巻 淳 110
山岸 良二 162
山口 薫 46
山口 一男 156
山口 勝業 49
山口 周 132
山口 高弘 130
山口 英彦 80
山口 雅敏 142
山口 正洋 37,44
山崎 和子 54
山﨑 重一郎 49
山崎 元 44,145
山崎 光夫 162
山澤 逸平 57
山澤 光太郎 24,46,93,95
山下 努 147
山下 正毅 34

山田 昭男 101,138,139
山田 賢一 149
山田 浩司 99
山田 悟 170
山田 三郎 57
山田 順 116
山田 真哉 92,119
山田 昌弘 154,155,156,157
山田 倫太郎 163
山名 一郎 114
山中 將司 172
山中 英嗣 74
山梨 広一 134
山根 太郎 56
山井 和則 51
ヤマモト,キャメル(山本 成一)

107,137
山本 真司 114
山本 直人 104,105
山本 晶 102
山本 政樹 100
山本 昌弘 115
山本 有造 57
山脇 秀樹 75
家森 信善 51

ゆ

湯浅 卓 42
結城 義晴 114
夕凪 146
幸村 俊哉 96
譲原 雅一 107
弓場 隆 176

よ

横江 公美 125
横山 禎徳 133
吉岡 毅 96
吉越 浩一郎 120
吉越 哲雄 66
吉崎 達彦 44
𠮷田 悦章 49
吉田 寛 149
吉田 雅裕 142
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吉田 三知世 169
吉田 実 108
吉田 素文 136
吉原 育子 117
余田 拓郎 103,104
四塚 利樹 46
米川 伸生 79
米田 雅子 153
米村 敏康 52
蓬田 守弘 27,28

ら

ライシュ,R.B. 65,66
ラッセル秀子 173
ラッファー,A. 23
ラトル,D. 125
ラーナー,J. 52
ラマスワミ,V. 73
ランチェスター戦略学会 139
ランベル,J. 88

り

リー,N. 87

リー,N.R. 132
リヴィーバッチ,M. 70
リスト,J.A. 25
リネハン,P.J. 157
リプソン,H. 113
リボリ,P. 23
劉 徳強 67
林 毅夫 67

る

ルース,D.de. 146
ルフェーブル,E. 163

れ

レヴィット,S.D. 25,26
レッサー,R. 83
レビット,R.E. 88

ろ

ローズ,D. 83
ロック,J. 126
ローランド･ベルガー グリーン

ビジネス･コンピタンス･セン
ター 69

わ

若桜木 虔 172
若田部 昌澄 23,24,39
若松 義人 111
ワシック,J.F. 147
渡辺 一明 116
渡辺 智之 40
渡辺 淳一 28
渡辺 愼一 29
渡邊 達雄 106
渡辺 利夫 68,174
渡邉 正裕 140,142
渡辺 康夫 94
ワトキンス,M.D. 100
ワン,S. 172,173
ワン･ジョン 163
ワンレポート日本語版委員会 96
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取り扱い書店のご案内
※2016年9月現在

もし、ご希望の商品が店頭にない場合は、書店に直接
ご注文下さい。

〈北 海 道〉
札 幌 市 三省堂書店 札幌店 011-209-5600

紀伊國屋書店 札幌本店 231-2131
MARUZEN ＆ジュンク堂書店

札幌店 223-1911
コーチャンフォー

ミュンヘン大橋店 817-4000
コーチャンフォー 美しが丘店

889-2000
小 樽 市 喜久屋書店 小樽店 0134-31-7077
旭 川 市 ジュンク堂書店 旭川店

0166-26-1120

〈青 森 県〉
弘 前 市 紀伊國屋書店 弘前店

0172-36-4511

〈岩 手 県〉
盛 岡 市 ジュンク堂書店 盛岡店

019-601-6161

〈宮 城 県〉
仙 台 市 ジュンク堂書店 仙台 TR 店

265-5656
丸善 仙台アエル店 264-0151
紀伊國屋書店 仙台店 308-9211

〈秋 田 県〉
秋 田 市 ジュンク堂書店 秋田店

018-884-1370

〈山 形 県〉
山 形 市 八文字屋 本店 023-622-2150

〈福 島 県〉
郡 山 市 ジュンク堂書店 郡山店

024-927-0440
いわき市 鹿島ブックセンター0246-28-2222

〈茨 城 県〉
水 戸 市 川又書店 エクセル店

029-231-1073
取 手 市 くまざわ書店 取手店

0297-77-1125
つくば市 くまざわ書店 つくば店

029-860-5197
ACADEMIA イーアスつくば店

868-7407
ひたちなか市 蔦屋書店 ひたちなか店 265-2300

〈栃 木 県〉
宇都宮市 くまざわ書店 宇都宮店

028-623-4471
くまざわ書店 宇都宮インター

パーク店 657-6320
紀伊國屋書店 宇都宮店 611-2050
落合書店 宝木店 650-2211

〈群 馬 県〉
前 橋 市 ブックマンズアカデミー 前橋店

027-280-3322
紀伊國屋書店 前橋店 220-1830

高 崎 市 戸田書店 高崎店 363-5110
ブックマンズアカデミー 高崎店

370-6166
くまざわ書店 高崎店 310-3021

太 田 市 喜久屋書店 太田店 0276-47-8723
ブックマンズアカデミー 太田店

0276-40-1900

〈埼 玉 県〉
さいたま市 紀伊國屋書店 さいたま新都心店

048-600-0830
ジュンク堂書店 大宮高島屋店

640-3111
三省堂書店 大宮店 646-2600
東京旭屋書店 イオン浦和美園店

812-2215
須原屋 本店 822-5321
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須原屋 コルソ店 824-5321
須原屋 武蔵浦和店 872-0550
紀伊國屋書店 浦和パルコ店

871-2760
川 口 市 文教堂書店 川口駅店 227-4821
川 越 市 ブックファースト ルミネ川越店

049-240-6212
越 谷 市 東京旭屋書店 新越谷店

048-985-5501

〈千 葉 県〉
千 葉 市 三省堂書店 そごう千葉店

043-245-8331
蔦屋書店

イオンモール幕張新都心
043-306-7361

船 橋 市 くまざわ書店 ららぽーと店
047-435-8381

東京旭屋書店 船橋店 424-7331
三省堂書店 船橋店 460-5541
ときわ書房 本店 424-0750
ジュンク堂書店 南船橋店

047-401-0330
松 戸 市 くまざわ書店 松戸店 360-0501
習志野市 BOOKS 昭和堂 479-2377

くまざわ書店 津田沼店 475-8311
丸善 津田沼店 470-8311

柏 市 浅野書店 7164-2040
KaBoS ららぽーと柏の葉店

7168-1760
市 原 市 ACADEMIA ちはら台店

0436-76-0270
流 山 市 紀伊國屋書店

流山おおたかの森店
04-7156-6111

〈東 京 都〉
千代田区 ジュンク堂書店

プレスセンター店03-3502-2600
五車堂書房 参議院売店3581-3780
丸善 丸の内本店 5288-8881
文教堂書店 市ヶ谷店 3556-0632
有隣堂 ヨドバシ AKIBA 店

5298-7474
丸善 お茶の水店 3295-5581
紀伊國屋書店 大手町ビル店

3201-5084
くまざわ書店 大手町店6213-0440
三省堂書店 神保町本店3233-3312
三省堂書店 有楽町店 5222-1200
ワタナベ書店 3214-1803
三省堂書店 東京駅一番街店

3211-3825
大手町書房 本店 3211-0029

東京堂書店 神田神保町店
3291-5181

中 央 区 文教堂書店 人形町店 5652-1769
ブックファースト 銀座コア店

3573-8889
八重洲ブックセンター 本店

3281-1811
丸善 日本橋店 6214-2001
タロー書房 3241-2701

港 区 くまざわ書店 高輪店 3441-8347
くまざわ書店 品川店 3472-0481
文教堂書店 浜松町店 3437-5540
文教堂書店 赤坂店 5573-4321
虎ノ門書房 田町店 3454-2571
虎ノ門書房 本店 3502-3461

新 宿 区 ブックファースト 新宿店
5339-7611

くまざわ書店
東京オペラシティ店 5334-6066

芳進堂 ラムラ店 3235-5111
紀伊國屋書店 新宿本店3354-0131
芳林堂書店 高田馬場店3208-0241

墨 田 区 くまざわ書店 錦糸町店5610-3034
台 東 区 くまざわ書店 浅草店 3845-7241
江 東 区 紀伊國屋書店 ららぽーと豊洲店

3533-4361
くまざわ書店 豊洲店 5548-2115

品 川 区 ブックファースト レミィ
五反田店 6408-1811

あおい書店 五反田店 3495-7289
目 黒 区 ブックファースト 自由が丘店

5731-8891
大 田 区 ブックファースト アトレ大森店

5767-6831
くまざわ書店 イトーヨーカドー

大森店 5767-1821
くまざわ書店 グランデュオ

蒲田店 3737-5351
有隣堂 グランデュオ蒲田店

5703-1921
世田谷区 文教堂書店 経堂店 5451-7601

三省堂書店 成城店 5429-2401
紀伊國屋書店 玉川高島屋店

3709-2091
文教堂書店 二子玉川店5797-5168

渋 谷 区 ブックファースト
渋谷文化村通り店 5459-3531

MARUZEN ＆ジュンク堂書店
渋谷店 5456-2111

有隣堂 アトレ恵比寿店5475-8384
啓文堂書店 渋谷店 5784-3800

中 野 区 文教堂書店 中野坂上店5358-5285
あおい書店 中野本店 3319-5161

杉 並 区 書原 阿佐ヶ谷店 3313-4778

〔取り扱い書店のご案内〕
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書原 高井戸店 3334-8431
豊 島 区 ジュンク堂書店 池袋本店

5956-6111
東京旭屋書店 池袋店 3986-0311
三省堂書店 池袋本店 6864-8900
くまざわ書店 池袋店 5951-4780

練 馬 区 ジュンク堂書店 大泉学園店
5947-3955

北 区 文教堂書店 赤羽店 5249-2601
足 立 区 紀伊國屋書店 北千住マルイ店

3870-8571
ブックファースト ルミネ

北千住店 5284-2311
江戸川区 くまざわ書店 船堀店 5605-9881
八王子市 くまざわ書店 八王子店

042-625-1201
立 川 市 オリオン書房 サザン店 525-3111

オリオン書房 ノルテ店 522-1231
オリオン書房 ルミネ店 527-2311
ジュンク堂書店 立川高島屋店

512-9910
武蔵野市 ジュンク堂書店 吉祥寺店

0422-28-5333
三 鷹 市 啓文堂書店 三鷹店 79-5840
府 中 市 啓文堂書店 府中店 042-366-3151
調 布 市 書原 つつじケ丘店 042-481-6421
町 田 市 久美堂 小田急町田店

042-723-7088
久美堂 本店 725-1330

国 立 市 増田書店 572-0262
多 摩 市 くまざわ書店 桜ヶ丘店 337-2531

MARUZEN 多摩センター店
355-3220

昭 島 市 くまざわ書店 昭島店 546-4851

〈神 奈 川 県〉
横 浜 市 あおい書店 横浜店 045-349-8377

紀伊國屋書店 横浜店 450-5901
くまざわ書店

ランドマーク店 683-1021
紀伊國屋書店 横浜みなとみらい

店 640-3081
有隣堂 ルミネ横浜店 453-0811
有隣堂 横浜駅西口店 311-6265
あおい書店 上大岡店 846-1836
八重洲ブックセンター

京急上大岡店 848-7383
文教堂書店 新横浜駅店 474-3535
三省堂書店 新横浜店 478-5520
天一書房 綱島店 543-0100
天一書房 日吉店 565-0211
リブロ 東戸塚店 828-2444
有隣堂 たまプラーザテラス店

903-2191

ブックファースト 青葉台店
989-1781

KaBoS あざみ野店 905-1223
ACADEMIA 港北店 914-3320
くまざわ書店 三ツ境店 360-7501

川 崎 市 あおい書店 川崎駅前店
044-233-6518

丸善 ラゾーナ川崎店 520-1869
文教堂書店 溝ノ口駅前店

811-0105
文教堂書店 溝ノ口本店 812-0063
KaBoS 宮前平店 870-1221
くまざわ書店 さぎ沼店 870-1660

横須賀市 くまざわ書店 横須賀店
046-821-2403

平坂書房 MORE'S 店 822-2655
藤 沢 市 有隣堂 藤沢店 0466-26-1411

ジュンク堂書店 藤沢店 52-1211
くまざわ書店 辻堂湘南モール店

31-6345
茅ケ崎市 川上書店 ラスカ店 0467-87-3827
相模原市 くまざわ書店 相模大野店

042-767-1285
ブックファースト

ボーノ相模大野店 702-3555

〈新 潟 県〉
新 潟 市 紀伊國屋書店 新潟店

025-241-5281
ジュンク堂書店 新潟店 374-4411

長 岡 市 戸田書店 長岡店 0258-22-5911

〈富 山 県〉
富 山 市 明文堂書店 富山新庄経堂店

076-494-3530
BOOKS なかだ 本店本館

492-1192
清明堂書店 マリエ店 445-4566

高 岡 市 喜久屋書店 高岡店 0766-27-2455
文苑堂書店 福田本店 27-7800

〈石 川 県〉
金 沢 市 うつのみや 本店 076-234-8111

金沢ビーンズ 明文堂 239-4400
KaBoS 大桑店 226-1170
文苑堂書店 示野本店 267-7007

〈福 井 県〉
福 井 市 勝木書店 0776-24-0428

紀伊國屋書店 福井店 28-9851

〈山 梨 県〉
甲 府 市 朗月堂 本店 055-232-2200

ジュンク堂書店 岡島甲府店

〔取り扱い書店のご案内〕
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231-0606

〈長 野 県〉
長 野 市 平安堂 長野店 026-224-4550

〈岐 阜 県〉
岐 阜 市 丸善 岐阜店 058-297-7008
各務原市 カルコス 各務原店 389-7500

〈静 岡 県〉
静 岡 市 戸田書店 静岡本店 054-205-6111

MARUZEN & ジュンク堂書店
新静岡店 275-2777

浜 松 市 谷島屋 浜松本店 053-457-4165
谷島屋 イオンモール

浜松志都呂店 415-1341
谷島屋 サンストリート浜北店

584-3025
磐 田 市 谷島屋 ららぽーと磐田店

0538-59-0358
沼 津 市 マルサン書店 仲見世店

055-963-0350

〈愛 知 県〉
名古屋市 ちくさ正文館書店 052-741-1137

らくだ書店 本店 731-7161
ジュンク堂書店 名古屋店

589-6321
三省堂書店 名古屋高島屋店

566-8877
星野書店 近鉄パッセ店 581-4796
ジュンク堂書店 名古屋栄店

212-5360
ジュンク堂書店 ロフト名古屋店

249-5592
丸善 名古屋本店 238-0320
丸善 名古屋セントラルパーク店

971-1231
豊 橋 市 豊川堂 0532-54-6688

精文館書店 本店 54-2345
知 立 市 正文館書店 知立八ツ田店

0566-85-2341

〈三 重 県〉
津 市 別所書店 修成店 059-246-8822
四日市市 丸善 四日市店 359-2340
鈴 鹿 市 宮脇書店 鈴鹿店 384-3737

〈滋 賀 県〉
大 津 市 紀伊國屋書店 大津店

077-527-7191
草 津 市 ジュンク堂書店 滋賀草津店

569-5553

〈京 都 府〉
京 都 市 大垣書店

イオンモール KYOTO 店
075-692-3331

大垣書店 烏丸三条店 212-5050
丸善 京都本店 253-1599
ジュンク堂書店 京都店 252-0101
くまざわ書店 四条烏丸店

255-6800
アバンティブックセンター

京都店 692-4703
三省堂書店 京都駅店 365-8640
大垣書店 京都ヨドバシ店

371-1700
ブックファースト 京都店

229-8500
相 楽 郡 ACADEMIA けいはんな店

0774-98-4053

〈大 阪 府〉
大 阪 市 喜久屋書店 阿倍野店

06-6634-8606
ジュンク堂書店 近鉄あべのハル

カス店 6626-2151
ジュンク堂書店 梅田

ヒルトンプラザ店 6343-8444
ジュンク堂書店 大阪本店

4799-1090
MARUZEN ＆ジュンク堂書店

梅田店 6292-7383
ブックファースト 梅田2階店

6371-6755
紀伊國屋書店 梅田本店6372-5821
紀伊國屋書店 グランフロント大

阪店 7730-8451
文教堂書店 淀屋橋店 4707-3355
ジュンク堂書店 難波店4396-4771
ジュンク堂書店 天満橋店

6920-3730
紀伊國屋書店 本町店 4705-4556
旭屋書店 なんば CITY 店

6644-2551
旭屋書店 天王寺 Mio 店

6773-0107
ブックファースト

クリスタ長堀店 6282-2210
紀伊國屋書店 京橋店 4801-9255

豊 中 市 田村書店 千里中央店
06-6831-5657

高 槻 市 紀伊國屋書店 高槻店
072-686-1195

ジュンク堂書店 高槻店 686-5300

〔取り扱い書店のご案内〕
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泉 南 市 旭屋書店 イオンりんくう泉南店
072-480-6501

大 東 市 ACADEMIA くまざわ書店
すみのどう店 873-1241

〈兵 庫 県〉
神 戸 市 ジュンク堂書店 三宮駅前店

078-252-0777
ジュンク堂書店 三宮店 392-1001
喜久屋書店 神戸学園都市店

797-3977
西 宮 市 ジュンク堂書店 西宮店

0798-68-6300
ブックファースト

阪急西宮ガーデンズ店 62-6103
姫 路 市 ジュンク堂書店 姫路店

079-221-8280
川 西 市 紀伊國屋書店 川西店

072-740-2622

〈奈 良 県〉
大和郡山市 喜久屋書店 大和郡山店

0743-55-2200
橿 原 市 喜久屋書店 橿原店 0744-20-3151

〈和 歌 山 県〉
和歌山市 宮脇書店 ロイネット和歌山店

073-402-1472
TSUTAYA WAY ガーデン

パーク和歌山店 480-5900

〈鳥 取 県〉
米 子 市 本の学校 今井ブックセンター

0859-31-5000

〈島 根 県〉
松 江 市 今井書店 グループセンター店

0852-20-8811

〈岡 山 県〉
岡 山 市 宮脇書店 岡山本店 086-242-2188

丸善 岡山シンフォニービル店
233-4640

紀伊國屋書店 クレド岡山店
212-2551

倉 敷 市 喜久屋書店 倉敷店 430-5450

〈広 島 県〉
広 島 市 フタバ図書 八丁堀店

082-248-3888
紀伊國屋書店 広島店 225-3232
紀伊國屋書店 ゆめタウン広島店

250-6100
廣文館 金座街本店 249-1611

丸善 広島店 504-6210
フタバ図書 アルティアルパーク

北棟店 270-5730
ジュンク堂書店 広島駅前店

568-3000
フタバ図書 MEGA 祇園中筋店

830-0606
福 山 市 フタバ図書 ALTi 福山本店

084-973-8780
安 芸 郡 フタバ図書 TERA 広島府中店

082-561-0770

〈徳 島 県〉
徳 島 市 紀伊國屋書店 徳島店

088-602-1611

〈香 川 県〉
高 松 市 宮脇書店 総本店 087-823-3152

宮脇書店 南本店 869-9361
宮脇書店 本店 851-3733
ジュンク堂書店 高松店 832-0170

〈愛 媛 県〉
松 山 市 宮脇書店 松山店 089-924-8731

ジュンク堂書店 松山店 915-0075

〈高 知 県〉
高 知 市 金高堂 088-822-0161

〈福 岡 県〉
福 岡 市 紀伊國屋書店 福岡本店

092-434-3100
ジュンク堂書店 福岡店 738-3322
丸善 博多店 413-5401

北九州市 喜久屋書店 小倉店 093-514-1400
ブックセンタークエスト

小倉本店 522-3914
ブックセンタークエスト

黒崎井筒屋店 643-5530
糟 屋 郡 フタバ図書 TERA 福岡東店

092-939-7200

〈佐 賀 県〉
佐 賀 市 紀伊國屋書店 佐賀店

0952-36-8171

〈長 崎 県〉
長 崎 市 メトロ書店 本店 095-821-5400

〈熊 本 県〉
熊 本 市 蔦屋書店 熊本三年坂

096-212-9101

〔取り扱い書店のご案内〕
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〈大 分 県〉
大 分 市 ジュンク堂書店 大分店

097-536-8181
紀伊國屋書店 大分店 552-6100

〈宮 崎 県〉
宮 崎 市 蔦屋書店 宮崎高千穂通り

0985-61-6711

〈鹿 児 島 県〉
鹿児島市 ジュンク堂書店 鹿児島店

099-216-8838
紀伊國屋書店 鹿児島店 812-7000
ブックスミスミオプシア813-7012

〈沖 縄 県〉
那 覇 市 ジュンク堂書店 那覇店

098-860-7175
浦 添 市 宮脇書店 浦添店 876-9028

〔取り扱い書店のご案内〕
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東洋経済・受賞図書一覧
(表示価格は本体価格です）

■日本学士院賞■
第81回(平成 3 年) 塩野谷祐一著 価値理念の構造 7000円
■日経・経済図書文化賞■
第32回(平成元年度) 〈特賞〉大川一司・篠原三代平・梅村又次編集

長期経済統計 推計と分析 全14巻 14000～21000円
第46回(平成15年度) 松井彰彦著 慣習と規範の経済学 3400円
第47回(平成16年度) 岩田規久男編著 昭和恐慌の研究 3600円
第47回(平成16年度) 国友直人・高橋明彦著 数理ファイナンスの基礎 3800円
第49回(平成18年度) 富田俊基著 国債の歴史 6000円
第49回(平成18年度) 中島隆信著 障害者の経済学 1500円
第49回(平成18年度) 阿部正浩著 日本経済の環境変化と労働市場 3500円
第52回(平成21年度) 印南一路著 「社会的入院」の研究 3600円
第55回(平成24年度) 池田新介著 自滅する選択 1800円
■エコノミスト賞■
第42回(平成13年度・特別賞) R・ドーア著 日本型資本主義と市場主義の衝突 2400円
第45回(平成16年度) 三品和広著 戦略不全の論理 2600円
第46回(平成17年度) 貞廣 彰著 戦後日本のマクロ経済分析 3600円
■サントリー学芸賞■
第20回(平成10年度) ポール・シェアード著 メインバンク資本主義の危機 1600円
第23回(平成13年度) 大野健一著 途上国のグローバリゼーション 1800円
■東京海上各務記念財団賞■
第14回(平成 5 年) 清家 篤著 高齢化社会の労働市場 3800円
■M&Aフォーラム賞■
第1回(2007年) 井上光太郎・加藤英明著 M&A と株価 3200円
第2回(2008年) 宮島英昭編著 日本の M&A 3800円
第9回(2015年) 松本茂著 海外企業買収 失敗の本質 2600円
■日本会計研究学会■
(平成16年度・太田・黒澤賞) 三矢 裕著 アメーバ経営論 3500円
■デミング賞■
(2004年度・日経品質管理賞) 司馬正次著 ブレークスルー・マネジメント 2000円
■労働関係図書優秀賞■
第21回(平成10年) 堀 勝洋著 年金制度の再構築 3000円
第29回(平成18年) 阿部正浩著 日本経済の環境変化と労働市場 3500円
■アジア・太平洋賞■
第16回(平成16年・特別賞) 小島 眞著 インドのソフトウェア産業 1800円
第18回(平成18年) 王 曙光著 栄家の血脈 2200円
■大佛次郎賞■
第20回(平成 5 年) 中村隆英著 昭和史 I・II I 2500円 II 2600円
■大佛次郎論壇賞■
第1回(平成13年) 大野健一著 途上国のグローバリゼーション 2400円
■読売論壇賞■
第 4回(平成 6 年) 吉田和男著 日本型経営システムの功罪 1650円
■読売・吉野作造賞■
第4回(平成15年) 竹森俊平著 経済論戦は甦る 2200円
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■石橋湛山賞■
第21回(平成12年) 奥村洋彦著 現代日本経済論―バブル経済の発生と崩壊 2800円
第22回(平成13年) 井堀利宏著 財政赤字の正しい考え方 1800円
■日本ジャーナリスト会議(JCJ)賞■
第53回(2010年) 白戸圭一著 ルポ 資源大陸アフリカ 1900円
第57回(2014年) 相川祐里奈著 避難弱者 1800円
■日本公認会計士協会学術賞■
第32回(平成16年) 吉田 寛著 公会計の理論 3400円
第38回(平成22年) 中野 誠著 業績格差と無形資産 3800円
■不動産協会賞■
第6回(平成27年度) デービッド・アトキンソン著 新・観光立国論 1500円
■組織学会高宮賞■
第21回(2005年度) 三品和広著 戦略不全の論理 2600円
■テレコム社会科学賞■
第15回(平成11年) 篠崎彰彦著 情報革命の構図 1700円
■日経BP・Biz Tech 図書賞■
第5回(2005年) 三品和広著 戦略不全の論理 2600円
第6回(2006年) 遠藤 功著 見える化 1600円
第8回(2008年) 谷口正次著 メタル・ウォーズ 1700円
第9回(2009年) 鈴木 亘著 だまされないための年金・医療・介護入門 1900円
■交通図書賞■
第37回(2012年) 宮川公男著 高速道路 なぜ料金を払うのか 1800円
■中小企業研究奨励賞■
第33回(平成20年度) 鹿野嘉昭著 日本の中小企業 3200円
第37回(平成24年度) 今 喜典著 中小企業金融と地域振興 4800円
■NIRA大来政策研究賞■
第3回(平成14年) 岩本康志編著 社会福祉と家族の経済学 3400円
第5回(平成16年) 大塚啓二郎・黒崎 卓編著 教育と経済発展 3800円
■樫山純三賞■
第3回(平成20年度) 関 志雄著 中国を動かす経済学者たち 3200円
■大平正芳記念賞■
第23回(2007年) 澤田康幸・園部哲史編著 市場と経済発展 3800円
■日本数学会出版賞■
第1回(平成17年) 岡部恒治・戸瀬信之・西村和雄編 分数ができない大学生 1600円
■日本NPO学会審査委員会特別賞■
第6回(2007年) 雨森孝悦著 テキストブック NPO 2400円
■租税資料館賞■
第18回(平成21年) 石 弘光著 現代税制改革史 7500円
■日本不動産学会賞■
(2013年度) 金 惺潤著 不動産投資市場の研究 5000円
■オフィス関連書籍奨学金審査 最優秀作■
(2013年度) 三宅秀道著 新しい市場のつくりかた 2000円
■国際理解促進優良図書賞 優秀賞■
第4回(2013年度) ポール・ミドラー著 サチコ・スミス訳

だまされて。涙のメイド・イン・チャイナ 2200円
■証券経済学会賞 優秀賞■
(平成26年度) 岡村秀夫著 日本の新規公開市場 3000円
■山本七平賞■
第24回(平成27年) デービッド・アトキンソン著 新・観光立国論 1500円

〔受賞図書一覧〕
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＊　書籍ご注文について　＊

本　　社

関西支社

〒103-8345 東京都中央区日本橋本石町 1-2-1
電話 03(3246)5467 FAX 03(3270)4127
http://toyokeizai.net/
〒541-0041 大阪市中央区北浜 2-6-18

（淀屋橋スクエア14階）
電話 06(4708)4651

書店名
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表1表4
Pic:
DicF208 スミ
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■ご注文は、巻末の〔取り扱い書店一覧〕をご参考のうえ、お
近くの書店にお願いいたします。書店店頭にない場合は、
書店へご注文下さい。書店でお取り寄せいたします。
■お近くに書店がない場合は、小社にご連絡下さい。
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