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～経営者から学ぶ～  

新 刊 ハ イ ブ リ ッ ド  

経済・経営関連カタログ  

伝えることから始めよう 

著編者名 高田 明 発行年 2017 

同時1アクセス（本体） ¥5,280 同時3アクセス（本体） ¥7,920 

冊子版ISBN 9784492045909  商品コード 1025881721 

初の自著！ 高田明が語るとなぜ買いたくなるのか？ 「伝わるコミュニケーション」の
ベースとなる「人生哲学」を語り尽くした一冊。 
 

（スマホ・読上版もございます。商品コード：1027984604） 

松下幸之助はなぜ成功したのか 
 ―人を活かす、経営を伸ばす― 

著編者名 江口 克彦 発行年 2017 

同時1アクセス（本体） ¥4,950 同時3アクセス（本体） ¥7,425 

冊子版ISBN 9784492502884  商品コード 1025881731 

なぜ不況に強かったのか。どう人を育てたのか。側近中の側近が稀代の名経営者の真
髄を一冊にまとめた決定版！ 
 

（スマホ・読上版もございます。商品コード：1027984608） 

Shoe dog ―靴にすべてを。― 

著編者名 フィル・ナイト 発行年 2017 

同時1アクセス（本体） ¥5,940 同時3アクセス（本体） ¥8,910 

冊子版ISBN 9784492046173  商品コード 1026405230 

父親から借りた50ドルを元手に、アディダス、プーマを超える。売上げ300億ドルの会社
を創り上げた男が、ビジネスと人生のすべてを語る! 
 

（スマホ・読上版もございます。商品コード：1027984624） 

http://www.kokusho.co.jp/np/result.html?ser_id=160
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経済がわかる論点50 

経済がわかる論点50 2019 （※） 

著編者名 みずほ総合研究所 発行年 2018 

同時1アクセス（本体） ¥5,280 同時3アクセス（本体） ¥7,920 

冊子版ISBN 9784492396445  商品コード 1029342059 

国内有数のシンクタンクのエコノミストが２０１９年の経済見通しを解説。経済政策と自分た
ちとの生活とのかかわり方などがわかる！ 

経済がわかる論点50 2018 

著編者名 みずほ総合研究所 発行年 2017 

同時1アクセス（本体） ¥5,280 同時3アクセス（本体） ¥7,920 

冊子版ISBN 9784492396377  商品コード 1026634632 

国内有数のシンクタンクのエコノミストが２０１８年の経済見通しを解説。経済政策と自分た
ちとの生活とのかかわり方などがわかる！ 
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これからの経済を読み解く  

決済インフラ入門 2020年版 
 ―仮想通貨、ブロックチェーンから新日銀ネット、次なる改革まで― （※） 

著編者名 宿輪 純一 発行年 2018 

同時1アクセス（本体） ¥5,940 同時3アクセス（本体） ¥8,910 

冊子版ISBN 9784492681442  商品コード 1028301445 

最新動向を書き加えた増補改訂版！急激に成長、進化・拡大する「決済の全体像」を理解
するための実務者必読の書。 

シャルマの未来予測 ―これから成長する国沈む国― （※） 

著編者名 ルチル・シャルマ 発行年 2018 

同時1アクセス（本体） ¥9,240 同時3アクセス（本体） ¥13,860 

冊子版ISBN 9784492371213  商品コード 1027659347 

「世界の頭脳１００人」に選ばれた著名アナリストが独自の基準で分析。これからの投資環
境、世界情勢を見極めたい人の必読書。 
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図解ASEANを読み解く 
 ―ASEANを理解するのに役立つ70のテーマ―第2版 （※） 

著編者名 みずほ総合研究所 発行年 2018 

同時1アクセス（本体） ¥5,940 同時3アクセス（本体） ¥8,910 

冊子版ISBN 9784492093283  商品コード 1027296222 

アジア調査で定評あるみずほ総研が躍動するＡＳＥＡＮ各国の経済、政治、投資リ
スクを解説。最新情報を盛り込んで全面改訂。 

ECB欧州中央銀行 
 ―組織、戦略から銀行監督まで― 

著編者名 唐鎌 大輔 発行年 2017 

同時1アクセス（本体） ¥11,880 同時3アクセス（本体） ¥17,820 

冊子版ISBN 9784492654828  商品コード 1026634628 

欧州経済の司令塔・ＥＣＢ。その組織、目的、戦略から政策スキームまで、日本ＮＯ．
１のＥＣＢウォッチャーによる本格的解説書。 

新興国投資戦略 
 ―中国リスクとアジアの潜在成長力を読むヒント― 

著編者名 みずほ証券投資情報部 発行年 2017 

同時1アクセス（本体） ¥5,280 同時3アクセス（本体） ¥7,920 

冊子版ISBN 9784492961209  商品コード 1026634627 

新興国証券市場の株式が不安定なのは、中国経済の減速が原因だ！ 中国が抱
える構造問題を分析し、新興国投資戦略を考える。 

国際経済関連  
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日本人の勝算 
 ―人口減少×高齢化×資本主義― （※） 

同時1アクセス 
（本体） 

¥4,950 

同時3アクセス 
（本体） 

¥7,425 

冊子版ISBN 9784492396469  

著編者名 デービッド・アトキンソン 発行年 2019 商品コード 1029728073 

あのデービッド・アトキンソンが「１１８人の外国人エコノミストの英知」を結集し、人口減少ニッポンの
処方箋を「すべて」描ききる。 

日本経済読本 第21版 
（読本シリーズ） （※） 

同時1アクセス 
（本体） 

¥7,920 

同時3アクセス 
（本体） 

¥11,880 

冊子版ISBN 9784492100349  

著編者名 大守 隆 発行年 2019 商品コード 1029728071 

これ一冊で、金融、財政、景気、産業、地方、雇用、社会保障、環境、世界経済などを網羅。日本経
済の今を掴める信頼のロングセラー。 

中央銀行 
 ―セントラルバンカーの経験した39年― （※） 

同時1アクセス 
（本体） 

¥14,850 

同時3アクセス 
（本体） 

¥22,275 

冊子版ISBN 9784492654859  

著編者名 白川 方明 発行年 2018 商品コード 1029161100 

前総裁が退任後初めて日銀時代の３９年を振り返る。物価と金融システムの安定のために中央銀
行が果たすべき役割を多面的に論じる。 

デービッド・アトキンソン新・生産性立国論 
 ―人口減少で「経済の常識」が根本から変わった― 
（※） 

同時1アクセス 
（本体） 

¥4,950 

同時3アクセス 
（本体） 

¥7,425 

冊子版ISBN 9784492396407  

著編者名 デービッド・アトキンソン 発行年 2018 商品コード 1027296225 

日本は「特殊な国」ではない！日本復活のために必要なのは「当たり前の改革」だ。今回も歯に衣
着せぬ「アトキンソン節」が冴え渡る！ 
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5 

金融政策の全論点 
 ―日銀審議委員5年間の記録― （※） 

同時1アクセス 
（本体） 

¥16,500 

同時3アクセス 
（本体） 

¥24,750 

冊子版ISBN 9784492654842  

著編者名 木内 登英 発行年 2018 商品コード 1027296223 

大規模緩和の拡大に反対票を投じ続けた、日銀審議委員時代。非伝統的金融政策の限界と日銀の役
割、フィンテックの行方を考察。 

業界メガ再編で変わる10年後の日本 
 ―中堅・中小企業M&Aが再編の主役だ― （※） 

同時1アクセス 
（本体） 

¥4,620 

同時3アクセス 
（本体） 

¥6,930 

冊子版ISBN 9784492961360  

著編者名 渡部 恒郎 発行年 2017 商品コード 1027296220 

Ｍ＆Ａの第一人者が、各業界のプロと描く１０年後の業界再編予想。人口減やデジタル化等、変革の
中を生きる経営者への提言書。 

伊藤元重が警告する日本の未来 （※） 

同時1アクセス 
（本体） 

¥4,950 

同時3アクセス 
（本体） 

¥7,425 

冊子版ISBN 9784492444436  

著編者名 伊藤 元重 発行年 2017 商品コード 1027296217 

産業・企業の興亡をもたらすＡＩ、ＩｏＴ、世界に広がる保護主義、これからの働き方など、経済社会の変
化の本質をわかりやすく解説。 

衰退の法則 
 ―日本企業を蝕むサイレントキラーの正体― （※） 

同時1アクセス 
（本体） 

¥9,900 

同時3アクセス 
（本体） 

¥14,850 

冊子版ISBN 9784492533901  

著編者名 小城 武彦 発行年 2017 商品コード 1027116523 

衰退する企業には、類似する社内のメカニズムがあった。産業再生の最前線で活躍してきた著者がそ
の正体を暴く。 

2018年日本はこうなる 

同時1アクセス 
（本体） 

¥5,280 

同時3アクセス 
（本体） 

¥7,920 

冊子版ISBN 9784492396384  

著編者名 三菱UFJリサーチ&コンサルティング 発行年 2017 商品コード 1026634634 

これ１冊で最新トレンドがわかる！ 日本経済の行方から働き方改革、外国人雇用、ＡＩ・ＩｏＴ・ロボットま
で、８６のテーマを解説。 
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経済関連  

HUMAN+MACHINE人間+マシン 
 ―AI時代の8つの融合スキル― （※） 

同時1アクセス（本体） ¥6,600 

同時3アクセス（本体） ¥9,900 

冊子版ISBN 9784492762462  

著編者名 ポール・R.ドーアティ 発行年 2018 商品コード 1029342060 

人間とマシンが協力し、互いの補完的な力を活用するとき、パフォーマンスを最大化できる。好循環を生み出
す８つの融合スキルを詳説。 

AI×人口減少 
 ―これから日本で何が起こるのか― （※） 

同時1アクセス（本体） ¥4,950 

同時3アクセス（本体） ¥7,425 

冊子版ISBN 9784492396438  

著編者名 中原 圭介 発行年 2018 商品コード 1029161097 

ＡＩ×人口減少でこれから日本に何が起こるのか！？ もっとも予測が的中するエコノミストの最新刊、書き下
ろし。 

銀行デジタル革命 ―決定版― 
決定版 （※） 

同時1アクセス（本体） ¥5,280 

同時3アクセス（本体） ¥7,920 

冊子版ISBN 9784492681459  

著編者名 木内 登英 発行年 2018 商品コード 1028506646 

メガバンクがデジタル通貨発行を検討。海外ではフィンテックを駆使したキャッシュレス化が進展。金融界を襲
う大変化を大胆予測。 

ビットコイン&ブロックチェーン 
 ―決定版― （※） 

同時1アクセス（本体） ¥5,280 

同時3アクセス（本体） ¥7,920 

冊子版ISBN 9784492681435  

著編者名 岡田 仁志 発行年 2018 商品コード 1027659354 

密接不可分に扱うことが発展のためのロードマップ。ＥＣとＳＮＳが決済システムを取り入れる時、経済システムはさらに大
きく変貌する。 

デジタル資本主義 = Digital capitalism （※） 

同時1アクセス（本体） ¥5,280 

同時3アクセス（本体） ¥7,920 

冊子版ISBN 9784492396414  

著編者名 森 健 発行年 2018 商品コード 1027659352 

デジタル化の進展で資本主義はどう変わるのか。新たな主役はＡＩか、巨大企業か、市民か？ 衝撃の未来を
予測。 

社会学者がニューヨークの地下経済に潜入
してみた （※） 

同時1アクセス（本体） ¥7,260 

同時3アクセス（本体） ¥10,890 

冊子版ISBN 9784492223772  

著編者名 スディール・ヴェンカテッシュ 発行年 2017 商品コード 1027116520 

ＮＹのアングラ経済を１０年間調査した社会学者による回顧録。売春婦・ヤク売りたちとの出会いと別れを通じ
た一人の人間の成長物語。 

RPA革命の衝撃 
同時1アクセス（本体） ¥5,280 

同時3アクセス（本体） ¥7,920 

冊子版ISBN 9784492961247  

著編者名 大角 暢之 発行年 2017 商品コード 1025881732 

世界経済に大きなインパクトを与えることが予想されるRPA（ロボットプロセスオートメーション）技術のインパク
トと活用事例を紹介 

6 



丸善雄松堂株式会社学術情報ソリューション事業部 Maruzen eBook Library 担当 
Tel：03-6367-6008 Fax:03-6367-6184 e-mail:ebook-i@maruzen.co.jp 
営業時間：9：00 ～ 17：30（土・日・祝日、年末年始を除く） 

● 表示価格は税抜きです。 2019年3月   ● タイトル末尾の（※）はダウンロード不可です。 

経済学テキスト  

アセモグル/レイブソン/リスト 
 マクロ経済学 （※） 

同時1アクセス（本体） ¥12,540 

同時3アクセス（本体） ¥18,810 

冊子版ISBN 9784492315125  

著編者名 ダロン・アセモグル 発行年 2019 商品コード 1029728069 

新世代による入門テキスト。現実データから社会を読み解く経済学の考え方と、一国経済からグローバル経済まで見
通す力を身に付ける。 

マンキューマクロ経済学 第4版（2） （※） 

同時1アクセス（本体） ¥12,540 

同時3アクセス（本体） ¥18,810 

冊子版ISBN 9784492315101  

著編者名 N.グレゴリー・マンキュー 発行年 2018 商品コード 1028506642 

世界中の大学で使われ続けているロングセラー・テキスト。第Ⅱ巻は成長理論とマクロ経済理論・マクロ経済政策のト
ピックスを収録。 

レヴィットミクロ経済学 発展編 （※） 

同時1アクセス（本体） ¥11,880 

同時3アクセス（本体） ¥17,820 

冊子版ISBN 9784492315002  

著編者名 スティーヴン・レヴィット 発行年 2018 商品コード 1027116515 

これ一冊で「本当に使えるミクロ経済学」がマスターできる初中級テキスト。ゲーム理論、行動経済学も入ったより実践
的な内容。 

レヴィットミクロ経済学 基礎編 （※） 

同時1アクセス（本体） ¥10,560 

同時3アクセス（本体） ¥15,840 

冊子版ISBN 9784492314951  

著編者名 スティーヴン・レヴィット 発行年 2017 商品コード 1027116514 

『ヤバい経済学』のレヴィットと気鋭の若手経済学者による待望の実践的テキスト。現実のデータと理論をつなぎ、コラ
ムや問題も充実。 

行動経済学入門 （※） 

同時1アクセス（本体） ¥7,920 

同時3アクセス（本体） ¥11,880 

冊子版ISBN 9784492314975  

著編者名 筒井 義郎 発行年 2017 商品コード 1026888857 

行動経済学の入門テキスト。具体例や実証結果などを用いながら、基礎から実世界との関わりまで学べる。各章末に
練習問題つき。 

マンキューマクロ経済学 1 入門篇 第4版 

同時1アクセス（本体） ¥12,540 

同時3アクセス（本体） ¥18,810 

冊子版ISBN 9784492315040  

著編者名 N・グレゴリー・マンキュー 発行年 2017 商品コード 1026634629 

世界中の大学で使われ続けているロングセラー・テキスト。原著第９版の翻訳。長期から短期へと体系的に学習可能。
日本の図表も完備。 
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経済学関連  

書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時１アクセス 

(本体) 
同時３アクセス 

(本体) 
商品コード 

日本史で学ぶ経済学 （※） 横山 和輝 2018 9784492444474 ¥5,280  ¥7,920  1028700601 

資本主義の精神分析 （善と悪の経済学 続） （※） トーマス・セドラチェク 2018 9784492315064 ¥11,220  ¥16,830  1027882383 

闇の力が目覚める時 （欲望の資本主義 2） （※） 丸山 俊一 2018 9784492371220 ¥4,950  ¥7,425  1027659353 

資本主義の思想史 
 ―市場をめぐる近代ヨーロッパ300年の知の系譜― （※） 

ジェリー・Z・ミュラー 2018 9784492371176 ¥19,800  ¥29,700  1027116513 

経済成長という呪い ―欲望と進歩の人類史― （※） ダニエル・コーエン 2017 9784492315026 ¥6,600  ¥9,900  1027659342 

スティグリッツのラーニング・ソサイエティ 
 ―生産性を上昇させる社会― （※） 

ジョセフ・E・スティグ
リッツ 

2017 9784492444443 ¥10,560  ¥15,840  1027659339 

不道徳な見えざる手 
 ―自由市場は人間の弱みにつけ込む― （※） 

ジョージ・A・アカロフ 2017 9784492314982 ¥6,600  ¥9,900  1027116521 

欲望の資本主義 ―ルールが変わる時― 丸山 俊一 2017 9784492371190 ¥4,950  ¥7,425  1026634624 

デジタルエコノミーはいかにして道を誤るか 
 ―労働力余剰と人類の富― 

ライアン・エイヴェント 2017 9784492654804 ¥5,940  ¥8,910  1026405228 

ポストキャピタリズム ―資本主義以後の世界― ポール・メイソン 2017 9784492315033 ¥7,260  ¥10,890  1025881734 

集積の経済学 ―都市、産業立地、グローバル化― 藤田 昌久 2017 9784492314937 ¥19,800  ¥29,700  1025881733 

ビジネス現場で役立つ経済を見る眼 伊丹 敬之 2017 9784492314944 ¥5,940  ¥8,910  1025881720 
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丸善雄松堂株式会社学術情報ソリューション事業部 Maruzen eBook Library 担当 
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経営関連  

書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時１アクセス 

(本体) 
同時３アクセス 

(本体) 
商品コード 

成長と承継のためのPEファンド活用の教科書 （※） 波光 史成 2018 9784492733509 ¥9,240  ¥13,860  1028700600 

機会損失 ―「見えない」リスクと可能性― （※） 清水 勝彦 2018 9784492534045 ¥5,940  ¥8,910  1028700599 

インフォメーション・ガバナンス企業が扱う情報管理のすべて 
 ―顧客情報から社内情報まで― （※） 

ベーカー&マッケン
ジー法律事務所 

2018 9784492534007 ¥11,880  ¥17,820  1028063174 

経営戦略原論 （※） 琴坂 将広 2018 9784492534021 ¥6,600  ¥9,900  1028063173 

一橋MBAケースブック 戦略転換編 （※） 沼上 幹 2018 9784492522226 ¥11,220  ¥16,830  1027882389 

事業担当者のための逆引きビジネス法務ハンドブック M&A
契約書式編 （※） 

塩野 誠 2018 9784492533987 ¥14,850  ¥22,275  1027441270 

MBA問題解決100の基本 （※） 

著編者名 グロービス 発行年 2018 

同時1アクセス（本体） ¥4,950 同時3アクセス（本体） ¥7,425 

冊子版ISBN 9784492046388  商品コード 1029502766 

ビジネススクールの２年間で学ぶ武器としてのスキルセットが「１フレーズ」でわかる。ビ
ジネス＆日常の問題を解決する仕事の便利帖 

企業変革の教科書 （※） 

著編者名 名和 高司 発行年 2018 

同時1アクセス（本体） ¥12,540 同時3アクセス（本体） ¥18,810 

冊子版ISBN 9784492534052  商品コード 1029502763 

本気で変革を希求する経営者へ捧ぐ。著名企業のアドバイザーを務めてきた著者によ
る、企業変革と持続的成長のための方法論。 
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書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時１アクセス 

(本体) 
同時３アクセス 

(本体) 
商品コード 

正統派リーダーの教科書 （※） 江口 克彦 2018 9784492503003 ¥4,290  ¥6,435  1027296226 

生きている会社、死んでいる会社 
 ―「創造的新陳代謝」を生み出す10の基本原則― （※） 

遠藤 功 2018 9784492557846 ¥5,940  ¥8,910  1027296224 

持株会社の実務 ―ホールディングカンパニーの経営・法
務・税務・会計―第8版 （※） 

發知 敏雄 2018 9784492557822 ¥11,880  ¥17,820  1027116518 

経営組織論 （はじめての経営学） （※） 鈴木 竜太 2018 9784492502952 ¥7,260  ¥10,890  1027116517 

ベンチャー経営論 （はじめての経営学） （※） 長谷川 博和 2018 9784492502969 ¥6,600  ¥9,900  1027116516 

業界分析ハンドブック 
 ―経営戦略が評価される企業75― （※） 

みずほ証券エクイティ
調査部 

2017 9784492762363 ¥6,600  ¥9,900  1027659340 

間接材購買戦略 ―会社のコストを利益に変える― （※） 谷口 健太郎 2017 9784492533956 ¥6,600  ¥9,900  1027441268 

ガバナンス革命の新たなロードマップ ―2つのコードの高
度化による企業価値向上の実現― （※） 

北川 哲雄 2017 9784492533918 ¥11,880  ¥17,820  1027441265 

グローバル人材獲得戦略ハンドブック 
 ―成果を挙げる人材を見極める「究極の質問」― （※） 

ルー・アドラー 2017 9784492533932 ¥7,920  ¥11,880  1027296212 

経営者のための実践コーポレートガバナンス入門 
 ―稼ぐ力を取り戻す!― （※） 

深澤 寛晴 2017 9784492961315 ¥5,280  ¥7,920  1027296211 

MBA100の基本 （※） グロービス 2017 9784492046067 ¥4,950  ¥7,425  1027116527 

デジタルCFO ―これが新時代のリーダー像だ!― （※） 
EYアドバイザリー・ア
ンド・コンサルティング 

2017 9784492961322 ¥5,280  ¥7,920  1027116526 

最強の会計力 
 ―会社四季報から始める企業分析 : 決定版― 

東洋経済新報社 2017 9784492970287 ¥3,960  ¥5,940  1026634640 

MBA生産性をあげる100の基本 グロービス 2017 9784492046203 ¥4,950  ¥7,425  1026634630 

最新アメリカの会計原則 第2版 PwCあらた 2017 9784492602263 ¥15,180  ¥22,770  1026405232 

企業法とコンプライアンス 
 ―"法令遵守"から"社会的要請への適応"へ―第3版 

郷原 信郎 2017 9784492533963 ¥12,540  ¥18,810  1026405231 

企業統治と成長戦略 宮島 英昭 2017 9784492533895 ¥15,840  ¥23,760  1026405223 

市場戦略の読み解き方 （一橋MBA戦略ケースブック vol.2） 沼上 幹 2017 9784492522202 ¥9,240  ¥13,860  1025881727 
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株・投資  関連  

一晩寝かせてしっかり儲けるオーバー 
ナイト投資術 （※） 

同時1アクセス（本体） ¥4,620 

同時3アクセス（本体） ¥6,930 

冊子版ISBN 9784492733493  

著編者名 二階堂 重人 発行年 2018 商品コード 1028700597 

株価は夜中に動く！引けで買って寄りで売る秘伝の投資術を初公開。動く銘柄を選ぶチャート術からリスク回避術まで
具体的に解説！ 

会社四季報の達人が教える10倍株・ 
100倍株の探し方 （※） 

同時1アクセス（本体） ¥4,620 

同時3アクセス（本体） ¥6,930 

冊子版ISBN 9784492733479  

著編者名 渡部 清二 発行年 2018 商品コード 1028063177 

四季報を片手に日本株を機関投資家へ売りまくった元証券マンが教える１０倍株の発見法。読み方はもちろん、使い
方が身につく。 

脱イナゴでしっかり儲ける20銘柄 
バスケット投資術 （※） 

同時1アクセス（本体） ¥4,620 

同時3アクセス（本体） ¥6,930 

冊子版ISBN 9784492733462  

著編者名 坂本 慎太郎 発行年 2018 商品コード 1027659350 

板読み投資術で話題の著者がたった９０日で一生モノの「株式投資力」を鍛えるメソッドを大公開！脱イナゴを目指す
究極のプログラム。 

朝9時10分までにしっかり儲ける板読み 
投資術 （※） 

同時1アクセス（本体） ¥4,620 

同時3アクセス（本体） ¥6,930 

冊子版ISBN 9784492733431  

著編者名 坂本 慎太郎 発行年 2017 商品コード 1027441264 

年収１億円の元ディーラーが初めて明かす投資の極意！板情報から５秒後の株価を先読みして勝率を上げる実践テ
クニックが身に付く！ 

No.1アナリストがプロに教えている株の 
講義 （※） 

同時1アクセス（本体） ¥5,940 

同時3アクセス（本体） ¥8,910 

冊子版ISBN 9784492733394  

著編者名 吉野 貴晶 発行年 2017 商品コード 1026888861 

アナリストランキングで１５年連続１位の著者がプロ向けの分析や戦略を公開し、個人投資家にも使える投資戦略とし
てアドバイス。 

スマートベータの取扱説明書 
 ―仕組みを理解して使いこなす― 

同時1アクセス（本体） ¥11,880 

同時3アクセス（本体） ¥17,820 

冊子版ISBN 9784492733448  

著編者名 徳野 明洋 発行年 2017 商品コード 1025881741 

アクティブ運用もパッシブ運用も上回るとされるスマートベータとは何か？TOPIXとはどこが異なるのか？運用・投資に
役立つ解説書 
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書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時１アクセス 

(本体) 
同時３アクセス 

(本体) 
商品コード 

右脳思考 ―ロジカルシンキングの限界を超える観・感・勘の
ススメ― （※） 

内田 和成 2018 9784492557860 ¥5,280  ¥7,920  1029502762 

創造と変革の技法 
 ―イノベーションを生み続ける5つの原則― （※） 

堀 義人 2018 9784492522240 ¥5,280  ¥7,920  1028700596 

世界で活躍する仕事100 
 ―10代からの国際協力キャリアナビ― （※） 

三菱UFJリサーチ& 
コンサルティング 

2018 9784492046265 ¥7,260  ¥10,890  1028301444 

野中郁次郎ナレッジ・フォーラム講義録 （※） 野中 郁次郎 2018 9784492522233 ¥9,240  ¥13,860  1028063175 

ロジカル・シンキング練習帳 
 ―論理的な考え方と書き方の基本を学ぶ51問― （※） 

照屋 華子 2018 9784492533925 ¥4,950  ¥7,425  1028063172 

ビジネススクールで教えている武器としてのITスキル 
 ―MBA×TECHNOVATE― （※） 

グロービス経営大学院 2018 9784492046227 ¥4,950  ¥7,425  1027659348 

コトラーの「予測不能時代」のマネジメント （※） フィリップ・コトラー 2018 9784492557839 ¥7,920  ¥11,880  1027296227 

管理職1年目の教科書 
 ―外資系マネジャーが絶対にやらない36のルール― （※） 

桜田 毅 2018 9784492557808 ¥4,620  ¥6,930  1026888869 

外資系コンサルのプレゼンテーション術 
 ―課題解決のための考え方&伝え方― （※） 

菅野 誠二 2018 9784492557761 ¥5,940  ¥8,910  1026888867 

まんがでわかる地頭力を鍛える （※） 細谷 功 2017 9784492557785 ¥4,290  ¥6,435  1027296213 

社内営業の教科書 
 ―上司・同僚・部下を味方につける― （※） 

高城 幸司 2017 9784492046111 ¥4,950  ¥7,425  1027116522 

必ずできる。 ―マッキンゼーの25年で鍛え上げたプロヴォカ
ティブ・シンキング― （※） 

山梨 広一 2017 9784492533970 ¥4,950  ¥7,425  1026888870 

外資系コンサルのビジネス文書作成術 
 ―ロジカルシンキングと文章術によるWord文書の作り方― 

吉澤 準特 2017 9784492557778 ¥5,940  ¥8,910  1026634623 
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