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経済学テキスト関連  

マクロ経済学 ―アセモグル/レイブソン/リスト―  

著編者名 ダロン・アセモグル 発行年 2019 

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  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。 

標準ミクロ経済学 第2版  

著編者名 永田 良 発行年 2019 

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 9784492315156  商品コード 1030360930 

定評あるミクロ経済学の中級テキスト最新改訂版。さらにわかりやすく改訂。オークション、契約
理論など最新のトピックも追加。 

クルーグマンマクロ経済学 第2版  

著編者名 ポール・クルーグマン 発行年 2019 

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 9784492314906  商品コード 1030988247 

平明な文章で高い人気の著者が、そのノウハウを最大限に投入したマクロ経済テキストの改訂
版。「使える経済学」を学びたい人に最適。 

MMT現代貨幣理論入門  

著編者名 L.ランダル・レイ 発行年 2019 

同時1アクセス（本体） ¥11,220 同時3アクセス（本体） ¥16,830 

冊子版ISBN 9784492654880  商品コード 1030990073 

全米大論争、国会で議論白熱の「MMTのバイブル」待望の邦訳！いち早く日本に紹介した中
野剛志氏と、「反緊縮」の松尾匡氏のW解説。 
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自分が「ここ、良い！」と思える企業に出会うために。 
就活に必要な、企業のホントの情報 

四 季 報  就職  

就職四季報企業研究・インターンシップ版 2021年版  

著編者名 東洋経済新報社 発行年 2019 

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 9784492974339  商品コード 1030590833 

売上No.1の業界研究本『就職四季報』がインターンシップに臨む就活生を徹底サポート。9Stepでわ
かる、企業研究の決定版！ 

就職四季報総合版 2020年版  

著編者名 東洋経済新報社 発行年 2018 

同時1アクセス（本体） ¥6,263 同時3アクセス（本体） ¥9,395 

冊子版ISBN 9784492971345  商品コード 1029342064 

『就職四季報』は先輩マンゾク度Ｎｏ．１の就活バイブル。求める人材、３年後離職率など５０００社の
役立つデータを集約した中立・独立的な会社研究本で、これでしかわからない情報満載。キミの就
職先、必ず探せます！ 

就職四季報女子版 2020年版  

著編者名 東洋経済新報社 発行年 2018 

同時1アクセス（本体） ¥6,171 同時3アクセス（本体） ¥9,256 

冊子版ISBN 9784492972335  商品コード 1029342065 

『就職四季報』は、女子学生の就活の味方。女性の採用傾向がひとめで分かる男女別採用実績は
じめ、会社に聞けない情報満載。会社研究に欠かせない情報を１冊に集約。アナタの就職先はこの
本にきっとある！ 

就職四季報優良・中堅企業版 2020年版  

著編者名 東洋経済新報社 発行年 2018 

同時1アクセス（本体） ¥6,263 同時3アクセス（本体） ¥9,395 

冊子版ISBN 9784492972649  商品コード 1029342066 

有望企業を狙う就活生向けの待望の１冊。「総合版」「女子版」に載っていない、実力派企業４５００
社のあの情報が明らかに！ 

新刊ハイブリッドタイトル2019-2020 
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経済が分かる論点 5 0  

Ｉ Ｔナビゲーター  

I T ロ ー ド マ ッ プ  

日本はこうなる  

書名 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 

2020年日本はこうなる  2019 9784492396490 ¥5,280  ¥7,920  1031274495 

2019年日本はこうなる  2018 9784492396452 ¥5,280  ¥7,920  1029342058 

三菱UFJリサーチ&コンサルティング 編 

これ1冊で最新トレンドがわかる！ 米中対立の行方から、自動車業界の激変、
スマートシティなど今知るべき86のテーマを解説。（2020年度版） 

書名 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 

ITロードマップ 2019年版 
 ―情報通信技術は5年後こう変わる!―  

2019 9784492581148 ¥8,580  ¥12,870  1030360938 

野村総合研究所デジタル基盤開発部 著 

書名 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 

ＩＴナビゲーター 2020年版  2019 9784492503119 ¥7,920  ¥11,880  1031274494 

ITナビゲーター 2019年版  2018 9784492503041 ¥7,920  ¥11,880  1029502764 

野村総合研究所 ＩＣＴメディア・サービス産業コンサルティング部 著 

書名 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 

経済がわかる論点50 2020  2019 9784492396483 ¥5,280  ¥7,920  1031274493 

経済がわかる論点50 2019  2018 9784492396445 ¥5,280  ¥7,920  1029342059 

みずほ総合研究所 著 

人工知能（ＡＩ）の活動領域の拡大で、ビジネス、働き方はどう変わるのか。ＩＴの
近未来がこれ１冊でわかる！（2019年度版） 

5Gサービスが本格スタート、リアルとデジタルの融合で市場が拡大。情報銀行 
からxTech、IoT市場の広がりまでを徹底予測！（2020年度版） 

国内有数のシンクタンクのエコノミストが2020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！（2020年度版） 
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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。 

IPOの経済分析 = Economic analysis of initial 
public offering ―過小値付けの謎を解く―  

同時1アクセス 
（本体） 

¥11,220 

同時3アクセス 
（本体） 

¥16,830 

冊子版ISBN 9784492654873  

著編者名 金子 隆 発行年 2019 商品コード 1030831426 

新規公開株の異常に高いリターンは正当化されるのか。データに基づく分析を基にそうした現象の背景を解明し、
制度の改善を提言。 

イノベーションの長期メカニズム 
 = Mechanisms for the long-term innovation 
 ―逆浸透膜の技術開発史―  

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 9784492534113  

著編者名 藤原 雅俊 発行年 2019 商品コード 1030990077 

逆浸透膜の技術開発プロセスの歴史的分析を通じて、長期にわたってイノベーション活動が継続するメカニズム
を明らかにする。 

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。 

資本主義と倫理 ―分断社会をこえて―  

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 9784492961582  

著編者名 京都大学経済研究所附属先端政策分析研究センター 発行年 2019 商品コード 1030360931 

資本主義はどのような方向に向かうか。倫理、農業、教育等の多様な専門性を背景に、洞察に富む問いを発し、
その未来を考察する。 
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国際情勢関連  
「追われる国」の経済学 
 ―ポスト・グローバリズムの処方箋―  

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 9784492444511  

著編者名 リチャード・クー 発行年 2019 商品コード 1030515167 

なぜ金融政策は効かないのか。消費は伸びないのか。世界的エコノミストがグローバル経済の宿命と未来を変える具体
的施策を提言。 

７つの階級 ―英国階級調査報告―  

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 9784492223857  

著編者名 マイク・サヴィジ 発行年 2019 商品コード 1031274492 

上流、中流、労働者。こんな分類はもう古い！ 21世紀に登場した新しい階級を初めて分析。英国で話題沸騰の調査、
待望の翻訳！ 

現代アメリカ政治とメディア  

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 9784492762479  

著編者名 前嶋 和弘 発行年 2019 商品コード 1030515163 

新興メディアは政治をどう変えたのか。最先端を行く米国衝撃の現状をレポートし日本の将来像を読み解く 

西洋の自死 
 ―移民・アイデンティティ・イスラム―  

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 9784492444504  

著編者名 ダグラス・マレー 発行年 2018 商品コード 1029502765 

気鋭の英国人ジャーナリストが欧州の移民問題を徹底ルポ。移民受け入れがもたらした欧州リベラリズムの死に方を克
明に描く。 

ファンタジーランド ―狂気と幻想のアメリカ500年史― 上・下巻 

書名 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 

ファンタジーランド 上 ―狂気と幻想のアメリカ500年史―  2019 9784492444528 ¥6,600  ¥9,900  1029728074 

ファンタジーランド 下 ―狂気と幻想のアメリカ500年史―  2019 9784492444542 ¥6,600  ¥9,900  1029728075 

カート・アンダーセン 著 

なぜアメリカはトランプ政権を誕生させたか。 
迷走するアメリカはどこへ向かうのか。 
新世界を信じた夢想家たちとその末裔が創り上げた５００年の歴史から読み解く。 

上・下巻揃価格 
同時1アクセス(本体) 同時3アクセス(本体) 

¥13,200 ¥19,800 

6 

新刊ハイブリッドタイトル2019-2020 



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12月 

政治・政策関連  

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。 

偽りの個人主義を越えて  
（欲望の資本主義 3）  

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 9784492371237  

著編者名 丸山 俊一 発行年 2019 商品コード 1030682572 

ＧＡＦＡ、仮想通貨への期待と不安が交錯する中、市場と資本主義はどうなるのか？ ＮＨＫ「欲望の資本主義
2019」書籍化。 

政策をみる眼をやしなう  

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 9784492961674  

著編者名 京都大学経済研究所附属先端政策分析研究センター 発行年 2019 商品コード 1030990078 

「政策」とは何か。メディア、財政金融政策、第4次産業革命等の多様なパースペクティブから、先端的課題に今、
鋭く問いかける。 

日本の財政と社会保障 
 ―給付と負担の将来ビジョン―  

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 9784492701508  

著編者名 持田 信樹 発行年 2019 商品コード 1030360932 

財政のマクロデータ、「国民生活基礎調査」のミクロデータから社会保障を分析。納税者意識まで踏み込んだ改革
の道筋と時間軸を提言。 

指定管理者制度問題解決ハンドブック  

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 9784492212394  

著編者名 宮脇 淳 発行年 2019 商品コード 1031137215 

指定管理者制度をよりよく活用するため、ガバナンス、運営方法、リスク分担など官民ともに留意すべき実務上のポ
イントを解説。 
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経営関連  
「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― 
第2版  

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 9784492534106  

著編者名 郷原 信郎 発行年 2019 商品コード 1030590837 

コンプライアンス検定委員会主催「ビジネスコンプライアンス検定」初級試験公式テキスト。出題される内容に即して網羅
的に解説。 

SDGs・ESGを導くCVO(チーフ・バリュー・ 
オフィサー) ―次世代CFOの要件―  

同時1アクセス（本体） ¥11,220 

同時3アクセス（本体） ¥16,830 

冊子版ISBN 9784492602270  

著編者名 マーヴィン・キング 発行年 2019 商品コード 1030590838 

ESG・SDGs実現への道筋を示すために、企業が投資家に語るべきなのは「価値創造ストーリー」。そのための理念と方
法を示す。 

「未来市場」のつくり方 
 ―サステナビリティで変わる企業の常識―  

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 9784492961599  

著編者名 中原 雄司 発行年 2019 商品コード 1030682571 

日本が本来持つ強みを活かしながら、サステナビリティを核に世界をどうリードしうるか、その具体的なアプローチを提示
する。 

国際競争を勝ち抜くマネジメント  
（MSOL MI SERIES）  

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 9784492961704  

著編者名 内山 鉄朗 発行年 2019 商品コード 1031274496 

海外のステークホルダーを含めたプロジェクトの経験豊富な著者による、日本人が世界で活躍するためのマネジメント
指南書。 

マッキンゼー ホッケースティック戦略 
 ―成長戦略の策定と実行―  

同時1アクセス（本体） ¥8,580 

同時3アクセス（本体） ¥12,870 

冊子版ISBN 9784492534168  

著編者名 クリス・ブラッドリー 発行年 2019 商品コード 1031137210 

2000社以上を追跡調査！ 膨大なデータとケーススタディから、経営戦略を成功させる方法を明らかにする。 

両利きの経営 
 ―「二兎を追う」戦略が未来を切り拓く―  

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 9784492534083  

著編者名 チャールズ・A・オライリー 発行年 2019 商品コード 1029973216 

世界最先端のイノベーション理論「両利きの経営」の初の体系的解説書。研究・実務の第一人者による解説を収録。 
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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 
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12月 

Great boss 
 ―シリコンバレー式ずけずけ言う力―  

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 9784492046418  

著編者名 キム・スコット 発行年 2019 商品コード 1029973217 

シェリル・サンドバーグ推薦！ 部下のやる気と能力を高め、組織に最高の成果と文化をもたらす最先端のマネジメント
手法！ 

OODA LOOP ―次世代の最強組織に進化する意思

決定スキル : なぜ、現場で成果をあげる組織は、PDCA
ではなくOODAを使うのか?―  

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 9784492534090  

著編者名 チェット・リチャーズ 発行年 2019 商品コード 1029973219 

今注目のキーワード！米海兵隊がＰＤＣＡよりも重視するＯＯＤＡのスキルをビジネスに適用して解説する古典的名著、
待望の翻訳！ 

MBAエッセンシャルズ 第3版  

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 9784492533994  

著編者名 内田 学 発行年 2019 商品コード 1030515164 

ＭＢＡ１年目で学ぶ基礎科目を１２時間で完全マスター！長年愛され続けたロングセラーを最新のビジネストレンドを踏
まえて全面改定！ 

「科学的」人事の衝撃 ―HRテックで実現する

マーケティング思考の人事戦略―  

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 9784492961575  

著編者名 三室 克哉 発行年 2019 商品コード 1030515170 

マーケティング視点を取り入れながら、データとテクノロジーを最大限活用する「次世代型人事戦略」の提言書。 

デジタルエコノミーと経営の未来  

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 9784492961636  

著編者名 三品 和広 発行年 2019 商品コード 1030682568 

何が企業盛衰を決めるのか。近い将来における経済を動かす新たな原理と、それに伴う第四次産業革命の展望と洞察
を行う。 

「つながり」の創りかた 
 ―新時代の収益化戦略リカーリングモデル―  

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 9784492534120  

著編者名 川上 昌直 発行年 2019 商品コード 1030682570 

所有から利用の時代に企業はモノ売りから脱却し、継続収益を生む顧客との関係をいかに構築すべきか。ビジネスモ
デル転換の方法論。 

経営関連  
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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 
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12月 

「専門家」以外の人のための決算書 
&ファイナンスの教科書  

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 9784492602287  

著編者名 西山 茂 発行年 2019 商品コード 1030831424 

欧米のエリート、経営幹部は会計と財務を「つなげて」理解し、「一緒に」学ぶ。一度身につければ、世界で通用する知
識が身につく。 

フルキャリマネジメント ―子育てしながら働く 

部下を持つマネジャーの心得―  

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 9784492534144  

著編者名 武田 佳奈 発行年 2019 商品コード 1030831425 

仕事も生活も共に充実させたいと願う“フルキャリ”層とは何か。女性社員の戦力化を考える上司・企業の必読書。 

フォーカス戦略 ―「選択と集中」で収益力を 

高める7つのステップ―  

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 9784492534151  

著編者名 サンジェイ・コスラ 発行年 2019 商品コード 1030831427 

「絞り込み」により成長の好循環を生み出す方法が、クラフトフーヅ、ユニリーバ、フォンテラなどの成功事例から学べる。 

10秒で新人を伸ばす質問術  

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 9784492502914  

著編者名 島村 公俊 発行年 2019 商品コード 1030988241 

ソフトバンクで2万人の社員教育に関わった「新人育成の超プロ」が教える、最短の指導で最速の成長を促す極意。 

決算書100の基本  

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 9784492602294  

著編者名 高辻 成彦 発行年 2019 商品コード 1030990075 

財務三表の見方とやさしい財務分析を100項目で解説。会社の状況がひと目でわかるようになり、経済ニュースの理解
も深まる。 

ピボット・ストラテジー ―未来をつくる経営軸の

定め方、動かし方―  

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 9784492534182  

著編者名 オマール・アボッシュ 発行年 2019 商品コード 1031137217 

変化し続ける企業だけが高収益を実現できる。「潜在的収益価値」を発見する「賢明なピボット」の方法を100以上の事
例で解説。 

経営関連  

10 

新刊ハイブリッドタイトル2019-2020 



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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● 表示価格は税抜きです。 2019年12月 

ダークサイドオブMBAコンセプト  

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 9784492557938  

著編者名 グロービス 発行年 2019 商品コード 1031137218 

より正しい企業経営を行う上で知っておきたい、ＭＢＡで学ぶべき重要な「裏技」コンセプトを紹介する。 

「おもろい」働き方で社員も会社も急上昇する
Peachのやりくり  

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 9784492503065  

著編者名 井上 慎一 発行年 2019 商品コード 1030682573 

予算が少なくてもアイデア次第で結果が出せる！仕事が楽しくなる！やりくり上手で増収・黒字を続けるピーチのマル秘仕
事術を大公開！ 

「ホットケーキの神さまたち」に学ぶビジネスで
成功する10のヒント  

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 9784492503072  

著編者名 遠藤 功 発行年 2019 商品コード 1030515166 

ホットケーキは日本人が生み出した「現場力の奇跡」である。繁盛店３５店舗を巡り、ビジネスの１０の秘訣を徹底解説。 

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―増補改訂版  

同時1アクセス（本体） ¥5,610 

同時3アクセス（本体） ¥8,415 

冊子版ISBN 9784492046463  

著編者名 グロービス経営大学院 発行年 2019 商品コード 1030590835 

様々な分野で活躍する人を取材する中で見えてきた、「志が生まれ、育っていくプロセス」の調査結果を書籍化した名著の
改訂・増補版 

企業変革の教科書  

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  

著編者名 名和 高司 発行年 2018 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。 

MBA問題解決100の基本  

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  

著編者名 グロービス 発行年 2018 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 

巨大システム失敗の本質 ―「組織の壊滅的失敗」

を防ぐたった一つの方法―  

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 9784492534069  

著編者名 クリス・クリアフィールド 発行年 2018 商品コード 1029342063 

原発事故からＶＷの排ガス事件まで、巨大な失敗には驚くほど似た原因が潜んでいる。物語を楽しみながら読み解き、有
効な対策がわかる 

経営関連  
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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 
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12月 

ビジネス関連  

ゼロからつくるビジネスモデル 
 ―新しい価値を生み出す技術―  

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 9784492534175  

著編者名 井上 達彦 発行年 2019 商品コード 1031274491 

ビジネスモデルをどう創造するか。アイディアの生み出し方を多様な切り口と事例から紹介し、再現可能な方法論
に落とし込む。 

Think civility ―「礼儀正しさ」こそ最強の 

生存戦略である―  

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 9784492046494  

著編者名 クリスティーン・ポラス 発行年 2019 商品コード 1030682567 

無礼な人間が企業にどれだけの損害を与えているか、逆に礼節ある人間のメリットを解説。礼節ある人間や組織
になる方法を紹介する。 

入門『地頭力を鍛える』32のキーワード
で学ぶ思考法  

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 9784492557884  

著編者名 細谷 功 発行年 2019 商品コード 1030831422 

戦略的思考、ロジカルシンキング、地頭力・・・・・・。３２のキーワードの「何？」「なぜ？」「どう使う？」がすっきりわかる。 

右脳思考を鍛える ―「観・感・勘」を実践!

究極のアイデアのつくり方―  

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 9784492557914  

著編者名 内田 和成 発行年 2019 商品コード 1031137211 

究極の情報整理は情報遮断。アウトプットに集中しイノベーションを生む！名著『スパークする思考』（角川書店）を
復刊！ 

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―  

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 9784492557860  

著編者名 内田 和成 発行年 2018 商品コード 1029502762 

仕事では勘や感覚（右脳）よりもロジック（左脳）が大事と言われるが、本当にそうだろうか？右脳と左脳の使い分け
を解説。 
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● 表示価格は税抜きです。 2019年12月 

2030年アパレルの未来 
 ―日本企業が半分になる日―  

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 9784492762486  

著編者名 福田 稔 発行年 2019 商品コード 1030682574 

2030年のアパレル業界はどうなっているのか？旧態依然とした国内企業の現状を浮き彫りにし、生き残るた
めの方法を解説する。 

日本の消費者は何を考えているのか? 
 ―二極化時代のマーケティング : 3年に一度
の生活者1万人アンケートからわかる日本人
の価値観―  

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 9784492557907  

著編者名 野村総合研究所 発行年 2019 商品コード 1030990076 

団塊からデジタルネイティブまで、世代別の意識と20年の変化が1冊でわかる！ 1万人の時系列データから
わかる日本の消費者。 

SMARTサブスクリプション 
 ―第3世代サブスクリプションがB to Bに 
革命を起こす!―  

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 9784492961698  

著編者名 宮崎 琢磨 発行年 2019 商品コード 1031137212 

サブスクは単なる定額制ビジネスではない。世界経済に革命を起こす日本企業復活の起爆剤である。本書
ではその勝機の道筋を考察する。 

統合デジタルマーケティングの実践 
 ―戦略立案からオペレーションまで―  

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 9784492961544  

著編者名 竹内 哲也 発行年 2018 商品コード 1029342062 

第一人者が全体像を分かりやすく解説した「デジタルマーケティング入門書」の決定版。分析フレームワーク
や方法論を体系的に紹介。 

マーケティング関連  
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介護保険制度史 新装版 
 ―基本構想から法施行まで―  

同時1アクセス（本体） ¥26,400 

同時3アクセス（本体） ¥39,600 

冊子版ISBN 9784492701492  

著編者名 介護保険制度史研究会 発行年 2019 商品コード 1029728070 

いかなる理念のもと、どのように構想、創設されたのか。基本構想から法施行まで、当事者たちの手による「全記録」。 

科学立国の危機 
 ―失速する日本の研究力―  

同時1アクセス（本体） ¥8,580 

同時3アクセス（本体） ¥12,870 

冊子版ISBN 9784492223895  

著編者名 豊田 長康 発行年 2019 商品コード 1029728072 

「日本の科学力失速、地位危ない」と英ネイチャー誌が警告！ 急落する実態、その要因、再生の青写真を解説する 

科学者が消える 
 ―ノーベル賞が取れなくなる日本―  

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 9784492223901  

著編者名 岩本 宣明 発行年 2019 商品コード 1030988245 

技術立国は完全崩壊！ ノーベル賞受賞者もゼロになる！ 科学力失速のリアルな現実とその要因をデータを示し警鐘
を鳴らす。 

人口減少社会のデザイン  

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 9784492396476  

著編者名 広井 良典 発行年 2019 商品コード 1030988242 

「拡大・成長」という成功体験幻想を追い続け先送りされてきた「持続可能な社会」モデルとは。転換を図るための10の論点
と提言。 

東京貧困女子。 
 ―彼女たちはなぜ躓いたのか―  

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 9784492261132  

著編者名 中村 淳彦 発行年 2019 商品コード 1030515165 

女子大生、派遣社員、シングルマザー…、貧困に喘ぐ彼女たちの心の叫びを個人の物語として聞き集めた人気連載、待
望の書籍化！ 

日本婚活思想史序説 
 ―戦後日本の「幸せになりたい」―  

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 9784492223680  

著編者名 佐藤 信 発行年 2019 商品コード 1030590836 

『60年代のリアル』で鮮烈デビューした著者が、今度は婚活論を政治学する。若き東大助教、渾身の作！ 

トラジャ 
 ―JR「革マル」30年の呪縛、労組の終焉―  

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 9784492223918  

著編者名 西岡 研介 発行年 2019 商品コード 1030988243 

JR東日本労組から約7割の大量脱退、JR北海道の社長2人と組合員の相次ぐ「謎の死」の真相とは？ 衝撃の超弩級ノン
フィクション。 

社会学関連  
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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 
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12月 

I T ・テクノロジー関連  

爆速!アルゴリズム 
 ―毎日の生活がみるみるうちに変わる―  

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 9784492557877  

著編者名 アリ・アルモッサウィ 発行年 2019 商品コード 1030360933 

複雑化する日常生活をいかにシンプルにするか。コンピュータと情報処理に必須のアルゴリズムの考え方が日常
の事例を通じて学べる。 

ソーシャルメディアの生態系  

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 9784492503089  

著編者名 オリバー・ラケット 発行年 2019 商品コード 1030682569 

テクノロジー、マーケティング、イノベーション、コミュニケーション、あらゆる面で世界が変わる。衝撃のＳＮＳ「新・
進化論」！ 

AIに負けない子どもを育てる  

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 9784492762509  

著編者名 新井 紀子 発行年 2019 商品コード 1030988244 

AI時代を生き抜く読解力を身につけるには？ ベストセラー『AI vs. 教科書が読めない子どもたち』待望の続編。
問題集付き！ 

Mobility 3.0 ―ディスラプターは誰だ?―  

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 9784492762493  

著編者名 川原 英司 発行年 2019 商品コード 1030590834 

自動運転やロボタクシー、ウーバーなど、激変するモビリティ業界の未来図と勢力図を豊富な図解で解説する。 

決定版サイバーセキュリティ 
 ―新たな脅威と防衛策―  

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 9784492762455  

著編者名 Blue Planet-works 発行年 2018 商品コード 1029342061 

サイバー攻撃にどう対処したらいいのか。複雑化するサイバー環境とセキュリティ対策を理解するための最高にわ
かりやすい入門書。 
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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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● 表示価格は税抜きです。 2019年12月 

「伝える力」と「地頭力」がいっきに 
高まる東大作文  

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 9784492046395  

著編者名 西岡 壱誠 発行年 2019 商品コード 1030360937 

読めて、考えられても、書けなければ東大は受からない。ベストセラー東大生による「偏差値３５でもできた、
誰にでも伝わる」作文術！ 

小論文これだけ! 慶應・早稲田編 
 ―国立・難関私大の受験生必読!―  

同時1アクセス
（本体） 

¥4,290 

同時3アクセス
（本体） 

¥6,435 

冊子版ISBN 9784492046548  

著編者名 樋口 裕一 発行年 2019 商品コード 1030831431 

シリーズ３５万部！今、日本一読まれている小論文シリーズ、待望の「慶応・早稲田」編！小論文受験が必須
の全学部を徹底解説！ 

小論文これだけ！ 
 模範解答 経済・経営編  

同時1アクセス
（本体） 

¥3,300 

同時3アクセス
（本体） 

¥4,950 

冊子版ISBN 9784492046586  

著編者名 樋口 裕一 発行年 2019 商品コード 1031137214 

累計30万部！今一番受験生が読んでいるシリーズの、「経済」模範解答編！就活売り手市場で経済学部が
人気の中、待望の１冊。 

就活テクニック大全  
―最小の努力で「トップ内定」し「仕事力」
も高める―  

同時1アクセス
（本体） 

¥3,960 

同時3アクセス
（本体） 

¥5,940 

冊子版ISBN 9784492223888  

著編者名 坂本 直文 発行年 2019 商品コード 1029973215 

「エントリーシート本」売上ランキング１１年連続１位 （大手書店・大学生協）の著者のノウハウを１冊にまとめ
た完全版、遂に刊行！ 

学習参考書・受験・就活関連 
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● 表示価格は税抜きです。 2019年12月 

ハーバード流子育ての公式 
 ―子どもが勝手に学び出す!―  

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 9784492315187  

著編者名 ロナルド・F・ファーガソン 発行年 2019 商品コード 1030831428 

超難関ハーバードに受かる子供はどんな教育を受けたのか？１２０人へのインタビューからわかった「子育ての８つの公
式」が明らかに。 

UCLA医学部教授が教える科学的に証明された 
究極の「なし遂げる力」 ―NEUROHACKS―  

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 9784492046425  

著編者名 ショーン・ヤング 発行年 2019 商品コード 1030360934 

何かをなし遂げるのに性格を変える必要はありません。脳をだますなど「心に効く７つの力」で誰でも「なし遂げる力」が手
に入ります！ 

正直、仕事のこと考えると憂鬱すぎて眠れない。 
 ―リアルすぎる!仕事の悩みあるある図鑑―  

同時1アクセス（本体） ¥4,290 

同時3アクセス（本体） ¥6,435 

冊子版ISBN 9784492223925  

著編者名 じゅえき太郎 発行年 2019 商品コード 1030988246 

SNSで大人気のじゅえき太郎先生、初の全編書き下ろし単著！読めばきっと明日ちょっと仕事に行きたくなる！ 

40代からのライフシフト実践ハンドブック 
 ―80歳まで現役時代の人生戦略―  

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 9784492534076  

著編者名 徳岡 晃一郎 発行年 2019 商品コード 1029973218 

人生１００年時代、６０代以降をどう働いたらいいのか？８０歳まで現役時代の「セカンドキャリアづくり」の教科書 

楽しくなければ仕事じゃない 
 ―「今やっていること」がどんどん「好きで得意」に
なる働き方の教科書―  

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 9784492046579  

著編者名 干場 弓子 発行年 2019 商品コード 1031137213 

直取引屈指の出版社の社長で、１００万部『超訳ニーチェの言葉』など自ら手掛ける編集者でもある、メディアで大注目の
著者、初の著書。 

ニューヨーク大学人気講義HAPPINESS 
 ―GAFA時代の人生戦略―  

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 9784492503102  

著編者名 渡会 圭子 発行年 2019 商品コード 1031137216 

『the four GAFA』著者スコット・ギャロウェイ最新作！ニューヨーク大学で5000人が感動した伝説の授業が書籍化！ 

サードドア ―精神的資産のふやし方―  

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 9784492046531  

著編者名 アレックス・バナヤン 発行年 2019 商品コード 1030990074 

ビル・ゲイツ、レディーガガなど、世界屈指の成功者に自分らしい人生の始め方を突撃取材し教訓をまとめた、稀有な19歳
の冒険物語。 

仕事術・思考法＆働き方・キャリア関連 
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● 表示価格は税抜きです。 2019年12月 

金融・投資関連  
地域金融復権のカギ「地方創生ファンド」 
 ―共感・感動のスモールビジネスを育て、日本を 
変える―  

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 9784492961551  

著編者名 松本 直人 発行年 2019 商品コード 1029973220 

いま日本に必要なのは地方経済を活性化、つまり雇用を生む企業を育てることだ。そのための地方創生ファンドの在り方と
実例を解説。 

BANK4.0未来の銀行  

同時1アクセス（本体） ¥8,580 

同時3アクセス（本体） ¥12,870 

冊子版ISBN 9784492654866  

著編者名 ブレット・キング 発行年 2019 商品コード 1030515168 

２０２５年、世界最大の銀行はテクノロジー企業になる。その時従来型銀行は？ フューチャリストが銀行の未来を予測！ 

NISA概論 ―少額投資非課税制度―  

同時1アクセス（本体） ¥7,029 

同時3アクセス（本体） ¥10,543 

冊子版ISBN 9784492961650  

著編者名 日本証券業協会 発行年 2019 商品コード 1030990079 

2014年にスタートしたNISA制度は、その後のジュニアNISA、つみたてNISAの導入もあって、今や国民に広く利用される制度に成長しつつ
ある。本書は、そのNISA制度の導入以前から現在に至るまでの、NISA制度に係る政府並びに証券業界及び金融界の様々な取組みにつ
いて、日本証券業協会の知見を最大限に活かし、可能な限り体系的に取りまとめたものである。 

行列のできる人気女性FPが教えるお金を 
貯める守る増やす超正解30  

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 9784492733516  

著編者名 井澤 江美 発行年 2019 商品コード 1030515171 

満席連続の人気セミナー、待望の書籍化！日本版４０１ｋ、日本版ＩＳＡなど税制優遇を活用した「攻めの貯蓄」を徹底解説。 

50歳を過ぎたらやってはいけないお金の話  

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 9784492046487  

著編者名 山中 伸枝 発行年 2019 商品コード 1030831429 

明るい老後は定年前後の５年で決まる！黄昏研修で人気のＦＰが定年後のリアルな末路話を元に金融機関が絶対教えな
いお金の話を解説！ 

マンション管理と修繕最強ガイド 2019 
 ―一生住み続けるマンション管理の基本― 
（東洋経済INNOVATIVE）  

同時1アクセス（本体） ¥3,300 

同時3アクセス（本体） ¥4,950 

冊子版ISBN 9784492961568  

著編者名 長嶋 修 ほか 発行年 2019 商品コード 1030360940 

改正宅建業法施行及び老朽化問題等で揺れ動くマンション管理の課題整理と対策はこれ１冊でＯＫ！ 管理組合の役員
必読の書。 
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会社四季報業界地図 2020年版  
著編者名 東洋経済新報社 発行年 2019 

同時1アクセス（本体） ¥4,290 同時3アクセス（本体） ¥6,435 

冊子版ISBN 9784492973288  商品コード 1030990072 

『会社四季報』記者が172業界4030社の今を読み解く。信頼を集め、読み継がれて9年連続売り上げNo.1！ 
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● 表示価格は税抜きです。 2019年12月 

世界史とつなげて学ぶ中国全史  

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 9784492062128  

著編者名 岡本 隆司 発行年 2019 商品コード 1030831423 

「中華」の誕生から国民国家としての苦悩の時代まで、グローバルヒストリーの枠組みで考える新しい中国３０
００年史。 

教養としての世界史の学び方  

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 9784492062111  

著編者名 山下 範久 発行年 2019 商品コード 1030360935 

世界システム論、疫病史観、生態史観などにも触れつつ、西洋中心ではない新しい世界史の見方・考え方
を解説した入門書。 

暴力と不平等の人類史 
 ―戦争・革命・崩壊・疫病―  

同時1アクセス 
（本体） 

¥17,820 

同時3アクセス 
（本体） 

¥26,730 

冊子版ISBN 9784492315163  

著編者名 ウォルター・シャイデル 発行年 2019 商品コード 1030682566 

石器時代から現代まで人類の富を平等化させてきたものは何だったのか。歴史的データを分析し、平等化メ
カニズムをつきとめた意欲作。 

丹羽宇一郎 習近平の大問題 
 ―不毛な議論は終わった。―  

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 9784492444498  

著編者名 丹羽 宇一郎 発行年 2018 商品コード 1029502767 

元中国大使が中国の政治・経済・軍事の最新動向を分析し、メディアが報じない習近平政権の今後と日本
人が知るべきことを語り尽くす。 

国際関係＆歴史関連  
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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 

人生１００年時代の「幸せ戦略」 
 ―全国２万人調査からみえる多様なライフデザイン―  

株式会社 第一生命
経済研究所 

2019 9784492961711 ¥4,950  ¥7,425  1031137220 

人生にお金はいくら必要か 
 ―人生100年時代のお金の教科書―増補改訂版  

山崎 元 2019 9784492733530 ¥4,620  ¥6,930  1031137219 

気の利く大人のひと言目  斉藤 孝 2019 9784492046449 ¥4,290  ¥6,435  1030360936 

あらゆる悩み・不満・ストレスが消える!最強の人生相談  
（家族・結婚・夫婦編） ―ビジネスの成功にも共通する人間
関係、深すぎる40の教訓―  

ミセス・パンプキン 2018 9784492046302 ¥4,950  ¥7,425  1029502770 

暮らし ・趣味  

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 

子どもの人生は「腸」で決まる 
 ―3歳までにやっておきたい最強の免疫力の育て方―  

ジャック・ギルバート 2019 9784492046432 ¥5,280  ¥7,920  1030360939 

50歳を過ぎても体脂肪率10%の名医が教える内臓脂肪を 
落とす最強メソッド  

池谷 敏郎 2019 9784492046456 ¥4,290  ¥6,435  1030515169 

ハーバード現役研究員の皮膚科医が書いた見た目が10歳
若くなる本 ―「肌+髪+腸」で外見力は劇的に変わる―  

小川 徹 2019 9784492046401 ¥4,620  ¥6,930  1029973221 

子育て・健康  

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 

人生は、棚からぼたもち! 
 ―86歳・料理研究家の老後を楽しく味わう30のコツ―  

小林 まさる 2019 9784492046517 ¥4,620  ¥6,930  1030831430 

天皇を救った男笠井重治  七尾 和晃 2018 9784492062104 ¥5,280  ¥7,920  1029502768 

木下サーカス四代記 
 ―年間120万人を魅了する百年企業の光芒―  

山岡 淳一郎 2018 9784492503058 ¥6,600  ¥9,900  1029502769 

エッセイ ・文芸  

人物伝  
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