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ＮＤＣ 分野 書名 著編者 出版社 発行年 

331. 
経済学、経
済思想 

経済原論講義 山口 重克 東京大学出版会 1985 

331. 
経済学、経
済思想 

ミクロ経済学演習 = Exercises in microeconomics 
第 2版 

奥野 正寛 東京大学出版会 2018 

331. 
経済学、経
済思想 

契約と組織の経済学 柳川 範之 東洋経済新報社 2000 

331. 
経済学、経
済思想 

経済学の 95%はただの常識にすぎない ―ケンブリッ
ジ式経済学ユーザーズガイド― 

ハジュン・チャ
ン 

東洋経済新報社 2015 

331. 
経済学、経
済思想 

標準マクロ経済学 第 2版 笹倉 和幸 東洋経済新報社 2017 

331. 
経済学、経
済思想 

マンキューマクロ経済学 1 入門篇 第 4版 

N・グレゴリー・
マンキュー 

東洋経済新報社 2017 

331. 
経済学、経
済思想 

マンキューマクロ経済学 第 4版（2） 

N.グレゴリー・
マンキュー 

東洋経済新報社 2018 

331. 
経済学、経
済思想 

ミクロ経済学 Expressway 八田 達夫 東洋経済新報社 2013 

331. 
経済学、経
済思想 

ミクロ経済学 第 2版 伊藤 元重 日本評論社 2003 

331. 
経済学、経
済思想 

入門経済学 = Introduction to economics 第 4版 伊藤 元重 日本評論社 2015 

331. 
経済学、経
済思想 

マクロ経済学 新版（New liberal arts selection） 
（※） 

齊藤 誠 有斐閣 2016 

331. 
経済学、経
済思想 

演習式マクロ経済学・入門  補訂版  福田 慎一 有斐閣 2013 

331. 
経済学、経
済思想 

行動経済学 ―伝統的経済学との統合による新しい経
済学を目指して―  

大垣 昌夫 有斐閣 2014 

331. 
経済学、経
済思想 

マクロ経済学 第 2版  二神 孝一 有斐閣 2017 

331.04 
経済学、経
済思想 

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 

東洋経済新報社 2017 

331.19 
経済学、経
済思想 

Introductory econometrics ―a modern approach―
6th ed. student ed 

Jeffrey M. 
Wooldridge 

センゲージラー
ニング 

2016 

331.19 
経済学、経
済思想 

経済統計入門 第 2版 中村 隆英 東京大学出版会 1992 

331.19 
経済学、経
済思想 

ルービンシュタイン ゲーム理論の力 

アリエル・ルー
ビンシュタイン 

東洋経済新報社 2016 

331.19 
経済学、経
済思想 

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 

東洋経済新報社 2017 

331.19 
経済学、経
済思想 

計量経済学 （New liberal arts selection）  西山 慶彦 有斐閣 2019 

331.19 
経済学、経
済思想 

計量経済学の第一歩 ―実証分析のススメ―（有斐閣
ストゥディア）  

田中 隆一 有斐閣 2015 

331.19 
経済学、経
済思想 

ゲーム理論・入門 ―人間社会の理解のために― 新版
（有斐閣アルマ Basic）  

岡田 章 有斐閣 2014 

331.82 
経済学、経
済思想 

21世紀の資本 トマ・ピケティ みすず書房 2014 

331.87 
経済学、経
済思想 

貧乏人の経済学 ―もういちど貧困問題を根っこから
考える― 

アビジット・V・
バナジー 

みすず書房 2012 

http://tokyo.summon.serialssolutions.com/
http://tokyo.summon.serialssolutions.com/
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000046826
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000068329
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000068329
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000044849
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000044856
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000044856
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000044864
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000048958
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000063533
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015584
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000040862
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000040861
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000040142
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000040142
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016372
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016369
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016369
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000044741
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000050897
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000050897
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000046731
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000046731
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000046830
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000044863
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000054013
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000081708
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027426
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027426
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000017122
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000017122
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000017583
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000032450
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000032450


ＮＤＣ 分野 書名 著編者 出版社 発行年 

332. 
経済史・事
情、経済体
制 

経済史 ―いまを知り未来を生きるために―  小野塚 知二 有斐閣 2018 

332.06 
経済史・事
情、経済体
制 

資本主義と倫理 ―分断社会をこえて― 

京都大学経済研
究所附属先端政
策分析研究セン
ター 

東洋経済新報社 2019 

332.06 
経済史・事
情、経済体
制 

時間かせぎの資本主義 ―いつまで危機を先送りでき
るか― 

ヴォルフガン
グ・シュトレー
ク 

みすず書房 2016 

332.06 
経済史・事
情、経済体
制 

変貌する資本主義と現代社会 ―貨幣・神・情報― 正村 俊之 有斐閣 2014 

332.1 
経済史・事
情、経済体
制 

日本経済史 ―近世から現代まで―（Y21）  沢井 実 有斐閣 2016 

332.104 
経済史・事
情、経済体
制 

交換・権力・文化 ―ひとつの日本中世社会論― 桜井 英治 みすず書房 2017 

332.107 
経済史・事
情、経済体
制 

検証アベノミクス「新三本の矢」 ―成長戦略による
構造改革への期待と課題― 

福田 慎一 東京大学出版会 2018 

332.107 
経済史・事
情、経済体
制 

日本人の勝算 ―人口減少×高齢化×資本主義― 

デービッド・ア
トキンソン 

東洋経済新報社 2019 

332.22 
経済史・事
情、経済体
制 

中国・新興国ネクサス ―新たな世界経済循環― 末廣 昭 東京大学出版会 2018 

332.34 
経済史・事
情、経済体
制 

ドイツ都市計画の社会経済史 馬場 哲 東京大学出版会 2016 

332.9 
経済史・事
情、経済体
制 

経済地理学 ―立地・地域・都市の理論― 松原 宏 東京大学出版会 2006 

332.9 
経済史・事
情、経済体
制 

都市・地域経済学への招待状 = Introduction to 
urban and regional economics （有斐閣ストゥディ
ア） 

佐藤 泰裕 有斐閣 2014 

333. 
経済政策、
国際経済 

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 

東洋経済新報社 2017 

333.6 
経済政策、
国際経済 

世界経済危機とその後の世界 柴田 徳太郎 日本経済評論社 2016 

333.8 
経済政策、
国際経済 

善意で貧困はなくせるのか? ―貧乏人の行動経済学― 

ディーン・カー
ラン 

みすず書房 2013 

335. 企業、経営 ケースで学ぶ国際企業法務のエッセンス  森下 哲朗 有斐閣 2017 

335. 企業、経営 

アントレプレナーシップ入門 ―ベンチャーの創造を
学ぶ = Introduction to entrepreneurship : 
understanding new venture creation―（有斐閣スト
ゥディア）  

忽那 憲治 有斐閣 2013 

335. 企業、経営 経営の再生 ―戦略の時代・組織の時代―第 4版  高橋 伸夫 有斐閣 2016 

335.1 企業、経営 経営学で考える = Managementthink  高橋 伸夫 有斐閣 2015 

335.1 企業、経営 経営学で考える 【スマホ・読上】  高橋 伸夫 有斐閣 2015 

335.46 企業、経営 M&A契約研究 ―理論・実証研究とモデル契約条項― 藤田 友敬 有斐閣 2018 

335.57 企業、経営 独禁法事例集 （法学教室 Library）  白石 忠志 有斐閣 2017 

336. 経営管理 
よくわかる経営管理 （やわらかアカデミズム・<わか
る>シリーズ） 

高橋 伸夫 ミネルヴァ書房 2011 

336.2 経営管理 仮説思考 ―BCG流問題発見・解決の発想法― 内田 和成 東洋経済新報社 2006 

336.2 経営管理 
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」― 

細谷 功 東洋経済新報社 2007 

336.49 経営管理 
ロジカル・シンキング ―論理的な思考と構成のスキ
ル―（Best solution） 

照屋 華子 東洋経済新報社 2001 

https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000064805
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000075515
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028062
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028062
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016398
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000041322
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000047736
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000067756
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000067756
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000072690
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000084322
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000068350
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000046824
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000017482
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000017482
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000017482
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000054010
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000054010
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000043921
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000032451
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027646
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000026799
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000080865
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000074366
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000054045
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000042567
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000042567
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015408
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015409
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015409
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015405
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015405


ＮＤＣ 分野 書名 著編者 出版社 発行年 

336.9 経営管理 
財務会計・入門 ―企業活動を描き出す会計情報とそ
の活用法―第 12版補訂（有斐閣アルマ Basic）  

桜井 久勝 有斐閣 2019 

337.1 貨幣、通貨 歴史の中の貨幣 ―貨幣とは何か― 楊枝 嗣朗 文眞堂 2012 

338. 
金融、銀
行、信託 

決済システムと銀行・中央銀行 吉田 暁 日本経済評論社 2002 

338.01 
金融、銀
行、信託 

最適投資戦略 ―ポートフォリオ・テクノロジーの理
論と実践―（FinTechライブラリー） 

小松 高広 朝倉書店 2018 

338.16 
金融、銀
行、信託 

金融商品取引法 = Financial instruments and 
exchange law  

黒沼 悦郎 有斐閣 2016 

338.16 
金融、銀
行、信託 

金融商品取引法概説 第 2版  山下 友信 有斐閣 2017 

338.17 
金融、銀
行、信託 

インターネットビジネスの競争戦略 ―オンライン証
券の独自性の構築メカニズムと模倣の二面性― 

高井 文子 有斐閣 2018 

338.21 
金融、銀
行、信託 

金融システムの制度設計 ―停滞を乗り越える、歴史
的、現代的、国際的視点からの考察― 

福田 慎一 有斐閣 2017 

338.3 
金融、銀
行、信託 

非伝統的金融政策 ―政策当事者としての視点― 宮尾 龍蔵 有斐閣 2016 

338.41 
金融、銀
行、信託 

中央銀行 ―セントラルバンカーの経験した 39年― 白川 方明 東洋経済新報社 2018 

338.9 
金融、銀
行、信託 

国際金融 （サピエンティア） 小川 英治 東洋経済新報社 2016 

このほかにも多数のタイトルを契約しています。 

https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000075535
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000075535
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000005494
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000004352
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000085376
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000085376
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000040140
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000040140
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000048984
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000072711
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000072711
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000063514
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000063514
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000044743
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000067763
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000044834

