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横浜商科大学図書

書名

請求記号

著者名

出版者

人工知能はなぜ未来を変えるのか (中経の文庫)

松尾豊, 塩野誠著

KADOKAWA

人工知能とは

松尾豊編著/中島秀之 [ほ

近代科学社

007.13/Ma.85/
007.13/Ma.85/
007.3/Ke.18/

インターネットは自由を奪う : 「無料」という落 アンドリュー・キーン著/

早川書房

007.6/J.66/2018

データベーススペシャリスト : 情報処理技術者試 三好康之 [ほか] 著

翔泳社

007.6/J.66/2018

高度試験午前I・II : 情報処理技術者試験学習書

松原敬二著

翔泳社

007.6/J.66/2018

プロジェクトマネージャ : 情報処理技術者試験学 三好康之著

翔泳社

007.63/W.46/

「伝わるデザイン」PowerPoint資料作成術

渡辺克之著

ソーテック社

023.21/U.22/

本の未来を探す旅ソウル

内沼晋太郎, 綾女欣伸編著/ 朝日出版社

081/I.95/1-1671

町を住みこなす : 超高齢社会の居場所づくり (岩

大月敏雄著

岩波書店

159.4/Y.24/

世界のエリートはなぜ「美意識」を鍛えるのか?

山口周著

光文社

159/Ka.61/

Grit (グリット) : 平凡でも一流になれる「やり抜

リンダ・キャプラン・セイ 日経BP社/日経BP

210.04/A.45/

日本社会再考 : 海からみた列島文化 (ちくま学芸

網野善彦著

筑摩書房

235.068/Mi.76/

フランス現代史隠された記憶 : 戦争のタブーを追 宮川裕章著

筑摩書房

288.41/Ku.41/13

昭和天皇実録 第13

東京書籍

288.41/Ku.41/14

昭和天皇実録 第14

東京書籍

288.41/Ku.41/15

昭和天皇実録 第15

東京書籍

289.1/A.87/

淺野總一郎 改訂

淺野泰治郎, 淺野良三著

290.9/C.44/D03

北京 2017〜2018年版 (地球の歩き方:96, D03)

地球の歩き方編集室著作編 ダイヤモンド・

290.9/C.44/D13

ソウル 2017〜2018年版 (地球の歩き方:113,

地球の歩き方編集室著作編 ダイヤモンド・

291.51/F.59/

富士山麓史

富士急行50年史編纂委員

富士急行株式会社

304/O.74/

可能なる革命 (atプラス叢書:15)

大澤真幸著

太田出版

320.91/R.69/2018

ポケット六法 平成30年版

加藤一郎 [ほか] 編

有斐閣

325.2/F.32/

Fletcher cyclopedia of the law of private

William Meade Fletcher

Callaghan

325.2/F.32/

Fletcher cyclopedia of the law of private

William Meade Fletcher

Callaghan

330.8/N.73/1-1935

ビジュアルマーケティングの基本 第4版 (日経文

野口智雄著

日本経済新聞出版

331.42/N.62/

アダム・スミスの影

根井雅弘著

日本経済評論社

331/I.26/

経済学講義 (ちくま新書:1276)

飯田泰之著

筑摩書房

331/Su.96/

仕事消滅 : AIの時代を生き抜くために、いま私た 鈴木貴博[著]

講談社

331/U.42/

レクチャー&エクササイズ経済学入門 (ライブラ

上村敏之著

新世社/サイエンス

332.104/Sa.47/

交換・権力・文化 : ひとつの日本中世社会論

桜井英治 [著]

みすず書房

332.107/J.71/

タダより高いものはない (イースト新書:088)

上念司著

イースト・プレス

332.107/Ka.53/

ポスト「アベノミクス」の経済学 : 転換期におけ 金子勝, 松尾匡著/立命館大 かもがわ出版

332.107/Ta.73/

今そこにあるバブル (日経プレミアシリーズ:

滝田洋一著

日本経済新聞出版

332/Mi.88/

世界〈経済〉全史 : 「51の転換点」で現在と未

宮崎正勝著

日本実業出版社

333.6/N.33/

「歴史×経済」で読み解く世界と日本の未来

中原圭介, 井沢元彦著

PHPエディターズ

333/St.6/

スティグリッツのラーニング・ソサイエティ : 生 ジョセフ・E・スティグ

東洋経済新報社

334.422/Mi.75/

中国朝鮮族のトランスナショナルな移動と生活

宮島美花著

国際書院

335.04/B.12/

繁栄の条件

ロジャー・W.バブソン著/

きこ書房

335.21./Mi.94/

業界分析ハンドブック : 経営戦略が評価される企 みずほ証券エクイティ調査 東洋経済新報社

335.35/N.77/

「見つめ直す」経営学 : 可視化で殻を破った中小 日本政策金融公庫総合研究 同友館

335.48/Ta.62/

三井物産の組織デザイン : 総合商社の国際競争力 武居奈緒子著

日本評論社

336.1/Ko.61/

図解戦略経営のメカニズム : ICT時代における価

小松原聡著

言視舎

336.1/N.42/

その企画、もっと面白くできますよ。

中尾孝年著

宣伝会議

336.2/C.44/

自分の時間を取り戻そう : ゆとりも成功も手に入 ちきりん著

ダイヤモンド社

336.57/H.85/

緑のトマト : デジタル時代の経営者へのメッセー 本間洋著

日経BP社/日経BP

淺野文庫
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横浜商科大学図書

書名

請求記号

著者名
鳥居陽介著

出版者

338.155/To.67/

株式所有構造の変遷と経営財務

338.77/N.77/2016

年次報告書 平成28年度

中央経済社/中央経
日本貸金業協会

338.92/Ta.88/

本当は中国で勝っている日本企業 : なぜこの会社 谷崎光著

集英社

338/I.73/

最新ブロックチェーンがよ〜くわかる本 : ビット 石黒尚久著 : 河除光瑠著

秀和システム

338/U.32/

大学4年間の金融学が10時間でざっと学べる

植田和男著

KADOKAWA

342.1/O.57/2017

図説日本の財政 平成29年度版

山口公生編

東洋経済新報社

358/Ko.51/1-2017

世界人口予測1960→2060 2017年改訂版 第1分

国際連合経済社会情報・政 原書房

358/Ko.51/2-2017

世界人口予測1960→2060 2017年改訂版 第2分

国際連合経済社会情報・政 原書房

361.4/Sa.57/

考えてるつもり : 「状況」に流されまくる人たち サム・サマーズ著/江口泰

ダイヤモンド社

361/F.67/

ファッションで社会学する

藤田結子, 成実弘至, 辻泉

有斐閣

365.3/N.42/

Housers (ハウザーズ) : 住宅問題と向き合う人々

中島明子編著

萌文社

366.05/R.59/2-2017

イノベーションの促進とワーク・ライフ・バラ

厚生労働省編

勝美印刷/全国官報

366.3/Z.3/1-20

労働者共済運動史 20 資料編 第8次編纂<運動史

全労済30周年記念事業

全国労働者共済生

366.3/Z.3/1-21-1

労働者共済運動史 21上 資料編 第8次編纂<運動

全労済30周年記念事業

全国労働者共済生

366.3/Z.3/1-21-2

労働者共済運動史 21下 資料編 第8次編纂<運動

全労済30周年記念事業

全国労働者共済生

366.3/Z.3/1-22

労働者共済運動史 22 資料編 第8次編纂<運動史

全労済30周年記念事業

全国労働者共済生

367.6/J.52/

男子劣化社会 : ネットに繋がりっぱなしで繋がれ フィリップ・ジンバル

367/H.73/

イケてる大人イケてない大人 : シニア市場から

博報堂新しい大人文化研究 光文社

377.253/Sa.85/

教えてみた「米国トップ校」 (角川新書:[K-

佐藤仁 [著]

389/N.81/

ことばだけでは伝わらない : コミュニケーション 西江雅之著

幻戯書房

390.5/B.62/1-2017

日本の防衛 平成29年版

防衛庁編

防衛庁

498.3/Ka.22/

すべての疲労は脳が原因 3 (集英社新書:0829I,

梶本修身著

集英社

523.137/N.31/

「ジャックの塔」100年物語 : 横浜市開港記念会

中区制90周年・開港記念

神奈川新聞社

537/I.85/

いすゞ自動車80年史

いすゞ自動車, いすゞ自動

いすゞ自動車

550.9/A.87/

我社の生立

原 正幹著

浅野造船所

588.54/Ma.27/

ビール「営業王」社長たちの戦い : 4人の奇しき

前野雅弥著

日本経済新聞出版

588/H.56/

おいしいものには理由 (わけ) がある

樋口直哉著

KADOKAWA

601/N.38/

コミュニティ3.0 : 地域バージョンアップの論理

中庭光彦著

水曜社

662.195/Y.97/

魚で、まちづくり! : 大分県臼杵市が取り組んだ3

行平真也著

海文堂出版

667.4/F.32/

キャビアの歴史 (「食」の図書館)

二コラ・フレッチャー著/

原書房

672.2/Ka.91/

消費大陸アジア : 巨大市場を読みとく (ちくま新

川端基夫著

筑摩書房

673.9/Te.53/

サービス経営学入門 : 顧客価値共創の戦略経営

寺本義也, 中西晶編著

同友館

673/Mu.43/

サービソロジーへの招待 : 価値共創によるサービ 村上輝康, 新井民夫, JST社

東京大学出版会

674.6/Ka.24/

攻めるロングセラー : パインアメ「中の人」の心 係長マッキー[著]

クロスメディア・

675.2/Ko.79/

気まぐれ消費者 : 最高の体験と利便性を探求する テオ・コレイア著 : 関一則 日経BP社

675.3/B.38/

突破するデザイン : あふれるビジョンから最高の ロベルト・ベルガンティ著 日経BP社/日経BP

675.4/Ki.38/

新流通・マーケティング入門

金弘錫 [ほか] 著

成山堂書店

675/O.25/

ネットビジネス・ケースブック

荻原猛, 田中洋著

同文舘出版

675/Ta.68/

サービスデザインの教科書 : 共創するビジネスの 武山政直著

NTT出版

685.14/Ko.78/

道路課金と交通マネジメント : 維持更新時代の戦 根本敏則, 今西芳一編著

成山堂書店

686.21/O.32/

鉄道と観光の近現代史 (河出ブックス:107)

老川慶喜著

河出書房新社

686.3/Ka.38/

JRに未来はあるか

上岡直見著

緑風出版

687.3/Su.83/

スターフライヤー漆黒の翼、感動を乗せて : 小さ スターフライヤー著

ダイヤモンド・ビ

689.3/I.89/

観光ビジネス・エコノミクス概論 : 地方における 伊藤昭男著

批評社

689/Ko.51/2016

日本の国際観光統計 2016年版

晶文社
KADOKAWA

国際観光振興会(JNTO)監修 国際観光サービス
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書名

請求記号

著者名

出版者

689/To.61/

女性とツーリズム : 観光を通して考える女性の人 友原嘉彦編著

古今書院

760.69/N.32/

ライブ・エンタテインメントの社会学 : イベント 中川和亮著

五絃舎

778.09/To.24/

東和の60年抄

東宝東和

783.47/H.72/

サッカービジネスの基礎知識 : 「Jリーグ」の経

広瀬一郎著

東邦出版

810.7/A.93/

日本語表現文型辞典 : "生きた"例文で学ぶ : 英・

アスク出版編集部編

アスク出版

810.7/B.19/

Kanji look and learn : 512 kanji with

坂野永理, 池田庸子, 品川

The Japan Times

810.7/O.56/

生きた会話を学ぶ中級から上級への日本語なりき 奥野由紀子, 金庭久美子,

ジャパンタイムズ

816.5/Sa.29/

これからレポート・卒論を書く若者のために 第2

酒井聡樹著

共立出版

913.6/H.55/

マスカレード・ナイト

東野圭吾著

集英社

913.6/H.99/

カエルの楽園

百田尚樹著

新潮社

913.6/U.14/

終わった人

内館牧子著

講談社

923.5/I.53/1

三国志演義 1 (講談社学術文庫:[2257]-[2260])

[羅貫中作]/井波律子訳

講談社

923.5/I.53/2

三国志演義 2 (講談社学術文庫:[2257]-[2260])

[羅貫中作]/井波律子訳

講談社

923.5/I.53/3

三国志演義 3 (講談社学術文庫:[2257]-[2260])

[羅貫中作]/井波律子訳

講談社

923.5/I.53/4

三国志演義 4 (講談社学術文庫:[2257]-[2260])

[羅貫中作]/井波律子訳

講談社

K377.9/Y.75/1-2017

横浜商科大学卒業記念アルバム 2017
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