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横浜商科大学図書

書名 著者名請求記号 出版者

メモの魔力 (NewsPicks book) 前田裕二著002.7/Ma.26/ 幻冬舎

暗号技術の教科書 吹田智章著007.1/Su.52/ ラトルズ

機械カニバリズム : 人間なきあとの人類学へ 久保明教著007.13/Ku.11/ 講談社

ブロックチェーン、AIで先を行くエストニアで 小島健志著/孫泰蔵監修007.3/Ko.39/ ダイヤモンド社

人工知能と株価資本主義 : AI投機は何をもたら 本山美彦著007.3/Mo.92/ 明石書店

地域で活きる実践IoT : 自治体、農業、倉庫・工 テレコミュニケーション編007.3/Te.71/ リックテレコム

鎌倉資本主義 : ジブンゴトとしてまちをつくる 柳澤大輔著007.35/Ka.83/ プレジデント社

基礎Ruby on Rails 改訂4版 (Impress kiso 黒田努, 佐藤和人共著007.63/Ku.72/ インプレス

Go言語による並行処理 Katherine Cox‐Buday著/007.64/C.89/ オライリー・ジャ

Ruby逆引きハンドブック 改訂2版 卜部昌平 [ほか] 著007.64/U.81/ シーアンドアール

図書館業務に役立つHTML・PHP入門 : Webサイ 星野雅英著013.8/H.92/ 樹村房

日本目録規則 2018年版 日本図書館協会目録委員会014.32/N.77/ 日本図書館協会

幸福の増税論 : 財政はだれのために (岩波新書: 井手英策著081/I.95/1-1747 岩波書店

物流危機は終わらない : 暮らしを支える労働の 首藤若菜著081/I.95/1-1753 岩波書店

地域の食をブランドにする! : 食のテキストを作 金丸弘美著081/I.95/3-988 岩波書店

成功している人は、どこの神社に行くのか? 八木龍平著147/Y.15/ サンマーク出版

やり抜く力 : 人生のあらゆる成功を決める「究 アンジェラ・ダックワース159/D.93/ ダイヤモンド社

3秒決断思考 : やるか、すぐやるか。 金川顕教著159/Ka.48/ 集英社

イオンを創った女 : 評伝小嶋千鶴子 : 日本一の 東海友和著289.1/Ko.39/ プレジデント社

イタリア 2019～2020年版 (地球の歩き方:24, 地球の歩き方編集室編290.9/C.44/A09 ダイヤモンド・

中欧 2019～2020年版 (地球の歩き方:7, A25) 地球の歩き方編集室著作編290.9/C.44/A25 ダイヤモンド・

アメリカ 2019～2020年版 (地球の歩き方:2, 地球の歩き方編集室編290.9/C.44/B01 ダイヤモンド・

アラスカ 2019～2020年版 (地球の歩き方:47, 地球の歩き方編集室著作編290.9/C.44/B15 ダイヤモンド・

アンコール・ワットとカンボジア 2019～2020年 地球の歩き方編集室著作編290.9/C.44/D22 ダイヤモンド・

フィリピン 2019～2020年版 (地球の歩き方:59, 地球の歩き方編集室編290.9/C.44/D27 ダイヤモンド・

日本が売られる (幻冬舎新書:517, [つ-4-1]) 堤未果著302.1/Ts.94/ 幻冬舎

街間格差 : オリンピック後に輝く街、くすむ街 牧野知弘著302.136/Ma.35/ 中央公論新社

アメリカ (河出新書:001) 橋爪大三郎, 大澤真幸著302.53/H.37/ 河出書房新社

もっと言ってはいけない (新潮新書:799) 橘玲著304/Ta.13/ 新潮社

地方上級教養試験過去問500 2019年度版 (公務員 資格試験研究会編318.8/Sh.15/ 実務教育出版

2040年自治体の未来はこう変わる! 今井照著318/I.43/ 学陽書房

民法総則 生田敏康[ほか]著324.1/I.39/ 法律文化社

表解改正民法 (債権関係) 実務ハンドブック : 古川和典著324.4/F.93/ ぎょうせい

商法総則・商行為法 (スタンダード商法:1) 北村雅史編325/Ki.68/ 法律文化社

よりよき世界へ : 資本主義に代わりうる経済シ ジャコモ・コルネオ [著]/331.04/C.88/ 岩波書店

ゲーム理論 (日評ベーシック・シリーズ) 土橋俊寛著331.19/Ts.26/ 日本評論社

資本の亡霊 (叢書・ウニベルシタス:1089) ヨーゼフ・フォーグル331.2/V.86/ 法政大学出版局

生産性 : 誤解と真実 森川正之著331.81/Mo.51/ 日本経済新聞出版

余剰分析の経済学 水野勝之, 土居拓務, 宮下331.842/Mi.96/ 中央経済社/中央経

ベーシック経済学 : 次につながる基礎固め 新版 古沢泰治, 塩路悦朗著331/F.94/ 有斐閣

行動経済学 : 伝統的経済学との統合による新し 大垣昌夫, 田中沙織著331/O.21/ 有斐閣

経済学入門 米本清, 宇都宮仁編331/Y.83/ みらい

資本主義の歴史 : 起源・拡大・現在 ユルゲン・コッカ著/山井332.06/Ko.15/ 人文書院

経済が競争でない時代 : 人口減少の先の地域市 大庫直樹著332.107/O.25/ 中央公論新社

日本経済のマーケットデザイン スティーヴン・K.ヴォーゲ332.107/V.86/ 日本経済新聞出版
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未来経済都市沖縄 安里昌利著332.199/A.88/ 日本経済新聞出版

経済法入門 (法学教室Library) 泉水文雄著333.09/Se.73/ 有斐閣

知っていますか?SDGs : ユニセフとめざす2030年 日本ユニセフ協会制作協力333.8/N.77/ さ・え・ら書房

SDGsを学ぶ : 国際開発・国際協力入門 高柳彰夫, 大橋正明編333.8/Ta.57/ 法律文化社

The changing nature of work : softcover333.8/W.88/2019 World Bank Group

日本の「中国人」社会 (日経プレミアシリーズ: 中島恵著334.522/N.34/ 日本経済新聞出版

はじめて学ぶ人のための経営学入門 ver.2 (第2 片岡信之 [ほか] 著335.1/Ka.83/ 文眞堂

「企業と社会」論とは何か : CSR論の進化と現代 松野弘著335.13/Ma.84/ ミネルヴァ書房

SDGs経営の時代に求められるCSRとは何か 関正雄著335.15/Se.24/ 第一法規

日本社会に生きる中小企業 鵜飼信一編著335.35/U.53/ 中央経済社/中央経

商社 2020年度版 (最新データで読む産業と会社335.4/Sh.94/2020 産学社

The history of Sumitomo [edited/issued by335.48/Su.66/ Corporate

アイデア・エバリュエーション : 持続可能なビ スヴェルケル・オーレン335/O.71/ 九州大学出版会

フラグメント化する世界 : GAFAの先へ 鈴木裕人, 三ツ谷翔太共著336.1/Su.96/ 日経BP社/日経BP

デジタル・ビジネスモデル : 次世代企業になる ピーター・ウェイル, ステ336.17/W.55/ 日本経済新聞出版

常勝集団のプリンシプル : 自ら学び成長する人 岩出雅之著336.3/I.92/ 日経BP社/日経BP

「TKC経営指標」から見た産業別経営動向 平成 TKC全国会システム委員会336.83/Tk.1/2011 TKC全国会

「TKC経営指標」から見た産業別経営動向 平成 TKC全国会システム委員会336.83/Tk.1/2012 TKC全国会

「TKC経営指標」から見た産業別経営動向 平成 TKC全国会システム委員会336.83/Tk.1/2013 TKC全国会

Accounting trends & techniques 72th ed. edited by Jack Shohet,336.9/A.44/2018 American

ビジネスセンスが身につく会計学 成川正晃編著336.9/N.52/ 中央経済社/中央経

簿記が基礎からわかる本 : 中級レベルまで 第3 清村英之著336.91/Ki.87/ 同文舘出版

HUMAN+MACHINE人間+マシン : AI時代の8つの ポール・R.ドーアティ著336/D.45/ 東洋経済新報社

「通貨」の正体 (集英社新書:0965A) 浜矩子著337/H.22/ 集英社

歴史に翔ける : 三洋証券七十年史 藤井栄著338.17/F.57/ 松井経済研究所

インターネットビジネスの競争戦略 : オンライ 高井文子著338.17/Ta.34/ 有斐閣

外為白書 2017-18(第9号)338.95/G.15/2017 外為どっとコム総

金融論 第2版 (ベーシック+. Basic plus) 家森信善著338/Y.49/ 中央経済社/中央経

会計検査事例100選 平成30年版 公会計研究協会編343.8/Ko.41/2018 公会計研究協会

国際租税法 : 概論 第4版 本庄資, 田井良夫, 関口博345.1/H.85/ 大蔵財務協会

国際連合世界統計年鑑 61集(2018) 国際連合統計局原著編集350.5/Ko.51/2018 原書房

データブックオブザワールド Vol.31(2019)350.9/N.76/1-2019 二宮書店

敵とのコラボレーション : 賛同できない人、好 アダム・カヘン著/東出顕361.45/Ka.19/ 英治出版

Stataによる社会調査データの分析 : 入門から応 石黒格編著361.9/I.73/ 北大路書房

お金のために働く必要がなくなったら、何をしま エノ・シュミット [ほか]364/Sc.5/ 光文社

家計の金融行動に関する世論調査 平成30年 日本リサーチセンター編集365.4/C.53/1-2018 金融広報中央委員

AIと日本の雇用 岩本晃一編著366.2/I.94/ 日本経済新聞出版

学校基本調査報告書 : 高等教育機関 平成30年度 文部省大臣官房調査統計課377.059/G.16/1-2018 大蔵省印刷局

学校基本調査報告書 : 初等中等教育機関 専修学 文部省大臣官房調査統計課377.059/G.16/2-2018 大蔵省印刷局

イッキに内定!一般常識&時事一問一答 [2021年度 角倉裕之著377.9/Ta.33/2021 高橋書店

イッキに内定!面接&エントリーシート一問一答 坂本直文著377.9/Ta.33/2021 高橋書店

イッキに内定!SPIスピード解法一問一答 [2021年 尾藤健著377.9/Ta.33/2021 高橋書店

適性検査最短攻略[一問一答] : イッキに内定! 國頭直子著377.9/Ta.33/2021 高橋書店

一問一答!一般常識問題集 [2021年度版] 木村正男著377.9/Ta.33/2021 高橋書店

一問一答面接攻略完全版 [2021年度版] 櫻井照士著377.9/Ta.33/2021 高橋書店
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超速マスター!一般常識&時事問題 [2021年度版] 就職対策研究会編377.9/Ta.33/2021 高橋書店

インターンシップ報告書 2018年377.9/Y.75/2018 横浜商科大学

科学者の社会的責任 (岩波科学ライブラリー: 藤垣裕子著407/F.58/ 岩波書店

論文・学会発表に役立つ!研究者のための 田中佐代子著407/Ta.84/ 化学同人

損する顔得する顔 山口真美著469.43/Y.24/ 朝日新聞出版

Society (ソサエティ) 5.0 : 人間中心の超ス 日立東大ラボ編著504/H.77/ 日本経済新聞出版

オリンピックVS便乗商法 : まやかしの知的財産 友利昴著507.26/To.62/ 作品社

三十年史 三十年史編纂グループ編510.9/Ta.25/ 大洋建設

未来を拓くキャンパスのデザイン 日建設計, 岩崎克也編著526.37/N.73/ 彰国社

日本自動車車体工業会70年史537.06/N.77/ 日本自動車車体工

東洋電機製造百年史 東洋電機製造100年史編集542.067/To.81/ 東洋電機製造

これ1冊でできる!ラズベリー・パイ超入門 : 福田和宏著548.29/F.74/ ソーテック社

カラー図解Raspberry Piではじめる機械学習 : 金丸隆志著548.29/Ka.45/ 講談社

住友金属鉱山社史 住友金属鉱山株式会社社史560/Su.66/ 住友金属鉱山

70年の歴史を越えて未来へ 改版576.53/Se.44/ 石鹸新報社

食品産業統計年報 平成30年度版 [食品産業センター編]588.059/Sh.96/2018 食品産業センター

大人が愉しむウイスキー入門 (ちくま新書:1381) 輿水精一著588.57/Ko.86/ 筑摩書房

地方を変える女性たち : カギは「ビジョン」と 麓幸子著601.1/F.87/ 日経BP社/日経BP

業種別業界情報 : ナマの業界百科事典 2019年版 中小企業動向調査会編著603/C.67/1-2019 経営情報出版社

ロブスターの歴史 (「食」の図書館) エリザベス・タウンセンド664.76/To.77/ 原書房

メルカリ : 希代のスタートアップ、野心と焦り 奥平和行著673.36/O.54/ 日経BP社/日経BP

日本の百貨店史 : 地方、女子店員、高齢化 谷内正往, 加藤諭著673.8/Ta.88/ 日本経済評論社

アナログの逆襲 : 「ポストデジタル経済」へ、 デイビッド・サックス著/675.3/Sa.98/ インターシフト/合

1からの流通論 第2版 石原武政, 竹村正明, 細井675.4/I.74/ 碩学舎/中央経済社

マーケティング・コミュニケーション : プリン C. フィル, S. ターンブル675/F.26/ 白桃書房

Tap : スマホで買ってしまう9つの理由 アニンディヤ・ゴーシュ著675/G.69/ 日経BP社/日経BP

なぜ「それ」が買われるのか? : 情報爆発時代に 博報堂買物研究所著/山本675/H.19/ 朝日新聞出版

サービス・マーケティング : 理論と実践 日野隆生編著675/H.61/ 五絃舎

Whyを考える!マーケティングの力 池田信寛著675/I.32/ 中央経済社/中央経

マーケティングの実際と考察 : 商業力は分析の 小川純一著675/O.24/ 五絃舎

ちょいバカ戦略 : 意識低い系マーケティングの 小口覺著675/O.26/ 新潮社

リレーションシップ・マーケティング : サービ 岡山武史編著675/O.47/ 五絃舎

プロモーショナル・マーケティング研究 平成29 日本プロモーショナル・675/P.97/2017 日本プロモーショ

消費者理解に基づくマーケティング : 感覚マー 須永努著675/Su.73/ 有斐閣

消費行動 新版 武居奈緒子著675/Ta.65/ 晃洋書房

中国・新興国ネクサス : 新たな世界経済循環 末廣昭, 田島俊雄, 丸川知678.22/Su.16/ 東京大学出版会

原田七十年のあゆみ 社史編纂委員会編683.9237/H.32/ 原田港湾作業

横浜回漕協会四十年史 : 二十年・三十年史続編683/Y.75/ 横浜回漕協会

横浜回漕協会三十年史683/Y.75/ 横浜回漕協会

官私並進輸送史序説 (大東文化大学経営研究所研 今城光英著686.21/I.46/ 大東文化大学経営

100 years at Sotetsu 相鉄ホールディングス株式686.21/Sa.21/ 相鉄ホールディン

国際航空運賃・料金 第33版 (旅行業実務シリー JTB総合研究所編687.4/J.48/2018 JTB総合研究所

JTB report : all about Japanese overseas 日本交通公社編689.059/N.77/2018 日本交通公社

国内運賃・料金 /JTB総合研究所 第34版 (旅行業689.1/J.48/2018 JTB総合研究所

旅行業約款、運送・宿泊約款 改編第3版 (旅行業 JTB総合研究所689.1/J.48/2018
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旅行業法及びこれに基づく命令 改編第3版 2018 JTB総合研究所編689.1/J.48/2018 JTB総合研究所

旅行年報 2018689.21/N.77/2018 日本交通公社

着地型観光の経営的条件 : DMO/DMCに至る地域 近藤政幸著689.4/Ko.73/ 大阪公立大学共同

旅程管理研修 : 海外実務・語学・国際運送約款 JTB総合研究所689.6/J.48/2018 JTB総合研究所

旅程管理研修 : 基礎・国内実務 13版 JTB総合研究所689.6/J.48/2018 JTB総合研究所

ツアーコンダクター入門 17版 JTB総合研究所689.6/J.48/2018 JTB総合研究所

海外旅行カウンター販売 14版 JTB総合研究所編689.6/J.48/2018 ＪＴＢ総合研究所

国内旅行カウンター販売 16版 JTB総合研究所編689.6/J.48/2018 JTB総合研究所

総合旅行業務取扱管理者試験科目別速習問題集 JTB総合研究所編689.6/J.48/2018 JTB総合研究所

国内旅行業務取扱管理者試験科目別速習問題集 JTB総合研究所編689.6/J.48/2018

海外旅行実務 第34版 (旅行業実務シリーズ:9) JTB総合研究所編689.6/J.48/2018 JTB総合研究所

海外観光資源 第34版 (旅行業実務シリーズ:8) JTB総合研究所編689.6/J.48/2018 JTB総合研究所

旅行英語 第20版 (旅行業実務シリーズ:7) JTB総合研究所689.6/J.48/2018 JTB総合研究所

出入国法令と実務 第33版 (旅行業実務シリーズ: JTB総合研究所編689.6/J.48/2018 JTB総合研究所

国内観光資源 第35版 (旅行業実務シリーズ:4) JTB総合研究所編689.6/J.48/2018 JTB総合研究所

ホテル業界就職ガイド 2020年 「ホテル業界就職ガイド」689.8/H.96/2020 オータパブリケイ

観光学基礎 : 観光に関する14章 第7版 JTB総合研究所編689/J.48/ JTB総合研究所

旅行業務入門 19版 JTB総合研究所編689/J.48/2018 JTB総合研究所

観光概論 改訂第10版 宍戸学[ほか]著689/J.48/2018 JTB総合研究所

空をゆく巨人 川内有緒著702.22/Ka.98/ 集英社

美術館と大学と市民がつくるソーシャルデザイン 稲庭彩和子, 伊藤達矢著/709.136/I.54/ 青幻舎

スポーツ映画トップ100 (文春新書:1181) 芝山幹郎著778.2/Sh.19/ 文藝春秋

一切なりゆき : 樹木希林のことば (文春新書: 樹木希林著778.21/Ki.22/ 文藝春秋

アニメを究める11のコツ (アニメ研究入門:応用 小山昌宏, 須川亜紀子編著778.77/Ko.97/ 現代書館

スポーツまちづくりの教科書 松橋崇史, 高岡敦史編著/780.21/Ma.76/ 青弓社

一九六四年東京オリンピックは何を生んだのか 石坂友司, 松林秀樹編著780.69/I.84/ 青弓社

2020年東京オリンピックの研究 : メガ・スポー 中村祐司著780.69/N.37/ 成文堂

スポーツ産業論 (Sports perspective series:3) 相原正道, 庄子博人, 櫻井780/A.24/ 晃洋書房

スポーツチーム経営の教科書 あずさ監査法人, スポーツ780/A.99/ 学研プラス

逆境を超える「ポジティブマネジメント論」 : 西野朗著783.47/N.85/ ぴあ

21世紀のカレッジ・ジャパニーズ : 大学生のた 深澤のぞみ著/濱田美和著/810/F.73/ 国書刊行会

朝日キーワード 2020 朝日新聞社編813.7/A.82/2020 朝日新聞社

ロジカルに伝える技術 : コミュニケーションの 大庭コテイさち子著816/Sa.12/ NTT出版

残念な英語 : 間違うのは日本人だけじゃない デイビッド・セイン著837.8/Th.1/ 光文社

どこよりも遠い場所にいる君へ (集英社オレンジ 阿部暁子著913.6/A.12/ 集英社

また君と出会う未来のために (集英社オレンジ文 阿部暁子著913.6/A.12/ 集英社

ベルリンは晴れているか 深緑野分著913.6/F.72/ 筑摩書房

犯人のいない殺人の夜 (光文社文庫) 東野圭吾著913.6/H.55/ 光文社

ある男 平野啓一郎著913.6/H.66/ 文藝春秋

時間屋 : 想いをつなぐ祇園の時計師 (双葉文庫: 広瀬未衣著913.6/H.72/ 双葉社

童の神 今村翔吾 [著]913.6/I.44/ 角川春樹事務所

信長の原理 垣根涼介著913.6/Ka.25/ KADOKAWA

生きてさえいれば (文芸社文庫:[こ5-2]) 小坂流加著913.6/Ko.82/ 文芸社

愛なき世界 三浦しをん著913.6/Mi.67/ 中央公論新社

熱帯 森見登美彦著913.6/Mo.54/ 文藝春秋
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はつ恋 村山由佳著913.6/Mu.62/ ポプラ社

そして、バトンは渡された 瀬尾まいこ著913.6/Se.76/ 文藝春秋

宝島 真藤順丈著913.6/Sh.62/ 講談社

献灯使 (講談社文庫:[た74-4]) 多和田葉子 [著]913.6/Ta.97/ 講談社

雑品屋セイゴオ 松岡正剛著/菊地慶矩画914.6/Ma.86/ 春秋社

遠きにありて 西川美和著914.6/N.83/ 文藝春秋

お金がない! (暮らしの文藝) 赤瀬川原平[ほか]著914.68/A.32/ 河出書房新社

The last girl : イスラム国に囚われ、闘い続け ナディア・ムラド, ジェナ936/Mu.38/ 東洋館出版社

かながわ街角今昔物語　かながわあの日あの頃 神奈川県図書館協会A291.37/Ka.43/ 神奈川県図書館協

アベンジャーズ : インフィニティ・ウォーA778/A.13/ ウォルト・ディズ

アベンジャーズ : エイジ・オブ・ウルトロンA778/A.13/ ウォルト・ディズ

青夏A778/A.55/ ポニーキャニオン

Black PantherA778/B.52/ ポニーキャニオン

ちはやふる 結び 末次由紀原作/小泉徳宏監A778/C.43/3 東宝 (発売)

GetoutA778/G.38/ NBCユニバーサル

カメラを止めるな! 上田慎一郎監督・脚本・編A778/Ka.35/ バップ

君の膵臓をたべたい 月川翔監督¦キミ ノ スイA778/Ki.33/ 東宝 (発売)

オーシャンズ8A778/O.14/ ワーナー・ブラ

リメンバー・ミー (Disney DVD) directed by LeeA778/R.44/ ウォルト・ディズ

テルマエ・ロマエ II : [市販用] ヤマザキマリ原作/橋本裕A778/Te.76/2 フジテレビジョン/

The VisitA778/V.82/ NBCユニバーサル

神奈川近代文学館年報 2017年度 神奈川文学振興会編集K018.91/Ka.43/2017 神奈川県立神奈川

川崎港のあゆみ 川崎市港湾局編集K683.921/Ka.97/ 川崎市

京急沿線の近現代史 (CPCリブレ : エコーする 小堀聡著K686.21/Ko.14/ クロスカルチャー


