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横浜商科大学図書

書名

請求記号

著者名
伊豆哲也 [ほか] 著

出版者

007.1/I.99/

トコトンやさしい暗号の本 (B&Tブックス. 今日

007.6/J.66/2017

広がる利用、見えてきた脅威 : つながる社会へ着 情報処理推進機構(IPA)企

情報処理推進機構

007.6/Ko.38/

最新図解でわかるデータベースのすべて : ファイ 小泉修著

日本実業出版社

007.6/Sc.1/

最新わかりすぎる情報セキュリティの教科書 : マ SCC教育事業推進本部セ

エスシーシー

007.609/N.37/

情報セキュリティの基礎知識 : イラスト図解満載 中村行宏 [ほか] 著

技術評論社

007.609/Ta.87/

これだけはおさえたいデータベース基礎の基礎

技術評論社

007.61/I.57/

演習で身につくソフトウェア設計入門 : 構造化分 井上克郎著

エヌ・ティー・エ

007.63/N.95/

速効!図解PowerPoint 2016 : Windows 10/8.

野々山美紀, 川上恭子著

マイナビ出版

007.634/Mi.76/

新しいLinuxの教科書

三宅英明, 大角祐介著

SBクリエイティブ

007.634/O.67/

Linuxコマンドブックビギナーズ 第4版

川口拓之, 田谷文彦, 三沢

SBクリエイティブ

007.634/Ta.67/

Linuxのしくみ : 試して理解 : 実験と図解で学ぶ

武内覚著

技術評論社

010.6/Z.3/1-2018

全国図書館大会記録 [平成29年度]

全国図書館大会実行委員会 全国図書館大会実

019/Ma.86/

読む力 : 現代の羅針盤となる150冊 (中公新書ラ

松岡正剛, 佐藤優著

070.21/O.25/

すべての新聞は「偏って」いる : ホンネと数字の 荻上チキ著

扶桑社

081/I.95/1-1703

官僚たちのアベノミクス : 異形の経済政策はいか 軽部謙介著

岩波書店

081/I.95/1-1704

地元経済を創りなおす : 分析・診断・対策 (岩波

枝廣淳子著

岩波書店

081/I.95/2-G372

ラテンアメリカ五〇〇年 : 歴史のトルソー (岩波

清水透著

岩波書店

134.9/G.11/

なぜ世界は存在しないのか (講談社選書メチエ:

マルクス・ガブリエル著/

講談社

140.7/Ko.65/

Excelで今すぐはじめる心理統計 : 簡単ツール

小宮あすか, 布井雅人著

講談社

140/Ku.92/

心理学って何だろうか? : 四千人の調査から見え

楠見孝編

誠信書房

143/H.36/

発達心理学 : 心の謎を探る旅

長谷川真里著

北樹出版

159/G.92/

ニューエリート : グーグル流・新しい価値を生み ピョートル・フェリクス・ 大和書房

165/I.89/

功徳と喜捨と贖罪 : 宗教の政治経済学

伊東利勝編

愛知大学人文社会

190/Ko.27/

一神教とは何か : キリスト教、ユダヤ教、イス

小原克博著

平凡社

210.58/To.46/

高精細画像で甦る150年前の幕末・明治初期日本

東京大学史料編纂所古写真 洋泉社

233/Ko.12/

英国公文書の世界史 : 一次資料の宝石箱 (中公新

小林恭子著

中央公論新社

288.41/Ku.41/16

昭和天皇実録 第16

[東京書籍編]

東京書籍

288.41/Ku.41/17

昭和天皇実録 第17

[東京書籍編]

東京書籍

288.41/Ku.41/18

昭和天皇実録 第18

[東京書籍編]

東京書籍

289.1/Ku.72/

伊勢宗瑞 (シリーズ・中世関東武士の研究:第10

黒田基樹編著

戎光祥出版

290.9/C.44/A01

ヨーロッパ 2018〜2019年版 (地球の歩き方:1,

地球の歩き方編集室編

ダイヤモンド・

290.9/C.44/A20

スペイン 2018〜2019年版 (地球の歩き方:23,

地球の歩き方編集室著作編 ダイヤモンド・

290.9/C.44/D10

台湾 2018〜2019年版 (地球の歩き方:31, D10)

地球の歩き方編集室編

290.9/C.44/D26

バリ島 2018〜2019年版 (地球の歩き方:91,

地球の歩き方編集室著作編 ダイヤモンド・

290.9/C.44/E10

南アフリカ : ジンバブエ・レソト・スワジランド 地球の歩き方編集室著作編 ダイヤモンド・

302.55/G.72/

ラテンアメリカはどこへ行く (グローバル・サウ

後藤政子, 山崎圭一編著

302.55/R.17/

ラテン・アメリカ社会科学ハンドブック

ラテン・アメリカ政経学会 新評論

304/Ka.98/

ポスト新産業革命 : 「人口減少」×「AI」が変え 加谷珪一著

CCCメディアハウ

304/O.15/

日本再興戦略 (NewsPicks book)

落合陽一著

幻冬舎

304/Ka.14/

Recent studies in economic sciences :

edited by Atsushi

Kyushu University

304/O.61/

日本の論点 2018-19

大前研一著

プレジデント社

309/F.28/

資本主義リアリズム : 「この道しかない」のか?

マーク・フィッシャー著 :

堀之内出版

312.53/W.84/

炎と怒り : トランプ政権の内幕

マイケル・ウォルフ著/関

早川書房

318.6/Ta.67/

地域メンテナンス論 : 不確実な時代のコミュニ

竹内裕二著

晃洋書房

318.6/Ta.93/

まちづくりとしての地域包括ケアシステム : 持続 田城孝雄, 内田要編

谷尻かおり著

日刊工業新聞社

中央公論新社

ダイヤモンド・

ミネルヴァ書房

東京大学出版会
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横浜商科大学図書

書名

請求記号

著者名

出版者

319.04/C.53/

誰が世界を支配しているのか?

ノーム・チョムスキー著/

双葉社

319.2/F.74/

アジアの国際関係 : 移行期の地域秩序 (東洋英和

福田保編

春風社

323.14/Sh.92/

目で見る憲法 第5版

初宿正典 [ほか] 編著

有斐閣

324/D.81/

リーガルベイシス民法入門 第2版

道垣内弘人著

日本経済新聞出版

324/H.66/

債権法 第2版 (基礎コース. 法学:4/民法:2)

平野裕之著

新世社/サイエンス

324/H.66/

総則・物権法 第3版 (基礎コース. 法学:3/民法:1)

平野裕之著

新世社/サイエンス

325.2/I.92/

会社法判例百選 第3版 (別冊ジュリスト:no. 229)

岩原紳作, 神作裕之, 藤田

有斐閣

325.2/Ka.51/

会社法 第20版 (法律学講座双書)

神田秀樹著

弘文堂

331.16/H.29/

ルールなき省察 : 経済学方法論と現代科学論

D.ウェイド・ハンズ著

慶應義塾大学出版

331.19/Ma.87/

わかりやすさのための制度設計 : ゲーム理論と心 松島斉著

三菱経済研究所

331/A.71/

「行動経済学」人生相談室 (ハヤカワ文庫:8146.

ダン・アリエリー著/櫻井

早川書房

331/Ko.54/1-7

公共経済学研究 7 (中京大学経済学部付属経済研

水野正一編著

中京大学経済学部

331/O.83/

経済学 (アカデミックナビ)

大滝雅之著

勁草書房

331/Ta.67/

あなたの人生は「選ばなかったこと」で決まる :

竹内健蔵著

日本経済新聞出版

331/Ta.97/

経済学のエッセンス100 第3版

多和田眞, 近藤健児著

中央経済社/中央経

332/Mi.96/

グローバル経済史 (放送大学教材:1639609-1-

水島司, 島田竜登著

放送大学教育振興

332.06/Ki.68/

資本主義の運動法則と定常社会

北村豊幸著

日本評論社

332.107/N.93/

アベノミクスが変えた日本経済 (ちくま新書:

野口旭著

筑摩書房

332.107/Ko.82/

労働力不足の経済学 : 日本経済はどう変わるか

小崎敏男著

日本評論社

332.2/E.59/

現代アジア経済論 : 「アジアの世紀」を学ぶ (有

遠藤環 [ほか] 編

有斐閣

332.22/Kr.6/

チャイナ・エコノミー : 複雑で不透明な超大国そ アーサー・R・クローバー 白桃書房

332/Ka.97/

一般経済史 (Minervaスタートアップ経済学:4)

河崎信樹, 奥和義編著

ミネルヴァ書房

333.6/Mo.83/

理論と実証から学ぶ新しい国際経済学

友原章典著

ミネルヴァ書房

334.31/Ka.93/

未来の呪縛 : 日本は人口減から脱出できるか (中

河合雅司著

中央公論新社

335.1/A.87/

基本経営学

浅野清彦 [ほか] 著

東海大学出版部

335.13/Ta.67/

イーロン・マスクの野望 : 未来を変える天才経営 竹内一正著

朝日新聞出版

335.5/O.61/

大前研一日本企業のグローバル戦略入門

大前研一編著

プレジデント社

335.8/Y.98/

3つのゼロの世界 : 貧困0・失業0・CO2排出0の

ムハマド・ユヌス著/山田

早川書房

336.1/Ki.39/

ブルー・オーシャン戦略論文集 (Harvard

W・チャン・キム, レネ・

ダイヤモンド社

336.1/Sh.49/

戦略の原点

清水勝彦著

日経BP社/日経BP出

336.17/Mi.76/

経営情報システム 第4版

宮川公男, 上田泰編著

中央経済社

336.17/To.79/

経営情報論 新版補訂 (有斐閣アルマ:

遠山曉, 村田潔, 岸眞理子

有斐閣

336.17/Y.75/

経営とサイバーセキュリティ : デジタルレジリエ 横浜信一著

日経BP社

336.2/Y.48/

山崎亮とstudio-Lが作った問題解決ノート

アスコム

336.3/G.72/

グローバル人事改革の挫折と再生 : 制度論で捉え 後藤将史著

京都大学学術出版

336.83/Sa.47/

財務諸表分析 第7版

桜井久勝著

中央経済社/中央経

336.9/I.89/

新・現代会計入門 第3版

伊藤邦雄著

日本経済新聞出版

336.9/H.72/

財務会計 第13版

広瀬義州著

中央経済社

336.9/N.29/

会計学エッセンス 第3版

内藤文雄著

中央経済社

336.9/Sa.47/

財務会計・入門 : 企業活動を描き出す会計情報と 桜井久勝, 須田一幸著

有斐閣

336.9/To.62/

会計の歴史 改訂版

友岡賛著

税務経理協会

336.91/Ta.73/

スッキリわかる日商簿記2級商業簿記 第10版

滝澤ななみ著

TAC株式会社出版

336.91/Ta.73/

スッキリわかる日商簿記2級工業簿記 第7版

滝澤ななみ著

TAC株式会社出版

336.91/Ta.73/

みんなが欲しかった簿記の教科書日商2級商業簿

滝沢ななみ著

TAC株式会社出版

336.91/Ta.73/

みんなが欲しかった簿記の教科書日商2級工業簿

滝沢ななみ著

TAC株式会社出版

山崎亮, studio-L著
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請求記号

著者名

出版者

336.91/Ta.73/

商社 : グローバルな価値創造に向けて (商社ハン

日本貿易会 [編]

日本貿易会

336.91/W.45/

検定簿記ワークブック3級商業簿記 : 日本商工会

渡部裕亘, 片山覚, 北村敬

中央経済社/中央経

336.918/U.45/

工業簿記・原価計算の基礎 : 理論と計算 第4版

上埜進編著/川島和浩 [ほか 税務経理協会

336.97/F.33/

監査の原理と原則 (香川大学経済研究叢書:31)

デヴィット・フリント著/

創成社

336.97/To.13/

財務諸表監査

鳥羽至英 [ほか] 著

国元書房

336.97/Y.46/

監査論テキスト 第6版

山浦久司著

中央経済社

336/H.84/

組織を動かす経営管理 : 経営企画のプロが教える 本合暁詩, リクルートマネ

中央経済社/中央経

336/To.79/

AI経営で会社は甦る

冨山和彦著

文藝春秋

338.3/Ki.81/

金融政策の全論点 : 日銀審議委員5年間の記録

木内登英著

東洋経済新報社

338.61/Ta.33/

最新地方銀行の現状と取組みがよ〜くわかる本 :

高橋克英著

秀和システム

338.61/Y.99/

日米地域銀行の存続と再編 : なぜ日本の地域銀行 由里宗之著

中京大学総合政策

338/H.68/

プレステップ金融学 第2版 (PRE-STEP:03)

平田潤著

弘文堂

338/Y.34/

ベーシック金融論 第2版

山中尚著

同文舘出版

344.1/Ka.21/3-2017

会計検査のあらまし 平成29年

会計検査院 [編]

会計検査院事務総

345.35/Ta.22/2016

体系法人税法 [平成28年度版] 33訂版

山本守之著

税務経理協会

350.9/So.39/1-2018

世界の統計 (国際統計要覧) 2018

総務庁統計局編

大蔵省印刷局 : 日

361.45/Ma.66/

メディアの本分 : 雑な器のためのコンセプトノー 増田幸弘編

彩流社

361.5/Sh.71/

共に生きる : 多民族・多文化社会における対話

弘文堂

361.9/Ki.56/

質的社会調査の方法 : 他者の合理性の理解社会学 岸政彦, 石岡丈昇, 丸山里

有斐閣

364/St.2/

ベーシックインカムへの道 : 正義・自由・安全の ガイ・スタンディング著 :

プレジデント社

366.29/Ki.39/

キャリアコンサルティング理論と実際 : カウンセ 木村周著

雇用問題研究会

366.4/Mi.95/

「同一労働同一賃金」のすべて

有斐閣

367.2/H.14/

女性の就業、結婚、出産に関する行動、価値観の 萩原里紗著

367.7/To.46/

東大がつくった高齢社会の教科書 : 長寿時代の人 東京大学高齢社会総合研究 東京大学出版会

367.9/Ka.98/

フェミニストとオタクはなぜ相性が悪いのか :

香山リカ, 北原みのり著

イースト・プレス

369.31/Su.13/

蘇るサバ缶 : 震災と希望と人情商店街

須田泰成著

広済堂出版

369.42/Su.96/

経済学者、待機児童ゼロに挑む

鈴木亘著

新潮社

375.1/F.63/

協同的探究学習で育む「わかる学力」 : 豊かな学 藤村宣之, 橘春菜, 名古屋

ミネルヴァ書房

375.1/Mo.31/

高等学校学習指導要領解説 情報編

文部科学省 [著]

開隆堂出版

377.1/I.25/

大学事務職員の履歴書

井原徹[ほか]著

大学行政管理学会

377.9/Ta.33/2020

超速マスター!一般常識&時事問題 [2020年度版]

就職対策研究会編

高橋書店

383.83/N.17/

歴史をつくった洋菓子たち : キリスト教、シェイ 長尾健二著

築地書館

410.1/Ta.84/

数学基礎論講義 : 不完全性定理とその発展

田中一之 [ほか] 著

日本評論社

491.3/H.85/

標準生理学 第8版 (Standard textbook)

本間研一 [ほか] 編集

医学書院

499.09/F.93/

日本におけるDTCマーケティングの歩みと未来

古川隆著

文真堂

519/Ki.63/

はじめての環境学 新版

北川秀樹, 増田啓子著

法律文化社

537.09/Sa.69/

安倍政権下のトヨタ自動車 (中京大学企業研究叢

猿田正機編著/杉山直 [ほ

中京大学企業研究

547.483/A.45/

3分間ネットワーク基礎講座 改訂新版 (世界一わ

網野衛二著

技術評論社

548.29/F.74/

Raspberry Pi 電子工作実践講座 : 電子部品ごと

福田和宏著

ソーテック社

548.29/F.74/

これ1冊でできる!ラズベリー・パイ超入門 :

福田和宏著

ソーテック社

548.29/Ka.45/

最新Raspberry Piで学ぶ電子工作 : 作って動かし

金丸隆志著

講談社

548.29/Ku.25/

やさしくはじめるラズベリー・パイ : 電子工作で クジラ飛行机著

548/N.77/

バーチャルリアリティ学

日本バーチャルリアリティ 日本バーチャルリ

575.34/To.46/

鶴見工場60年史

鶴見工場60年史編集委員

東京ガス株式会社

588.3/Ko.71/

スイーツ放浪記 (中公新書ラクレ:618. カラー版)

今柊二著

中央公論新社

塩原良和著

水町勇一郎著

三菱経済研究所

マイナビ出版
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588.35/Sa.42/

オドロキのブランドづくり

嵜本将光著

589.7/P.16/

パイロットの航跡 : 文化を担って60年

パイロット萬年筆株式会社 パイロット万年筆

幻冬舎メディアコ

589.73/Ta.73/

「消せるボールペン」30年の開発物語 (小学館新

滝田誠一郎著

611.3/Sh.96/3-2018

食糧経済年鑑 平成30年版

611.32/Ko.12/

食品ロスの経済学 改訂新版

小林富雄著

670.59/Ts.91/1-2018

わが国の商業 2018

通商産業大臣官房調査統計 通商産業調査会

673.99/To.15/2018

土地家屋調査士白書 2018

日本土地家屋調査士会連合 日本加除出版

674/Sa.52/

新時代の広報 : 企業価値を高める企業コミュニ

佐桑徹, 江良俊郎, 金正則

675/O.57/

世界最先端のマーケティング : 顧客とつながる企 奥谷孝司著 : 岩井琢磨著

日経BP社/日経マー

675.3/Mi.79/

理系の企画力! : ヒット商品は「現場感覚」から

宮永博史 [著]

祥伝社

675.4/I.76/

基礎からの商業と流通 第4版

石川和男著

中央経済社

675/Ko.93/

コトラー、アームストロング、恩藏のマーケティ フィリップ・コトラー, ゲ

丸善出版

675/O.24/

マーケティング入門 (Management text)

小川孔輔著

日本経済新聞出版

678.05/N.77/2018

日本貿易の現状 : 日本貿易会年次報告 2018

日本貿易会編

日本貿易会

678.2/Ta.78/

物流は世界史をどう変えたのか (PHP新書:1129)

玉木俊明著

PHP研究所

683.921/Y.86/

港の日本史 (祥伝社新書:520)

吉田秀樹, 歴史とみなと研

祥伝社

689.21/E.56/

日本人は知らない中国セレブ消費 (日経プレミア

袁静著

日本経済新聞出版

689.3/Sh.99/

日本の観光を担う次世代リーダーへ : つかめ!新

首都大学東京編 : 日本観光 日本観光振興協会

689.4/H.38/

地域文化観光論 : 新たな観光学への展望

橋本和也著

ナカニシヤ出版

689.4/I.68/

バリと観光開発 : 民主化・地方分権化のインパク 井澤友美著

ナカニシヤ出版

689.4/U.66/

理論と実践 (観光学全集:第7巻. 観光計画論:溝尾

梅川智也編著/溝尾良隆 [ほ 原書房

689.5/Sh.49/

「東北のハワイ」は、なぜV字回復したのか : ス

清水一利著

集英社

689.8/Ka.96/

帝国ホテル伝統のおもてなし

川名幸夫著

日本能率協会マネ

689/Ka.86/2018

観光ビジネス未来白書 : 統計に見る実態・分析か 加藤弘治編著

704/H.29/

キュレーションの方法 : オブリストは語る

732.1/Ko.61/

世界のなかで自分の役割を見つけること : 最高の 小松美羽著

ダイヤモンド社

780.13/Se.33/

「女子マネ」のエスノグラフィー : 大学運動部に 関めぐみ著

晃洋書房

780.19/A.12/

これからの健康とスポーツの科学 第4版

安部孝, 琉子友男編

講談社

780.4/Sa.67/

スポーツ新考 : わがまちを熱く!晴れの国・岡山

山陽新聞社編

山陽新聞社

780/I.33/

スポーツを仕事にするという選択 : スポーツ業界 池上達也著

秀和システム

780/Ko.61/

スポーツの現場ではたらく (イースト新書Q:

小松ゆたか[著]

イースト・プレス

783.1/Mi.34/

海賊をプロデュース : Bリーグ横浜ビー・コルセ

ミムラユウスケ著 : 木村剛 産業能率大学出版

833.7/Ts.41/

グローバルキャリアをめざして : 語学留学のため 辻勢都, 辻和成, Margaret

三修社

913.6/H.55/

魔力の胎動

東野圭吾著

KADOKAWA

914.6/I.35/

みんな昔はこどもだった

池内紀著

講談社

933.7/To.69/

シェイプ・オブ・ウォーター (竹書房文庫:と1-

ギレルモ・デル・トロ, ダ

竹書房

K213.7/Y.45/15

高下日記 第7集 : 昭和22年-昭和25年 (大和市史

大和市役所総務部総務課市 大和市

K318.2/Ka.43/2-2017

県勢要覧 : 統計でみる神奈川のすがた 平成29年

K351.37/Y.75/1-2018

横浜市統計書 第96回(平成28年度)

横浜市役所 [編]

横浜市

K366.67/Ka.43/2017

神奈川県労働委員会年報 平成29年

神奈川県労働委員会 [編]

神奈川県労働委員

小学館
食糧経済通信社
農林統計出版

同友館

同友館

ハンス・ウルリッヒ・オブ 河出書房新社

神奈川県

