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1 9784502220418 はじめてまなぶ監査論 盛田良久：百合野正博 中央経済社

2 9784534055538 よくわかる「自治体監査」の実務入門 村井直志 日本実業出版社

3 9784324104187 自治体の仕事シリ－ズ　監査委員事務局のシゴト 吉野貴雄 ぎょうせい

4 9784502197017 スタンダ－ドテキスト　監査論　第４版 盛田良久：蟹江章 中央経済社

5 9784502264511 財務諸表監査の実務　第３版 南成人：中里拓哉 中央経済社

6 9784502262715 監査の品質：日本の現状と新たな規制 町田祥弘 中央経済社

7 9784495206918 監査品質の指標ＡＱＩ 町田祥弘 同文舘出版

8 9784495207816 監査の現場からの声：監査品質を高めるために
監査の品質に関する研
究会

同文舘出版

9 9784765805698 監査を今、再び、考える：監査を考える原点は何か？ 鳥羽至英：秋月信二 国元書房

10 9784904901878 監査・証明業務の多様性に関する研究 松本祥尚 日本公認会計士協会

11 9784502266119 会計における責任概念の歴史：受託責任ないし会計責任 安藤英義 中央経済社

12 9784532322212 東芝事件総決算：会計と監査から解明する不正の実相 久保惠一 日本経済新聞出版社

13 9784561266938 東芝不正会計事件の研究：不正を正当化する心理と組織 樋口晴彦 白桃書房

14 9784532134877
監査における統計的サンプリング法：米国公認会計士協会Ａｕｄｉｔ
Ｇｕｉｄｅ準拠

米国公認会計士協会：
増田幸一

日経事業出版センタ－
(発売：日本経済新聞出
版社)

15 9784322114287 Ｑ＆Ａ監査のための統計的サンプリング入門　改訂版 富田竜一：西山都
金融財政事情研究会(発
売：きんざい)

16 9784433572150
ＣＡＡＴ監査人のためのコンピュ－タ－利用監査技法の実践：ＡＣＬ
Ａｎａｌｙｔｉｃｓ　新版

荒井千晶：水田朋子 清文社

17 9784502113819 １０８の事例で学ぶＣＡＡＴ基礎講座：コンピュ－タ支援監査技法 中村哲也 中央経済社

18 9784502126116 図解ＣＡＡＴ実践入門：デ－タ活用による内部監査の高度化 あずさ監査法人 中央経済社

19 9784495208219 日本監査研究学会リサ－チ・シリ－ズ　会計不正事例と監査 吉見宏 同文舘出版

20 9784502185717 監査論入門　第３版 長吉真一：伊藤竜峰 中央経済社

21 9784296100033 ＥＳＧ経営を強くするコ－ポレ－トガバナンスの実践 松田千恵子 日経ＢＰ社

22 9784822279240 これならわかるコ－ポレ－トガバナンスの教科書 松田千恵子 日経ＢＰ社

23 9784534054708 コ－ポレ－トガバナンスの基本：この１冊ですべてわかる 手塚貞治 日本実業出版社

24 9784532134891 現代コ－ポレ－トガバナンス：戦略・制度・市場 江川雅子 日本経済新聞出版社

25 9784532321758 企業価値を高める経営：投資家との協創が生む持続的成長 東京証券取引所 日本経済新聞出版社
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26 9784822255893 コ－ポレ－トガバナンス・コ－ドの実践　改訂版 武井一浩：井口譲二 日経ＢＰ社

27 9784785726829 コ－ポレ－トガバナンス・コ－ドの実務　第３版 澤口実：内田修平 商事法務

28 9784785726812 コ－ポレ－トガバナンス・コ－ドの読み方・考え方　第２版 中村直人：倉橋雄作 商事法務

29 9784761526818 マ－ケットでまちを変える：人が集まる公共空間のつくり方 鈴木美央 学芸出版社（京都）

30 9784757143173 叢書「世界認識の最前線」　ガバナンスとは何か
マ－ク・ベビア：野田牧
人

ＮＴＴ出版

31 9784495182588 ベ－シック監査論　７訂版 伊豫田隆俊：松本祥尚 同文舘出版

32 9784765805674
早稲田大学会計研究所・会計研究叢書　ノ－ト財務諸表監査に
おける懐疑

鳥羽至英 国元書房

33 9784765805575 監査判断の実証分析 福川裕徳 国元書房

34 9784765805551 条件付監査意見論 永見尊 国元書房

35 9784765805506 財務諸表監査理論と制度．基礎篇 鳥羽至英 国元書房

36 9784765805513 財務諸表監査理論と制度．発展篇 鳥羽至英 国元書房

37 9784765815246 内部統制の理論と制度：執行・監督・監査の視点から 鳥羽至英 国元書房

38 9784765815239 内部統制の理論と実務：執行・監督・監査の視点から 鳥羽至英 国元書房

39 9784495201913 グロ－バリゼ－ションと会計・監査 猪熊浩子 同文舘出版

40 9784502241918
実践ＩＴ監査ガイドブック：フレ－ムワ－クからＤ＆Ａ、サイバ－セ
キュリティ監査

岩下廣美 中央経済社

41 9784502242816
内部監査基本テキスト：公認内部監査人資格認定試験対応　第３
版

水島正：衞藤秀三郎 中央経済社

42 9784532113247 日経文庫　内部統制の知識　第３版 町田祥弘 日本経済新聞出版社

43 9784313161603 Ｑ＆Ａでわかる！自治体の内部統制入門 ト－マツ（監査法人） 学陽書房

44 9784495207519
ＣＯＳＯ全社的リスクマネジメント：戦略およびパフォ－マンスとの
統合

八田進二：橋本尚 同文舘出版

45 9784822255664 企業不正の研究：リスクマネジメントがなぜ機能しないのか？ 安岡孝司 日経ＢＰ社

46 9784502129414 ＣＡＡＴで粉飾・横領はこう見抜く：Ｅｘｃｅｌによる不正発見法 村井直志 中央経済社

47 9784495205119 監査報告書の指摘事項と改善提案：内部監査のプロが書く 藤井範彰 同文舘出版

48 9784433643867
経営監査へのアプロ－チ：企業価値向上のための総合的内部監
査１０の視点

ＰｗＣあらた有限責任監
査法人

清文社

49 9784495193836 これだけは知っておきたい内部監査の実務　３訂版 川村眞一 同文舘出版

50 9784495189167 これだけは知っておきたい内部監査の基本　６訂版 川村眞一 同文舘出版
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51 9784495194215
これだけは知っておきたい内部監査の手法．２　不正・異常性発
見の内部監査

川村眞一 同文舘出版

52 9784495193911
これだけは知っておきたい内部監査の手法．１　グル－プ会社の
内部監査

川村眞一 同文舘出版

53 9784495199227
これだけは知っておきたい取締役・監査役・監査部長等にとって
の内部監査　改訂版

川村眞一 同文舘出版

54 9784495188269 現代の実践的内部監査　六訂版
日本内部監査協会：川
村眞一

同文舘出版

55 9784495206314 バリュ－アップ内部監査Ｑ＆Ａ 日本内部監査協会 同文舘出版

56 9784495208318 内部監査人のためのＩＴ監査とＩＴガバナンス 日本内部監査協会 同文舘出版

57 9784495197926
ＩＴ監査とＩＴ統制：基礎からネットワ－ク・クラウド・ビッグデ－タまで
改訂版

日本内部監査協会 同文舘出版

58 9784495197834 よくわかるシステム監査の実務解説　第３版 島田裕次 同文舘出版

59 9784502275210
これですべてがわかる内部統制の実務：上級ＩＰＯ・内部統制実務
士資格公式テキスト　第４版

日本経営調査士協会 中央経済社

60 9784785725808 ケ－スから考える内部統制システムの構築 中村直人 商事法務

61 9784785722708 内部統制システム構築の実務：平成２６年改正会社法対応 中村直人：山田和彦 商事法務

62 9784904901748 ＣＯＳＯ不正リスク管理ガイド：決定版 八田進二：神林比洋雄 日本公認会計士協会

63 9784561461807 開示不正：その実態と防止策 八田進二 白桃書房

64 9784561461050 内部統制の統合的枠組み．ツ－ル篇
トレッドウェイ委員会組
織委員会：鳥羽至英

白桃書房

65 9784788715820 裁判例で学ぶ学校のリスクマネジメントハンドブック 坂田仰 時事通信社

66 9784788715196 イラストと設題で学ぶ学校のリスクマネジメントワ－クブック 坂田仰：河内祥子
時事通信社出版局(発
売：時事通信社)

67 9784830946189 企業の責任・統治・再生：国際比較の視点 菊池敏夫：平田光弘 文眞堂

68 9784830946356 医療システムとコ－ポレ－ト・ガバナンス 小島愛 文眞堂

69 9784830946011 市民社会とコ－ポレ－ト・ガバナンス 小島大徳 文眞堂

70 9784771030800 公共ガバナンス論：サ－ドセクタ－・住民自治・コミュニティ 金川幸司 晃洋書房

71 9784771019706
協働型ガバナンスとＮＰＯ：イギリスのパ－トナ－シップ政策を事
例として

金川幸司 晃洋書房

72 9784861106118
基礎的自治体と町内会自治会：「行政協力制度」の歴史・現状・行
方

日高昭夫 春風社

73 9784880376738 地域再生と町内会・自治会　改訂新版 中田実：山崎丈夫 自治体研究社

74 9784880376639 地域分権時代の町内会・自治会　新版 中田実 自治体研究社

75 9784830949012 自治会・町内会の経営学：２１世紀の住民自治発展のために 石栗伸郎 文眞堂
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76 9784306046689 コミュニティによる地区経営：コンパクトシティを超えて 大野秀敏：饗庭伸 鹿島出版会

77 9784495206215
コ－ポレ－ト・ガバナンス「本当にそうなのか？」：大量デ－タから
見る真実

円谷昭一：一橋コ－ポレ
－ト・ガバナンス研究会

同文舘出版

78 9784433634087 会計税務便覧．平成３０年度版
日本公認会計士協会東
京会

清文社

79 9784502273513 会計法規集　第１０版 中央経済社 中央経済社

80 9784502143915 監査法規集　第４版 中央経済社 中央経済社

81 9784502169410 はじめての会計基準：税理士・会計士・簿記検定 並木秀明 中央経済社

82 9784534053763 これならわかる会計基準：図解と設例で学ぶ 本田直誉 日本実業出版社

83 9784904901700 会計規則集
日本公認会計士協会：
企業会計基準委員会

日本公認会計士協会

84 9784904901762 会計監査六法．平成３０年版
日本公認会計士協会：
企業会計基準委員会

日本公認会計士協会

85 9784904901779 金融会計監査六法．平成３０年版
日本公認会計士協会：
企業会計基準委員会

日本公認会計士協会

86 9784904901786 学校法人会計監査六法．平成３０年版 日本公認会計士協会 日本公認会計士協会

87 9784474066045 社会福祉法人の新会計規則集．平成３０年度改正対応版 宮内忍：宮内真紀子 第一法規出版

88 9784906520756
保育所・認定こども園のための会計基準省令と資金運用ル－ル
の実務ガイド：新制度による保育所・認定こども園の経営・会計・
資金

松本和也 実務出版

89 9784805857199
社会福祉法人法令ハンドブック　指導監査編：指導監査のための
ガイドライン・通知・Ｑ＆Ａ　第２版

中央法規出版

90 9784805857182
社会福祉法人法令ハンドブック　設立・運営編：設立・運営のため
の法令・通知・Ｑ＆Ａ．２０１８年版

中央法規出版

91 9784313001947 地方自治小六法．平成３１年版 地方自治制度研究会 学陽書房

92 9784495155162 基本簿記用語辞典　６訂版 中沢弘光：佐々木敏博 同文舘出版

93 9784813274957 日商簿記１級網羅型完全予想問題集．２０１８年度版
ＴＡＣ株式会社（簿記検
定講座）

ＴＡＣ

94 9784813277781
スッキリわかる日商簿記１級商業簿記・会計学．１　損益会計編
第７版

滝澤ななみ ＴＡＣ

95 9784813277798
スッキリわかる日商簿記１級商業簿記・会計学．２　資産・負債・
純資産編　第８版

滝澤ななみ ＴＡＣ

96 9784813277804
スッキリわかる日商簿記１級商業簿記・会計学．３　その他の個別
論点・本支店・Ｃ／Ｆ編　第４版

滝澤ななみ ＴＡＣ

97 9784813277811
スッキリわかる日商簿記１級商業簿記・会計学．４　企業結合・連
結会計編　第８版

滝澤ななみ ＴＡＣ

98 9784813255772
スッキリわかる日商簿記１級．工業簿記・原価計算　１　費目別・
個別原価計算編　第３版

ＴＡＣ株式会社 ＴＡＣ

99 9784813255789
スッキリわかる日商簿記１級．工業簿記・原価計算　２　総合・標
準原価計算編

ＴＡＣ株式会社 ＴＡＣ

100 9784813255796
スッキリわかる日商簿記１級．工業簿記・原価計算　３　直接・ＣＶ
Ｐ・予算実績差異分析編

ＴＡＣ株式会社 ＴＡＣ
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101 9784813255802
スッキリわかる日商簿記１級．工業簿記・原価計算　４　意思決
定・特殊論点編

ＴＡＣ株式会社 ＴＡＣ

102 9784813274117
すっきりわかるシリ－ズ　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 ＴＡＣ

103 9784813274124
すっきりわかるシリ－ズ　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 ＴＡＣ

104 9784813274988
スッキリとけるシリ－ズ　スッキリとける日商簿記２級過去＋予想
問題集．２０１８年度版

滝澤ななみ：ＴＡＣ出版
開発グル－プ

ＴＡＣ

105 9784813282709 日商簿記２級新論点予想問題集：新論点オリジナル問題を収載 ＴＡＣ出版開発グル－プ ＴＡＣ

106 9784813274889 すっきりわかるシリ－ズ　スッキリわかる日商簿記３級　第９版 滝澤ななみ ＴＡＣ

107 9784813274995
スッキリとけるシリ－ズ　スッキリとける日商簿記３級過去＋予想
問題集．２０１８年度版

滝澤ななみ：ＴＡＣ出版
開発グル－プ

ＴＡＣ

108 9784813274735 スッキリわかるシリ－ズ　スッキリわかる日商簿記初級　第２版
滝澤ななみ：ＴＡＣ出版
開発グル－プ

ＴＡＣ

109 9784813274742 スッキリわかるシリ－ズ　スッキリわかる日商原価計算初級
滝澤ななみ：ＴＡＣ出版
開発グル－プ

ＴＡＣ

110 9784906520701
社会福祉法人会計簿記テキスト入門編・初級編：「会計基準省
令」準拠　５訂版

総合福祉研究会：社会
福祉法人会計簿記テキ
スト入門編・初級

総合福祉研究会(発売：
実務出版)

111 9784906520688
社会福祉法人会計簿記テキスト中級編：「会計基準省令」準拠　５
訂版

総合福祉研究会：社会
福祉法人会計簿記テキ
スト中級編作成委

総合福祉研究会(発売：
実務出版)

112 9784906520718
社会福祉法人会計簿記テキスト上級（簿記会計）編：「会計基準
省令」準拠　５訂版

総合福祉研究会：社会
福祉法人会計簿記テキ
スト上級（簿記会

総合福祉研究会(発売：
実務出版)

113 9784864864466 農業簿記検定教科書．３級　第２版
全国農業経営コンサル
タント協会：大原学園大
原簿記学校

大原出版

114 9784864864480 農業簿記検定教科書．２級　第３版
全国農業経営コンサル
タント協会：大原学園大
原簿記学校

大原出版

115 9784864862752 農業簿記検定教科書．１級管理会計編
全国農業経営コンサル
タント協会：大原簿記学
校

大原出版

116 9784864862738 農業簿記検定教科書．１級　原価計算編
全国農業経営コンサル
タント協会：大原簿記学
校

大原出版

117 9784864862714 農業簿記検定教科書．１級　財務会計編
全国農業経営コンサル
タント協会：大原簿記学
校

大原出版

118 9784864865548 農業経理士教科書税務編　第３版
森剛一：日本ビジネス技
能検定協会

大原出版

119 9784864864633 農業経理士教科書　経営管理編 川合忠信：西山由美子 大原出版

120 9784907591021 絵でわかる儲ける農業簿記会計
全国農業経営専門会計
人協会

武蔵野デジタル出版

121 9784754723446
事例と解説による農業法人の会計と税務：農地所有適格法人の
実務と申告のポイント

島田哲宏 大蔵財務協会

122 9784860282509
映像情報ＭＯＯＫ　スマ－ト農業バイブル：『見える化』で切り拓く
経営＆育成改革

産業開発機構

123 9784822236946 稼げる農業：ＡＩと人材がここまで変える 日経ビジネス 日経ＢＰ社

124 9784526076176 ＩｏＴが拓く次世代農業アグリカルチャ－４．０の時代 三輪泰史：井熊均 日刊工業新聞社

125 9784833451178
アグリビジネス進化論：新たな農業ケイエイを拓いた７人のプロ
フェッショナル

有限責任監査法人ト－
マツ・農林水産業ビジ

プレジデント社
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126 9784864862721 農業簿記検定問題集．１級　財務会計編
全国農業経営コンサル
タント協会：大原簿記学
校

大原出版

127 9784864862745 農業簿記検定問題集．１級　原価計算編
全国農業経営コンサル
タント協会：大原簿記学
校

大原出版

128 9784864862769 農業簿記検定問題集．１級管理会計編
全国農業経営コンサル
タント協会：大原簿記学
校

大原出版

129 9784864864497 農業簿記検定問題集．２級　第３版
全国農業経営コンサル
タント協会：大原簿記学
校

大原出版

130 9784864864473 農業簿記検定問題集．３級　第２版
全国農業経営コンサル
タント協会：大原簿記学
校

大原出版

131 9784062729796 講談社＋α新書　日本発「ロボットＡＩ農業」の凄い未来 窪田新之助 講談社

132 9784495169541 簿記の基本を学ぶ　第４版 八田進二：橋本尚 同文舘出版

133 9784761270964 会計の基本を学ぶ：２時間で丸わかり 岩谷誠治 かんき出版

134 9784887598362
ディスカヴァ－携書　経理以外の人のための日本一やさしくて使
える会計の本

久保憂希也【著】
ディスカヴァー・トゥエン
ティワン

135 9784478068038 ビジネスにいちばん使える会計の本：新入社員から社長まで 安本隆晴 ダイヤモンド社

136 9784799316252
ディスカヴァ－携書　社長にも読ませたい日本一やさしく経営がわ
かる会計の本

久保憂希也
ディスカヴァ－・トゥエン
ティワン

137 9784860638238 ３秒でバランスシ－トが読める本 中村儀一 あさ出版

138 9784022736840 朝日新書　財務３表一体理解法　増補改訂 國貞克則 朝日新聞出版

139 9784765805667 ホスピタリティと会計 西澤健次 国元書房

140 9784765805629
会計基準の国際的収斂：米国ＧＡＡＰとＩＦＲＳｓのコンバ－ジェンス
の軌跡

林健治 国元書房

141 9784765805612 法律家のための会計入門 永野良佑 国元書房

142 9784765805605
早稲田大学会計研究所・会計研究叢書　非営利会計における収
支計算書：その意義を問う

長谷川哲嘉 国元書房

143 9784765805599
早稲田大学会計研究所・会計研究叢書　会計情報のモデル分
析：論文解題

佐藤紘光：鈴木孝則 国元書房

144 9784765805544
近代イギリス鉄道会計史：ロンドン・ノ－スウェスタン鉄道会社を中
心に

佐々木重人 国元書房

145 9784765800365 ボキノコ先生のマンガでわかる簿記入門 ボキノコ先生 国元書房

146 9784765800358 簿記システムの基礎　第５版 関西大学会計学研究室 国元書房

147 9784495196332 簿記が基礎からわかる本：中級レベルまで　第３版 清村英之 同文舘出版

148 9784495194536 現代企業簿記の基礎　第３版 松本康一郎：大原昌明 同文舘出版

149 9784495181543 簿記の技法とシステム　第４版 上江洲由正：大城建夫 同文舘出版

150 9784495191214 例解上級簿記 長谷川哲嘉 同文舘出版
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151 9784495192358 ビジネス会計検定試験対策問題集２級　第５版
ビジネスアカウンティン
グ研究会

同文舘出版

152 9784495208516 電力産業の会計と経営分析 谷江武士：田村八十一 同文舘出版

153 9784495208912
中京大学総合政策研究叢書　近代日本鉄道会計史：国有鉄道を
中心として

中村将人 同文舘出版

154 9784495207717 収入支出観の会計思考と論理 上野清貴 同文舘出版

155 9784495207618 はじめて学ぶ国際会計論：ＩＦＲＳ対応 池田健一 同文舘出版

156 9784495203221 スタ－トアップ会計学　第２版 上野清貴 同文舘出版

157 9784495206116 「見積る」「測る」将来会計の実務
ＺＥＣＯＯパ－トナ－ズ：
岩田悦之

同文舘出版

158 9784495206611 税効果会計入門 鈴木一水 同文舘出版

159 9784495202521 英文会計のコミュニケ－ション　第２版
新日本有限責任監査法
人

同文舘出版

160 9784495205911 Ｔｈｅ　ＦＡＳＢ財務会計基準審議会：その政治的メカニズム　新版
ポ－ル・Ｂ．Ｗ．ミラ－：
ポ－ル．Ｒ．バ－ンソン

同文舘出版

161 9784495192235 ビジネス会計検定試験対策問題集３級　第３版
ビジネスアカウンティン
グ研究会

同文舘出版

162 9784495164652 アカウンティング：現代会計入門　５訂版 笹倉淳史：水野一郎 同文舘出版

163 9784805111505 これからの農業経営：会計の意識・知識を経営に活かす 那須清吾：田邉正 千倉書房

164 9784897322575 現代農業簿記会計　改訂 古塚秀夫：高田理 農林統計出版

165 9784812212363 農業経営発展の会計学：現代、戦前、海外の経営発展 稲本志良：小野博則 昭和堂（京都）

166 9784433667283 ＪＡのための会計監査Ｑ＆Ａ：２０１９年１０月以降義務化 みのり監査法人 清文社

167 9784502274817 ビジネス会計検定試験公式テキスト１級　改題版 大阪商工会議所 中央経済社

168 9784502186417 ビジネス会計検定試験公式テキスト２級　第４版 大阪商工会議所 中央経済社

169 9784502094309 ビジネス会計検定試験公式テキスト３級　第３版 大阪商工会議所 中央経済社

170 9784502197215 ビジネス会計検定試験公式過去問題集１級　第２版 大阪商工会議所 中央経済社

171 9784502278419 ビジネス会計検定試験公式過去問題集２級　第４版 大阪商工会議所 中央経済社

172 9784502152719 ビジネス会計検定試験公式過去問題集３級　第３版 大阪商工会議所 中央経済社

173 9784502266416 財務会計講義　第１９版 桜井久勝 中央経済社

174 9784532113599 日経文庫　財務諸表の見方　第１２版 日本経済新聞社 日本経済新聞出版社

175 9784839421588 はじめての会計学　第５版 日本大学 森山書店
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176 9784641221178
有斐閣アルマ　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

桜井久勝：須田一幸 有斐閣

177 9784561362203 ＩＴ会計帳簿論：ＩＴ会計帳簿が変える経営と監査の未来 中村元彦 白桃書房

178 9784502266713 ＩＦＲＳ国際会計基準の基礎　第５版 平松一夫 中央経済社

179 9784502207914 すらすら図解新ＩＦＲＳのしくみ　改訂改題 あずさ監査法人 中央経済社

180 9784532134808 新・現代会計入門　第３版 伊藤邦雄 日本経済新聞出版社

181 9784492602225 アンソニ－会計学：テキスト
ロバ－ト・Ｎ．アンソニ：レ
スリ－・Ｋ．ブライトナ－

東洋経済新報社

182 9784532322038 会計の世界史：イタリア、イギリス、アメリカ――５００年の物語 田中靖浩 日本経済新聞出版社

183 9784163902463 帳簿の世界史
ジェイコブ・ソ－ル：村井
章子

文藝春秋

184 9784419065089 会計の歴史　改訂版 友岡賛 税務経理協会

185 9784766425468 日本会計史 友岡賛 慶応義塾大学出版会

186 9784502284014 会計社会学：近代会計のパ－スペクティヴ 堀口真司 中央経済社

187 9784904901885 会計基礎教育の歴史と現況 日本公認会計士協会 日本公認会計士協会

188 9784046040725
会計が動かす世界の歴史：なぜ「文字」より先に「簿記」が生まれ
たのか

Ｒｏｏｔｐｏｒｔ ＫＡＤＯＫＡＷＡ

189 9784904901823 会計処理の適切性をめぐる裁判例を見つめ直す 弥永真生 日本公認会計士協会

190 9784532491185 経理部員１年の仕事：スト－リ－形式で楽しく学ぶ
新日本有限責任監査法
人

日本経済新聞出版社

191 9784502146619 実地棚卸の教科書：プロが教える作業ノウハウと経理実務
エイジス：エスネットワ－
クス

中央経済社

192 9784502470301 誰も教えてくれなかった実地棚卸の実務Ｑ＆Ａ 國村年：松井大輔 中央経済社

193 9784502163418 財務会計　第１３版 広瀬義州 中央経済社

194 9784532134501 新・企業価値評価 伊藤邦雄 日本経済新聞出版社

195 9784478028629 企業価値評価．入門編 鈴木一功 ダイヤモンド社

196 9784478470725 企業価値評価．実践編 鈴木一功 ダイヤモンド社

197 9784478068779 企業価値評価：バリュエ－ションの理論と実践．上　第６版
マッキンゼ－・アンド・カ
ンパニ－：ティム・コラ－

ダイヤモンド社

198 9784478068786 企業価値評価：バリュエ－ションの理論と実践．下　第６版
マッキンゼ－・アンド・カ
ンパニ－：ティム・コラ－

ダイヤモンド社

199 9784492602232 バリュエ－ションの教科書：企業価値・Ｍ＆Ａの本質と実務 森生明 東洋経済新報社

200 9784502219719 企業買収の実務プロセス　第２版 木俣貴光 中央経済社
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201 9784822248604 コ－ポレ－ト・ファイナンス．上　第１０版
リチャ－ド・Ａ．ブリ－リ
－：スチュワ－ト・Ｃ．マ
イヤ－ズ

日経ＢＰ社

202 9784822248611 コ－ポレ－ト・ファイナンス．下　第１０版
リチャ－ド・Ａ．ブリ－リ
－：スチュワ－ト・Ｃ．マ
イヤ－ズ

日経ＢＰ社

203 9784793123887 「収益認識会計基準と税務」完全解説 太田達也 税務研究会

204 9784502271212 図解でスッキリ収益認識の会計入門
ＥＹ新日本有限責任監
査法人

中央経済社

205 9784495204426 財務会計の基本を学ぶ　第１２版 八田進二：橋本尚 同文舘出版

206 9784495204112 中小企業会計基準の課題と展望 櫛部幸子 同文舘出版

207 9784495203818 帳簿が語る歴史の真実：通説という名の誤り 渡辺泉 同文舘出版

208 9784495203313 英文会計が基礎からわかる本 清村英之 同文舘出版

209 9784532320645 現場が動き出す会計：人はなぜ測定されると行動を変えるのか 伊丹敬之：青木康晴 日本経済新聞出版社

210 9784534048455 管理会計の基本：この１冊ですべてわかる 千賀秀信【著】 日本実業出版社

211 9784502151514 現場で使える管理会計 清水孝 中央経済社

212 9784526077463 図解！製造業の管理会計入門
吉川武文：王子経営研
究会

日刊工業新聞社

213 9784502162213 スタンダ－ドテキスト　管理会計論　第２版 山本浩二：小倉昇 中央経済社

214 9784502482908
メルコ学術振興財団研究叢書　医療管理会計：医療の質を高める
管理会計の構築を目指して

衣笠陽子 中央経済社

215 9784502080906 病院管理会計：持続的経営による地域医療への貢献 荒井耕 中央経済社

216 9784840737104 わかりやすい病院会計と監査 みすず監査法人 じほう

217 9784495205812 医療法人の会計と税務　新訂 石井孝宜：五十嵐邦彦 同文舘出版

218 9784820119807 バランス・スコアカ－ド：戦略経営への変革　新訳版
ロバ－ト・Ｓ．カプラン：デ
ビッド・Ｐ．ノ－トン

生産性出版

219 9784492554326 キャプランとノ－トンの戦略バランスト・スコアカ－ド
ロバ－ト・Ｓ．カプラン：デ
ビッド・Ｐ．ノ－トン

東洋経済新報社

220 9784492533390
戦略マップ：バランスト・スコアカ－ドによる戦略策定・実行フレ－
復刻版

ロバ－ト・Ｓ．カプラン：デ
ビッド・Ｐ．ノ－トン

東洋経済新報社

221 9784495180522 バランスト・スコアカ－ド：理論とケ－ス・スタディ　改訂版 桜井通晴 同文舘出版

222 9784561261971 レレバンス・ロスト：管理会計の盛衰
Ｈ．トマス・ジョンソン：ロ
バ－ト・Ｓ．カプラン

白桃書房

223 9784765815116 現代管理会計論　新版 青木茂男 国元書房

224 9784765805650
早稲田大学会計研究所・会計研究叢書　経営者による報告利益
管理：理論と実証

辻正雄 国元書房

225 9784495208011
金融機関のためのマネジメント・アカウンティング：ＩＦＲＳとＲＡＦに
よる統合リスク管理の進化

谷守正行：吉田康英 同文舘出版
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226 9784495200619
ＢＳＣによる戦略の策定と実行：事例で見るインタンジブルズのマ
ネジメントと統合報告

伊藤和憲 同文舘出版

227 9784502234811 プラクティカル管理会計 園田智昭 中央経済社

228 9784502286216 組織を創るマネジメント・コントロ－ル 伊藤克容 中央経済社

229 9784502257612 事例研究アメ－バ経営と管理会計 庵谷治男 中央経済社

230 9784502252013 日本企業の予算管理の実態 企業予算制度研究会 中央経済社

231 9784502246418 ケ－ス管理会計 櫻井通晴：伊藤和憲 中央経済社

232 9784502275616 日商原価計算初級テキスト：予想問題３回分付き 尾畑裕：挽文子 中央経済社

233 9784495199418 原価計算 桜井通晴 同文舘出版

234 9784502222603 原価・管理会計入門 園田智昭：横田絵理 中央経済社

235 9784820744931 絵でみるシリ－ズ　絵でみる原価計算のしくみ 小川正樹
日本能率協会マネジメン
トセンタ－

236 9784274067587 Ｅｘｃｅｌで学ぶ原価計算 長坂悦敬 オ－ム社

237 9784765810098 原価計算　六訂版 岡本清 国元書房

238 9784765810104 原価計算問題集：問題・解説・解答 岡本清 国元書房

239 9784502489907 図解＆設例原価計算の本質と実務がわかる本 関浩一郎：菅野貴弘 中央経済社

240 9784502278716 原価計算ガイダンス　第２版 柳田仁 中央経済社

241 9784502244513 現場で使える原価計算システム 勝本宗男 中央経済社

242 9784502182419 ファ－ストステップ原価計算を学ぶ 山北晴雄：福田淳児 中央経済社

243 9784502247811 メルコ学術振興財団研究叢書　原価企画とトヨタのエンジニアたち 小林英幸 中央経済社

244 9784502097904 現場で使える原価計算 清水孝 中央経済社

245 9784502144011 原価計算論　第３版 廣本敏郎：挽文子 中央経済社

246 9784502136412 テキスト原価会計　第２版 高橋賢 中央経済社

247 9784502459702 ゼロからはじめる原価計算．総合原価計算編 佐久間裕幸 中央経済社

248 9784502459801 ゼロからはじめる原価計算．個別原価計算編 佐久間裕幸 中央経済社

249 9784864862561 地方公会計検定教科書３級
地方公会計研究センタ
－：大原学園大原簿記
学校

大原出版

250 9784864862578 地方公会計検定問題集３級
地方公会計研究センタ
－：大原学園大原簿記
学校

大原出版
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251 9784864863605 地方公会計教科書（応用編）：地方公会計検定２級対応
地方公会計研究センタ
－：大原学園大原簿記
学校

大原出版

252 9784864863612 地方公会計問題集（応用編）：地方公会計検定２級対応
地方公会計研究センタ
－：大原学園大原簿記
学校

大原出版

253 9784502174612
新地方公会計統一基準の完全解説：公会計・公監査の考え方と
すすめ方

鈴木豊（税務会計） 中央経済社

254 9784474064485
実践例にみる公会計：公認会計士が指南する仕組み作りと体制
整備

山本享兵 第一法規出版

255 9784313166813 図解よくわかる自治体公会計のしくみ 柏木恵：天川竜治 学陽書房

256 9784324102947 図解　地方公会計対応　自治体職員のための複式簿記入門
菅原正明公認会計士・
税理士事務所

ぎょうせい

257 9784474058224
自治体議員が知っておくべき新地方公会計の基礎知識：財政マ
ネジメントで人口減少時代を生き抜くために

宮澤正泰 第一法規出版

258 9784495207212 自治体連結経営のための会計・公監査ガイドブック
青山公会計公監査研究
機構

同文舘出版

259 9784313121126
５０のポイントでわかる自治体職員はじめての出納事務：支出や
収入、契約、債権管理など必須の財務の知識

大崎映二 学陽書房

260 9784324102114 地方公共団体歳入歳出科目解説　８訂 月刊地方財務編集局 ぎょうせい

261 9784313161559 自治体の財政担当になったら読む本 定野司 学陽書房

262 9784313121201
自治体財務の１２か月：仕事の流れをつかむ実務のポイント　第１
次改訂版

松木茂弘 学陽書房

263 9784313121140 ゼロからわかる自治体の予算査定 久保谷俊幸 学陽書房

264 9784313121133 自治体予算要求の実務：実践から新たな仕組みづくりまで 吉田博：小島卓弥 学陽書房

265 9784313121874
予算の見方・つくり方：要求・作成・審議が１冊でわかる．平成３０
年版

小笠原春夫 学陽書房

266 9784474062917 月別解説で要所をおさえる！原課職員のための自治体財務 塩浜克也 第一法規出版

267 9784324103418 自治体の仕事シリ－ズ　財政課のシゴト 林誠 ぎょうせい

268 9784324103425 自治体の仕事シリ－ズ　税務課のシゴト 地方税事務研究会 ぎょうせい

269 9784324104248 自治体の仕事シリ－ズ　会計課のシゴト 東京都会計事務研究会 ぎょうせい

270 9784313121188 自治体の会計担当になったら読む本 宮澤正泰 学陽書房

271 9784313120822 一番やさしい自治体財政の本　第２次改訂版 小坂紀一郎 学陽書房

272 9784313165427 図解よくわかる自治体財政のしくみ　第２次改訂版 肥沼位昌 学陽書房

273 9784872997781 自治体財政がよくわかる本　改訂版 兼村高文：星野泉 イマジン出版

274 9784880376783
デ－タベ－スで読み解く自治体財政：地方財政状況調査ＤＢの活
用

武田公子 自治体研究社

275 9784324105818 地方交付税を考える：制度への理解と財政運営の視点 黒田武一郎 ぎょうせい
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276 9784822258887 民間主導・行政支援の公民連携の教科書 清水義次：岡崎正信 日経ＢＰ社

277 9784761526825 公共Ｒ不動産のプロジェクトスタディ：公民連携のしくみとデザイン 公共Ｒ不動産：馬場正尊 学芸出版社（京都）

278 9784761513481 ＰＵＢＬＩＣ　ＤＥＳＩＧＮ新しい公共空間のつくりかた 馬場正尊：ＯｐｅｎＡ 学芸出版社（京都）

279 9784761513320 ＲｅＰＵＢＬＩＣ公共空間のリノベ－ション 馬場正尊：ＯｐｅｎＡ 学芸出版社（京都）

280 9784761526221 エリアリノベ－ション：変化の構造とロ－カライズ 馬場正尊：ＯｐｅｎＡ 学芸出版社（京都）

281 9784761526665 ＣＲＥＡＴＩＶＥ　ＬＯＣＡＬ：エリアリノベ－ション　海外編 馬場正尊：中江研 学芸出版社（京都）

282 9784761526603
地方都市を公共空間から再生する：日常のにぎわいをうむデザイ
ンとマネジメント

柴田久 学芸出版社（京都）

283 9784761526450 世界の地方創生：辺境のスタ－トアップたち 松永安光：徳田光弘 学芸出版社（京都）

284 9784532263881
日経プレミアシリ－ズ　どうする地方創生：２０２０年からの新スキ
－ム

山崎史郎：小黒一正 日本経済新聞出版社

285 9784313180574 ５０のポイントでわかる地方議員予算審議・決算審査ハンドブック 稲沢克祐 学陽書房

286 9784313166707 一番やさしい地方交付税の本 稲沢克祐 学陽書房

287 9784872996111
ＣＯＰＡ　ｂｏｏｋｓ　自治体議会政策学会叢書　行政評価の導入と
活用：予算・決算、総合計画　増補版

稲沢克祐 イマジン出版

288 9784313161528 自治体の法規担当になったら読む本
塩浜克也：遠藤雅之（地
方行政）

学陽書房

289 9784313121171 地方税の徴収担当になったら読む本 藤井朗 学陽書房

290 9784313167100 図解よくわかる地方税のしくみ 柏木恵 学陽書房

291 9784324800881
自治体担当者のための公会計の統一的な基準による財務書類
の作成実務

落合幸隆
落合公認会計士事務所
(発売：ぎょうせい)

292 9784474064195 図解地方公営企業法　第３版 細谷芳郎 第一法規出版

293 9784324098233 やさしい公営企業会計　第２次改訂版
地方公営企業制度研究
会

ぎょうせい

294 9784478084281
ＤＢＪ　ＢＯＯＫｓ　日本政策投資銀行Ｂｕｓｉｎｅｓｓ　Ｒｅｓ　水道事業
の経営改革：広域化と官民連携（ＰＰＰ／ＰＦＩ）の進化形

地下誠二：日本政策投
資銀行地域企画部

ダイヤモンド・ビジネス企
画(発売：ダイヤモンド社)

295 9784502270413 新しい上下水道事業：再構築と産業化 山本哲三：佐藤裕弥 中央経済社

296 9784880376806 水道の民営化・広域化を考える 尾林芳匡：渡辺卓也 自治体研究社

297 9784324105221 水道事業経営戦略ハンドブック　改訂版 水道事業経営研究会 ぎょうせい

298 9784324102503 地方公会計．２０１７　統一的な基準での財務書類作成と活用
地方公会計研究センタ
－

ぎょうせい

299 9784872997491
よくわかる公会計制度：創設の歴史と現行制度の活用や改革の
方向まで

亀井孝文 イマジン出版

300 9784502200618 入門公会計のしくみ 馬場英朗：大川裕介 中央経済社
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301 9784474055216 公会計が自治体を変える！．Ｐａｒｔ２　単式簿記から複式簿記へ 宮澤正泰 第一法規出版

302 9784495202729 社会福祉法人の運営と財務　第２版 古田清和：中西倭夫 同文舘出版

303 9784495198718
国際会計の実像：会計基準のコンバ－ジェンスとＩＦＲＳｓアドプショ
ン

杉本徳栄 同文舘出版

304 9784495202811 公共経営の変容と会計学の機能 柴健次 同文舘出版

305 9784495194628 公立病院の経営改革：地方独立行政法人化への対応　第２版 あずさ監査法人 同文舘出版

306 9784495198923 独立行政法人会計詳解ハンドブック　第２版 優成監査法人 同文舘出版

307 9784495204518 学校法人会計実務詳解ハンドブック
新日本有限責任監査法
人

同文舘出版

308 9784495204815 公共部門のマネジメント：合意形成をめざして
樫谷隆夫：財務省財務
総合政策研究所

同文舘出版

309 9784495202613 やさしくわかる学校法人会計 太陽有限責任監査法人 同文舘出版

310 9784419065379 学校法人ハンドブック：設立・会計・税務　８訂版 実藤秀志 税務経理協会

311 9784474059108 地方独立行政法人：制度改革と今後の展開
ト－マツパブリックセクタ
－・ヘルスケア事

第一法規出版

312 9784502291715 非営利組織における情報開示：英国チャリティ会計からの示唆 兵頭和花子 中央経済社

313 9784502267215 社会福祉法人会計の実務ガイド　第３版 あずさ監査法人 中央経済社

314 9784502256516 非営利組織会計の実証分析 黒木淳 中央経済社

315 9784502231216 公益法人会計の実務ガイド　第４版 あずさ監査法人 中央経済社

316 9784502191312 学校会計入門　改訂第７版 斎藤力夫 中央経済社

317 9784502123511
Ｑ＆Ａ学校法人会計の実務ガイダンス：会計・予算・公的研究費ま
で

新日本有限責任監査法
人

中央経済社

318 9784502452208 ドイツ・フランスの公会計・検査制度 亀井孝文 中央経済社

319 9784502068300 ＮＰＯ法人の会計・税務入門 羽田野了策 中央経済社

320 9784502223518 財務諸表分析　第７版 桜井久勝 中央経済社

321 9784880376622
習うより慣れろの市町村財政分析：基礎からステップアップまで
四訂版

大和田一絋：石山雄貴 自治体研究社

322 9784474059412
公会計が自治体を変える！．Ｐａｒｔ３　財務デ－タの分析は行政改
革の突破口

宮澤正泰 第一法規出版

323 9784495202415 会計士とアナリストの視点でみる！財務分析マニュアル
新日本有限責任監査法
人

同文舘出版

324 9784495384517 やさしくわかる学校法人の経営分析 ト－マツ（監査法人） 同文舘出版

325 9784474061736 ２０１７年地方自治法改正：実務への影響と対応のポイント 宇賀克也：板垣勝彦 第一法規出版
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326 9784313071292 逐条地方自治法　新版（第９次改訂） 松本英昭 学陽書房

327 9784771029897 これからの大学経営：ガバナンス、マネジメント、リ－ダ－シップ 山〓その：宮嶋恒二 晃洋書房

328 9784535520011 地域公共人材叢書　持続可能な地域実現と大学の役割 白石克孝：石田徹 日本評論社

329 9784873546780 自治体経営のイノベ－ション：持続可能なまちを目指して
ＰｗＣあらた有限責任監
査法人

関西大学出版部

330 9784862832498
ＣＩＰＦＡ　Ｊａｐａｎ　Ｔｅｘｔｂｏｏｋ　歴史と文化のまち　臼杵の地方創
生

石原俊彦：日廻文明 関西学院大学出版会

331 9784408630250 稼ぐ！地方創生：世界が驚く！日本の宝 山本幸三
タウン情報全国ネットワ
－ク(発売：実業之日本
社)

332 9784474034563
明治大学社会科学研究所叢書　英国の地方自治：その近現代史
と特色

山下茂 第一法規出版

333 9784324101261
英国地方自治の素顔と日本：地方構造改革の全容と日英制度比
較

内貴滋 ぎょうせい

334 9784755612404 英国の地方自治：歴史・制度・政策
アンドリュ－・スティ－ブ
ンズ：石見豊

芦書房

335 9784872992397 パリッシュにみる自治の機能：イギリス地方自治の基盤
竹下譲：イマジン自治情
報センタ－

イマジン出版

336 9784872993035 世界の地方自治制度　新版 竹下譲 イマジン出版

337 9784797266412
日本立法資料全集別巻　地方自治法研究復刊大系　第１２５巻
英国地方制度及税法　復刻版

信山社出版

338 9784535587021
地域公共人材叢書　連携アプロ－チによるロ－カルガバナンス：
地域レジリエンス論の構築にむけて

白石克孝：的場信敬 日本評論社

339 9784426122935
国家試験受験のためのよくわかる会社法：行政書士／司法書士
／公認会計士　第６版

神余博史 自由国民社

340 9784905467465 社会福祉法人の会計実務　改訂第２版 永田智彦 ＴＫＣ出版

341 9784906173846
社会福祉法人会計の「基本」：はじめにこれだけは知っておきた
い！！

馬場充 公益法人協会

342 9784419065485 社会福祉法人の事務処理体制の向上支援業務 岩波一泰 税務経理協会

343 9784324104859 社会福祉法人評議員会・理事会運営と指導監査Ｑ＆Ａ 菅田正明 ぎょうせい

344 9784313150959 ＡＩ自治体：公務員の仕事と行政サ－ビスはこう変わる！ 井熊均：井上岳一 学陽書房

345 9784324105443 ＡＩで変わる自治体業務：残る仕事、求められる人材 稲継裕昭 ぎょうせい

346 9784313150928 ２０４０年自治体の未来はこう変わる！ 今井照 学陽書房

347 9784313150935 １０年で激変する！「公務員の未来」予想図 小紫雅史 学陽書房

348 9784313150829 残業ゼロの公務員はここが違う！：さっと帰って仕事もできる！ 小紫雅史 学陽書房

349 9784324105825 “財政が厳しい”ってどういうこと？：自治体の“台所”事情 今村寛 ぎょうせい

350 9784121506375 中公新書ラクレ　役人道入門：組織人のためのメソッド　新装版 久保田勇夫 中央公論新社
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351 9784641165328 地方債の経済分析 持田信樹：林正義 有斐閣

352 9784766425710
自治体行動の政治経済学：地方財政制度と政府間関係のダイナ
ミズム

宮崎雅人 慶応義塾大学出版会

353 9784502285318 インフラを科学する：波及効果のエビデンス 柳川範之 中央経済社

354 9784532358037 生産性誤解と真実 森川正之 日本経済新聞出版社

355 9784322134131 イノベ－ションの研究：生産性向上の本質とは何か
大橋弘：財務省財務総
合政策研究所

金融財政事情研究会(発
売：きんざい)

356 9784641150591 有斐閣ストゥディア　産業組織とビジネスの経済学 花薗誠 有斐閣

357 9784478103470 福岡市を経営する 高島宗一郎 ダイヤモンド社

358 9784478103906 凡人のための地域再生入門：地元が、ヤバい・・・と思ったら読む 木下斉 ダイヤモンド社

359 9784893089090 ビレッジプライド：「０円起業」の町をつくった公務員の物語 寺本英仁 ブックマン社

360 9784761526924 神山進化論：人口減少を可能性に変えるまちづくり 神田誠司 学芸出版社（京都）

361 9784492212257 地方創生大全 木下斉 東洋経済新報社

362 9784140884607
ＮＨＫ出版新書　稼ぐまちが地方を変える：誰も言わなかった１０
の鉄則

木下斉 ＮＨＫ出版

363 9784883354443 地域が稼ぐ観光：ボクらはコトづくりでチイキのミライをつくる 大羽昭仁 宣伝会議

364 9784324105450 自治体財政の知恵袋：議会答弁や住民説明に役立つ 小西砂千夫 ぎょうせい

365 9784816365171
図解いちばん親切な税金の本．知っておきたい暮らしのお金．１８
－１９年版

高橋創 ナツメ社

366 9784816364570 図解いちばん親切な年金の本．１８－１９年版
清水典子（年金アドバイ
ザ－）

ナツメ社

367 9784816365041
図解いちばん親切な相続税の本．知っておきたい暮らしのお金．
１８－１９年版

内田麻由子 ナツメ社

368 9784532190064 日経ビジネス人文庫　稲盛和夫の実学：経営と会計 稲盛和夫 日本経済新聞出版社

369 9784532195571 日経ビジネス人文庫　アメ－バ経営：ひとりひとりの社員が主役 稲盛和夫 日本経済新聞出版社

370 9784763133717 京セラフィロソフィ 稲盛和夫 サンマーク出版

371 9784763195432 生き方：人間として一番大切なこと 稲盛和夫 サンマーク出版

372 9784324104262
生き残りをかけた大学経営の実践：消えゆく大学にならないため
に

岩田雅明 ぎょうせい

373 9784846016340 大学の経営管理：原論の試み 小日向允 論創社

374 9784864293587 大学の戦略的経営手法 岩崎保道 大学教育出版

375 9784766422795 大学のＩＲ：意思決定支援のための情報収集と分析 小林雅之：山田礼子 慶応義塾大学出版会
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376 9784472405396
高等教育シリ－ズ　大学ＩＲスタンダ－ド指標集：教育質保証から
財務まで

松田岳士：森雅生 玉川大学出版部

377 9784472404733 高等教育シリ－ズ　大学のＩＲ　Ｑ＆Ａ 中井俊樹：鳥居朋子 玉川大学出版部

378 9784472404566 高等教育シリ－ズ　大学の教務Ｑ＆Ａ 中井俊樹：上西浩司 玉川大学出版部

379 9784472405204 高等教育シリ－ズ　大学のＦＤ　Ｑ＆Ａ 佐藤浩章：中井俊樹 玉川大学出版部

380 9784324101063 戦略的大学職員養成ハンドブック：経営参画できる“職員力” 岩田雅明 ぎょうせい

381 9784472404771 高等教育シリ－ズ　大学教員のためのル－ブリック評価入門
ダネル・Ｄ．スティ－ブン
ス：アントニア・Ｊ．レビ

玉川大学出版部

382 9784779510618
大学生の主体的学びを促すカリキュラム・デザイン：アクティブ・ラ
－ニングの組織的展開にむけて

日本高等教育開発協
会：ベネッセ教育総合研
究所

ナカニシヤ出版

383 9784472405310 シリ－ズ大学の教授法　授業設計 中島英博 玉川大学出版部

384 9784472405327 シリ－ズ大学の教授法　講義法 佐藤浩章 玉川大学出版部

385 9784472405334 シリ－ズ大学の教授法　アクティブラ－ニング 中井俊樹 玉川大学出版部

386 9784472405341 シリ－ズ大学の教授法　学習評価 中島英博 玉川大学出版部

387 9784472405358 シリ－ズ大学の教授法　研究指導 近田政博 玉川大学出版部

388 9784595140662 放送大学大学院教材　教育行政と学校経営　改訂版 小川正人：勝野正章
放送大学教育振興会(発
売：ＮＨＫ出版)

389 9784793124204
医療費控除のすべてがわかる本：確定申告・還付申告のための．
平成３１年３月申告用

藤本清一：税務研究会 税務研究会

390 9784502285813
図解・表解確定申告書の記載チェックポイント．平成３１年３月１５
日締切分

天池＆パ－トナ－ズ税
理士事務所：天池健治

中央経済社

391 9784130323895 会社法　第２版 田中亘 東京大学出版会

392 9784335315435 法律学講座双書　会社法　第２０版 神田秀樹 弘文堂

393 9784532322366 ＳＤＧｓが問いかける経営の未来 モニタ－・デロイト 日本経済新聞出版社

394 9784492314432 マンキュ－入門経済学　第２版
Ｎ．グレゴリ・マンキュ
－：足立英之

東洋経済新報社

395 9784492314371 マンキュ－経済学．１（ミクロ編）　第３版
Ｎ．グレゴリ・マンキュ
－：足立英之

東洋経済新報社

396 9784492314456 マンキュ－経済学．２（マクロ編）　第３版
Ｎ．グレゴリ・マンキュ
－：足立英之

東洋経済新報社

397 9784492314197 入門経済学　第４版
ジョ－ゼフ・Ｅ．スティグ
リッツ：カ－ル・Ｅ．ウォル
シュ

東洋経済新報社

398 9784492314357 スティグリッツ　ミクロ経済学　第４版
ジョ－ゼフ・Ｅ．スティグ
リッツ：カ－ル・Ｅ．ウォル
シュ

東洋経済新報社

399 9784492314463 マクロ経済学　第４版
ジョ－ゼフ・Ｅ．スティグ
リッツ：カ－ル・Ｅ．ウォル
シュ

東洋経済新報社

400 9784492314821 クル－グマン　ミクロ経済学　第２版
ポ－ル・クル－グマン：
ロビン・ウェルス

東洋経済新報社
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401 9784492313978 クル－グマン　マクロ経済学
ポ－ル・Ｒ．クル－グマ
ン：ロビン・ウェルス

東洋経済新報社

402 9784492314951 レヴィットミクロ経済学基礎編
スティ－ヴン・レヴィット：
オ－スタン・グ－ルズビ
－

東洋経済新報社

403 9784492315002 レヴィットミクロ経済学発展編
スティ－ヴン・レヴィット：
オ－スタン・グ－ルズビ
－

東洋経済新報社

404 9784492812983 ミクロ経済学．１　市場の失敗と政府の失敗への対策 八田達夫【著】 東洋経済新報社

405 9784492813003 ミクロ経済学．２　効率化と格差是正 八田達夫【著】 東洋経済新報社

406 9784492813027 ミクロ経済学Ｅｘｐｒｅｓｓｗａｙ 八田達夫【著】 東洋経済新報社

407 9784492311813 ミクロ経済学 西村和雄 東洋経済新報社

408 9784883842391 新経済学ライブラリ　ミクロ経済学　新版 武隈慎一
新世社（渋谷区）(発売：
サイエンス社)

409 9784883842490 演習新経済学ライブラリ　演習ミクロ経済学　第２版 武隈慎一
新世社（渋谷区）(発売：
サイエンス社)

410 9784535557567 ミクロ経済学の力 神取道宏 日本評論社

411 9784535558960 ミクロ経済学の技 神取道宏 日本評論社

412 9784130421270 ミクロ経済学 奥野正寛 東京大学出版会

413 9784130421508 ミクロ経済学演習　第２版 奥野正寛：猪野弘明 東京大学出版会

414 9784000266550 現代経済学入門　ミクロ経済学　第３版 西村和雄 岩波書店

415 9784623067435 ミクロ経済学　増補版 林貴志 ミネルヴァ書房

416 9784535556591 経済学で出る数学：高校数学からきちんと攻める　改訂版 尾山大輔：安田洋祐 日本評論社

417 9784535557338 経済学で出る数学ワ－クブックでじっくり攻める 白石俊輔：尾山大輔 日本評論社

418 9784492312988 経済学・経営学のための数学 岡田章 東洋経済新報社

419 9784535572751 経済数学早わかり 西村和雄 日本評論社

420 9784641165021 マクロ経済学　第２版 二神孝一：堀敬一 有斐閣

421 9784641053847 Ｎｅｗ　ｌｉｂｅｒａｌ　ａｒｔｓ　ｓｅｌｅｃｔｉｏｎ　マクロ経済学　新版
齊藤誠（経済学）：岩本
康志

有斐閣

422 9784535556218 マクロ経済学　第２版 伊藤元重 日本評論社

423 9784535557451 マクロ経済学パ－フェクトマスタ－　第２版 伊藤元重：下井直毅 日本評論社

424 9784535041240 シリ－ズ・新エコノミクス　マクロ経済学入門　第３版 二神孝一 日本評論社

425 9784000266567 現代経済学入門　マクロ経済学　第４版 吉川洋 岩波書店
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426 9784492314104 ジョ－ンズ　マクロ経済学．１（長期成長編）
チャ－ルズ・ア－ヴィン
グ・ジョ－ンズ：宮川努

東洋経済新報社

427 9784492314173 ジョ－ンズ　マクロ経済学．２（短期変動編）
チャ－ルズ・ア－ヴィン
グ・ジョ－ンズ：宮川努

東洋経済新報社

428 9784535556737 動学マクロ経済学：成長理論の発展 二神孝一 日本評論社

429 9784535554931 上級マクロ経済学　原著第３版
デビッド・ロ－マ－：堀雅
博

日本評論社

430 9784641162730 新しいマクロ経済学：クラシカルとケインジアンの邂逅　新版 齊藤誠（経済学） 有斐閣

431 9784621300572 クル－グマン国際経済学：理論と政策．上（貿易編）
ポ－ル・Ｒ．クル－グマ
ン：モ－リス・オブズフェ
ルド

丸善出版

432 9784621300589 クル－グマン国際経済学：理論と政策．下（金融編）
ポ－ル・Ｒ．クル－グマ
ン：モ－リス・オブズフェ
ルド

丸善出版

433 9784916092779 動学的最適化の基礎
アルファ・Ｃ．チャン：小
田正雄

シ－エ－ピ－出版

434 9784532133467 ゼミナ－ルゲ－ム理論入門 渡辺隆裕 日本経済新聞出版社

435 9784641163829 ゲ－ム理論　新版 岡田章 有斐閣

436 9784641164635 ゲ－ム理論ワ－クブック 岡田章：加茂知幸 有斐閣

437 9784883841752 新経済学ライブラリ　ゲ－ム理論講義 船木由喜彦
新世社（渋谷区）(発売：
サイエンス社)

438 9784883840724 演習新経済学ライブラリ　演習ゲ－ム理論 船木由喜彦
新世社（渋谷区）(発売：
サイエンス社)

439 9784535558922 ゲ－ム理論はア－ト：社会のしくみを思いつくための繊細な哲学 松島斉 日本評論社

440 9784535554146 入門ゲ－ム理論と情報の経済学 神戸伸輔 日本評論社

441 9784492470060 経済分析のための統計的方法　第２版 岩田暁一 東洋経済新報社

442 9784883841783
ライブラリ経済学コア・テキスト＆最先端　コア・テキスト統計学
第２版

大屋幸輔
新世社（渋谷区）(発売：
サイエンス社)

443 9784883841820 基本演習経済学ライブラリ　基本演習統計学 大屋幸輔：各務和彦
新世社（渋谷区）(発売：
サイエンス社)

444 9784641164550 基本統計学　第４版 宮川公男 有斐閣

445 9784492470831 基本統計学　第３版 豊田利久：大谷一博 東洋経済新報社

446 9784535557901 例題で学ぶ初歩からの統計学　第２版 白砂堤津耶 日本評論社

447 9784785314118 数学シリ－ズ　数理統計学　改訂版 稲垣宣生 裳華房

448 9784785315252 統計学の基礎 栗栖忠：濱田年男 裳華房

449 9784000055390 数理統計学の考え方：推測理論の基礎 竹内啓 岩波書店

450 9784320111660 共立講座数学の魅力　現代数理統計学の基礎 久保川達也：新井仁之 共立出版
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451 9784130420655 基礎統計学　統計学入門 東京大学 東京大学出版会

452 9784130420662 基礎統計学　人文・社会科学の統計学 東京大学 東京大学出版会

453 9784130420679 基礎統計学　自然科学の統計学 東京大学 東京大学出版会

454 9784641053809 Ｎｅｗ　ｌｉｂｅｒａｌ　ａｒｔｓ　ｓｅｌｅｃｔｉｏｎ　統計学　改訂版 森棟公夫：照井伸彦 有斐閣

455 9784130629218 統計学 久保川達也：国友直人 東京大学出版会

456 9784915787454 新経済学ライブラリ　計量経済学 山本拓（１９４５－）
新世社（渋谷区）(発売：
サイエンス社)

457 9784641163362 Ｙ２１　計量経済学　第２版 浅野皙：中村二朗 有斐閣

458 9784502168116 実証分析のための計量経済学：正しい手法と結果の読み方 山本勲 中央経済社

459 9784535557932 実証分析入門：デ－タから「因果関係」を読み解く作法 森田果 日本評論社

460 9784478039472 「原因と結果」の経済学：デ－タから真実を見抜く思考法 中室牧子：津川友介 ダイヤモンド社

461 9784535557710 新しい計量経済学：デ－タで因果関係に迫る 鹿野繁樹 日本評論社

462 9784320111462 入門計量経済学
ジェ－ムス・Ｈ．ストック：
マ－ク・Ｗ．ワトソン

共立出版

463 9784757122512
「ほとんど無害」な計量経済学：応用経済学のための実証分析ガ
イド

ヨシュア・Ｄ．アングリス
ト：ヨ－ン・シュテファン・
ピスケ

ＮＴＴ出版

464 9784000612456 社会科学のためのデ－タ分析入門．上 今井耕介：粕谷祐子 岩波書店

465 9784000612463 社会科学のためのデ－タ分析入門．下 今井耕介：粕谷祐子 岩波書店

466 9784535558359 計量経済学講義 難波明生 日本評論社

467 9784535555655 ミクロ計量経済学入門 北村行伸 日本評論社

468 9784254290127 応用計量経済学ハンドブック 蓑谷千凰彦：牧厚志 朝倉書店

469 9784492314722 サピエンティア　計量経済学 黒住英司 東洋経済新報社

470 9784274069314 ４４の例題で学ぶ計量経済学 唐渡広志 オ－ム社

471 9784004307402 岩波新書　異文化理解 青木保 岩波書店

472 9784004308409 岩波新書　多文化世界 青木保 岩波書店
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