
2022年度講義要項掲載資料 (参考文献含む) 電子ブック購入タイトルリスト
■注意事項 このリストに掲載していない資料でも和書であれば
(全般) 現在導入中の試読サービスで閲覧できる可能性があります。
・電子版の刊行状況や入手の可能性を鑑み、講義要項掲載の版次と多少前後する版を購入していることがあります。 ■試読サービス中のプラットフォーム
・特に受講者が多い講義の場合、同時アクセス1の商品は混み合って閲覧できないこともあると思いますが、 Maruzen eBook Library 
　閲覧可能なタイミングで印刷・保存してご利用ください。  約70,000点の試読が可能
(Maruzen eBook Library) ※2023年3月31日まで。
・「閲覧終了」を押さないでブラウザを閉じてしまうと、タイムアウトするまで他の利用者が使えなくなってしまいますのでご配慮ください。                     ※1タイトル1回5分間の試読が可能です。試読タイトルの印刷・保存はできません。
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名称 学期 授業名 担当教員名 時限 書名 巻次 版次 出版事項 プラットフォーム URL 教科書/参

考書等

備考（講義要項
の指定と異なる
版を所蔵してい
る場合）

商 春学期 ミクロ経済学 井上　義朗 木4 マンキュー経済学/ N・グレゴリー・マンキュー著
; 足立英之 [ほか] 訳 第4版 東洋経済新報社 ,

2019.10
Maruzen eBook
Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000088610 参考書

商 春学期 ミクロ経済学 井上　義朗 木4 ミクロ経済学/ 伊藤元重著 第3版 日本評論社 ,
2018.2

Maruzen eBook
Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000076478 参考書

商 秋学期 マクロ経済学 井上　義朗 木4
スティグリッツマクロ経済学/ ジョセフ・E・スティグ
リッツ, カール・E・ウォルシュ著 ; 藪下史郎 [ほ
か] 訳

第4版 東洋経済新報社 ,
2014.5

Maruzen eBook
Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000108478 参考書

商 秋学期 マクロ経済学 井上　義朗 木4 マンキューマクロ経済学/ N・グレゴリー・マン
キュー著 ; 足立英之 [ほか] 訳 第4版 東洋経済新報社 ,

2017.11
Maruzen eBook
Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000048958 参考書

商 秋学期 マクロ経済学 井上　義朗 木4 マンキューマクロ経済学/ N・グレゴリー・マン
キュー著 ; 足立英之 [ほか] 訳 第4版 東洋経済新報社 ,

2018.8
Maruzen eBook
Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000063533 参考書

商 秋学期 マクロ経済学 江口　匡太 火2
マクロ経済学 : アセモグル/レイブソン/リスト/ ダ
ロン・アセモグル, デヴィッド・レイブソン, ジョン・リ
スト著 ; 岩本千晴訳

東洋経済新報社 ,
2019.2

Maruzen eBook
Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000072686 教科書

商 秋学期
複数 マネジメント入門 高田　直樹 月1,木

3 わかりやすいマーケティング戦略/ 沼上幹著 新版 有斐閣 , 2008.4 Maruzen eBook
Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000084872 参考文献

商 秋学期
複数 マネジメント入門 高田　直樹 月1,木

3
組織行動 : 組織の中の人間行動を探る/ 鈴
木竜太, 服部泰宏著 有斐閣 , 2019.4 Maruzen eBook

Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000076788 参考文献

商 秋学期
複数 マネジメント入門 高田　直樹 月1,木

3 はじめての経営組織論/ 高尾義明著 有斐閣 , 2019.9 Maruzen eBook
Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000094958 参考文献

商 春学期
複数 マーケティング入門 三浦　俊彦 月1,木

3
マーケティング戦略/ 和田充夫, 恩藏直人, 三
浦俊彦著 第5版 有斐閣 , 2016.12 Maruzen eBook

Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000041699 記述なし

商 春学期
複数 マーケティング入門 三浦　俊彦 月1,木

3
グローバル・マーケティング戦略/ 三浦俊彦, 丸
谷雄一郎, 犬飼知徳著 有斐閣 , 2017.4 Maruzen eBook

Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000048121 参考書

商 秋学期
複数 マーケティング入門 井上　真里 月2,木

4 わかりやすいマーケティング戦略/ 沼上幹著 新版 有斐閣 , 2008.4 Maruzen eBook
Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000084872 参考文献

商 秋学期
複数 マーケティング入門 井上　真里 月2,木

4

はじめてのマーケティング = Marketing for
beginners/ 久保田進彦, 澁谷覚, 須永努
著

丸善雄松堂 , 2014 Maruzen eBook
Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016396 参考文献

商 秋学期
複数 マーケティング入門 三浦　俊彦 月1,木

3
マーケティング戦略/ 和田充夫, 恩藏直人, 三
浦俊彦著 第5版 有斐閣 , 2016.12 Maruzen eBook

Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000041699 記述なし

商 秋学期
複数 マーケティング入門 三浦　俊彦 月1,木

3
グローバル・マーケティング戦略/ 三浦俊彦, 丸
谷雄一郎, 犬飼知徳著 有斐閣 , 2017.4 Maruzen eBook

Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000048121 参考書

商 春学期
複数 マーケティング入門 久保　知一 月2,木

4 わかりやすいマーケティング戦略/ 沼上幹著 新版 有斐閣 , 2008.4 Maruzen eBook
Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000084872 参考文献

商 春学期
複数 マーケティング入門 久保　知一 月2,木

4

はじめてのマーケティング = Marketing for
beginners/ 久保田進彦, 澁谷覚, 須永努
著

丸善雄松堂 , 2014 Maruzen eBook
Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016396 参考文献

商 春学期
複数 マネー＆ファイナンス入門

石坂　元一、
奥山　英司、
高見澤　秀
幸、根本　忠

月4,木
2 入門テキスト金融の基礎/ 藤木裕著 東洋経済新報社 ,

2016.4
Maruzen eBook
Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000031135 教科書

商 春学期
複数 マネー＆ファイナンス入門

石坂　元一、
奥山　英司、
高見澤　秀
幸、根本　忠

月4,木
2 金融/ 内田浩史著 有斐閣 , 2016.12 Maruzen eBook

Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000041697 参考文献

商 春学期
複数 マネー＆ファイナンス入門

石坂　元一、
奥山　英司、
高見澤　秀
幸、根本　忠

月3,木
1 入門テキスト金融の基礎/ 藤木裕著 東洋経済新報社 ,

2016.4
Maruzen eBook
Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000031135 教科書

商 春学期
複数 マネー＆ファイナンス入門

石坂　元一、
奥山　英司、
高見澤　秀
幸、根本　忠

月3,木
1 金融/ 内田浩史著 有斐閣 , 2016.12 Maruzen eBook

Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000041697 参考文献

商 秋学期
複数 マネー＆ファイナンス入門

鯉渕　賢、高
橋　豊治、原
田　喜美枝、
藤木　裕

月4,木
2 入門テキスト金融の基礎/ 藤木裕著 東洋経済新報社 ,

2016.4
Maruzen eBook
Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000031135 教科書

商 秋学期
複数 マネー＆ファイナンス入門

鯉渕　賢、高
橋　豊治、原
田　喜美枝、
藤木　裕

月4,木
2 金融/ 内田浩史著 有斐閣 , 2016.12 Maruzen eBook

Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000041697 参考文献

商 秋学期
複数 マネー＆ファイナンス入門

鯉渕　賢、高
橋　豊治、原
田　喜美枝、
藤木　裕

月3,木
1 入門テキスト金融の基礎/ 藤木裕著 東洋経済新報社 ,

2016.4
Maruzen eBook
Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000031135 教科書

商 秋学期
複数 マネー＆ファイナンス入門

鯉渕　賢、高
橋　豊治、原
田　喜美枝、
藤木　裕

月3,木
1 金融/ 内田浩史著 有斐閣 , 2016.12 Maruzen eBook

Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000041697 参考文献

商 秋学期 数学入門 髙岡　浩一郎 火2 よくわかる!基礎数学/ 藤田岳彦 [ほか] 著 実教出版 ,
2012.11

Maruzen eBook
Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000031656 教科書

商 秋学期 数学入門 髙岡　浩一郎 火2 よくわかる微分積分/ 藤田岳彦 [ほか] 著 実教出版 ,
2011.12

Maruzen eBook
Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000031658 教科書

商 春学期 数学入門 石村　直之 金3 よくわかる!基礎数学/ 藤田岳彦 [ほか] 著 実教出版 ,
2012.11

Maruzen eBook
Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000031656 教科書

商 春学期 数学入門 石村　直之 金3 よくわかる微分積分/ 藤田岳彦 [ほか] 著 実教出版 ,
2011.12

Maruzen eBook
Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000031658 教科書

商 春学期 ベーシック演習Ⅰ 羽田　尚子 月5
コピペと言われないレポートの書き方教室 : 3つ
のステップ : コピペから正しい引用へ/ 山口裕
之著

新曜社 , 2013.7 Maruzen eBook
Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000043534 テキスト

商 春学期 ベーシック演習Ⅰ 福西　由実子 水2 大学生のための知的技法入門/ 佐藤望編著
; 湯川武, 横山千晶, 近藤明彦著 第3版 慶應義塾大学出版

会 , 2020.2
Maruzen eBook
Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000087016 参考書
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商 春学期 ベーシック演習Ⅰ 二宮　理佳 月1
思考を鍛えるレポート・論文作成法 =
Developing critical thinking to write
papers/ 井下千以子著

第3版 慶應義塾大学出版
会 , 2019.2

Maruzen eBook
Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000074382 記述なし 新版（3版＝

2019年）

商 春学期 ベーシック演習Ⅰ 宇田川　幸大 月2 考証東京裁判 : 戦争と戦後を読み解く/ 宇
田川幸大著

吉川弘文館 ,
2018.10

Maruzen eBook
Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000064810

秋学期テキ
スト

商 春学期 ベーシック演習Ⅰ 福島　一矩 金2 はじめての論理学 : 伝わるロジカル・ライティン
グ入門/ 篠澤和久 [ほか] 著 有斐閣 , 2020.10 Maruzen eBook

Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000098324 テキスト

商 春学期 ベーシック演習Ⅰ 福島　一矩 金2 プレゼンテーション入門 : 学生のためのプレゼン
上達術/ 大出敦編著 ; 直江健介著

慶應義塾大学出版
会 , 2020.8

Maruzen eBook
Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000096060 テキスト

商 春学期 ベーシック演習Ⅰ 福島　一矩 金2 大学生のための知的技法入門/ 佐藤望編著
; 湯川武, 横山千晶, 近藤明彦著 第3版 慶應義塾大学出版

会 , 2020.2
Maruzen eBook
Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000087016 参考文献

商 春学期 ベーシック演習Ⅰ 福島　一矩 金2 学生による学生のためのダメレポート脱出法/
慶應義塾大学日吉キャンパス学習相談員著

慶應義塾大学出版
会 , 2014.10

Maruzen eBook
Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000017468 参考文献

商 春学期 ベーシック演習Ⅰ 福島　一矩 金2 クリティカル・リーディング入門 : 人文系のための
読書レッスン/ 大出敦著

慶應義塾大学出版
会 , 2015.10

Maruzen eBook
Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027027 参考文献

商 春学期 ベーシック演習Ⅰ 阿部　雪子 火4 租税法/ 金子宏著 第23版 弘文堂 , 2019.2 Maruzen eBook
Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000077933 参考文献

商 春学期 ベーシック演習Ⅰ 阿部　雪子 火4 資産の交換・買換えの課税理論/ 阿部雪子
著

中央経済社 ,
2017.3

Maruzen eBook
Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000060343 参考文献

商 春学期 ベーシック演習Ⅰ 妹尾　剛好 月2 大学生のためのリサーチリテラシー入門 : 研究
のための8つの力/ 山田剛史, 林創著

ミネルヴァ書房 ,
2011.8

Maruzen eBook
Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000045064 テキスト

商 春学期 ベーシック演習Ⅰ 藤木　裕 金2
コピペと言われないレポートの書き方教室 : 3つ
のステップ : コピペから正しい引用へ/ 山口裕
之著

新曜社 , 2013.7 Maruzen eBook
Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000043534 テキスト

商 春学期 ベーシック演習Ⅰ 宇田川　幸大 月3 考証東京裁判 : 戦争と戦後を読み解く/ 宇
田川幸大著

吉川弘文館 ,
2018.10

Maruzen eBook
Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000064810

秋学期テキ
スト

商 春学期 ベーシック演習Ⅰ 朴　宰佑 金4 なるほど!心理学調査法/ 大竹恵子編著 北大路書房 ,
2017.9

Maruzen eBook
Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000082958

商 春学期 ベーシック演習Ⅰ 舟木　律子 金3 大学生のための知的技法入門/ 佐藤望編著
; 湯川武, 横山千晶, 近藤明彦著 第3版 慶應義塾大学出版

会 , 2020.2
Maruzen eBook
Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000087016

春学期テキ
スト

商 春学期 ベーシック演習Ⅰ 舟木　律子 金3
原因を推論する : 政治分析方法論のすゝめ
= Causal inference and political
analysis/ 久米郁男著

有斐閣 , 2013.11 Maruzen eBook
Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016365

秋学期テキ
スト

商 春学期 ベーシック演習Ⅰ 宇田川　幸大 月4 考証東京裁判 : 戦争と戦後を読み解く/ 宇
田川幸大著

吉川弘文館 ,
2018.10

Maruzen eBook
Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000064810

秋学期テキ
スト

商 春学期 ベーシック演習Ⅰ 藤木　裕 金3
コピペと言われないレポートの書き方教室 : 3つ
のステップ : コピペから正しい引用へ/ 山口裕
之著

新曜社 , 2013.7 Maruzen eBook
Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000043534 テキスト

商 秋学期
複数 多国籍企業論 咲川　孝 火4,金

2

International management :
managing across borders and
cultures/ Helen Deresky

9th
ed.,
global
ed

Pearson Education
Limited , c2017 Ebook Central https://ebookcentral.proquest.com/lib/chuouniv-

ebooks/detail.action?docID=5186007

商 秋学期
複数 人的資源管理論 西村　純 火5,火

6
人事管理 : 人と企業,ともに活きるために/ 平
野光俊, 江夏幾多郎著 有斐閣 , 2018.6 Maruzen eBook

Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000064808

記述なし
（参考書
相当）

商 秋学期
複数 人的資源管理論 西村　純 火5,火

6
新しい人事労務管理/ 佐藤博樹, 藤村博之,
八代充史著 第6版 有斐閣 , 2019.12 Maruzen eBook

Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000087240

記述なし
（参考書
相当）

商 秋学期
複数 アントレプレナーシップ論 伊藤　智久 月5,月

6

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/ 忽那憲治 [ほか] 著

有斐閣 , 2013.12 Maruzen eBook
Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016391 参考文献

商 秋学期
複数 アントレプレナーシップ論 伊藤　智久 月5,月

6
アントレプレナーの戦略論 : 事業コンセプトの
創造と展開/ 新藤晴臣著

中央経済社 ,
2015.4

Maruzen eBook
Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000103928 参考文献

商 秋学期
複数 アントレプレナーシップ論 伊藤　智久 月5,月

6
はじめてのアントレプレナーシップ論/ 中村寛樹
著

中央経済社 ,
2020.1

Maruzen eBook
Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000089442 参考文献

商 春学期 英文会計論 山田　辰己 火4 基本事項の決定・従業員給付/ 山田辰己著 税務経理協会 ,
2013.4

Maruzen eBook
Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006200 参考資料

商 春学期 英文会計論 山田　辰己 火4 金融商品/ 山田辰己著 税務経理協会 ,
2013.4

Maruzen eBook
Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006201 参考資料

商 春学期 英文会計論 山田　辰己 火4 的確な実務判断を可能にするIFRSの本質/
山田辰己著

税務経理協会 ,
2017.9

Maruzen eBook
Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000052802 参考資料

商 春学期 英文会計論 山田　辰己 火4 的確な実務判断を可能にするIFRSの本質/
山田辰己著

税務経理協会 ,
2017.9

Maruzen eBook
Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000052803 参考資料

商 春学期 英文会計論 山田　辰己 火4 的確な実務判断を可能にするIFRSの本質/
山田辰己著

税務経理協会 ,
2017.9

Maruzen eBook
Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000052802 参考資料

商 秋学期
複数 管理会計論 妹尾　剛好 火1,金

3
基礎管理会計 = Basic management
accounting/ 清水孝, 庵谷治男著

中央経済社 ,
2019.4

Maruzen eBook
Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000083786 テキスト

商 春学期
複数 税務会計論 山上　淳一 火2,金

4 租税法入門/ 増井良啓著 第2版 有斐閣 , 2018.7 Maruzen eBook
Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000063510 参考文献

商 春学期
複数 税務会計論 山上　淳一 火2,金

4 租税法概説/ 中里実 [ほか] 編 第3版 有斐閣 , 2018.12 Maruzen eBook
Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000072700 参考文献 旧版（3版＝

2018年）

商 秋学期 国際会計論 山田　辰己 火4 基本事項の決定・従業員給付/ 山田辰己著 税務経理協会 ,
2013.4

Maruzen eBook
Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006200 参考資料

商 秋学期 国際会計論 山田　辰己 火4 金融商品/ 山田辰己著 税務経理協会 ,
2013.4

Maruzen eBook
Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006201 参考資料

商 秋学期 国際会計論 山田　辰己 火4 的確な実務判断を可能にするIFRSの本質/
山田辰己著

税務経理協会 ,
2017.9

Maruzen eBook
Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000052802 参考資料
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商 秋学期 国際会計論 山田　辰己 火4 的確な実務判断を可能にするIFRSの本質/
山田辰己著

税務経理協会 ,
2017.9

Maruzen eBook
Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000052803 参考資料

商 秋学期 国際会計論 山田　辰己 火4 的確な実務判断を可能にするIFRSの本質/
山田辰己著

税務経理協会 ,
2017.9

Maruzen eBook
Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000052802 参考資料

商 秋学期 コスト･マネジメント 妹尾　剛好 火3 進化する生産管理会計/ 新井康平著 中央経済社 ,
2020.9

Maruzen eBook
Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000099262 参考文献

商 春学期
複数 流通論 木立　真直 月2,木

4
ベーシック流通と商業 : 現実から学ぶ理論と仕
組み/ 原田英生, 向山雅夫, 渡辺達朗著 第3版 有斐閣 , 2021.3 Maruzen eBook

Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000102505 参考書

商 春学期
複数 消費者行動論 朴　宰佑 火4,金

2 消費者心理学/ 山田一成, 池内裕美編著 勁草書房 , 2018.9 Maruzen eBook
Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000064821 参考書

商 秋学期
複数 広告論 熊倉　広志 火2,金

4
現代広告論/ 岸志津江, 田中洋, 嶋村和恵
著 第3版 有斐閣 , 2017.4 Maruzen eBook

Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000047750 参考文献 新版（3版＝
2017年）

商 春学期
複数 保険学 石坂　元一 火3,金

1 はじめて学ぶリスクと保険/ 下和田功編 第4版 有斐閣 , 2014.4 Maruzen eBook
Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016378 参考書

商 春学期
複数 銀行論 原田　喜美枝 月4,木

2 金融/ 内田浩史著 有斐閣 , 2016.12 Maruzen eBook
Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000041697 参考文献

商 春学期
複数 銀行論 原田　喜美枝 月4,木

2 入門テキスト金融の基礎/ 藤木裕著 東洋経済新報社 ,
2016.4

Maruzen eBook
Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000031135 参考文献

商 秋学期
複数 証券市場論 高見澤　秀幸 火3,金

1 入門証券市場論/ 釜江廣志編 第3版
補訂 有斐閣 , 2015.9 Maruzen eBook

Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027048 参考書

商 春学期
複数 証券投資論 高橋　豊治 火1,金

3

Modern portfolio theory and
investment analysis/ Edwin J. Elton
... [et al.]

9th ed N.J. : Wiley ,
c2014

Maruzen eBook
Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000065571?4 参考書

商 春学期
複数 証券投資論 高橋　豊治 火1,金

3
Essentials of investments/ Zvi Bodie,
Alex Kane, Alan J. Marcus

9th
ed.,
global
ed

McGraw-Hill
Education (UK) ,
c2013

Ebook Central https://ebookcentral.proquest.com/lib/chuouniv-
ebooks/detail.action?docID=6224429

参考書

商 春学期
複数 証券投資論 高橋　豊治 火1,金

3

ファイナンス論・入門 : イチからわかる証券投資
と企業金融/ 俊野雅司, 白須洋子, 時岡規
夫著

有斐閣 , 2020.12 Maruzen eBook
Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000101976 参考書

商 春学期
複数 金融政策論 寺西　勇生 月5,月

6
マンキュー経済学/ N・グレゴリー・マンキュー著
; 足立英之 [ほか] 訳 第4版 東洋経済新報社 ,

2019.10
Maruzen eBook
Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000088611

参考書　備
考参照

商 秋学期
複数 金融市場論 高見澤　秀幸 火3,金

1 入門証券市場論/ 釜江廣志編 第3版
補訂 有斐閣 , 2015.9 Maruzen eBook

Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027048 参考書

商 春学期
複数 金融システム論 原田　喜美枝 月4,木

2 金融/ 内田浩史著 有斐閣 , 2016.12 Maruzen eBook
Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000041697 参考文献

商 春学期
複数 金融システム論 原田　喜美枝 月4,木

2 入門テキスト金融の基礎/ 藤木裕著 東洋経済新報社 ,
2016.4

Maruzen eBook
Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000031135 参考文献

商 春学期
複数 インベストメント 高橋　豊治 火1,金

3

Modern portfolio theory and
investment analysis/ Edwin J. Elton
... [et al.]

9th ed N.J. : Wiley ,
c2014

Maruzen eBook
Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000065571?4 参考書

商 春学期
複数 インベストメント 高橋　豊治 火1,金

3
Essentials of investments/ Zvi Bodie,
Alex Kane, Alan J. Marcus

9th
ed.,
global
ed

McGraw-Hill
Education (UK) ,
c2013

Ebook Central https://ebookcentral.proquest.com/lib/chuouniv-
ebooks/detail.action?docID=6224429

参考書

商 春学期
複数 インベストメント 高橋　豊治 火1,金

3

ファイナンス論・入門 : イチからわかる証券投資
と企業金融/ 俊野雅司, 白須洋子, 時岡規
夫著

有斐閣 , 2020.12 Maruzen eBook
Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000101976 参考書

商 春学期
複数 リスクマネジメントと保険 石坂　元一 火3,金

1 はじめて学ぶリスクと保険/ 下和田功編 第4版 有斐閣 , 2014.4 Maruzen eBook
Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016378 参考書

商 秋学期
複数 金融特論（決済機構） 藤木　裕 月2,木

4 入門テキスト金融の基礎/ 藤木裕著 東洋経済新報社 ,
2016.4

Maruzen eBook
Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000031135 参考書

指定は２版
（2022年）、所
蔵は初版（2016
年）

商 秋学期
複数 計量経済学 窪田　康平 火4,金

2
計量経済学の第一歩 : 実証分析のススメ/
田中隆一著 有斐閣 , 2015.12 Maruzen eBook

Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027426 テキスト

商 秋学期
複数 計量経済学 窪田　康平 火4,金

2
社会科学のためのデータ分析入門/ 今井耕介
[著] ; 粕谷祐子, 原田勝孝, 久保浩樹訳

岩波書店 , 2018.3-
2018.4

Maruzen eBook
Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000075540 テキスト

商 秋学期
複数 計量経済学 窪田　康平 火4,金

2
社会科学のためのデータ分析入門/ 今井耕介
[著] ; 粕谷祐子, 原田勝孝, 久保浩樹訳

岩波書店 , 2018.3-
2018.4

Maruzen eBook
Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000075540 テキスト

商 春学期
複数 日本経済論 村上　研一 火4,金

2 日本経済史/ 石井寛治著 第2版 東京大学出版会 ,
1991.3

Maruzen eBook
Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000046827 参考書

商 春学期
複数 日本経済論 村上　研一 火4,金

2
戦後日本重化学工業の構造分析/ 吉田三
千雄著 大月書店 , 2011.9 Maruzen eBook

Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000068473 参考書

商 春学期
複数 ヨーロッパ経済論 杉浦　史和 火5,火

6 現代ヨーロッパ経済/ 田中素香 [ほか] 著 第5版 有斐閣 , 2018.3 Maruzen eBook
Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000054051 テキスト

商 春学期
複数 財政学 小原　拓也 火4,金

2 入門公共経済学/ 土居丈朗著 第2版 日本評論社 ,
2019.6

Maruzen eBook
Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000094941 参考書

商 春学期
複数 財政学 小原　拓也 火4,金

2
財政のエッセンス = The essence of public
finance/ 西村幸浩, 宮崎智視著 有斐閣 , 2015.9 Maruzen eBook

Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027049 参考書

商 秋学期
複数 進化経済学 植村　博恭 水3,水

4

進化経済学ハンドブック = Handbook of
evolutionary economics/ 進化経済学会
編

共立出版 , 2006.9 Maruzen eBook
Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015486 参考文献

商 秋学期
複数 民法概論 草野　類 木5,木

6 民法(全)/ 潮見佳男著 第2版 有斐閣 , 2019.3 Maruzen eBook
Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000076016 テキスト

商 春学期
複数 民法概論 金井　憲一郎 月5,月

6
オリエンテーション民法/ 松久三四彦, 遠山純
弘, 林誠司著 有斐閣 , 2018.12 Maruzen eBook

Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000072701 テキスト

商 秋学期
複数 税法 阿部　雪子 火2,金

4 租税法入門/ 増井良啓著 第2版 有斐閣 , 2018.7 Maruzen eBook
Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000063510 参考書
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https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000052802
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https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027048
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000065571?4
https://ebookcentral.proquest.com/lib/chuouniv-ebooks/detail.action?docID=6224429
https://ebookcentral.proquest.com/lib/chuouniv-ebooks/detail.action?docID=6224429
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https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000054051
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000094941
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027049
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https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000031135
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商 秋学期
複数 税法 阿部　雪子 火2,金

4
資産の交換・買換えの課税理論/ 阿部雪子
著

中央経済社 ,
2017.3

Maruzen eBook
Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000060343 参考書

商 春学期 企業法務（消費者法） 宮下　修一 金3 基本講義消費者法/ 中田邦博, 鹿野菜穂
子編 第4版 日本評論社 ,

2020.3
Maruzen eBook
Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000091140 参考書

指定は５版
(2022年)、所蔵
は4版（2020
年）

商 春学期 企業法務（労働法） 松井　良和 木2 ベーシック労働法/ 浜村彰 [ほか] 著 第8版 有斐閣 , 2020.3 Maruzen eBook
Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000090705 テキスト

商 春学期 企業法務（労働法） 松井　良和 木2 労働法/ 水町勇一郎著 第8版 有斐閣 , 2020.3 Maruzen eBook
Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000089906 参考文献

商 春学期 アカウンタント・プログラムA2
（管理会計論Ⅰ） 妹尾　剛好 木1 スタンダード管理会計/ 小林啓孝 [ほか] 著 第2版 東洋経済新報社 ,

2017.4
Maruzen eBook
Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000044907 テキスト

商 春学期 アカウンタント・プログラムA2
（管理会計論Ⅰ） 妹尾　剛好 木1 実践経営会計/ 吉田栄介著 中央経済社 KinoDen https://kinoden.kinokuniya.co.jp/chuouniv/bookdetail/p/KP00054826/ テキスト

商 春学期 アカウンタント・プログラムA2
（管理会計論Ⅱ） 妹尾　剛好 木2 スタンダード管理会計/ 小林啓孝 [ほか] 著 第2版 東洋経済新報社 ,

2017.4
Maruzen eBook
Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000044907 テキスト

商 春学期 アカウンタント・プログラムA2
（管理会計論Ⅱ） 妹尾　剛好 木2 実践経営会計/ 吉田栄介著 中央経済社 KinoDen https://kinoden.kinokuniya.co.jp/chuouniv/bookdetail/p/KP00054826/ テキスト

商 春学期 アカウンタント・プログラムA2
（租税法Ⅰ） 山上　淳一 金2 租税法概説/ 中里実 [ほか] 編 第3版 有斐閣 , 2018.12 Maruzen eBook

Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000072700 参考文献 旧版（3版＝
2018年）

商 春学期 アカウンタント・プログラムA2
（租税法Ⅰ） 山上　淳一 金2 国際租税法/ 増井良啓, 宮崎裕子著 第3版 東京大学出版会 ,

2015.11
Maruzen eBook
Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027812 参考文献 旧版（3版＝

2015年）

商 春学期 アカウンタント・プログラムA2
（租税法Ⅰ） 山上　淳一 金2 租税法/ 金子宏著 第23版 弘文堂 , 2019.2 Maruzen eBook

Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000077933 参考文献 旧版（23版＝
2019年）

商 春学期 アカウンタント・プログラムA2
（租税法Ⅰ） 山上　淳一 金2 租税法判例六法/ 中里実, 増井良啓編 第4版 有斐閣 , 2019.7 Maruzen eBook

Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000084574 参考文献 旧版（4版＝
2019年）

商 秋学期 アカウンタント・プログラムA2
（租税法Ⅱ） 山上　淳一 金2 租税法概説/ 中里実 [ほか] 編 第3版 有斐閣 , 2018.12 Maruzen eBook

Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000072700 参考文献 旧版（3版＝
2018年）

商 秋学期 アカウンタント・プログラムA2
（租税法Ⅱ） 山上　淳一 金2 国際租税法/ 増井良啓, 宮崎裕子著 第3版 東京大学出版会 ,

2015.11
Maruzen eBook
Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027812 参考文献 旧版（3版＝

2015年）

商 秋学期 アカウンタント・プログラムA2
（租税法Ⅱ） 山上　淳一 金2 租税法/ 金子宏著 第23版 弘文堂 , 2019.2 Maruzen eBook

Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000077933 参考文献 旧版（23版＝
2019年）

商 秋学期 アカウンタント・プログラムA2
（租税法Ⅱ） 山上　淳一 金2 租税法判例六法/ 中里実, 増井良啓編 第4版 有斐閣 , 2019.7 Maruzen eBook

Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000084574 参考文献 旧版（4版＝
2019年）

商 春学期
ファイナンシャル・スペシャリスト・
プログラムA2（証券分析と
ポートフォリオマネジメントⅠ）

高橋　豊治 金2
Investments : principles of portfolio
and equity analysis/ Michael G.
McMillan ... [et al.]

N.J. : Wiley ,
c2011 Ebook Central https://ebookcentral.proquest.com/lib/chuouniv-

ebooks/detail.action?docID=3058350
参考書

商 秋学期
ファイナンシャル・スペシャリスト・
プログラムA2（証券分析と
ポートフォリオマネジメントⅡ）

高橋　豊治 金2 Equity Asset Valuation Workbook Wiley , 2015

ProQuest Ebook
Central - Academic
Complete
International

https://ebookcentral.proquest.com/lib/chuouniv-
ebooks/detail.action?docID=4094468

参考書 2015年

商 秋学期
ファイナンシャル・スペシャリスト・
プログラムA2（証券分析と
ポートフォリオマネジメントⅡ）

高橋　豊治 金2 Fixed Income Analysis, Second
Edition

John Wiley & Sons
Incorporated ,
2007

eBook Academic
Collection
(EBSCOhost) -
Worldwide

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=e
000xww&AN=188206&db=e000tww

参考書

商 秋学期
ファイナンシャル・スペシャリスト・
プログラムA2（市場と経済の
分析Ⅱ）

高橋　豊治 金3

Economics for Investment Decision
Makers Workbook: Micro, Macro, and
International Economics (CFA
Institute Investment Series)

Wiley , 2013

ProQuest Ebook
Central - Academic
Complete
International

https://ebookcentral.proquest.com/lib/chuouniv-
ebooks/detail.action?docID=1144063

参考書

商 秋学期
ファイナンシャル・スペシャリスト・
プログラムA2（市場と経済の
分析Ⅱ）

高橋　豊治 金3 入門経済学 = Introduction to
economics/ 伊藤元重著 第4版 日本評論社 ,

2015.2
Maruzen eBook
Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000040861 参考書

商 秋学期
ファイナンシャル・スペシャリスト・
プログラムA2（市場と経済の
分析Ⅱ）

高橋　豊治 金3 マンキュー経済学/ N・グレゴリー・マンキュー著
; 足立英之 [ほか] 訳 第4版 東洋経済新報社 ,

2019.10
Maruzen eBook
Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000088610 参考書

商 秋学期
ファイナンシャル・スペシャリスト・
プログラムA2（市場と経済の
分析Ⅱ）

高橋　豊治 金3 マンキュー経済学/ N・グレゴリー・マンキュー著
; 足立英之 [ほか] 訳 第4版 東洋経済新報社 ,

2019.10
Maruzen eBook
Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000088611 参考書

商 春学期
グローバル・プロフェッショナル・プ
ログラムB2（リージョナルスタ
ディ/南北アメリカⅠ）

小田　悠生 木5 「ヘイト」の時代のアメリカ史 : 人種・民族・国
籍を考える/ 兼子歩, 貴堂嘉之編 彩流社 , 2017.2 Maruzen eBook

Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000091607 テキスト

商 秋学期
前半

グローバル・プロフェッショナル・プ
ログラムA3（グローバルスタ
ディ/Modern Trading
ManagementⅠ）

野村　誠二 水3,水
4 Incoterms® 2020 ICC Services ,

2019

eBook Academic
Collection
(EBSCOhost) -
Worldwide

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=e
000xww&AN=2745618&db=e000tww

参考書

商 秋学期
後半

グローバル・プロフェッショナル・プ
ログラムA3（グローバルスタ
ディ/Modern Trading
ManagementⅡ）

野村　誠二 水3,水
4 Incoterms® 2020 ICC Services ,

2019

eBook Academic
Collection
(EBSCOhost) -
Worldwide

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=e
000xww&AN=2745618&db=e000tww

参考書

商 秋学期
スポーツ・ビジネス・プログラム
A1（スポーツ・ビジネス概論
Ⅳ）

関根　正敏 金4 スポーツまちづくりの教科書/ 松橋崇史, 高岡
敦史編著 ; 笹生心太 [ほか] 著 青弓社 , 2021.6 Maruzen eBook

Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000103962 参考書

商 春学期 課題演習Ⅰ 市村　誠 火5 経営戦略を見る目と考える力を養う/ 今枝昌
宏著

東洋経済新報社 ,
2014.4

Maruzen eBook
Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000044884

参考：過
年度テキス
ト

商 春学期 課題演習Ⅰ 高橋　豊治 火5 Rビジネス統計分析 : 3.X対応/ 豊澤栄治著 翔泳社 , 2017.5 Maruzen eBook
Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000079770

秋学期テキ
スト

商 春学期 課題演習Ⅰ 高橋　豊治 火5 Excelビジネス統計分析/ 末吉正成, 末吉美
喜著 第3版 翔泳社 , 2017.3 Maruzen eBook

Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000067607 参考文献

商 春学期 課題演習Ⅰ 朱　珉 火5 現代アジア経済論 : 「アジアの世紀」を学ぶ/
遠藤環 [ほか] 編 有斐閣 , 2018.3 Maruzen eBook

Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000076024
秋学期参
考文献

商 春学期 課題演習Ⅰ 髙岡　浩一郎 火5 常微分方程式の新しい教科書/ 堀畑和弘,
長谷川浩司著 朝倉書店 , 2016.6 Maruzen eBook

Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000042362
秋学期テキ
スト

商 春学期 課題演習Ⅰ 高田　直樹 木5
原因を推論する : 政治分析方法論のすゝめ
= Causal inference and political
analysis/ 久米郁男著

有斐閣 , 2013.11 Maruzen eBook
Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016365 テキスト

商 春学期 課題演習Ⅰ 小原　拓也 火5 マクロ経済学 : 入門の「一歩前」から応用まで
/ 平口良司, 稲葉大著 新版 有斐閣 , 2020.4 Maruzen eBook

Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000092874 秋学期
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商 春学期 課題演習Ⅰ 寺本　高 火5 現代マーケティング・リサーチ : 市場を読み解く
データ分析/ 照井伸彦, 佐藤忠彦著 有斐閣 , 2013.11 Maruzen eBook

Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016395 参考書

商 春学期 課題演習Ⅰ 窪田　康平 火5 Rによる計量政治学/ 浅野正彦, 矢内勇生
共著 オーム社 , 2018.12 Maruzen eBook

Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000078565 テキスト

商 春学期 演習Ⅰ 市村　誠 火4 競争優位の仕組みを見抜く&構築する/ 今枝
昌宏著

東洋経済新報社 ,
2016.8

Maruzen eBook
Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000044899

参考書
（過年度テ
キスト等）

商 春学期 演習Ⅰ 三木　朋乃 火4
両利きの経営 : 「二兎を追う」戦略が未来を
切り拓く/ チャールズ・A・オライリー, マイケル・
L・タッシュマン著 ; 渡部典子訳

東洋経済新報社 ,
2019.2

Maruzen eBook
Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000074346 参考文献

商 春学期 演習Ⅰ 山田　辰己 水5 基本事項の決定・従業員給付/ 山田辰己著 税務経理協会 ,
2013.4

Maruzen eBook
Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006200 参考資料

商 春学期 演習Ⅰ 山田　辰己 水5 金融商品/ 山田辰己著 税務経理協会 ,
2013.4

Maruzen eBook
Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006201 参考資料

商 春学期 演習Ⅰ 山田　辰己 水5 的確な実務判断を可能にするIFRSの本質/
山田辰己著

税務経理協会 ,
2017.9

Maruzen eBook
Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000052802 参考資料

商 春学期 演習Ⅰ 山田　辰己 水5 的確な実務判断を可能にするIFRSの本質/
山田辰己著

税務経理協会 ,
2017.9

Maruzen eBook
Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000052803 参考資料

商 春学期 演習Ⅰ 久保　知一 火3 わかりやすいマーケティング戦略/ 沼上幹著 新版 有斐閣 , 2008.4 Maruzen eBook
Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000084872 テキスト

商 春学期 演習Ⅰ 久保　知一 火3 ミクロ経済学/ 伊藤元重著 第3版 日本評論社 ,
2018.2

Maruzen eBook
Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000076478

これまでに用
いたテキスト

新版（3版＝
2018年）

商 春学期 演習Ⅰ 平澤　敦 木3 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/ 桜井久勝, 須田一幸著 第14版 有斐閣 , 2021.3 Maruzen eBook

Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000102508
テキスト・参
考文献

新版（14版＝
2021年）

商 春学期 演習Ⅰ 平澤　敦 木3 大学生のための知的技法入門/ 佐藤望編著
; 湯川武, 横山千晶, 近藤明彦著 第3版 慶應義塾大学出版

会 , 2020.2
Maruzen eBook
Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000087016

テキスト・参
考文献

商 春学期 演習Ⅰ 平澤　敦 木3
はじめての国際経営 = Introduction to
international management/ 中川功一
[ほか] 著

有斐閣 , 2015.4 Maruzen eBook
Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025041

テキスト・参
考文献

商 春学期 演習Ⅰ 平澤　敦 木3 わかりやすいマーケティング戦略/ 沼上幹著 新版 有斐閣 , 2008.4 Maruzen eBook
Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000084872

テキスト・参
考文献

商 春学期 演習Ⅰ 平澤　敦 木3 一橋MBA戦略ケースブック/ 沼上幹, 一橋
MBA戦略ワークショップ著

東洋経済新報社 ,
2015.3

Maruzen eBook
Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000044875

テキスト・参
考文献

商 春学期 演習Ⅰ 石村　直之 木6
Principles of corporate finance/
Richard A. Brealey, Stewart C.
Myers, Franklin Allen

13th
ed.,
[intern
ational

McGraw-Hill
Education , c2020 Ebook Central https://ebookcentral.proquest.com/lib/chuouniv-

ebooks/detail.action?docID=6212924
テキスト例 新版（13版＝

2020年）

商 春学期 演習Ⅰ 平野　健 木4

現代アメリカの経済社会 : 理念とダイナミズム
= American economy and society
under the impact of globalization :
principles and dynamism/ 河﨑信樹

東京大学出版会 ,
2018.9

Maruzen eBook
Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000072678

テキスト候
補

商 春学期 演習Ⅰ 平野　健 木4 引き裂かれたアメリカ : 富の集中、経済危機と
金権政治/ 高田太久吉著 大月書店 , 2017.6 Maruzen eBook

Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000044506
テキスト候
補

商 春学期 演習Ⅰ 阿部　雪子 火5 租税法/ 金子宏著 第23版 弘文堂 , 2019.2 Maruzen eBook
Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000077933 参考文献

商 春学期 演習Ⅰ 阿部　雪子 火5 資産の交換・買換えの課税理論/ 阿部雪子
著

中央経済社 ,
2017.3

Maruzen eBook
Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000060343 参考文献

商 春学期 演習Ⅰ 熊倉　広志 火4 現代マーケティング・リサーチ : 市場を読み解く
データ分析/ 照井伸彦, 佐藤忠彦著 有斐閣 , 2013.11 Maruzen eBook

Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016395 テキスト(例)

商 春学期 演習Ⅰ 熊倉　広志 火4 SPSSによるやさしい統計学/ 岸学著 第2版 オーム社 , 2012.5 Maruzen eBook
Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002723 テキスト(例)

商 春学期 演習Ⅰ 髙岡　浩一郎 木2 経済・経営系のための統計入門/ 元山斉, 伊
藤有希, 高橋一編修 実教出版 , 2016.4 Maruzen eBook

Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000041777

３年次春
学期テキス
ト

商 春学期 演習Ⅰ 大沼　宏 月3
財務制限条項の実態・影響・役割 : 債務契
約における会計情報の活用/ 中村亮介, 河
内山拓磨著

中央経済社 ,
2018.3

Maruzen eBook
Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000078438

第1タームの
テキスト

商 春学期 演習Ⅰ 大沼　宏 月3 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/ 山本勲著

中央経済社, 2015.
11

Maruzen eBook
Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000093464

第1タームの
テキスト

商 春学期 演習Ⅰ 大沼　宏 月3 Rによる実証分析 : 回帰分析から因果分析へ
/ 星野匡郎, 田中久稔共著 オーム社 , 2016.11 Maruzen eBook

Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000040168
第1タームの
テキスト

商 春学期 演習Ⅰ 関根　正敏 火5 スポーツまちづくりの教科書/ 松橋崇史, 高岡
敦史編著 ; 笹生心太 [ほか] 著 青弓社 , 2021.6 Maruzen eBook

Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000103962 参考文献

商 春学期 演習Ⅰ 川端　千暁 月4

The Routledge companion to
auditing/ edited by David Hay, W.
Robert Knechel and Marleen
Willekens

Routledge , 2014 Routledge
Handbooks Online https://www.routledgehandbooks.com/doi/10.4324/9780203094921 参考文献

商 春学期 演習Ⅰ 小原　拓也 金3
私たちと公共経済 = Public economics:
incentives and welfare/ 寺井公子, 肥前
洋一著

有斐閣 , 2015.9 Maruzen eBook
Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027051 記述なし

商 春学期 演習Ⅰ 小原　拓也 金3 入門公共経済学/ 土居丈朗著 第2版 日本評論社 ,
2019.6

Maruzen eBook
Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000094941 記述なし

商 春学期 演習Ⅰ 小原　拓也 金3 財政のエッセンス = The essence of public
finance/ 西村幸浩, 宮崎智視著 有斐閣 , 2015.9 Maruzen eBook

Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027049 記述なし

商 春学期 演習Ⅰ 山上　淳一 火4 租税法判例六法/ 中里実, 増井良啓編 第4版 有斐閣 , 2019.7 Maruzen eBook
Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000084574 テキスト例 旧版（4版＝

2019年）

商 春学期 演習Ⅰ 山上　淳一 火4 租税法/ 金子宏著 第23版 弘文堂 , 2019.2 Maruzen eBook
Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000077933 参考文献 旧版（23版＝

2019年）

商 春学期 演習Ⅰ 山上　淳一 火4 国際租税法/ 増井良啓, 宮崎裕子著 第3版 東京大学出版会 ,
2015.11

Maruzen eBook
Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027812 参考文献 旧版（3版＝

2015年）

https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016395
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000078565
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