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2022年度講義要綱掲載資料（参考文献含む） 電子ブック購入タイトルリスト【専門職大学院・戦略経営研究科】

■注意事項 ■電子ブックの利用方法

・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 自宅学修に役立つ！電子ブック・データベースの活用法

ことがあります。 ■図書館の利用方法

・特に履修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 中央大学図書館へようこそ！

思いますが、閲覧可能なタイミングで印刷・保存してご利用ください。 ■このリストに掲載していない資料でも和書であれば、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。

・「閲覧終了」を押さないでブラウザを閉じてしまうと、タイムアウトまで他の利用者が利用でき Maruzen eBook Library　

ませんのでご配慮ください。 約70,000点の試読が可能。

※2022年3月31日まで。　※1タイトル1回５分間の試読が可能。　※試読タイトルの印刷・保存はできません。

研究科名 学期 授業名 担当教員名 時限 書名 版次 出版事項 プラットフォーム URL テキスト/参考文献 備考

戦略経営研究科 前期(M1)
デジタル変革時代のサービ
ス戦略

山本秀男 木6, 木7
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

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

戦略経営研究科 前期(M1)
デジタル変革時代のサービ
ス戦略

山本秀男 木6, 木7 情報通信白書 / 総務省編 平成28年版 ぎょうせい 総務省HP https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/h28.html 参考文献

戦略経営研究科 前期(M1)
デジタル変革時代のサービ
ス戦略

山本秀男 木6, 木7 情報通信白書 / 総務省編 平成29年版 ぎょうせい 総務省HP https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/h29.html 参考文献

戦略経営研究科 前期(M1)
デジタル変革時代のサービ
ス戦略

山本秀男 木6, 木7 情報通信白書 / 総務省編 平成30年版 ぎょうせい 総務省HP https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/h30.html 参考文献

戦略経営研究科 前期(M1)
デジタル変革時代のサービ
ス戦略

山本秀男 木6, 木7 情報通信白書 / 総務省編 令和元年版 ぎょうせい 総務省HP https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/r01.html 参考文献

戦略経営研究科 前期(M1)
デジタル変革時代のサービ
ス戦略

山本秀男 木6, 木7 情報通信白書 / 総務省編 令和2年版 ぎょうせい 総務省HP https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/r02.html 参考文献

戦略経営研究科 前期(M1)
デジタル変革時代のサービ
ス戦略

山本秀男 木6, 木7 情報通信白書 / 総務省編 令和3年版 ぎょうせい 総務省HP https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/r03.html 参考文献

戦略経営研究科 前期(M1)
デジタル変革時代のサービ
ス戦略

山本秀男 木6, 木7 DXレポート（2018） [経済産業省] 経済産業省HP https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/dx/dx.html 参考文献

戦略経営研究科 前期(M1)
デジタル変革時代のサービ
ス戦略

山本秀男 木6, 木7 DXレポート2　中間とりまとめ（2020） [経済産業省] 経済産業省HP
https://www.meti.go.jp/press/2020/12/20201228004/20201228004.h
tml

参考文献

戦略経営研究科 前期(M1)
デジタル変革時代のサービ
ス戦略

山本秀男 木6, 木7 DXレポート2　追補版（2021） [経済産業省] 経済産業省HP
https://www.meti.go.jp/press/2021/08/20210831005/20210831005.h
tml

参考文献

戦略経営研究科 前期(M1) グローバル経営戦略論 犬飼知徳 金6, 金7
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 Maruzen eBook Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000048121?5 テキスト

戦略経営研究科 前期(M1)
人的資源管理/人的資源管理
論

佐藤博樹 土1, 土2 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 Maruzen eBook Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000087240?2 テキスト

戦略経営研究科 前期(M1) 戦略と組織 犬飼知徳 土1, 土2
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

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

戦略経営研究科 前期(M1) 経営戦略論基礎/経営戦略論 遠山亮子 土3, 土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 Maruzen eBook Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000084872?1 テキスト

戦略経営研究科 前期(M1) ビジネスのための金融工学 山内浩嗣 日1, 日2
テキストマイニング入門 : ExcelとKH Coderでわかるデータ分析
/ 末吉美喜著

オーム社, 2019 KinoDen https://kinoden.kinokuniya.co.jp/chuouniv/bookdetail/p/KP00024413 テキスト

戦略経営研究科 前期(M2)
ビジネスエコノミクス/現代
社会の経済学

犬飼知徳 火6, 火7
“Value Creation in Innovation Ecosystems”
Strategic Management Journal　Vol 31, Issue 3 p. 306-333

Wiley WILEY ONLINE LIBRARY
https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edsjsr&AN=e
dsjsr.10.2307.40587479&lang=ja&site=eds-live

参考文献

戦略経営研究科 前期(M2)
ビジネスエコノミクス/現代
社会の経済学

犬飼知徳 火6, 火7 Economics of strategy / David Besanko ... [et al.] 6th ed Wiley, c2016 Maruzen eBook Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000065653?7 参考文献 新版（7thed）

戦略経営研究科 前期(M2)
ビジネスエコノミクス/現代
社会の経済学

犬飼知徳 火6, 火7

"Course Research： Using the Case Method to Build and
Teach Management Theory"
Academy of Management Learning & Education
Jun2009, Vol. 8 Issue 2, p240-251.

Academy of
Management

Business Source Ultimate
https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bsu&AN=41
788846&lang=ja&site=eds-live

参考文献

戦略経営研究科 前期(M2) 雇用管理 高橋康二 火6, 火7 仕事の経済学 / 小池和男著 第3版
東洋経済新報社,
2005

Maruzen eBook Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000044848?3 参考文献

戦略経営研究科 前期(M2) 社会調査法 大西浩志 水6, 水7
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 Maruzen eBook Library
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016395;jsessio
nid=4A82E595AD8D2B0626850185EBF11246?0

その他

戦略経営研究科 前期(M2) ケース研究法 犬飼知徳 木6, 木7 社会調査の考え方 / 佐藤郁哉著 上
東京大学出版会,
2015.5

Maruzen eBook Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000031583?1 テキスト

戦略経営研究科 前期(M2) ケース研究法 犬飼知徳 木6, 木7 社会調査の考え方 / 佐藤郁哉著 下
東京大学出版会,
2015.7

Maruzen eBook Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000031584?2 参考文献

戦略経営研究科 前期(M2) 知識創造戦略論 遠山亮子 木6, 木7 知識創造企業 / 野中郁次郎, 竹内弘高著 ; 梅本勝博訳
東洋経済新報社,
1996

Maruzen eBook Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015653?15 テキスト

戦略経営研究科 前期(M2)
特別講義（ヘルスケア制
度・行政論）

田極春美
岩名礼介

金6, 金7
＜地域包括ケア研究会＞地域包括ケアシステムの構築における今
後の検討のための論点

[三菱UFJリサーチ＆
コンサルティング]

https://www.murc.jp/report/rc/policy_rearch/public_report/koukai_130
423/

参考文献

戦略経営研究科 前期(M2)
企業会計とファイナンスの
基礎

石﨑篤史 土1, 土2
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 Maruzen eBook Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000102508?6 参考文献

戦略経営研究科 前期(M2) ICTガバナンスと企業戦略 山本秀男 土1, 土2
Japanese project management: KPM - innovation,
development and improvement / editors, Shigenobu Ohara,
Takayuki Asada

World Scientific,
c2009

eBook Academic
Collection (EBSCOhost) -
Worldwide

https://ufinity.library.chuo-u.ac.jp/iwjs0002opc/XB90137659 参考文献

戦略経営研究科 前期(M2) ICTガバナンスと企業戦略 山本秀男 土1, 土2
Japanese project management: KPM - innovation,
development and improvement / editors, Shigenobu Ohara,
Takayuki Asada

World Scientific,
c2009

EBSCO eBooks https://ufinity.library.chuo-u.ac.jp/iwjs0002opc/XB90137659 参考文献

戦略経営研究科 前期(M2) ICTガバナンスと企業戦略 山本秀男 土1, 土2
Japanese project management: KPM - innovation,
development and improvement / editors, Shigenobu Ohara,
Takayuki Asada

World Scientific,
c2009

ProQuest Ebook Central -
Academic Complete
International

https://ebookcentral.proquest.com/lib/chuouniv-
ebooks/detail.action?docID=477223

参考文献

戦略経営研究科 前期(M2) ICTガバナンスと企業戦略 山本秀男 土1, 土2
ユーザー企業のIT投資・活用の最新動向
 / 日本情報システム・ユーザー協会(JUAS)著・編者
(企業IT動向調査 : 2015)

2014年度調査 日経BP社
日本情報システム・ユー
ザー協会HP

https://juas.or.jp/library/research_rpt/ 参考文献

戦略経営研究科 前期(M2) ICTガバナンスと企業戦略 山本秀男 土1, 土2
ユーザー企業のIT投資・活用の最新動向
 / 日本情報システム・ユーザー協会(JUAS)著・編者
(企業IT動向調査 : 2016)

2015年度調査 日経BP社
日本情報システム・ユー
ザー協会HP

https://juas.or.jp/library/research_rpt/ 参考文献

戦略経営研究科 前期(M2) ICTガバナンスと企業戦略 山本秀男 土1, 土2
ユーザー企業のIT投資・活用の最新動向
 / 日本情報システム・ユーザー協会(JUAS)著・編者
(企業IT動向調査 : 2017)

2016年度調査 日経BP社
日本情報システム・ユー
ザー協会HP

https://juas.or.jp/library/research_rpt/ 参考文献

戦略経営研究科 前期(M2) ICTガバナンスと企業戦略 山本秀男 土1, 土2
ユーザー企業のIT投資・活用の最新動向
 / 日本情報システム・ユーザー協会(JUAS)著・編者
(企業IT動向調査 : 2018)

2017年度調査 日経BP社
日本情報システム・ユー
ザー協会HP

https://juas.or.jp/library/research_rpt/ 参考文献

戦略経営研究科 前期(M2) ICTガバナンスと企業戦略 山本秀男 土1, 土2
ユーザー企業のIT投資・活用の最新動向
 / 日本情報システム・ユーザー協会(JUAS)著・編者
(企業IT動向調査 : 2019)

2018年度調査 日経BP社
日本情報システム・ユー
ザー協会HP

https://juas.or.jp/library/research_rpt/ 参考文献

戦略経営研究科 前期(M2) ICTガバナンスと企業戦略 山本秀男 土1, 土2 情報通信白書 / 総務省編 平成29年版 ぎょうせい 総務省HP https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/h29.html 参考文献

戦略経営研究科 前期(M2) ICTガバナンスと企業戦略 山本秀男 土1, 土2 情報通信白書 / 総務省編 平成30年版 ぎょうせい 総務省HP https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/h30.html 参考文献

戦略経営研究科 前期(M2) ICTガバナンスと企業戦略 山本秀男 土1, 土2 情報通信白書 / 総務省編 令和元年版 ぎょうせい 総務省HP https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/r01.html 参考文献

戦略経営研究科 前期(M2) ICTガバナンスと企業戦略 山本秀男 土1, 土2 情報通信白書 / 総務省編 令和2年版 ぎょうせい 総務省HP https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/r02.html 参考文献

戦略経営研究科 前期(M2) ICTガバナンスと企業戦略 山本秀男 土1, 土2 情報通信白書 / 総務省編 令和3年版 ぎょうせい 総務省HP https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/r03.html 参考文献

戦略経営研究科 前期(M2) ICTガバナンスと企業戦略 山本秀男 土1, 土2 DXレポート（2018） [経済産業省] 経済産業省HP https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/dx/dx.html 参考文献

戦略経営研究科 前期(M2) ICTガバナンスと企業戦略 山本秀男 土1, 土2 DXレポート2　中間とりまとめ（2020） [経済産業省] 経済産業省HP
https://www.meti.go.jp/press/2020/12/20201228004/20201228004.h
tml

参考文献

戦略経営研究科 前期(M2) ICTガバナンスと企業戦略 山本秀男 土1, 土2 DXレポート2　追補版（2021） [経済産業省] 経済産業省HP
https://www.meti.go.jp/press/2021/08/20210831005/20210831005.h
tml

参考文献

戦略経営研究科 前期(M2)
インセンティブ・マネジメ
ント

佐藤博樹 土1, 土2 仕事の経済学 / 小池和男著 第3版
東洋経済新報社,
2005

Maruzen eBook Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000044848?3

戦略経営研究科 後期(M3) ビジネス・データ分析 土田尚弘 火6, 火7 Rで学ぶ統計データ分析 / 本橋永至著 オーム社, 2015 Maruzen eBook Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028102?3 参考文献

戦略経営研究科 後期(M3)
人的資源特別研究（管理職
の役割と部下マネジメン
ト）

石原直子 火6, 火7 変革型ミドルの探求 : 戦略・革新指向の管理者行動 / 金井壽宏著 白桃書房, 1991 Maruzen eBook Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000032692?4 参考文献

戦略経営研究科 後期(M3)
人的資源特別研究（管理職
の役割と部下マネジメン
ト）

石原直子 火6, 火7
5カ国比較　"課長"の定義
Works　No. 128（2015年02月発行）

 [リクルート]
リクルートワークス研究所
HP

https://www.works-i.com/works/no128/ 参考文献

戦略経営研究科 後期(M3) プログラムマネジメント 山本秀男 金6, 金7
Japanese project management : KPM -- innovation,
development and improvement / editors, Shigenobu Ohara,
Takayuki Asada

World Scientific,
c2009

eBook Academic
Collection (EBSCOhost) -
Worldwide

https://ufinity.library.chuo-u.ac.jp/iwjs0002opc/XB90137659 参考文献

戦略経営研究科 後期(M3) プログラムマネジメント 山本秀男 金6, 金7
Japanese project management : KPM -- innovation,
development and improvement / editors, Shigenobu Ohara,
Takayuki Asada

World Scientific,
c2009

EBSCO eBooks https://ufinity.library.chuo-u.ac.jp/iwjs0002opc/XB90137659 参考文献

https://sites.google.com/g.chuo-u.ac.jp/library-studyathome
https://sites.google.com/g.chuo-u.ac.jp/library-freshmen
https://elib.maruzen.co.jp/
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000074346
https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/h28.html
https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/h29.html
https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/h30.html
https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/r01.html
https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/r02.html
https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/r03.html
https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/dx/dx.html
https://www.meti.go.jp/press/2020/12/20201228004/20201228004.html
https://www.meti.go.jp/press/2020/12/20201228004/20201228004.html
https://www.meti.go.jp/press/2021/08/20210831005/20210831005.html
https://www.meti.go.jp/press/2021/08/20210831005/20210831005.html
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000048121?5
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戦略経営研究科 後期(M3) プログラムマネジメント 山本秀男 金6, 金7
Japanese project management : KPM -- innovation,
development and improvement / editors, Shigenobu Ohara,
Takayuki Asada

World Scientific,
c2009

ProQuest Ebook Central -
Academic Complete
International

https://ebookcentral.proquest.com/lib/chuouniv-
ebooks/detail.action?docID=477223

参考文献

戦略経営研究科 後期(M3) プログラムマネジメント 山本秀男 金6, 金7
科学技術イノベーションにおける価値創造プロセスとP2M / 亀山
秀雄
国際P2M学会誌/10 巻 (2015-2017) 2 号/p. 193-204

国際P2M学会 J-STAGE
https://www.jstage.jst.go.jp/article/iappmjour/10/2/10_193/_article/-
char/ja

参考文献

戦略経営研究科 後期(M3) プログラムマネジメント 山本秀男 金6, 金7
Ｐ２Ｍシリーズ ツール編 ロジックモデルの歴史とP2M理論への応
用 / 亀山秀雄
P2Mマガジン/1 巻 (2016)/p. 21-30

国際P2M学会 J-STAGE
https://www.jstage.jst.go.jp/article/iaptwombulletin/1/0/1_21/_article/
-char/ja

参考文献

戦略経営研究科 後期(M3) プログラムマネジメント 山本秀男 金6, 金7 P2Mマガジン 創刊号 国際P2M学会 国際P2M学会HP http://www.iap2m.org/magazine-001/ 参考文献

戦略経営研究科 後期(M3) プログラムマネジメント 山本秀男 金6, 金7 P2Mマガジン 2号 国際P2M学会 国際P2M学会HP http://www.iap2m.org/magazine-002/ 参考文献

戦略経営研究科 後期(M3) プログラムマネジメント 山本秀男 金6, 金7
P2M理論の拡張に関する考察 ～実践的設計論の導入～ / 山本秀男
国際P2M学会誌/13 巻 (2018-2019) 2 号/p. 26-45

国際P2M学会 J-STAGE
https://www.jstage.jst.go.jp/article/iappmjour/13/2/13_26/_article/-
char/ja

参考文献

戦略経営研究科 後期(M3) プログラムマネジメント 山本秀男 金6, 金7

Management of Projects That Involve People with Different
Perceptions of
What Constitutes ‘value’ (多様な価値観の関係者が存在するプロ
ジェクトのマネジメント) / 山本秀男
国際P2M学会誌/14 巻 (2019-2020) 1 号/p. 456-466

国際P2M学会 J-STAGE
https://www.jstage.jst.go.jp/article/iappmjour/14/1/14_456/_article/-
char/ja

参考文献

戦略経営研究科 後期(M3)
人的資源管理/人的資源管理
論

佐藤博樹 土1, 土2 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 Maruzen eBook Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000087240?2 テキスト

戦略経営研究科 後期(M3) 経営戦略論基礎/経営戦略論 遠山亮子 土3, 土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 Maruzen eBook Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000084872?1 テキスト

戦略経営研究科 後期(M3) 人材開発 高村静 土3, 土4

The Center for Creative Leadership Handbook of Leadership
Development (J-B CCL (Center for Creative Leadership)) /
editors, Ellen Van Velsor,  Cynthia D. McCauley, Marian N.
Ruderman

John Wiley &
Sons, 2010

ProQuest Ebook Central -
Academic Complete
International

https://ebookcentral.proquest.com/lib/chuouniv-
ebooks/detail.action?docID=484823

参考文献

戦略経営研究科 後期(M3)

特別講義（医療サービスビ
ジネス）/特別講義（ヘルス
ケア産業における企業・財
務分析）/ファイナンス特別
研究（ヘルスケア産業にお
ける企業・財務分析）

渡辺英克 日3, 日4 教養としての社会保障 / 香取照幸著
東洋経済新報社,
2017

Maruzen eBook Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000050901?5 参考文献

戦略経営研究科 後期(M4) 中小企業論 鹿住倫世 水6, 水7 中小企業白書 / 中小企業庁編 各年版 大蔵省印刷局 中小企業庁HP https://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/index.html 参考文献

戦略経営研究科 後期(M4) ICTガバナンスと企業戦略 山本秀男 木6, 木7
Japanese project management: KPM - innovation,
development and improvement / editors, Shigenobu Ohara,
Takayuki Asada

World Scientific,
c2009

eBook Academic
Collection (EBSCOhost) -
Worldwide

https://ufinity.library.chuo-u.ac.jp/iwjs0002opc/XB90137659 参考文献

戦略経営研究科 後期(M4) ICTガバナンスと企業戦略 山本秀男 木6, 木7
Japanese project management: KPM - innovation,
development and improvement / editors, Shigenobu Ohara,
Takayuki Asada

World Scientific,
c2009

EBSCO eBooks https://ufinity.library.chuo-u.ac.jp/iwjs0002opc/XB90137659 参考文献

戦略経営研究科 後期(M4) ICTガバナンスと企業戦略 山本秀男 木6, 木7
Japanese project management: KPM - innovation,
development and improvement / editors, Shigenobu Ohara,
Takayuki Asada

World Scientific,
c2009

ProQuest Ebook Central -
Academic Complete
International

https://ebookcentral.proquest.com/lib/chuouniv-
ebooks/detail.action?docID=477223

参考文献

戦略経営研究科 後期(M4) ICTガバナンスと企業戦略 山本秀男 木6, 木7
ユーザー企業のIT投資・活用の最新動向
 / 日本情報システム・ユーザー協会(JUAS)著・編者
(企業IT動向調査 : 2015)

2014年度調査 日経BP社
日本情報システム・ユー
ザー協会HP

https://juas.or.jp/library/research_rpt/ 参考文献

戦略経営研究科 後期(M4) ICTガバナンスと企業戦略 山本秀男 木6, 木7
ユーザー企業のIT投資・活用の最新動向
 / 日本情報システム・ユーザー協会(JUAS)著・編者
(企業IT動向調査 : 2016)

2015年度調査 日経BP社
日本情報システム・ユー
ザー協会HP

https://juas.or.jp/library/research_rpt/ 参考文献

戦略経営研究科 後期(M4) ICTガバナンスと企業戦略 山本秀男 木6, 木7
ユーザー企業のIT投資・活用の最新動向
 / 日本情報システム・ユーザー協会(JUAS)著・編者
(企業IT動向調査 : 2017)

2016年度調査 日経BP社
日本情報システム・ユー
ザー協会HP

https://juas.or.jp/library/research_rpt/ 参考文献

戦略経営研究科 後期(M4) ICTガバナンスと企業戦略 山本秀男 木6, 木7
ユーザー企業のIT投資・活用の最新動向
 / 日本情報システム・ユーザー協会(JUAS)著・編者
(企業IT動向調査 : 2018)

2017年度調査 日経BP社
日本情報システム・ユー
ザー協会HP

https://juas.or.jp/library/research_rpt/ 参考文献

戦略経営研究科 後期(M4) ICTガバナンスと企業戦略 山本秀男 木6, 木7
ユーザー企業のIT投資・活用の最新動向
 / 日本情報システム・ユーザー協会(JUAS)著・編者
(企業IT動向調査 : 2019)

2018年度調査 日経BP社
日本情報システム・ユー
ザー協会HP

https://juas.or.jp/library/research_rpt/ 参考文献

戦略経営研究科 後期(M4) ICTガバナンスと企業戦略 山本秀男 木6, 木7 情報通信白書 / 総務省編 平成29年版 ぎょうせい 総務省HP https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/h29.html 参考文献

戦略経営研究科 後期(M4) ICTガバナンスと企業戦略 山本秀男 木6, 木7 情報通信白書 / 総務省編 平成30年版 ぎょうせい 総務省HP https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/h30.html 参考文献

戦略経営研究科 後期(M4) ICTガバナンスと企業戦略 山本秀男 木6, 木7 情報通信白書 / 総務省編 令和元年版 ぎょうせい 総務省HP https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/r01.html 参考文献

戦略経営研究科 後期(M4) ICTガバナンスと企業戦略 山本秀男 木6, 木7 情報通信白書 / 総務省編 令和2年版 ぎょうせい 総務省HP https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/r02.html 参考文献

戦略経営研究科 後期(M4) ICTガバナンスと企業戦略 山本秀男 木6, 木7 情報通信白書 / 総務省編 令和3年版 ぎょうせい 総務省HP https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/r03.html 参考文献

戦略経営研究科 後期(M4) ICTガバナンスと企業戦略 山本秀男 木6, 木7 DXレポート（2018） [経済産業省] 経済産業省HP https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/dx/dx.html 参考文献

戦略経営研究科 後期(M4) ICTガバナンスと企業戦略 山本秀男 木6, 木7 DXレポート2　中間とりまとめ（2020） [経済産業省] 経済産業省HP
https://www.meti.go.jp/press/2020/12/20201228004/20201228004.h
tml

参考文献

戦略経営研究科 後期(M4) ICTガバナンスと企業戦略 山本秀男 木6, 木7 DXレポート2　追補版（2021） [経済産業省] 経済産業省HP
https://www.meti.go.jp/press/2021/08/20210831005/20210831005.h
tml

参考文献

戦略経営研究科 後期(M4)
インセンティブ・マネジメ
ント

佐藤博樹 木6, 木7 仕事の経済学 / 小池和男著 第3版
東洋経済新報社,
2005

Maruzen eBook Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000044848?3

戦略経営研究科 後期(M4) 対行政のビジネス法務

杉浦宣彦
石野耕也
保井俊之
小林香

金6, 金7 行政法入門 / 藤田宙靖著 第7版 有斐閣, 2016 Maruzen eBook Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027633?9 参考文献

戦略経営研究科 後期(M4)
企業会計とファイナンスの
基礎

石﨑篤史 土1, 土2
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 Maruzen eBook Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000102508?6 参考文献
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