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日評ベーシック・シリーズ

「学問の世界」
への最初の１冊
大学教科書の新定番

NBS 経済学入門
奧野正寛／著
経済学を初めて学ぶ大学１年生向けのテキスト。
現実の経済の動きを理解
し、より良い経済社会をつくりだすための考え方を学習。
◦特色
ミクロ経済学とマクロ経済学を１冊で。できるだけ文章で記述して数学を
使わないよう意識。ゲーム理論や制度の経済学も登場
〔電子書籍有り〕ISBN978-4-535-80609-2 2017.3 A5判 264頁 2000円

NBS ミクロ経済学
――需要供給分析からの入門

上田 薫／著

ミクロ経済学の基本的なモデルにあたる需要供給分析に焦点をあて、市
場経済の仕組みや働き方を徹底解説してゆくテキスト。
◦特色
◦ミクロ経済学の基本的な考え方を身につけられる。
◦グラフを用いた説明ができるようになる。
◦基本的な考えの簡単な応用ができる。
〔電子書籍有り〕ISBN978-4-535-80611-5 2018.3 A5判 176頁 1900円

NBS ゲーム理論
土橋俊寛／著
ゲーム理論の考え方を分かりやすく解説し、現実の問題へと応用できるよう
になることを目指したテキスト。
◦特色
◦扱う内容を非協力ゲームのコア部分に絞って解説してゆく。協力ゲーム
は扱わない。
◦本文の理解を深めるために練習問題と詳しい解答付き。
◦ゲーム理論の考え方の現実問題への応用例を豊富に記述。
〔電子書籍有り〕ISBN978-4-535-80612-2 2018.11 A5判 248頁 2200円

NBS 財政学
小西砂千夫／著
財政をめぐる制度や歴史的文脈にも配慮して、財政問題の社会経済的背
景への理解を深めてゆくためのテキスト。
◦特色
財政社会学の流れをくむ構成、公共経済学に還元できない論点や課題を
包括し、財政学の固有の対象とは何かを考える
〔電子書籍有り〕ISBN978-4-535-80608-5 2017.4 A5判 216頁 2000円
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経済学入門

入門│経済学

［第4版］
い

とうもとしげ

伊藤元重【著】
（学習院大学国際社会科学部教授）
◆菊判
（3色刷） 528頁 3000円
〔電子書籍 Kindle版有り〕ISBN978-4-535-55817-5

2015.2

内容紹介
経済学を初めて学ぶ人のための定番教科書。現実の経済問題を豊
富に取り上げ、初心者が経済学を具体的に理解できるように工夫
した。第４版では、少子高齢化と財政の問題など、新たなテーマを
追加した。

本書の特色
①平易な内容。
３色刷りで視覚的にも読みやすい
②改訂では、少子高齢化が財政に与える影響など、新たなテーマを
追加
③豊富な演習問題。
解答付き
④現実の経済や経済学の新しい動向を、コラムで紹介
⑤確認欄、図表解説、用語解説で、反復学習が可能

目 次
０ 経済学とはどのような学問か
Part 1 ミクロ経済学
１ 需要と供給
２ 需要曲線と消費者行動
３ 費用の構造と供給行動
４ 市場取引と資源配分
５ 独占と競争の理論
６ 市場の失敗
７ 不確実性と不完全情報の世界
８ ゲームの理論入門
Part
９
10
11
12
13
14
15
16
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2 マクロ経済学
経済をマクロからとらえる
有効需要と乗数メカニズム
貨幣の機能
マクロ経済政策
インフレ・デフレと失業
高齢社会の財政運営
経済成長と経済発展
国際経済学

経済学入門
［トリアーデ経済学１］
経済学ベーシック

細江守紀・笹山 茂／編著
高校
「政治・経済」で学んだ内容との連携を重視、本書での学習がその後
のミクロ経済学・マクロ経済学へ連携することを狙う三部作。
ISBN978-4-535-55757-4 2014.4 A5判 272頁 2200円

［トリアーデ経済学２］
ミクロ経済学入門

慶田 收・金 栄緑・大山佳三／編著
トリアーデ経済学シリーズの第２冊目。１冊目の
『経済学ベーシック』に
続くもので、ミクロ経済学を基礎から学習していく入門書。
ISBN978-4-535-55837-3 2015.8 A5判 256頁 2400円

［トリアーデ経済学３］
マクロ経済学入門

笹山 茂・坂上智哉／編著
『経済学ベーシック』
（トリアーデ経済学１）
を読んだあとに、マクロ経済
学を一通り学習していくためのテキスト。
ISBN978-4-535-55838-0 2015.9 A5判 304頁 2600円

［例題で学ぶ］
初歩からの経済学
白砂堤津耶・森脇祥太／著
公務員・資格試験で出題された問題を題材にとり、演習形式で経済学を
基礎から学べる待望の学習書。
資格試験受験者はもとより、大学院受験者
や、経済学をイチから勉強したい学生・ビジネスマンにも最適！
ISBN978-4-535-55221-0 2002.4 菊判 360頁 2800円

きっちり学ぶ経済学入門
江良 亮・森脇祥太／編著
ミクロ・マクロ両分野の経済学の基本を、感覚的なレベルに留まらず、ロ
ジカルに
「きちんと」
解説。
しかも平易。
資格試験対策にも。
ISBN978-4-535-55663-8 2011.3 A5判 288頁 2800円
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経済学入門

経済学を味わう

東大1、2年生に大人気の授業
いちむらひでひこ

市村英彦【編】
（アリゾナ大学経済学部教授）
おかざきてつ

じ

岡崎哲二【編】
（東京大学大学院経済学研究科教授）
さ

とうやすひろ

佐藤泰裕【編】
（東京大学大学院経済学研究科教授）
まつ

い

あきひこ

松井彰彦【編】
（東京大学大学院経済学研究科教授）
◆四六判 304頁 1800円
〔電子書籍 Kindle版有り〕ISBN978-4-535-55955-4

2020.4

内容紹介
東京大学で、毎回教室が超満員になる大人気講義を書籍化！ 世界
で活躍するトップランナーが、最新の経済学の世界へナビゲート。
目 次
第1章			 経済学がおもしろい：ゲーム理論と制度設計…松井彰彦
第2章			 市場の力、政府の役割：公共経済学…小川光
第3章			 国民所得とその分配：マクロ経済学…楡井誠
第4章			 データ分析で社会を変える：実証ミクロ経済学…山口慎太郎
第5章			 実証分析を支える理論：計量経済学…市村英彦
第6章			 グローバリゼーションの光と影：国際経済学…古沢泰治
第7章			 都市を分析する：都市経済学…佐藤泰裕
第8章			 理論と現実に根ざした応用ミクロ分析：産業組織論…大橋弘
第9章			 世界の貧困削減に挑む：開発経済学…澤田康幸
第10章 歴史の経済分析：経済史…岡崎哲二
第11章 会計情報開示の意味：財務会計と情報の経済学…首藤昭信
第12章 デリバティブ価格の計算：金融工学…白谷健一郎

経済論文の作法（第3版）
――勉強の仕方・レポートの書き方

小浜裕久・木村福成／著
経済学の論文やレポート・卒論を書くためのマニュアルとして高い評価
を受け
「痒い所に手が届く」
と好評を博しているテキストの第３版。
ISBN978-4-535-55668-3 2011.2 A5判 200頁 1800円

本当に伝えたい 経済学の魅力
経済セミナー編集部／編
経済セミナーの人気シリーズ
「女性経済学者を訪ねて」
の4 2名の女性経済
学者へのインタビューに加え、新たに座談会を収録。
通して読むことで経
済学のおもしろさがわかる。
［経済セミナー増刊］2019.10 B5判 200頁 1300円

されどマルクス
吉原直毅／監修
2018年はマルクス生誕200周年の記念イヤーであった。
マルクス経済学お
よびマルクス主義的なアプローチの魅力と有用性を問う。
【日本評論社創業100年記念出版】
［経済セミナー増刊］2018.5 B5判 124頁 1200円
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マクロ経済学

［シリーズ・新エコノミクス］

マクロ経済学入門

［第3版］
ふたがみこういち

二神孝一【著】
（大阪大学大学院経済学研究科教授）
◆A5判 244頁 2200円
〔電子書籍 Kindle版有り〕ISBN978-4-535-04124-0

2017.4

内容紹介
初めて学ぶひとを対象にイチから解説。
工夫した構成で、かつ最新
の経済データを素材に用いることで実体経済の動向をフォロー。
本書の特色
半期週１コマのセメスター制に対応。
経済データと文献情報を更新。
第３版では非伝統的金融政策の解説を追加
目 次
第1章			 マクロ経済学の役割
第2章			 経済の活動水準を測る
第3章			 物価の測り方
第4章			 経済の成長
第5章			 貯蓄と投資を結ぶもの：資金市場
第6章			 貨幣と日本銀行
第7章			 インフレーション
第8章			 開放経済：海外との取引の描写
第9章			 開放マクロ経済学
第10章 短期の経済分析
第11章 失業
第12章 財政赤字はいつまで続けられるか

動学マクロ経済学
――成長理論の発展

二神孝一／著
「内生的技術変化」
を出発点とし、現在にいたるまでの経済成長に関する理
論モデルの発展を、学部生にも理解できるよう記述する。
ISBN978-4-535-55673-7 2012.5 A5判 296頁 3600円

動学マクロ経済学へのいざない
蓮見 亮／著
ソローモデルやRBCモデル、DSGEモデルといった、マクロ経済学における
動学的な手法を無理なく身につけることができる書。
〔電子書籍 Kindle版有り〕

ISBN978-4-535-55949-3 2020.3 A5判 216頁 2800円
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マクロ経済学

マクロ経済学

［第2版］
い

とうもとしげ

伊藤元重【著】
（学習院大学国際社会科学部教授）
◆菊判
（3色刷） 400頁 2800円
ISBN978-4-535-55621-8

2012.12

内容紹介
リーマンショック後のマクロ経済の変動をふまえた大改訂。デー
タを一新。経済政策の新手法の解説、アジア経済の台頭、世界的財
政危機、少子・高齢化の日本経済など、マクロ経済学の理論を現実
の経済問題にひきつけながら解説する。
本書の特色
①リーマンショック、
ギリシャ危機など、世界経済の大変動をふまえた大改訂
②マクロ経済データの一新
③読みやすい３色刷
④マクロ経済学理論の基礎をわかりやすく解説
⑤理解を深めるための演習問題
（解答・解説付き）
⑥日本経済、世界経済の現実に即した解説
⑦経済学の知識と興味を深めるための２種類のコラム
目 次
０ マクロ経済学とはどういう学問か
Part 1 マクロ経済学の基礎
1 マクロ経済学のとらえ方
2 マクロ経済における需要と供給
3 有効需要と乗数メカニズム
4 貨幣の機能と信用創造
5 貨幣需要と利子率
6 財政政策の基本的構造
7 財政・金融政策とマクロ経済
8 総需要と総供給

Part 2 マクロ経済学の応用
9 労働市場の機能と失業問題
10 インフレーションとデフレーション
11 財政破綻と財政健全化
12 金融政策と金融システム
13 国際金融市場と為替レート
14 通貨制度とマクロ経済政策
15 経済成長と経済発展

マクロ経済学
パーフェクトマスター

［第2版］
い

とうもとしげ

伊藤元重【著】
（学習院大学国際社会科学部教授）
下井直毅【著】
（多摩大学経営情報学部教授）
しも

い

なお

き

内容紹介

◆菊判 288頁 1900円

ISBN978-4-535-55745-1

2014.4

伊藤元重
『マクロ経済学第２版』
に完全対応。用語解説や要点チェッ
ク、資格試験問題など、自習書・副読本としてのニーズを100％満たす。
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マクロ経済学

入門
マクロ経済学

［第6版］
なかたに

No image

いわお

中谷 巌【著】
（三菱UFJリサーチ&コンサルティング理事長／多摩大学名誉学長）
しも

い

なお

き

つか

だ

ひろあき

下井直毅【著】
（多摩大学経営情報学部教授）
塚田裕昭【著】
（三菱UFJリサーチ&コンサルティング）
◆菊判 450頁
（予定） 予価2800円
2021年2月刊行予定

内容紹介
マクロ経済学の基礎理論が体系的に学べる。入門テキストの原点
に立ち帰ったよりわかりやすい記述へ、大幅改訂。
本書の特色
①日本経済のマクロデータをふんだんに盛り込んだ、生きた解説。
②入門書の原点に立ち帰り、さらにわかりやすい記述に。
③各章末に豊富な練習問題を配置。
④カラー印刷で圧倒的に読みやすい。
目 次
Part 1 イントロダクション
第１章		 マクロ経済学とは
第２章		 GDPを理解する
第３章		 マクロ経済学における
「短期」
と
「長期」
Part 2 短期モデル
第４章		 GDPはどのように決まるか
第５章		 貨幣の需給と利子率
第６章		 IS-LM分析と財政金融政策
第７章		 国際マクロ経済学
Part 3 長期均衡への調整
第８章		 短期モデルと長期モデルの比較
第９章		 物価水準はどのように決まるか
第10章 インフレとデフレ
第11章 経済成長の理論
Part 4 消費・投資
第12章 消費と貯蓄
第13章 投資決定の理論
Part 5
第14章
第15章
第16章

さらに進んだマクロ経済学
ケインジアン・マネタリスト以降のマクロ経済学
マクロ経済政策の有効性について
「現代貨幣理論」
（MMT）
とパンデミック
エピローグ：
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マクロ経済学

いまこそ学ぼう
マクロ経済学［第2版］
ほそ

の

かおる

細野 薫【著】
（学習院大学経済学部教授）
◆A5判 328頁 2700円
ISBN978-4-535-55802-1

2016.6

内容紹介
マクロ経済学の基本的なフレームワークに沿って、全12章を一歩一
歩学んでゆけば、日本と世界の経済への理解がぐんと深まる。

最低限必要なマクロ経済学
――要点だけで完全理解

野口光宣／著
ギリギリ必要な知識の量にまで内容を絞り込んだ新タイプのテキスト。
説明を簡潔に、不必要な数式を省き、この１冊からスタート。
ISBN978-4-535-55647-8 2010.9 A5判 192頁 2000円

マクロ経済学のナビゲーター（第3版）
脇田 成／著
新古典派のマクロ経済体系とケインズ的なマクロ経済体系の双方をどちら
にも偏らずに公平に学習してゆく教科書。
学生・大学生とのQ&A形式の対
話により、マクロ経済学のコアに単刀直入に入りこんで、要点を整理。
ISBN978-4-535-55672-0 2012.2 A5判 280頁 2500円

上級マクロ経済学［原著第3版］
デビッド・ローマー／著
堀 雅博・岩成博夫・南條 隆／訳
理論と実証のバランスを重視し、最先端の理論で経済問題を解き明かす。
マクロ経済学を本当に理解したい学部上級、大学院生必携の決定版テキ
スト。
ISBN978-4-535-55493-1 2010.3 A5判 792頁 6600円

基礎から学ぶ 動学マクロ経済学に必要な数学
中田真佐男／著
大学院レベルのマクロ経済学を学ぶ際に必要となってくる数学を、基礎か
ら丁寧に解説した“学生目線”の教科書。
ISBN978-4-535-55677-5 2011.12 A5判 144頁 2600円
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ミクロ経済学

［シリーズ・新エコノミクス］

ミクロ経済学入門
きよ

の

かずはる

清野一治【著】
（元・早稲田大学政治経済学術院教授）
◆A5判
（2色刷） 274頁 2200円
ISBN978-4-535-04116-5

2006.4

内容紹介
まったくの初学者を対象にした、経済学学習の最初の一冊。
ミクロ
経済学の教科書でありながら、むずかしい数式はいっさいなし。
て
いねいな解説と直感的に理解できる図によって、読者をミクロ経
済学の世界へ導く。

本書の特色
①初学者にとって理解しづらい無差別曲線は使わず、また、一般均
衡や不確実性にまでは踏み込まない
②大学１〜２年生を対象にした半期週１コマ
（２単位）
のセメスター
制カリキュラムに対応
③コンパクトで携帯に便利。
しかも、２色刷で重要ポイントがわかり
やすい！
④経済学部や商学部はもちろん、他学部や短大での経済学入門の講
義にもぴったり！
⑤練習問題と解答付き

目 次
第1章		
第2章		
第3章		
第4章		
第5章		
第6章		
第7章		
第8章		
第9章		

経済学とは何だろうか
市場競争
競争市場と需給の法則
需給変化と比較静学
消費者余剰と交換の利益
生産者余剰と生産の効率性
競争市場均衡と効率性
市場介入の経済効果
価格支配力と不完全競争
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ミクロ経済学

ミクロ経済学の力
かんどりみちひろ

神取道宏【著】
（東京大学大学院経済学研究科教授）
◆A5判
（2色刷） 552頁 3200円
〔電子書籍 Kindle版有り〕ISBN978-4-535-55756-7

2014.9

内容紹介
『経済セミナー』の人気連載が単行本として登場！ 書籍化にあた
り、理解を深めるための補論を大幅に追加。
ミクロ経済学の本質が
わかる。

本書の特色
①ドライブ感のあるわかりやすい文章やコメントで、ミクロ経済学
をストーリー立てて理解できる
②豊富な図が、直感的理解を促す
③豊富な事例により、抽象的な経済理論がどのように役立つか、よ
り具体的に理解できる

目 次
序 章 経済学の目的と方法
第１部
第１章
第２章
第３章
第４章
第５章

価格理論：市場メカニズムの特長と問題点
消費者行動の理論
企業行動の理論
市場均衡
市場の失敗
独占

第２部 ゲーム理論と情報の経済学：経済理論の新しい流れ
イントロダクション なぜゲーム理論が必要なのか
第６章 同時手番のゲームとナッシュ均衡
第７章 時間を通じたゲームと戦略の信頼性
第８章 保険とモラル・ハザード
第９章 逆淘汰とシグナリング
終 章 最後に、社会思想
（イデオロギー）
の話をしよう
補論Ａ 最小限必要な数学の解説
補論Ｂ 条件付最大化問題とラグランジュの未定乗数法
補論Ｃ 補償変分と等価変分：価格変化が消費者に与える損害や利益を、
需要曲線から推定する
補論Ｄ 厚生経済学の第２基本定理の証明は難しくない
経済学でよく使う数理の道具箱
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ミクロ経済学

ミクロ経済学の技
かんどりみちひろ

神取道宏【著】
（東京大学大学院経済学研究科教授）
◆A5判
（2色刷） 208頁 1700円
〔電子書籍 Kindle版有り〕ISBN978-4-535-55896-0

2018.4

内容紹介
「社会を見る目を養う力」をつけるための問題集。
『ミクロ経済学
の力』に沿った構成で、自分の理解度を確かめつつ、応用力を鍛え
ることができる。

本書の特色
①本文２色刷りで見やすい。
②
『ミクロ経済学の力』
に完全対応。
③単なる計算問題ではなく、考える力がつく。

目 次
第１章		 消費者行動の理論
第２章		 企業行動の理論
第３章		 市場均衡
第４章		 市場の失敗
第５章		 独占
第６章		 同時手番のゲームとナッシュ均衡
第７章		 時間を通じたゲームと戦略の信頼性
第８章		 保険とモラル・ハザード
第９章		 逆淘汰とシグナリング
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ミクロ経済学

ミクロ経済学

［第3版］
い

とうもとしげ

伊藤元重【著】
（学習院大学国際社会科学部教授）
◆菊判 512頁 3000円
〔電子書籍 Kindle版有り〕ISBN978-4-535-55844-1

2018.2

内容紹介
もっともわかりやすく、かつ、標準的なミクロ経済学がしっかり身
につくテキストとして評価を確立した
「伊藤ミクロ」の改訂版。行
動経済学などミクロ経済学における新しい動向も紹介。

本書の特色
①数式をほとんど使わず、具体的な事例を多用しながら解説をして
いるので、初学者にも理解できる
②標準的なミクロ経済学の内容をほぼ網羅
③カラー図版により、ビジュアル的にも理解しやすい

目 次
第0章 ミクロ経済学とは
Part 1
第1章
第2章
第3章
第4章

需要と供給の理論
需要と供給
需要曲線と消費者行動
費用の構造と供給行動
市場取引と資源配分

Part 2
第5章
第6章
第7章
第8章

一般均衡分析
消費者行動の理論
消費者行動理論の展開
生産と費用
一般均衡と資源配分

Part 3
第9章
第10章
第11章
第12章
第13章
第14章
第15章

ミクロ経済学の展開
独占の理論
ゲームの理論
ゲームの理論の応用
市場の失敗
不確実性とリスク
不完全情報の経済学
異時点間の資源配分

演習問題解答
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ミクロ経済学

ミクロ経済学
戦略的アプローチ
かじ

い

あつ

し

まつ

い

あきひこ

梶井厚志【著】
（関西学院大学経済学部・経済学研究科教授）
松井彰彦【著】
（東京大学大学院経済学研究科教授）
◆菊判 324頁 2300円
〔電子書籍 Kindle版有り〕ISBN978-4-535-55202-9

2000.2

内容紹介
標準的ミクロ経済学の教科書とは視点と発想を変え、8 0年代から
9 0年代の経済学の進展を背景とした戦略的行動という観点から書
かれたテキスト。ゲーム理論の発想を用いたストーリー仕立ての
展開で、ミクロ経済学における戦略的なテーマに接近。

本書の特色
①対象となっているさまざまな経済現象をまず２人の間のゲームと
その応用としてとらえる
②各章においては、ストーリー仕立ての展開で、ミクロ経済学にお
けるフロンティアを紹介し、最新のミクロ経済学がどんな問題を
どのように取り上げてゆくのか解説
③最新のミクロ経済学を学ぶうえではゲーム論的分析が欠かせな
い。
ゲーム理論の入門書としても活用できる

目 次
第1章			 あるパン屋の話
第2章			 戦略と均衡
第3章			 裁量かルールか ──展開形表現
第4章			 交渉ゲーム
第5章			 情報とゲーム
第6章			 オークション
第7章			 公共財
第8章			 市場取引
第9章			 消費者理論
第10章 寡占と結託の経済効果
第11章 金融とリスク管理
第12章 金融市場と一般均衡
第13章 製品差別化
第14章 契約と誘因
第15章 新たな幕開け

13

ミクロ経済学

しっかり基礎から

ミクロ経済学
LQアプローチ
かじたにしん

や

すず

ば

梶谷真也【著】
（京都産業大学経済学部准教授）
き

し

鈴木史馬【著】
（成蹊大学経済学部准教授）

◆A5判 256頁 2500円

〔電子書籍 Kindle版有り〕ISBN978-4-535-55836-6

2016.3

内容紹介
中学数学だけでミクロ経済学をマスター！ 一次関数
（Linear
（Quadratic function）のみを用いた
「LQアプ
function）と二次関数
ローチ」
による新しい入門書。
本書の特色
①簡単な数学を用いてミクロ経済学の基本を学ぶ入門書
②理解度をチェックするための豊富な例題
③付録
「経済数学入門」
をウェブに掲載
④講義用のパワーポイントをウェブに掲載

入門 価格理論（第2版）
倉澤資成／著
価格理論
（ミクロ経済学）
の入門書としてつとに定評のある旧版に数章を加
え、練習問題もふやして２色刷とした。
もっとも標準的な教科書であるとと
もに、各種資格試験受験者にも最適。
〔電子書籍 Kindle版有り〕
ISBN978-4-535-57712-1 1988.4 A5判
（2色刷） 408頁 3000円

社会的選択理論への招待
――投票と多数決の科学

坂井豊貴／著
多数決には欠陥がある。
より適切に人々の意見を集約するルールはあるか。
それを探る理論を、改憲論などにも触れながら案内する。
ISBN978-4-535-55754-3 2013.11 A5判 152頁 2400円

行動意思決定論
――経済行動の心理学

竹村和久／著
経済学、経営学、工学などの分野でひろく応用されている心理学的な方法
論を丁寧に説く。
マーケティングなど、応用例についても記述。
ISBN978-4-535-55477-1 2009.10 A5判 224頁 3500円
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ゲーム理論

入門
ゲーム理論と
情報の経済学
かん

べ

しんすけ

神戸伸輔【著】
（学習院大学経済学部教授）
◆A5判 328頁 2500円
ISBN978-4-535-55414-6

内容紹介

2004.10

現代の経済現象を理解する上で欠かせないゲーム理論と情報の経
済学の両方をまとめて１冊で解説。むずかしい数式抜きに体系的
に学べて、練習問題で理解度をチェックできる。
説明のわかりやす
さはピカイチ。
本書の特色
①私大文系の学部学生に最適な入門テキスト
②前期に
「ゲーム理論」
、後期に
「情報の経済学」
と、半期ごとのカリ
キュラムにも対応できる
③各章の
「まとめ」
で、学ぶポイントを整理

ゲーム理論はアート
――社会のしくみを思いつくための繊細な哲学

松島 斉／著
ゲーム理論は、社会のしくみを解き明かすための最強のアプローチだ。
「なぜハラスメントが起こるのか」
「監視社会でいかに自立的に生きるか」
など、例を挙げつつ問題の本質を簡潔に示す。
ISBN978-4-535-55892-2 2018.1 四六判 304頁 2000円

ビジネスゲームセオリー
――経営戦略をゲーム理論で考える

御立尚資・柳川範之／著
経営戦略論に則って実際にビジネスをしてみると、思わぬ壁にぶつかる。
ビジネスサイドからの具体的な悩みに、ゲーム理論が答える。
ISBN978-4-535-55557-0 2014.6 四六判 304頁 1800円

ヤフオク！の経済学
――オンラインオークションとは

土橋俊寛／著
オークション理論を平易な言葉で解説しながら、日本最大シェアのオン
ラインオークション
「ヤフオク！」
の特徴について説明する。
ISBN978-4-535-55895-3 2018.2 A5判 200頁 3200円

合理的に不合理 合理的に合理的（仮）
小林佳世子／著
最後通牒ゲームを題材として、進化心理学の考え方を用いて
「経済人」
では
ない人間行動の原理に迫る。
2021年3月刊行予定 四六判 256頁
（予定） 予価1900円
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統計・計量経済学

［例題で学ぶ］

初歩からの
計量経済学

［第2版］
しらさご

て

つ

や

白砂堤津耶【著】
（東京女子大学現代教養学部国際社会学科教授）
◆A5判 312頁 2800円
ISBN978-4-535-55497-9

2007.3

内容紹介
豊富な例題を解くことを通じて、計量経済学の理論とテクニック
を無理なく学ぶことができる画期的な入門書。

本書の特色
①計量経済学の初学者にも優しい構成
②現実経済を題材にとった例題と練習問題で、生きた知識が身に
付く
③実際に問題を解くことにより、実践的な力が付く

目 次
序 章		 計量経済学とはどんな学問か
第１章		 統計学の基礎知識①
第２章		 統計学の基礎知識②
第３章		 単純回帰モデル
第４章		 重回帰モデル
第５章		 回帰モデルの仮説検定と予測
第６章		 ダミー変数
第７章		 系列相関
第８章		 連立方程式モデル
第９章		 産業連関分析
第10章		 コンピュータによる計量経済分析――TSPの基礎
練習問題解答
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統計・計量経済学

［例題で学ぶ］

初歩からの統計学

［第2版］

しらさご

て

つ

や

白砂堤津耶【著】
（東京女子大学現代教養学部国際社会学科教授）
◆A5判 304頁 2500円
ISBN978-4-535-55790-1

2015.3

内容紹介
実務に、研究に、ますますニーズの高まる統計学の実戦的な知識
を、最小限の努力でマスターできるよう工夫した、画期的な入門
書。吟味された例題と、丁寧かつ要点を押さえた解説で、誰でも平
易に学ぶことができる。

本書の特色
①さまざまな例題を実際に解くことで、即戦力を身に付けられるよう
に配慮
②例題は具体的で身近なものを素材に選んでいるので、イメージが
湧きやすい
③憶えておくべき知識は簡潔にまとめられ、重要なポイントがすぐわ
かる
④一方、解法の解説は飛躍がなく丁寧で、理解しやすい
⑤ロングセラーの定番教科書
『例題で学ぶ初歩からの経済学』
『例題
で学ぶ初歩からの計量経済学』
のノウハウを凝縮

目 次
第１章		 度数分布表とヒストグラムのつくり方
第２章		 データの中心をはかる指標
第３章		 データの散らばりをはかる指標
第４章		 順列と組合せ
第５章		 確率
第６章		 確率変数と確率分布
第７章		 母平均の区間推定
第８章		 母比率の区間推定
第９章		 仮説検定の方法
（1）
：母平均の検定
第10章 仮説検定の方法
（2）
：母比率・母平均の差・母比率の差の検定
第11章 母標準偏差の区間推定と検定：カイ２乗分布
第12章 相関分析
第13章 回帰分析
練習問題解答
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統計・計量経済学

計量経済学の
ための数学
た

なかひさとし

田中久稔【著】
（早稲田大学政治経済学術院准教授）
◆A5判 264頁 2600円
ISBN978-4-535-55929-5

2019.8

内容紹介
入門を終えて、より進んだ計量経済学を学ぶ際に必要になってく
る数学の難所をわかりやすく解説。計量経済学に必要なテーマに
絞ることで、無理なく学習を進めることができる。
本書の特色
①より進んだ計量経済学を理解するために必要な数学のうち、最低
限のトピックを厳選して解説。
②第Ⅰ部では、はじめて線形代数を学ぶ人にも十分に理解できるよ
うに解説。
線形代数の学習の導入に最適。
③第Ⅱ部では、測度論に基づいた確率論の基礎を解説。測度論的確
率論の入門に最適。
目 次
第Ⅰ部		 集合論と線形代数
第１章		 集合と写像
第２章		 ベクトル空間
第３章		 行列
第４章		 行列式と逆行列
第５章		 内積と射影
第６章		 二次形式と対角化

第Ⅱ部		 確率論と回帰分析の基礎
第７章		 確率空間
第８章		 積分と期待値
第９章		 条件付き期待値と回帰分析
第10章 大数の法則と推定量の一致性
第11章 中心極限定理と推定量の漸近正規性

新しい計量経済学
――データで因果関係に迫る

鹿野繁樹／著
「経済データなどの非実験データから因果関係を識別する」という観点を
軸に計量経済学を説明する、新しいタイプの教科書。
ISBN978-4-535-55771-0 2015.12 A5判 328頁 2800円

計量経済学講義
難波明生／著
アドバンスな計量経済学と、
それに必要な数学・数理統計学が１冊で学べる。
統計学的な視点を重視した計量経済学のテキスト。
ISBN978-4-535-55835-9 2015.9 A5判 224頁 2300円

実戦 計量経済学入門
山澤成康／著
計量経済学のややこしい分析の意味がやっとわかった！ エコノミストの
日々の実戦の場でとにかく役に立つ。
「二人の関係をつきとめ」
る最小二乗
法とか、ストレートな表現で計量分析の実用面をひたすら重視した教科書。
ISBN978-4-535-55341-5 2004.3 B5判 308頁 3000円
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gretlで計量経済分析
加藤久和／著
計量分析のためのフリーソフトgretl〔グレーテル〕
を用いて、計量経済学
の基礎から丁寧に解説。時系列分析などの、より進んだ分析手法も身につ
けることができる。
ISBN978-4-535-55714-7 2012.8 A5判 224頁 2800円

部分識別入門
――計量経済学の革新的アプローチ

奥村綱雄／著
計量経済分野で近年急速に発展している新しい手法の基礎理論を、丁寧
に解説。
従来の常識を覆す強力なツールの全体像がわかる。
ISBN978-4-535-55893-9 2018.9 A5判 256頁 2800円

ミニマムエッセンス統計学
三土修平／著
社会に出ると
「数字で表わすこと」がどんどん要求される。そのために必
要なものが統計の素養である。法学から経済に転身した著者が見抜いた
「統計に固有の特徴的な考え方」
を
《三土流》
に噛み砕く。
ISBN978-4-535-55396-5 2004.9 A5判 172頁 1800円

入門 経済のための統計学（第3版）
加納 悟・浅子和美・竹内明香／著
現実の経済分析に不可欠な統計学の知識が身につく入門書として学生・社
会人の好評を博している。
第３版ではデータをアップデートするとともに、統
計学のファイナンスへの応用といった最新のトピックが盛り込まれている。
ISBN978-4-535-55657-7 2011.6 A5判 376頁 3400円

ビッグデータ統計解析入門
――経済学部／経営学部で学ばない統計学

照井伸彦／著
機械学習やデータマイニングといった代表的なビッグデータの分析手法
を、統計学や計量経済学との違いを明確にしながら解説する。
ISBN978-4-535-55901-1 2018.12 A5判 160頁 2200円

はじめよう 経済学のための情報処理（第4版）
――Excelによるデータ処理とシミュレーション

山下隆之・石橋太郎・伊東暁人・上藤一郎・黄 愛珍・鈴木拓也／著

エクセルの新バージョン、Excel2013の登場に合わせて、統計処理の扱い
を全面的に内容刷新して再登場。Excelの新機能にも対応。
ISBN978-4-535-55808-3 2014.10 B5判 248頁 2300円

EViewsで学ぶ実証分析の方法
北岡孝義・髙橋青天・溜川健一・矢野順治／著
EViewsを操作しながら、より発展的な実証分析の手法を学ぼう。
計量経済
学の理論的な背景もしっかりと解説。EViews ８完全対応。
ISBN978-4-535-55736-9 2013.12 B5変型判 328頁 4500円
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実証分析入門
――データから
「因果関係」
を読み解く作法

森田 果／著
政策効果の評価などで注目を集める
「因果関係」の推測方法を、数式に頼
ることなく解説。
実証分析の
「作法」
が身につく。
ISBN978-4-535-55793-2 2014.6 A5判 344頁 3000円

政策評価のための因果関係の見つけ方
――ランダム化比較試験入門

エステル・デュフロ＋レイチェル・グレナスター＋マイケル・クレーマー／著
小林庸平／監訳・解説 石川貴之・井上領介・名取 淳／訳

【2019年ノーベル経済学賞受賞！】
近年、注目を集める因果推論。
その代表的手法であるランダム化比較試験
（RCT）
を用いた政策効果の測定方法を、第一人者が解説。
ISBN978-4-535-55934-9 2019.7 A5判 160頁 2300円

進化するビジネス
の実証分析
経済セミナー編集部【編】
［経済セミナー増刊］
◆B5判 144頁 1600円
〔電子書籍 Kindle版有り〕2020.4

内容紹介
ビジネスや政策の現場で注目が集まる経済学。今、実務と研究の世
界で何が起きているのか？ 最前線で活躍する研究者が徹底解説！
目 次
Part 1 最新動向を探る
Chapter 1［鼎談］
ビジネスと政策の現場で活きる経済学…青木玲子・伊神
満・渡辺安虎／Chapter 2 経済学はビジネスに役立つのか…上武康亮／
Chapter 3 独禁法規制・訴訟対応への応用…石垣浩晶／Chapter 4［イン
タビュー］
産業組織論はどのように生まれ、進化してきたか…小田切宏之
Part 2 研究のフロンティアに迫る
Chapter 5 ビジネス実証分析の今…渡辺安虎／Chapter 6 需要関数の推
定：基礎と応用…北野泰樹／Chapter 7 個別取引データによるリテール決
済需要の推定：多様化をきわめる決済手段とキャッシュレス化の行方…若
森直樹／Chapter 8 ダイナミックな価格戦略：航空料金設定の工夫とLCC
参入による変化…渡辺誠／Chapter 9 小売業の参入・立地・成長戦略：構
造推定による実証分析…西田充邦／Chapter 10 衰退産業での退出戦略：
アメリカ映画館産業の実証分析…高橋悠也／Chapter 11 カルテルの理論：
基本理論と退出可能モデルへの拡張…グレーヴァ香子／Chapter 12 談合
の実証分析…鈴木彩子／Chapter 13 グローバル経済における企業合併：
韓国における現代・起亜自動車の合併事例…遠山祐太／Chapter 14 ネッ
トワーク効果：空港利用の間接ネットワーク効果の実証分析…土居直史／
Chapter 15 公共調達：制度設計とその経済学的な評価…花薗誠
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［新版］
進化する

経済学の実証分析
経済セミナー編集部【編】
◆B5判 184頁 1800円

〔電子書籍 Kindle版有り〕ISBN978-4-535-55976-9 2020.8

内容紹介
好評であった経済セミナー増刊号
『進化する経済学の実証分析』
を、
最新の状況も盛り込みつつ新版として書籍化。
目 次
第１部：基本を押さえる
■
［鼎談］
実証分析が切り拓く経済学の未来…奥井亮×川口大司×古沢泰治
■
［インタビュー］
経済学における実証分析の新たな潮流…伊藤公一朗／
経済学はリアルワールドとどう向き合うべきか…野口晴子
■
［実証分析手法の現在］
経済学における実証分析の進化…澤田康幸／応
用ミクロ計量経済学の手法と論点…北村行伸／経済学における実験的ア
プローチ…下村研一・瀋俊毅／機械学習と計量経済分析のこれから…新
谷元嗣
■
［実証分析をめぐるさまざまな論点］
識別とは何か…奥村綱雄／
「誘導型
推定」
vs.
「構造推定」
…中嶋亮／開発経済学における計量的アプローチと実
験的アプローチ…樋口裕城／ RCTによる開発経済学研究の来し方行く末
…會田剛史／ルーカス批判とマクロ計量分析…渡部敏明／評価装置とし
ての経済モデルとカリブレーション…山田知明
第２部：最先端を知る
■
［各分野の実証研究］
マクロ経済学…阿部修人／ファイナンス…柴田舞
／行動経済学…大垣昌夫／産業組織論…今井晋・加納和子・南橋尚明／
労働経済学…小原美紀／開発経済学…伊藤成朗／教育経済学…中室牧子
／医療経済学…花岡智恵
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経済数学

［改訂版］

経済学で出る数学
高校数学からきちんと攻める
お

やまだいすけ

尾山大輔【編著】
（東京大学大学院経済学研究科教授）
やす

だ

ようすけ

安田洋祐【編著】
（大阪大学大学院経済学研究科准教授）
◆B5判 384頁 2100円
〔電子書籍 Varsity Wave ebooks
（大学生協）
有り〕ISBN978-4-535-55659-1 2013.3

内容紹介
経済セミナー増刊の単行本化。経済学に必要な数学を高校数学か
らやり直す。例題→高校数学のおさらい→練習問題と進めること
で、自力で問題が解けるようになる。
本書の特色
①一次関数、微分、行列、確率など、ミクロ・マクロ両分野にわたっ
て必須の数学を学ぶことができる
②執筆者は、19 7 4年〜8 0年生まれの若手研究者。
現在の大学生が
受けた数学教育に近い感覚で執筆
③各章の相互関連がより明確になるよう、増刊に加筆・修正するこ
とで、より深く理解できるよう工夫した

経済学で出る数学

ワークブックで
じっくり攻める
し ら い し しゅん す け

白石俊輔【著】
（富山大学経済学部経営学科教授）
お

やまだいすけ

尾山大輔【監修】
（東京大学大学院経済学研究科教授）
やす

だ

ようすけ

安田洋祐【監修】
（大阪大学大学院経済学研究科准教授）
◆B5判 256頁 1500円
ISBN978-4-535-55733-8

2014.3

内容紹介
『改訂版 経済学で出る数学』
の１章から７章までを、例題や練習問
題を解くことで補う。
数学に苦手意識を持つ、文系学生さん向け。
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経済数学入門
初歩から一歩ずつ
たん

の

ただのぶ

丹野忠晋【著】
（拓殖大学政経学部教授）
◆B5判 232頁 2700円
ISBN978-4-535-55846-5

2017.9

内容紹介
抽象的で難解になりがちな経済数学の基礎を、身近な例と豊富な
図解で、直感的わかりやすく解説。
学び直しの１冊としても最適。

はじめよう 経済数学
浅利一郎・山下隆之／著
経済学はどのように数学を使うのか？ 高校数学の復習をベースに、公
務員試験の経済学問題を例題に採用し、実際に例題を解くことをとおし
て、経済数学の基本的な内容を学習してゆくテキスト。
ISBN978-4-535-55329-3 2003.10 B5判 252頁 2300円

経済数学早わかり
西村和雄／著
経済原論で用いられる線形代数や微積分から、数理経済学で使われる一
般最適化問題・微分方程式や位相数学までを、できるだけ直観的に理解
できるよう様々な工夫をこらして解説する第一級の経済数学入門書。
ISBN978-4-535-57275-1 1982.9 A5判 368頁 3340円
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国際経済学入門
木村福成／著
国際貿易モデルの解説にとどまらず、産業・貿易政策の経済効果もくわし
く解説。
さらに、サービス貿易やWTO、為替レート変動と貿易など、新しい
トピックスも意欲的に盛り込んだ、これからの時代の基本テキスト。
ISBN978-4-535-55128-2 2000.5 A5判 384頁 3200円

国際経済学へのいざない（第2版）
友原章典／著
国際経済学の基礎を、現代の視点から捉え直した新しい教科書。
第２版で
は、最新の貿易理論の解説を追加。
ISBN978-4-535-55796-3 2014.8 A5判 264頁 2400円

演習問題で学ぶ 国際経済学へのいざない
――コンパクト

友原章典／著
問題を解きながら国際経済学のエッセンスを学べる書。
『国際経済学へ
のいざない
（第２版）
』
に完全対応。
ISBN978-4-535-55971-4 2020.9 A5判 130頁 2200円

アウトソーシングの国際経済学
――グローバル貿易の変貌と日本企業のミクロ・データ分析

冨浦英一／著
国際分業はもはや海外直接投資か貿易かでは捉えることができない。
海外の
企業へとアウトソーシングする動きはいかに広がってきたか。
■第55回
（2014
年度）
エコノミスト賞受賞／ 2015年度・第58回日経・経済図書文化賞受賞
ISBN978-4-535-55691-1 2014.9 A5判 208頁 3200円

国際開発論
――ミレニアム開発目標による貧困削減

斎藤文彦／著
欧米が先駆けとなって発展した開発研究の成果をふまえつつ、著者の体験
を交え、開発途上国の抱える問題とその解決策を総合的に考察する。
ISBN978-4-535-55319-4 2005.4 A5判 320頁 2900円

新版 開発金融論［デジタル複製版］
奥田英信・三重野文晴・生島靖久／著
今日の途上国における開発金融システムのデザインにかかわる構造的な
諸問題を、理論と実際の政策課題の両面から検討する。
サブプライム問題
の影響をふまえ、新たに著す。
ISBN978-4-535-59200-1 2017.4 A5判 264頁 2800円

人間の安全保障と平和構築
東 大作／編著
国境、民族を超えて広がる生存・安全への脅威に、国際社会はどう取り組
むか。
理論、現実の両面から各分野の第一人者が解説。
〔電子書籍 Kindle版有り〕

ISBN978-4-535-58700-7 2017.3 A5判 304頁 2600円
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上級国際貿易（仮）
ロバート・フェーンストラ／著 伊藤元重／監訳 下井直毅／訳
国際貿易の理論と、その実証への応用がバランスよく解説されたテキスト。
基礎を終えた学生の次のステップに最適。
2021年3月刊行予定 A5判 536頁
（予定） 予価6500円

国際協力と想像力
――イメージはなぜ裏切られるのか
（仮）

松本 悟・佐藤 仁／編著
国際協力の現場で往々にして生じるイメージと現実のギャップ。
それを生
むのも埋めるのも
「想像力」
である。
国内外の事例を分析。
2021年2月刊行予定 四六判 256頁
（予定） 予価1900円

コンビニからアジアを覗く（仮）
佐藤 寛・浜本篤史／編著
日系コンビニのアジア各国における展開状況を概観し、コンビニという視
点を通してアジアの社会・経済・文化の多様性を理解する。
2021年3月刊行予定 A5判 192頁
（予定） 予価2200円
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開発経済学

貧困削減へのアプローチ
［増補改訂版］
くろさき

たかし

黒崎 卓【著】
（一橋大学経済研究所教授）
山形辰史【著】
（立命館アジア太平洋大学アジア太平洋学部教授）
やまがたたつふみ

◆A5判 288頁 2700円
〔電子書籍 Kindle版有り〕ISBN978-4-535-55853-3

2017.3

内容紹介
初・中級向け定番テキスト、待望の改訂版！ 近年の途上国の実
態をふまえ内容を刷新し、最新の実証手法を解説する新章を追加。

貧困の経済学㊤・㊦
マーティン・ラヴァリオン【著】
（ジョージタウン大学経済学部教授・
世界銀行チーフエコノミスト）
やなぎ は ら

とおる

柳 原 透【監訳】
（拓殖大学国際学部教授）
㊤◆A5判 480頁 3800円 ISBN978-4-535-55863-2 2018.9
㊦◆A5判 508頁 3800円 ISBN978-4-535-55864-9 2018.9
内容紹介
貧困は歴史的にどう捉えられ、計測され、削減されてきたのか。
古今
東西の叡智を、世界的権威がまとめあげた話題の書、待望の全訳。

貧しい人を助ける理由
――遠くのあの子とあなたのつながり

デイビッド・ヒューム／著 佐藤 寛／監訳
太田美帆・土橋喜人・田中博子・紺野奈央／訳

国際協力に関する様々な意見をわかりやすく紹介するとともに、グロー
バル化された現代において、貧困層がもたらす影響を説く。
ISBN978-4-535-55889-2 2017.11 四六判 208頁 1700円

私たちが国際協力する理由
――人道と国益の向こう側

紀谷昌彦・山形辰史／著
自国第一主義が台頭し、日本でも経済問題や高齢化が問題視される今、私
たちは国際協力をどのように考え、実践していくべきか？
ISBN978-4-535-55945-5 2019.8 四六判 232頁 1700円

開発コンサルタントという仕事
――国際協力の現場を駆けめぐる

笹尾隆二郎／著
途上国で政策提言や技術協力を担う専門家、それが開発コンサルタント。
その仕事内容とキャリアパスを、具体的に詳しく紹介。
ISBN978-4-535-55985-1 2020.10 A5判 136頁 1800円
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世界経済

中国経済入門［第4版］

高度成長の終焉と安定成長への途
みなみ りょう し ん

南 亮進【編】
（一橋大学名誉教授）
まき

の

ふみ

お

牧野文夫【編】
（法政大学経済学部教授）
◆A5判 304頁 2600円
ISBN978-4-535-55866-3

2016.12

内容紹介
旧版の全体の骨格は変えず、その後の変化を踏まえデータを全て
更新。
入門書として、より現実に近い中国経済像を提示する。
本書の特色
①13章構成で、１章が１コマの講義になるよう工夫
②各章にコラムを配置し、中国経済のトピックスを解説
③経済理論の基礎や専門用語を解説した
「用語解説」
欄が充実

現代アメリカ
経済分析
理念・歴史・政策
なかもと

さとる

中本 悟【編】
（立命館大学経済学部教授）
みやざきれい

じ

宮㟢礼二【編】
（明海大学経済学部准教授）
◆A5判 320頁 2600円
ISBN978-4-535-55760-4

2013.9

内容紹介
今日、建国の理念からほど遠い地点に立つアメリカ。
世界のリーダー
国としてどう国を運営していくのか。
経済的側面から徹底分析。

アメリカの資本蓄積と社会保障
本田浩邦／著
財貨・労働市場が過剰となる一方、多数が基本的ニーズに不足する現代
の
「分裂」
。
米国の経済不均衡の淵源をたどり解消策を探る。
〔2017年 アメリカ経済史学会賞受賞〕

ISBN978-4-535-55872-4 2016.12 A5判 296頁 3300円
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世界経済

図説ラテンアメリカ経済
宇佐見耕一・小池洋一・坂口安紀
清水達也・西島章次・浜口伸明／著
グローバル化、地域統合、環境など現代的なイシューを盛り込みつつ、豊
富な図表を駆使して、ラテンアメリカ経済の実像をイメージ豊かに浮き彫
りにする基本テキスト。
ISBN978-4-535-55573-0 2009.4 B5判 130頁 2400円

東アジア統合の経済学
黒岩郁雄／編著
TPP、RCEP、日中韓FTAなど日本をめぐる自由貿易協定
（FTA）
を理論的・
実証的に考えるために──。
初めての体系的なテキスト。
ISBN978-4-535-55758-1 2014.1 A5判 384頁 3300円

新・カンボジア経済入門
――高度経済成長とグローバル化

廣畑伸雄・福代和宏・初鹿野直美／著
工業科と産業構造の転換が急速に進むカンボジア経済。市場経済化から
グローバル化段階に入った現況を実証的に分析・解説する。
ISBN978-4-535-55856-4 2016.7 A5判 288頁 3600円
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環境経済

入門 自然資源経済学
バリー・C.フィールド／著 庄子 康・柘植隆宏・栗山浩一／訳
自然資源の保全と利用について、シンプルで説得力のある経済原理を用
いて分析手法を解説する。
資源とエネルギーの分野の入門書。
ISBN978-4-535-55798-7 2016.9 A5判 392頁 3700円

スマートフォンの環境経済学
吉田文和／著
スマートフォンの生産・使用・廃棄の過程で人間や環境に及ぼされる影
響を、製品ライフサイクルに沿ってグローバルな視点から分析。
ISBN978-4-535-55885-4 2017.8 四六判 200頁 2000円

ドイツの挑戦
――エネルギー大転換の日独比較

吉田文和／著
環境先進国ドイツに学ぶ教訓とは？ 日独の脱原発と再生可能エネル
ギー実態を徹底調査し、比較検討する。2 0 1 6年度環境経済・政策学会論
壇賞受賞。
〔電子書籍 Kindle版有り〕
ISBN978-4-535-55841-0 2015.12 四六判 296頁 2400円

環境経済学のフロンティア
有村俊秀・片山 東・松本 茂／編著
環境経済学の第一線で活躍する経済学者が、この分野の最先端をレビュー。
卒業論文や修士論文のテーマがきっと見つかる！
ISBN978-4-535-55857-1 2017.9 A5判 344頁 3400円

入門・エネルギーの経済学
藤井秀昭／著
2011年の東日本大震災と東電福島第一原発事故以降の内外のエネルギー
問題を幅広くとりあげて解説し、経済学的な分析を試みるテキスト。
ISBN978-4-535-55752-9 2014.6 A5判 176頁 2200円

入門 再生可能エネルギーと電力システム
――再エネ大量導入時代の次世代ネットワーク

諸富 徹／編著
再生可能エネルギーの主力電源化と大量導入を支えるにはどのような電力
ネットワークの構築と政策対応が必要なのか。
ISBN978-4-535-55919-6 2019.5 A5判 264頁 3200円

入門 地域付加価値創造分析
――再生可能エネルギーが促す地域経済循環

諸富 徹／編著
再生可能エネルギーの普及拡大が日本の地域の持続可能な発展にもたらす
効果を定性的・定量的に評価する理論と分析方法とは？
ISBN978-4-535-55920-2 2019.4 A5判 296頁 3200円
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環境経済

再生可能エネルギーと地域再生
諸富 徹／編著
再生可能エネルギーの拡大は、地域に所得と雇用をもたらし、地域の持続可
能な発展へと結びついてゆくのか。
ISBN978-4-535-55821-2 2015.10 A5判 248頁 2800円

地域分散型エネルギーシステム
植田和弘／監修 大島堅一・高橋 洋／編著
2016年4月の電力小売り全面自由化を経て、日本のエネルギー政策は大きな
転換点にある。
地域分散型への転換をどう進めてゆくのか。
ISBN978-4-535-55811-3 2016.9 A5判 328頁 3000円

エナジー・エコノミクス（第2版）
――電力システム改革の本質を問う

南部鶴彦／著
変化に富む電力産業を的確に捉えて、経済学の思考枠組みにのせて、政策へ
のインプリケーションを導き出していくためのテキスト。
ISBN978-4-535-55859-5 2017.5 A5判 256頁 2800円

炭素排出ゼロ時代の地域分散型エネルギーシステム（仮）
大島堅一・髙村ゆかり／編著
再生可能エネルギーの大量導入と電力システム改革の進展を総括して、地
域分散型エネルギーシステムへの戦略を提示する。
2021年3月刊行予定 A5判 160頁
（予定） 予価2800円

エネルギー転換の国際政治経済学
高橋 洋／著
日本において再生可能エネルギーを柱としたエネルギー転換を包括的に
分析。
エネルギー転換はこれまでの国際関係をどう変えるか。
2021年1月刊行予定 A5判 208頁
（予定） 予価2300円
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日本経済

最新｜
日本経済入門

［第6版］
こ

みねたか

お

小峰隆夫【著】
（大正大学地域創生学部地域創生学科教授）
むら

た

けい

こ

村田啓子【著】
（東京都立大学大学院経営学研究科教授）
◆A5判 352頁 2500円
〔電子書籍 Kindle版有り〕ISBN978-4-535-55902-8

2020.3

内容紹介
日本経済の現状と課題を最新のデータと問題意識にもとづいて解
説を試みるテキスト。4年振りの改訂、2016年3月以降をフォロー
する。
本書の特色
①短期と中長期の日本経済を包括して解説する。
②これまでの景気観測の経験に即して経済データを深読みしていく。
③通説や流布している見方に対して異説を主張。
目 次
はじめに
図表一覧
序 章		 日本経済と経済の基本
第１章		 日本経済の全体像
第２章		 戦後日本の経済成長
第３章		 景気循環の姿とそのとらえ方
第４章		 雇用の変動と日本型雇用慣行の行方
第５章		 産業構造の変化と日本型企業経営の行方
第６章		 物価の変動とデフレ問題
第７章		 貿易と国際収支の姿
第８章		 円レートの変動と日本経済
第９章		 グローバル化のなかの日本経済
第10章 財政をめぐる諸問題
第11章 経済の鍵を握る金融
第12章 格差問題を考える
第13章 改革が求められる社会保障
第14章 人口構造の変化と日本経済
第15章 日本経済と地域の振興
おわりに

経済学の使い方
――実証的日本経済論入門

三輪芳朗＋J.マーク・ラムザイヤー／著
マスコミで繰り返される日本経済の
「通念」
「常識」をあなたは無批判に
受け入れていないだろうか？ 実証的な思考法を学ぶ。
ISBN978-4-535-55509-9 2007.3 A5判 368頁 3400円
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日本経済／労働経済

日本経済論
――史実と経済学で学ぶ

櫻井宏二郎／著
日本経済がいまどのような問題を抱え、将来どのような課題に直面し、より豊か
になるためにはどのような問題を克服しなければならないか。
経済学的考え方
を重視し、経済学の面白さや有用さを伝え、考える力や応用力の養成を目指す。
ISBN978-4-535-55720-8 2018.1 A5判 304頁 2600円

日本経済に明日はあるのか
小峰隆夫／著

日本経済の行く手には多くの難問があり、これまでのような不十分な対
応を続けていたら、日本経済は衰退するのかもしれない。
アベノミクス景
気、山積する中長期的な課題、さらに深刻化する人口問題を考える。
〔電子書籍 Kindle版有り〕

ISBN978-4-535-55813-7 2015.4 四六判 232頁 1600円

働き方改革の経済学
――少子高齢化社会の人事管理

八代尚宏／著
少子高齢化が進む低成長期に対応できるような構造改革をどこまで進め
られるか？
ISBN978-4-535-55887-8 2017.9 四六判 186頁 1700円

働き方と年収の壁の経済学
石塚浩美／著
日本の法制度、税制度は公平なのか。
経済社会システム、労働市場について
実証分析し、
「年収の壁」
制度の正確な知識を提供する。
ISBN978-4-535-55894-6 2018.3 A5判 248頁 2000円

労働力不足の経済学
――日本経済はどう変わるか

小﨑敏男／著
現在の労働力不足の真因は、少子高齢化・人口減少による生産年齢人口の
減少にある。
労働市場にどんな影響をもたらしているのか。
ISBN978-4-535-55904-2 2018.2 A5判 240頁 2900円
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労働経済

労働経済学入門

新しい働き方の実現を目指して
わきさか

あきら

脇坂 明【著】
（学習院大学経済学部教授）
◆A5判 200頁 2400円
ISBN978-4-535-55683-6

2011.12

内容紹介
働き方が多様化する現状を反映した、労働経済学のテキスト。
２部
構成で、第１部は女性の労働、若年雇用などのホットトピックを紹
介。
第２部では労働経済学の基礎理論について解説する。
本書の特色
①マクロ・ミクロ経済学の初歩程度の知識で読める
「正社員」
、
「非正社員」
など、定義が曖昧になりがちな概念を精確に説明
②
③現実の雇用・労働環境に即した解説とコラムで飽きずに学べる

労働経済学
おおもりよしあき

大森義明【著】
（横浜国立大学国際社会科学研究院教授）

◆A5判 256頁 3200円
ISBN978-4-535-55566-2

2008.3

内容紹介
応用ミクロ経済学としての労働経済学を解説したテキスト。
理論と実
証の橋渡しをめざし、日本経済のデータや応用例を数多く紹介する。

キャリアと労働の経済学
小㟢敏男・牧野文夫・吉田良生／著
労働経済学、人事経済学、人的資源論は生活に身近で、就職活動等にも有益
である。
就職活動や新社会人に役立つ入門テキスト。
ISBN978-4-535-55649-2 2011.3 A5判 288頁 2400円
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地域・都市経済
［基礎編］
はじめよう地域産業連関分析（改訂版）
――Excelで初歩から実践まで

土居英二・浅利一郎・中野親德／編著
『はじめよう地域産業連関分析―Lotus1-2-3で初歩から実践まで』
を20年振りに
改訂。
２分冊、Excel版で刊行。産業連関分析の理論の基本から地域産業連関分
析までをまず学習。
市町村レベルの産業連関表の作成方法と使い方を解説する。
ISBN978-4-535-55924-0 2019.2 A5判 224頁 2400円
［事例分析編］
はじめよう地域産業連関分析（改訂版）
――Excelで初歩から実践まで

土居英二・浅利一郎・中野親徳／編著
地域経済への波及効果を計測する地域産業連関分析へのニーズは高い。
実
際の事例に則してデータを処理し計測結果を導く方法を学ぶ。
ISBN978-4-535-55925-7 2020.1 A5判 280頁 2700円

産業連関分析入門（改訂版）
藤川清史・渡邊隆俊／著
2005年刊行のテキストのデータと分析トピックを更新。2015年基準の産業
連関表にて分析手順を学び、VBAマクロで計算結果を導く手法を演習。
2021年3月刊行予定 A5判 336頁
（予定） 予価3200円

経済効果入門
――地域活性化・企画立案・政策評価のツール

小長谷一之・前川知史／編
地域活性化・企画立案・政策評価の各面で、見える化、説明責任が求めら
れている。
だれでも使いこなせる産業連関分析の手法を詳述。
ISBN978-4-535-55660-7 2012.6 A5判 340頁 2800円

地域再生
――人口減少時代の地域まちづくり

鈴木 浩・山口幹幸・川崎直宏・中川智之／編著
これからの地域社会において再生に向けたまちづくりの方向性を明らかに
し、各地で展開されている実践の成功要因等を分析する。
ISBN978-4-535-58638-3 2013.8 A5判 304頁 3200円

熊本地震と地域産業
伊東維年・鹿嶋 洋／編著
2016年4月14、16日に発生した熊本地震は、地域の産業にどんな影響をもた
らしたのか。
被災状況と復興過程を調査し、課題を探る。
ISBN978-4-535-55908-0 2018.8 A5判 184頁 3500円
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産業組織論

経営戦略の経済学
淺羽 茂／著
経営戦略と経済学は、実は密接な関係にある。
欧米のビジネススクールで
は一般的な、経済学をバックにした経営戦略論を展開する、日本では初め
ての入門書。
経済学を学ぶ人にとっても新鮮な応用テキストとなっている。
ISBN978-4-535-55368-2 2004.9 A5判 256頁 2500円

産業組織の経済学（第2版）
――基礎と応用

長岡貞男・平尾由紀子／著
ミクロ経済学の応用分野としての産業組織論を展開するニュータイプのテ
キスト。
改訂により、事例やデータを更新し、基礎部分をさらに強化したの
で、記述はいっそう分かりやすくなった。
ISBN978-4-535-55667-6 2013.1 A5判 324頁 3000円

競争政策論（第2版）
――独占禁止法事例とともに学ぶ産業組織論

小田切宏之／著
経済学のツールを用いて競争政策に関わる問題を基礎から解説する。
「ネッ
ト取引とプラットフォーム」
の章を新たに追加。
ISBN978-4-535-55882-3 2017.9 A5判 288頁 2500円

最新｜航空事業論（第3版）
――エアライン・ビジネスの未来像

井上泰日子／著
航空の“輸送”と“製造”、２つの領域を１冊でカバーした画期的な
「航空事業
の教科書」
。
第２版
（2016年）
の内容の多くを改訂。
ISBN978-4-535-55948-6 2019.10 A5判 224頁 2600円

イノベーションと技術変化の経済学
岡田羊祐／著
日本におけるイノベーションの特徴と実証分析の方法論、イノベーション・
マネジメントの課題について、幅広く鳥瞰する。
ISBN978-4-535-55914-1 2019.1 A5判 320頁 2800円
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財政・公共経済

入門｜財政学
ど

い

たけろう

土居丈朗【著】
（慶應義塾大学経済学部教授）

◆A5判 360頁 2800円
ISBN978-4-535-04119-6

2017.4

内容紹介
経済学の視点から、財政について考えていく力が身に付く入門書。
日本の財政の制度的な側面もしっかりと学べる。
本書の特色
①日本の財政制度について、基礎からきちんと解説
②財政について、経済学的に考えていく力が身に付く
③財政に関するコラムが充実

入門｜
公共経済学［第2版］
ど

い

たけろう

土居丈朗【著】
（慶應義塾大学経済学部教授）
◆A5判 416頁 2900円
ISBN978-4-535-55891-5

2018.3

内容紹介
実際に行われている政策を直視しながら、公共経済学の理論が体
系的に学べる教科書。
制度の変更やデータの更新に合わせた改訂。
本書の特色
①理論が示す直観的な意味を、言葉で丁寧に解説する
②最新の日本の実態・制度に合わせた改訂版
③各章に練習問題・解答付き

公共政策入門
――ミクロ経済学的アプローチ

伊藤隆敏／著
経済学的アプローチの重要性と使い方を解説するテキスト。
大学で
「経済学」
の授業を履修したけれど、数式ばかりでちっとも分からなかったあなたに、
数値例やグラフを駆使して解説します。
〔電子書籍 Kindle版有り〕
ISBN978-4-535-55875-5 2017.7 A5判 304頁 2400円
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財政・公共経済

地域データ分析入門
林 宜嗣／編著
実際の地域の事例を通して、実態の検証、課題の洗い出し、政策立案のため
のエビデンス構築など、実証分析の方法と課題を学ぶ。
2021年3月刊行予定 A5判 256頁
（予定） 予価2800円

地域政策の経済学
林 宣嗣・山鹿久木・林 亮輔・林 勇貴／著
伝統的な地域経済学に地方創生という課題を盛り込み、市場と政策
（制度）
という横糸と、理論と現実という縦糸を組み合わせて展開。
ISBN978-4-535-55868-7 2018.5 A5判 288頁 2700円

公共経済学と都市政策［デジタル複製版］
中川雅之／著
学生・公務員向けに幅広く使える公共経済学、都市経済学の教科書。
各章
導入部にSF小説を用いて都市の姿についてイメージを喚起する。
ISBN978-4-535-59169-1 2008.1 A5判 264頁 2800円

効率と公平を問う
小塩隆士／著
効率性と公平性という二律背反に振る舞いがちな評価軸のバランスをと
るにはどうしたらよいか。
日本が直面する課題に沿って考察。
ISBN978-4-535-55679-9 2012.1 四六判 248頁 1900円

社会保障の経済学（第4版）
小塩隆士／著
経済学の考え方で社会保障問題を整理し、現行制度の評価や改革を考え
る。
従来の問題に加え、貧困問題・子育て支援も取り上げる。
ISBN978-4-535-55735-2 2013.10 A5判 296頁 3000円

公会計改革の財政学
小西砂千夫／著
相当数の地方自治体は貸借対照表・行政コスト計算書など４表に基づく
財務報告書を作成している。
一体、これらは何に使えるのか。
ISBN978-4-535-55707-9 2012.3 A5判 232頁 3600円
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［シリーズ・新エコノミクス］

金融論［第2版］
むら

せ

ひであき

村瀬英彰【著】
（学習院大学経済学部教授）
◆A5判 256頁 2200円
ISBN978-4-535-04125-7

2016.9

内容紹介
好評テキストの改訂版。リーマン・ショックなどのトピックスを
扱う新章
「バブル──生成原因と実体経済との関係」を追加。
「銀
行中心のシステム」から
「市場中心のシステム」への転換をテーマ
に、市場メカニズムを中核に据えた今日の金融システムのありか
たを解説。
本書の特色
①幅広いトピックスを、基礎から丁寧に解説
②数式の使用は最低限におさえ、直感的な理解を重視
③セメスター制カリキュラムにも対応した全12章構成
④学部生はもちろん、社会人大学・大学生の金融論の入門講義のテ
キストにも最適

チャートでわかる入門ファイナンス理論
滝川好夫／著
投資の理論、会計・企業財務、デリバティブの基礎など、標準的な
「ファイ
ナンス理論」
の全体をカバーする入門テキストの決定版！
ISBN978-4-535-55528-0 2007.4 A5判 224頁 2800円

入門コーポレート・ファイナンス
島 義夫／著
この企業・プロジェクトは投資に値するか。長年金融実務を経験した著
者ならでは実践的画期的入門書。
徹頭徹尾わかりやすく解説。
ISBN978-4-535-55629-4 2010.1 A5判 256頁 2800円

入門 国際金融（第4版）
高木信二／著
国際金融のテキストとして定評を得ている書の最新版。
国際金融市場をめ
ぐる近年の情勢変化をも取り上げてゆく。
ISBN978-4-535-55674-4 2011.3 A5判 344頁 3000円

米国リテール金融の研究
――消費者信用の歴史的発展過程

前田真一郎／著
金融機関はなぜリテール金融に力を注ぐようになったのか、なぜ拡大で
きたのか、その影響の如何を米国の金融史の中に跡づける。
ISBN978-4-535-55785-7 2014.4 A5判 290頁 3300円
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バブルの正しい防ぎかた
――金融民主主義のすすめ

ロバート・J・シラー／著 黒坂佳央／監訳
行動経済学という新たな学問分野の成果に基づき、バブルの生成・成熟・
崩壊の仕組みを明らかにする。
非専門家向けの啓蒙書。
ISBN978-4-535-55784-0 2014.10 四六判 256頁 2200円

真説 経済・金融の仕組み
――最近の政策論議、ここがオカシイ

横山昭雄／著
リフレ政策を支えている通説に対し、GDPやお金とは何か、から丁寧に
解説しつつ、“正しい”金融のメカニズムを提示する。
ISBN978-4-535-55839-7 2015.9 四六判 292頁 1800円

徹底解説 国際金融
――理論から実践まで

清水順子・大野早苗・松原 聖・川㟢健太郎／著
実際のデータや実務、ニュースに即して国際金融を基本から解説するテキスト。
ビ
ジネス人の学習者向けにファイナンスの初歩も学ぶ。
理論と実務の両面からアプ
ローチ、基礎的な概念と理論をまず学ぶ、氾濫する情報の取捨選択能力を高める。
ISBN978-4-535-55818-2 2016.5 A5判 336頁 2600円

EViewsで学ぶ応用ファイナンス
――ファイナンスデータを使った実証分析へのいざない

森平爽一郎・高 英模／著
ブラック＝ショールズモデルなどのファイナンス理論や、EViewsを使っ
た最新の実証ファイナンスの手法を学ぶ。
ISBN978-4-535-55879-3 2019.3 A5判 296頁 3900円

異常気象と気象ビジネス
――気象ICT革命がビジネスを変える！

可児 滋／著
頻発する異常気象は社会生活と企業活動に大きな影響を与えている。
ICTの進展が気象データの利活用をどう変えていくのか？
ISBN978-4-535-55918-9 2018.9 A5判 192頁 2300円

揺れる現代会計
――ハイブリッド構造とその矛盾

石川純治／著
求められる役割が急激に変わる中で、歪みを抱え込み揺れる現代の会計。
その本質を、
「相対化の視点」
で見抜く。
〔電子書籍 Kindle版有り〕

ISBN978-4-535-55797-0 2014.8 四六判 240頁 1800円

楕円の思考と現代会計
――会計の世界で何が起きているか

石川純治／著
大きく変貌している今日の企業会計の根本には何があるのか。実務レベ
ルの解説に留まらず、理論的にその変貌の正体を明らかにする。
〔電子書籍 Kindle版有り〕

ISBN978-4-535-55974-5 2020.5 四六判 176頁 1900円
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経済史・経済学史

経済学史

経済理論誕生の経緯をたどる
の

はらしん

じ

野原慎司【著】
（東京大学大学院経済学研究科准教授）
おき

こうすけ

たか

み

沖 公祐【著】
（香川大学経済学部教授）
のりかず

高見典和【著】
（東京都立大学経済経営学部准教授）
◆A5判 320頁 2700円
ISBN978-4-535-55927-1

2019.7

内容紹介
どのような時代的必要にせまられ、経済理論が生まれたのか。
理論
の概略にふれつつ、18世紀から現代までの経済学説史を追う。
本書の特色
①ギリシャ・ローマ時代から現代まで、幅広い時代を取り扱う
②行動経済学やゲーム理論、マルクス経済学も含む充実のトピックス
③理論とその提唱者の羅列にとどまらず、
「なぜ？」
に丁寧に答える
目 次
第Ⅰ部		古典派経済学を中心として
第１章		 古代・中世の経済認識
第２章		 重商主義
第３章		 重農主義
第４章		 古典派経済学の形成
アダム・スミス
第５章		 古典派経済学の展開
リカードウ、マルサス
第６章		 古典派経済学の完成
J・S・ミル
第７章		 大陸経済学の形成
フランスとドイツとオーストリア
第Ⅱ部		 変革期の経済学
第８章		 マルクス学派の始まり
マルクスのポリティカル・エコノ
ミー批判
第９章		 一般均衡理論
ワルラス

第10章 イギリスの限界革命
シェボンズとマーシャル
第11章 マルクス学派の展開
第12章 20世紀前半の需要理論
ムア、
ヒックスとアレン、サムエルソン
第Ⅲ部 現代の経済学
第13章 20世紀半ばの計量経済学
フリッシュ、ティンバーゲン、コウ
ルズ委員会
第14章 ゲーム理論の始まり
第15章 20世紀半ばの一般均衡理論
第16章 行動経済学の由来：期待効用
理論からプロスペクト理論へ
第17章 有効需要論の発展
ケインズとIS-LMモデル
第18章 経済成長理論の歴史
ソローを中心として

東アジア経済史
堀 和生・木越義則／著
東アジアの経済の歴史を対象とした教科書。歴史を一国単位でみるのでは
なく、東アジアという地域的なひろがりとして把握してゆく。
ISBN978-4-535-55804-5 2020.3 A5判 400頁 3600円

マーケット進化論
――経済が解き明かす日本の歴史

横山和輝／著
忘れられた市場“マーケット”の歴史を掘り起こす！ 市場の機能を活か
す工夫こそ、日本の経済発展の原動力だった。 1300年以上の長きにわた
る日本の歴史を現代の経済学の視点で解き明かす。
ISBN978-4-535-55814-4 2016.1 四六判 272頁 1900円
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新医療経済学

――医療の費用と効果を考える

井伊雅子・五十嵐中・中村良太／著
医療にまつわる意思決定や政策決定の際、
「エビデンス」はどう使われる
べきか。
医療や介護の費用対効果について解説する。
ISBN978-4-535-55923-3 2019.10 四六判 256頁 2300円

医療の経済学（第4版）

――経済学の視点で日本の医療政策を考える

河口洋行／著
『医療の経済学
［第３版］
』
を改訂。
本文中の図表や記述を、現行の制度に合
わせてアップデート。
2020年12月刊行予定 A5判 288頁
（予定） 予価2500円

新・魚の経済学（仮）
山下東子／著
水産業を取り巻く環境は、国内外で厳しくなっている。これらのプレッ
シャーにより、水産業はどのように変わっていくのか、また、成長産業化を
目指してどう変わっていくべきなのか。
経済学の視点を交えつつ考察する。
2021年3月刊行予定 A5判 272頁
（予定） 予価2000円

子育て支援の経済学（仮）
山口慎太郎／著
子育て支援の政策は少子化改善、子どもの発達促進、母親の就業支援につ
ながる。
重要な課題を乗り越えるためのエビデンスを凝縮！
2021年1月刊行予定 四六判 240頁
（予定） 予価1700円

比較経済論講義
――市場経済化の理論と実証

岩﨑一郎／編著
学部上級生や大学院生を対象とした比較経済論の基本テキスト。過去四
半世紀に亘る市場経済化プロセスや移行経済研究を総括する。
ISBN978-4-535-55862-5 2018.7 A5判 528頁 4400円

行動経済学の現在と未来
依田高典・岡田克彦／編著
狭い意味での合理性の仮定を見直し、人間が経済社会の中で実際にどう行
動しているのかを研究する行動経済学の到達点を探る。
【行動経済学会創立10周年記念】
ISBN978-4-535-55909-7 2019.9 A5判 392頁 3600円
［生存科学叢書］
資本主義はどこに向かうのか
――資本主義と人間の未来

堀内 勉・小泉英明／編著
資本主義や市場経済への不信感が高まっている。学界・業界を超えてさ
まざまな叡智が集結し、資本主義の行方と限界を熱く論じる。
〔電子書籍 Kindle版有り〕

ISBN978-4-535-55932-5 2019.7 四六判 404頁 2800円
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現代人口経済学
松浦 司／著
人口問題は現代日本において非常に重要な課題である。人口に関する基
本的な指数や概念をデータを用いて丁寧に説明してゆく教科書。
〔電子書籍 Kindle版有り〕

ISBN978-4-535-55950-9 2020.1 A5判 208頁 2300円

ガイドブック
社会調査［第2版］
もりおかきよ

し

森岡清志【編著】

（放送大学教養学部特任教授、
東京都立大学名誉教授）

◆A5判 396頁 2900円
ISBN978-4-535-58246-0

2007.9

内容紹介
社会調査のノウハウがこの１冊でわかる初学者にも適した入門
書。好評を博した初版を、
「社会調査士」を目指す学生向けに全面
改訂。サンプリングの仕方、調査票や報告書のつくり方など、社会
調査の方法を過不足なく解説し、データの集計分析をさらに詳し
くした。
本書の特色
①
「社会調査士」
の履修科目がこの１冊でカバーできる
②一貫した流れで社会調査の手法を習得できる入門書
③分析のための統計部分をさらに拡充
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初めてでもできる社会調査・アンケート調査とデータ解析
――社会調査士カリキュラムＡ～ＤおよびＥに対応

（第2版）

安藤明之／著
データ解析に難しい数式は必要ない。
調査から分析までこなせるようになる
実践的テキスト。
社会調査士カリキュラムにも最適。
各章に研究問題付き。
（第3版：2021年春刊行予定）
ISBN978-4-535-58632-1 2013.3 A5判 264頁 2500円

問題解決のためのオペレーションズ・リサーチ入門
――Excelの活用と実務的例題

高井英造・真鍋龍太郎／編著
オリエンタル・リフレッシュメント社
（OR社）
という架空の企業を舞台に、
企業の経営上の様々な問題についてオペレーションズ・リサーチの考え方
を使って解決の仕方を学習してゆく。
数理的な手法が苦手な学習者に最適。
ISBN978-4-535-55191-6 2000.4 B5判 184頁 1800円

経営システム学への招待
日本経営システム学会／編
理工学的な手法により経営現象にアプローチをしてゆく経営システム学。
この学問の面白さを広く知ってもらうため、日本経営システム学会が創立
30周年を記念して刊行。
学習と研究の指針、研究マップを提供する。
ISBN978-4-535-55675-1 2011.12 A5判 336頁 2800円

経営学の開拓者たち
――その人物と思想

喬 晋建／著
経営学の地平を切り開いた先駆者達、９人の人物像、理論、原著を三位一
体で紹介しながら、現代経営学のたどり着いた地点を定める。
ISBN978-4-535-55689-8 2011.9 A5判 248頁 2800円

パブリックリレーションズ（第2版）
――戦略広報を実現するリレーションシップマネジメント

井之上 喬／著
技術で優れても、PR不足で過小評価されがちな日本企業。経営力アップ
にとっての必須アイテム＝
「戦略広報」
の真髄を理解するための入門書。
ISBN978-4-535-55763-5 2015.5 A5判 344頁 2600円

マーケティング・リサーチの論理と技法（第4版）
上田拓治／著
マーケティング・リサーチにとって必要な領域を出来る限り多く網羅した
テキストとして好評を得てきた本書を、マーケティングの新しい波をうけ
て、全面的に改訂。
大学院MBAクラスでの長年の教育経験を集約。
ISBN978-4-535-55634-8 2010.3 A5判 432頁 3300円

メガマーケティングによる市場創造戦略
――携帯音楽配信サービスの誕生

西本章宏・勝又壮太郎／著
着メロ・着うた等の携帯音楽市場登場の時代。新たな視点＝メガマーケ
ティングに基づく実証分析で、市場創造のメカニズムに迫る。
〔電子書籍 Kindle版有り〕

ISBN978-4-535-55944-8 2020.1 A5判 244頁 2800円
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入門・現代流通論
野口智雄／著
消費者とメーカーを結ぶ役割を果たす流通は、現在に至るまで多様な進化を
遂げている。
その機能と役割を、原理から解き明かす。
ISBN978-4-535-55951-6 2019.9 四六判 256頁 2000円

医療マーケティング（第3版）
真野俊樹／著
医療にもマーケティング思考が必要であることをわが国で初めて提起した
基本書を、内外の最新データ、ICTの進化等を盛り込み刷新。
ISBN978-4-535-98476-9 2019.7 A5判 224頁 2300円

待機児童対策
――保育の充実と女性活躍の両立のために

八田達夫／編著
待機児童ゼロを目指して事業者や自治体が取り組んできた対策を紹介。
無償化政策で深刻化が懸念される待機児童問題の解決策を示す。
ISBN978-4-535-55943-1 2019.5 四六判 256頁 2200円

［オペレーションズ・マネジメント選書］

物流アルゴで世が変わる

伊倉義郎・高井英造／著
物流最適化とはどんなことなのか？ 数理アルゴリズムや最適化モデル
の知識は、現場でどのように使われているのか？
ISBN978-4-535-55966-0 2020.11 A5判 192頁 2400円

ランキング
――なぜ我々は順位をつけたがるのか？
（仮）

ペーテル・エールディ／著 高見典和／訳
我々が日常的に接するさまざまな序列付けの背景にある思想や歴史を紹
介し、現代のランキング社会とうまく付き合うヒントを提供。
2020年12月刊行予定 四六判 288頁
（予定） 予価2700円

価値創造の方法
――期待を満足につなぐ思考の体系

神戸大学バリュースクール／編
コロナ禍は既存のシステムから自由になり、新たな世界を築く好機でも
ある。
価値創造・イノベーションのための思考法を提案する。
2021年3月刊行予定 A5判 256頁
（予定） 予価3000円
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EViewsで学ぶ応用ファイナンス…39
いまこそ学ぼうマクロ経済学
（第2版）
…8
医療の経済学
（第4版）
…41
医療マーケティング
（第3版）
…44
エナジー・エコノミクス
（第2版）
…30
エネルギー転換の国際政治経済学…30
演習問題で学ぶ 国際経済学へのいざない…24

■か

ガイドブック社会調査
（第2版）
…42
開発経済学 貧困削減へのアプローチ
（増補改訂版）
…26
開発コンサルタントという仕事…26
価値創造の方法…44
環境経済学のフロンティア…29
きっちり学ぶ経済学入門…3
基礎から学ぶ 動学マクロ経済学に必要な数学…8
キャリアと労働の経済学…33
競争政策論
（第2版）
…35
［シリーズ・新エコノミクス］
金融論
（第2版）
…38
熊本地震と地域産業…34
gretlで計量経済分析…19
経営学の開拓者たち…43
経営システム学への招待…43
経営戦略の経済学…35
経済学史…40
［改訂版］
経済学で出る数学…22
経済学で出る数学 ワークブックでじっくり攻める…22
［日評ベーシック・シリーズ］
経済学入門…1
経済学の使い方…31
［トリアーデ経済学１］
経済学ベーシック…3
経済学を味わう…4
経済効果入門…34
経済数学入門…23
経済数学早わかり…23
経済論文の作法
（第3版）
…4
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［日評ベーシック・シリーズ］
ゲーム理論…1
ゲーム理論はアート…15
計量経済学講義…18
計量経済学のための数学…18
現代アメリカ経済分析…27
現代人口経済学…42
公会計改革の財政学…37
公共経済学と都市政策
［デジタル複製版］
…37
公共政策入門…36
行動意思決定論…14
行動経済学の現在と未来…41
効率と公平を問う…37
合理的に不合理 合理的に合理的
（仮）
…15
国際開発論…24
国際協力と想像力…25
国際経済学入門…24
国際経済学へのいざない
（第2版）
…24
子育て支援の経済学
（仮）
…41
コンビニからアジアを覗く
（仮）
…25

■さ

最新｜航空事業論
（第3版）
…35
最新│日本経済入門
（第6版）
…31
［日評ベーシック・シリーズ］
財政学…1
再生可能エネルギーと地域再生…30
最低限必要なマクロ経済学…8
されどマルクス…4
産業組織の経済学
（第2版）
…35
産業連関分析入門
（改訂版）
…34
しっかり基礎からミクロ経済学…14
実証分析入門…20
実戦 計量経済学入門…18
［生存科学叢書］
資本主義はどこに向かうのか…41
社会的選択理論への招待…14
社会保障の経済学
（第4版）
…37
上級国際貿易
（仮）
…25
上級マクロ経済学
（原著第3版）
…8
新医療経済学…41
進化するビジネスの実証分析…20
新・カンボジア経済入門…28
新・魚の経済学
（仮）
…41
真説 経済・金融の仕組み…39
新版 開発金融論
［デジタル複製版］
…24
［新版］
進化する経済学の実証分析…21
図説ラテンアメリカ経済…28
スマートフォンの環境経済学…29
政策評価のための因果関係の見つけ方…20
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■た

待機児童対策…44
楕円の思考と現代会計…39
炭素排出ゼロ時代の地域分散型エネルギーシステム
（仮）
…30

地域再生…34
地域政策の経済学…37
地域分散型エネルギーシステム…30
地域データ分析入門…37
チャートでわかる入門ファイナンス理論…38
中国経済入門
（第4版）
…27
徹底解説 国際金融…39
ドイツの挑戦…29
動学マクロ経済学…5
動学マクロ経済学へのいざない…5

■な

日本経済に明日はあるのか…32
日本経済論…32
入門コーポレート・ファイナンス…38
入門・エネルギーの経済学…29
入門│価格理論
（第2版）
…14
入門│経済学
（第4版）
…2
入門 経済のための統計学
（第3版）
…19
入門 ゲーム理論と情報の経済学…15
入門・現代流通論…44
入門│公共経済学
（第2版）
…36
入門│国際金融
（第4版）
…38
入門 再生可能エネルギーと電力システム…29
入門│財政学…36
入門 自然資源経済学…29
入門 地域付加価値創造分析…29
入門 マクロ経済学
（第6版）
…7
人間の安全保障と平和構築…24

■は

初めてでもできる 社会調査・アンケート調査とデータ解析
（第2版）
…43
はじめよう 経済学のための情報処理
（第4版）
…19
はじめよう 経済数学…23
はじめよう地域産業連関分析
（改訂版）
［基礎編］
…34
はじめよう地域産業連関分析
（改訂版）
［事例分析編］
…34
働き方改革の経済学…32
働き方と年収の壁の経済学…32
パブリックリレーションズ
（第2版）
…43
バブルの正しい防ぎかた…39
東アジア経済史…40
東アジア統合の経済学…28
比較経済論講義…41
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ビジネスゲームセオリー…15
ビッグデータ統計解析入門…19
貧困の経済学㊤・㊦…26
［オペレーションズ・マネジメント選書］
物流アルゴで世が変わる…44
部分識別入門…19
米国リテール金融の研究…38
本当に伝えたい経済学の魅力…4

■ま

マーケティング・リサーチの論理と技法
（第4版）
…43
マーケット進化論…40
マクロ経済学
（第2版）
…6
［シリーズ・新エコノミクス］
マクロ経済学入門
（第3版）
…5
［トリアーデ経済学３］
マクロ経済学入門…3
マクロ経済学のナビゲーター
（第3版）
…8
マクロ経済学パーフェクトマスター
（第2版）
…6
貧しい人を助ける理由…26
［日評ベーシック・シリーズ］
ミクロ経済学…1
ミクロ経済学
（第3版）
…12
ミクロ経済学 戦略的アプローチ…13
［シリーズ・新エコノミクス］
ミクロ経済学入門…9
［トリアーデ経済学２］
ミクロ経済学入門…3
ミクロ経済学の力…10
ミクロ経済学の技…11
ミニマムエッセンス統計学…19
メガマーケティングによる市場創造戦略…43
問題解決のためのオペレーションズ・リサーチ入門…43

■や・ら・わ

ヤフオク！の経済学…15
揺れる現代会計…39
ランキング…44
［例題で学ぶ］
初歩からの経済学…3
［例題で学ぶ］
初歩からの計量経済学
（第2版）
…16
［例題で学ぶ］
初歩からの統計学
（第2版）
…17
労働経済学…33
労働経済学入門…33
労働力不足の経済学…32
私たちが国際協力する理由…26
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『教科書ご案内』
のwebページについて
●小社ホームページに
『先生方へ教科書のご案内』
のページを開設し

ています。

https://www.nippyo.co.jp/shop/complimentaries
●先生方のお名前等を登録していただいたあと、このページから小

社の出荷可能な書籍のすべてを検索することができます。本目録
に掲載できなかった書籍の内容についてもお調べいただけます。
●また、
このページから見本の献本の受付も可能です。
●新刊書籍の最新情報も、このページで随時ご案内していく予定で

す。
是非ご利用ください。

小社ホームページ、なかほどにある
「テキスト採用」
からお進みください

CLICK

■学習・研究にすぐに役立つ定期刊行物

経済学の基本概念から、最新の現代経済学
の知識、経済分析の手法等、役に立つ経済学
を目指します。
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