
№ 書　誌　情　報 Ｉ Ｓ Ｂ Ｎ 資 料 番 号 請 求 記 号

1 ビジネスExcel完全版 : 操作 関数 文書 マクロ / 日経PC21総力編集. -- 日経BP社 9784822258450 21400416 007/N

2 これからの世界をつくる仲間たちへ / 落合陽一著. -- 小学館 9784093897648 21400461 007/O

3 世界一やさしい問題解決の授業 / 渡辺健介著. -- ダイヤモンド社 9784478000496 21400523 141/W

4 世界一やさしい右脳型問題解決の授業 / 渡辺健介著. -- ダイヤモンド社 9784478101193 21400532 141/W

5 成功ではなく、幸福について語ろう / 岸見一郎著. -- 幻冬舎 9784344033009 21400452 159/K

6 生きて死ぬ力 / 石上智康著. -- 中央公論新社 9784120050770 21400425 188/I

7 日本の未来の大問題 : 少子高齢化、ロボット社会は恐れるに足らず / 丹羽宇一郎著. -- PHP研究所 9784569838946 21400470 304/N

8 日本の気配 / 武田砂鉄著. -- 晶文社 9784794969941 21400354 304/T

9 転換日本 : 地域創成の展望 / 月尾嘉男著. -- 東京大学出版会 9784130530262 21400390 318/T

10 日本の国難 : 2020年からの賃金・雇用・企業 / 中原圭介著. -- 講談社 9784062884631 21400363 332/N

11 未来の年表２：人口減少日本であなたに起きること / 河合雅司著. -- 講談社 9784065117682 21400345 334/K

12 リサーチ・デザイン : 経営知識創造の基本技術 = Research design / 田村正紀著. -- 白桃書房 9784561264576 21400514 335/T

13 新・贈与論 / 林公則著. -- コモンズ 9784861871436 21400480 338/H

14 迫りくる大暴落と戦争“刺激"経済(ウォー・ブースト・エコノミー) / 副島隆彦著. -- 徳間書店 9784198646110 21400434 338/S

15 財政破綻後 : 危機のシナリオ分析 / 小林慶一郎編著 ; 小黒一正 [ほか著]. -- 日本経済新聞出版社 9784532357733 21400407 342/Z

16 これがアクティブラーニング / 明治大学商学部編. -- 同文舘出版 9784495649210 21400499 377/M

17 食べることをどう考えるのか : 現代を生きる食の倫理 / 橋本直樹著. -- 筑波書房 9784811905242 21400372 383/H

18 水俣へ : 受け継いで語る / 水俣フォーラム編. -- 岩波書店 9784000248877 21400327 519/M

19 水俣から : 寄り添って語る / 水俣フォーラム編. -- 岩波書店 9784000248860 21400336 519/M

20 証言水俣病 / 栗原彬編. -- 岩波書店 9784004306580 21400318 519/S

21 フード・マイレージ : あなたの食が地球を変える / 中田哲也著. -- 新版. -- 日本評論社 9784535587137 21400381 611/N/新版

22 バッタを倒しにアフリカへ / 前野ウルド浩太郎著. -- 光文社 9784334039899 21400505 615/M

23 侵略する豚 / 青沼陽一郎著. -- 小学館 9784093885676 21400443 648/A

24 現代マーケティング論 / 高嶋克義, 桑原秀史著. -- 有斐閣 9784641123434 21400560 675/T

25 スポーツマーケティング / 原田宗彦, 藤本淳也, 松岡宏高編著. -- 改訂版. -- 大修館書店 9784469268430 21400550 780/S/改訂版

26 監督・選手が変わってもなぜ強い? : 北海道日本ハムファイターズのチーム戦略 / 藤井純一著. -- 光文社 9784334037147 21400541 783/F

27 空気のつくり方 / 池田純著. -- 幻冬舎 9784344029842 21400775 783/I

28 ことばはフラフラ変わる / 黒田龍之助著. -- 白水社 9784560085943 21400309 801/K

29 スタート!ドイツ語A1 / 岡村りら [ほか] 著. -- 白水社 9784560087688 21400283 840/S

30 つぶやきのドイツ語 : 1日5題文法ドリル / 筒井友弥著. -- 白水社 9784560087565 21400292 845/T

             ２０１８ 年　前期　商学科推薦図書　一覧

商学科の学生さんにおススメのタイトルを揃えております♪1年に２回更新しています。気になったタイトルがあれば，図書館２F「商学科推薦図書コーナー」へGo！！

岡山商科大学 附属図書館


