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書名 著者 出版社 出版年 請求記号

□ 1からの経営学［第3版］
加護野忠男, 吉
村典久編著

碩学舎 2021 335.1/K/W293977

□ 経営学入門 藤田誠著 中央経済社 2015 335.1/F/W267318

335.1/M/W252299

335.1/M/W273382　（シラバス）

□ 経営学入門 ［第2版］ 榊原清則著
日本経済新聞
出版社

2013
上：NB/1282
下：NB/1283

335.1/K-1/W291244

電子書籍［第1版］

書名 著者 出版社 出版年 請求記号

□ 経営学大辞典 ［第2版］
神戸大学大学院
経営学研究室編

中央経済社 1999 335.1/Ke2215/II　（館内閲覧）

335.12/Ke222/gII

電子書籍［第2版］

出版社

□ ダイヤモンド社

□ 東洋経済新報社

□ 千倉書房

□ 組織学会

日本経済新聞、日経産業新聞、日経流通新聞（MJ)、日経金融新聞(2008年1月
31日で休刊)の記事を検索できるデータベースです。

2023年度　商経学部　経営学入門
伊藤泰生先生、小川亮先生、鄭雅方先生、布施雄治先生

キーワード：企業（組織）、マネジメント、経営戦略、モチベーション、リーダーシップ等

Web（授業テーマに関連したデータベースやサイトの情報）

備考

図書・電子書籍

各章で企業の事例が紹介された後、その事例を読み解く理論や分析フレームワークが平易に解説されています。事例から理論的な側面を
学びたい方に適しています。

同書では、経営が4つの領域に整理され、全体の章構成がこれに対応しています。どの領域を学んでいるのかを意識しながら、読み進めら
れます。コンパクトながらも、主要な用語、理論等が十分に解説され、経営学関連の発展的科目の理解も助けてくれるはずです。

□ はじめの一歩経営学 : 入門へのウォーミングアップ
［第2版］

守屋貴司, 近藤
宏一編著

ミネルヴァ書房 2012

身近な企業・経営関連のニュースや事例が、Topicsとして各章の冒頭で解説され、企業・経営に対するイメージを持てるように工夫されてい
ます。Topicsの後に、それを読み解く経営学の基礎用語・知識に関する平易な解説が続きます。同書のサブタイトルの通り、経営学入門へ
のハードルも下げてくれる1冊です。

上下2巻の文庫です。コンパクトながらも、ミクロ組織論・マクロ組織論、そして経営戦略論を十分に学べる定評ある入門書です。

□ 経営学入門 ［第2版］ 十川廣國著 中央経済社 2013

参考図書（辞典・事典等）

□ 経営学史事典 : 経営学史学会創立20周年記念
［第2版］

経営学史学会
編

文眞堂 2012

授業で出てきたキーワード、有名な研究者の理論などを確認したい時に役立ちます。

雑誌

誌名 備考・コメント等

Harvard business review : Diamondハーバード・ビジネス・レビュー
Harvard business review(米国の経営学の学術
誌)の論文の邦訳、日本独自の記事も掲載。

一橋ビジネスレビュー
ケーススタディがあり、データベース(東洋経済
デジタルコンテンツ・ライブラリー)でも閲覧可能。

日本経営学会誌
日本で著名な経営学の学会誌。学術論文を
読んでみることにチャレンジしてみては？

組織科学
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書名 著者 出版社 出版年 請求記号

336.1/N/W278051

336.1/N/W282036　（開架閲覧室）

□ 1からの戦略論 ［第2版］
嶋口充輝, 内田和
成, 黒岩健一郎編著 碩学舎 2016 336.1/S/W278042

335.1/K-2/W259029

電子書籍［第1版］

□ 経営戦略入門
網倉久永, 新宅
純二郎著

日本経済新聞
出版社

2011 336.1/A/W243634

書名 著者 出版社 出版年 請求記号

□ 経営管理論
上野恭裕, 馬場
大治編著

中央経済社 2016 336/U/W274816

□ コア・テキスト経営管理 ［第2版］
高松朋史, 具承
桓著

新世社 2019 336/T/W287947

書名 著者 出版社 出版年 請求記号

□ 経営組織
安藤史江 [ほ
か] 著

中央経済社 2019 336.3/A/W290944

336.3/S/W282776

電子書籍

335.1/K-3/W259030

電子書籍［第1版］

□ コア・テキストミクロ組織論 藤田英樹著 新世社 2009 336.3/F/W279836

□ 組織行動のマネジメント : 入門から実践へ ［新版］
スティーブン P.ロビ
ンス著 ; 高木晴夫
訳

ダイヤモンド社 2009 336.3/R/W234378

□ コア・テキストマクロ組織論
山田耕嗣, 佐藤
秀典著

新世社 2014 336.3/Y/W279835

□ リーダーシップ入門 金井壽宏著
日本経済新聞
社

2005 NB/1053

書名 著者 出版社 出版年 請求記号

□ テキスト経営学 : 基礎から最新の理論まで
［第3版］

井原久光著 ミネルヴァ書房 2008 335.1/I25/III

□ マネジメント入門 : グローバル経営のための理論と
実践

スティーブン P.ロビンス, デー
ビッド A.ディチェンゾ, メア
リー・コールター著

ダイヤモンド社 2014 335.1/R/W266883

◎各回の講義テーマについて詳しく知るには

経営戦略を学ぶ 

□ ゼロからの経営戦略 沼上幹著 ミネルヴァ書房 2016

＜経営組織論全般を学ぶ＞

入門者向けです。

事例から入って、しっかり学びたい人向けです。

□ 経営戦略論 ［第2版］
十川廣國編著 ; 坂
本義和 [ほか] 著 中央経済社 2013

しっかり学びたい人向け

より本格的・専門的に学びたい人向けです。

経営管理論を学ぶ 

経営組織論を学ぶ 

□ 経営組織論 ［第2版］
十川廣國編著 ; 青
木幹喜 [ほか] 著 中央経済社 2013

□ 経営組織論 鈴木竜太著
東洋経済新報
社

2018

世界の大学で用いられているマネジメントのテキスト。グローバル経営を本格的に学びたい人向けです。

＜ミクロ組織論を中心に学ぶ＞

本格的にミクロ組織論を学ぶ人向け、世界のビジネススクールでも用いられる標準的テキストです。

＜マクロ組織論を中心に学ぶ＞

＜リーダーシップを学ぶ＞

◎更に詳しく知るには 〈経営学を幅広くかつ発展的に学ぶために〉

学説的に学びたい人に。網羅的なテキストであるため、索引を使えば辞書的に使えるのも特徴です。

電子書籍は教育後援会寄付金で購入したものです 2 ページ 付属図書館　　

https://www.lib.cuc.ac.jp/opac/opac_details/?reqCode=fromlist&lang=0&amode=11&bibid=B000503198&opkey=B161700070576726&start=1&totalnum=3&listnum=0&place=&list_disp=20&list_sort=0&cmode=0&chk_st=0&check=000
https://www.lib.cuc.ac.jp/opac/opac_details/?reqCode=fromlist&lang=0&amode=11&bibid=B000503047&opkey=B161700072930203&start=1&totalnum=12&listnum=1&place=&list_disp=20&list_sort=0&cmode=0&chk_st=0&check=000000000000
https://www.lib.cuc.ac.jp/opac/opac_details/?reqCode=fromlist&lang=0&amode=11&bibid=B000461008&opkey=B161700077197082&start=1&totalnum=71&listnum=6&place=&list_disp=20&list_sort=0&cmode=0&chk_st=0&check=00000000000000000000
https://www.lib.cuc.ac.jp/opac/opac_details/?reqCode=fromlist&lang=0&amode=11&bibid=B000541629&opkey=B164343313363605&start=1&totalnum=1&listnum=0&place=&list_disp=20&list_sort=0&fc_val=datatype%23%40%2319&cmode=0&chk_st=0&check=0
https://www.lib.cuc.ac.jp/opac/opac_details/?reqCode=fromlist&lang=0&amode=11&bibid=B000434528&opkey=B161700082763898&start=1&totalnum=4&listnum=0&place=&list_disp=20&list_sort=0&fc_val=yearkey%23%40%23%5B2010+TO+2019%5D&fc_val=yearkey%23%40%232011&cmode=0&chk_st=0&check=0000
https://www.lib.cuc.ac.jp/opac/opac_details/?reqCode=fromlist&lang=0&amode=11&bibid=B000495125&opkey=B161700088284741&start=1&totalnum=2&listnum=0&place=&list_disp=20&list_sort=0&fc_val=yearkey%23%40%23%5B2010+TO+2019%5D&fc_val=yearkey%23%40%232016&cmode=0&chk_st=0&check=00
https://www.lib.cuc.ac.jp/opac/opac_details/?reqCode=fromlist&lang=0&amode=11&bibid=B000530503&opkey=B161700092929437&start=1&totalnum=2&listnum=0&place=&list_disp=20&list_sort=0&cmode=0&chk_st=0&check=00
https://www.lib.cuc.ac.jp/opac/opac_details/?reqCode=fromlist&lang=0&amode=11&bibid=B000536599&opkey=B161707347858868&start=1&totalnum=2&listnum=0&place=&list_disp=20&list_sort=0&fc_val=yearkey%23%40%23%5B2010+TO+2019%5D&cmode=0&chk_st=0&check=00
https://www.lib.cuc.ac.jp/opac/opac_details/?reqCode=fromlist&lang=0&amode=11&bibid=B000516149&opkey=B161707351315756&start=1&totalnum=2&listnum=0&place=&list_disp=20&list_sort=0&fc_val=yearkey%23%40%23%5B2010+TO+2019%5D&cmode=0&chk_st=0&check=00
https://www.lib.cuc.ac.jp/opac/opac_details/?reqCode=fromlist&lang=0&amode=11&bibid=B000541631&opkey=B164343319253168&start=1&totalnum=2&listnum=1&place=&list_disp=20&list_sort=0&fc_val=datatype%23%40%2319&cmode=0&chk_st=0&check=00
https://www.lib.cuc.ac.jp/opac/opac_details/?reqCode=fromlist&lang=0&amode=11&bibid=B000461010&opkey=B161707354938803&start=1&totalnum=1&listnum=0&place=&list_disp=20&list_sort=0&fc_val=yearkey%23%40%23%5B2010+TO+2019%5D&cmode=0&chk_st=0&check=0
https://www.lib.cuc.ac.jp/opac/opac_details/?reqCode=fromlist&lang=0&amode=11&bibid=B000541630&opkey=B164343328321030&start=1&totalnum=2&listnum=0&place=&list_disp=20&list_sort=0&fc_val=datatype%23%40%2319&cmode=0&chk_st=0&check=00
https://www.lib.cuc.ac.jp/opac/opac_details/?reqCode=fromlist&lang=0&amode=11&bibid=B000506500&opkey=B161707359793074&start=1&totalnum=1&listnum=0&place=&list_disp=20&list_sort=0&cmode=0&chk_st=0&check=0
https://www.lib.cuc.ac.jp/opac/opac_details/?reqCode=fromlist&lang=0&amode=11&bibid=B000416468&opkey=B161707363216825&start=1&totalnum=3&listnum=0&place=&list_disp=20&list_sort=0&fc_val=yearkey%23%40%23%5B2000+TO+2009%5D&cmode=0&chk_st=0&check=000
https://www.lib.cuc.ac.jp/opac/opac_details/?reqCode=fromlist&lang=0&amode=11&bibid=B000506499&opkey=B161707481440511&start=1&totalnum=1&listnum=0&place=&list_disp=20&list_sort=0&cmode=0&chk_st=0&check=0
https://www.lib.cuc.ac.jp/opac/opac_details/?reqCode=fromlist&lang=0&amode=11&bibid=B000329255&opkey=B161707484199401&start=1&totalnum=3&listnum=0&place=&list_disp=20&list_sort=0&cmode=0&chk_st=0&check=000
https://www.lib.cuc.ac.jp/opac/opac_details/?reqCode=fromlist&lang=0&amode=11&bibid=B000525565&opkey=B161707486910753&start=1&totalnum=2&listnum=1&place=&list_disp=20&list_sort=0&cmode=0&chk_st=0&check=00
https://www.lib.cuc.ac.jp/opac/opac_details/?reqCode=fromlist&lang=0&amode=11&bibid=B000525565&opkey=B161707486910753&start=1&totalnum=2&listnum=1&place=&list_disp=20&list_sort=0&cmode=0&chk_st=0&check=00
https://www.lib.cuc.ac.jp/opac/opac_details/?reqCode=fromlist&lang=0&amode=11&bibid=B000477652&opkey=B161707496152132&start=1&totalnum=1&listnum=0&place=&list_disp=20&list_sort=0&cmode=0&chk_st=0&check=0
https://www.lib.cuc.ac.jp/opac/opac_details/?reqCode=fromlist&lang=0&amode=11&bibid=B000477652&opkey=B161707496152132&start=1&totalnum=1&listnum=0&place=&list_disp=20&list_sort=0&cmode=0&chk_st=0&check=0
https://www.lib.cuc.ac.jp/opac/opac_details/?reqCode=fromlist&lang=0&amode=11&bibid=B000503198&opkey=B161700070576726&start=1&totalnum=3&listnum=0&place=&list_disp=20&list_sort=0&cmode=0&chk_st=0&check=000
https://www.lib.cuc.ac.jp/opac/opac_details/?reqCode=fromlist&lang=0&amode=11&bibid=B000461008&opkey=B161700077197082&start=1&totalnum=71&listnum=6&place=&list_disp=20&list_sort=0&cmode=0&chk_st=0&check=00000000000000000000
https://www.lib.cuc.ac.jp/opac/opac_details/?reqCode=fromlist&lang=0&amode=11&bibid=B000461010&opkey=B161707354938803&start=1&totalnum=1&listnum=0&place=&list_disp=20&list_sort=0&fc_val=yearkey%23%40%23%5B2010+TO+2019%5D&cmode=0&chk_st=0&check=0
https://www.lib.cuc.ac.jp/opac/opac_details/?reqCode=fromlist&lang=0&amode=11&bibid=B000516149&opkey=B161707351315756&start=1&totalnum=2&listnum=0&place=&list_disp=20&list_sort=0&fc_val=yearkey%23%40%23%5B2010+TO+2019%5D&cmode=0&chk_st=0&check=00

