ご

。
い
さ

お持ちくだ
由に
自

キ

ャ
ン

いま、
読みたい 厳選

ペ ーン 実 施

200冊

統合記念キャンペーン

中

JTB 旅行券
図書カードが
当たる！

そ の 先 を 見 る。
そ の 先 を 解 く。
日経の本

ブックナビゲーター

田中 瞳

（テレビ東京アナウンサー）

ジム・コリンズ

ジム・コリンズ

国と闘い、“宅急便”市場を創った男、
小倉昌男が自ら記した経営のケースス
タディー。人を幸せにする経営の極意
がここにある。

企業はいつかは衰退する。
偉大であった
企業も例外ではない。
前2作で言及され
た60社の大企業から衰退した企業11
社を選び、
その
「衰退の法則」
に迫る。

世界最高の経営思想家コリンズ氏が
膨大なデータの比較分析から導きだし
た
「偉大な企業」
の法則。
世界の経営者
に読み継がれるビジネス書の金字塔。

四六判／本体1,400円＋税
日経BP／978-4-8222-4156-8

四六判／本体2,200円＋税
日経BP／978-4-8222-4817-8

四六判／本体1,942円＋税
日経BP／978-4-8227-4031-3

世界「倒産」
図鑑

波乱万丈25社で
わかる失敗の理由
荒木 博行

「倒産は教訓と知恵の宝庫である。
」
―― 。なぜ一時代を築いた企業は
破綻に至ったのか。
日米欧の25の
事例から、
失敗の理由を探る。
Ａ５判／本体1,800円＋税
日経BP／978-4-8222-8997-3

ビジネススクール
では学べない
世界最先端の
経営学
星野リゾートの教科書
中沢 康彦
「答えはいつも、
本にある！」
。
星野リゾー
トの星 野 佳 路 代 表 が 戦 略 やマーケ
ティング、
リーダーシップの参考にした
書籍30冊を一挙に紹介。
四六判／本体1,500円＋税
日経BP／978-4-8222-6411-6

ビジョナリーカンパニー④
自分の意志で偉大になる

ビジョナリーカンパニー②
飛躍の法則

ジム・コリンズ

ジム・コリンズ

「偉大な企業」
「偉大な指導者」の条件を追
究してきた著者が初めて外部環境を変数
に入れ、不確実でカオスのような時代に他
を圧倒して成長している7社を導き出す。
四六判／本体2,200円＋税
日経BP／978-4-8222-4923-6

入山 章栄

全米1435社の中から傑出した業績を
長期間持続させた企業11社を選び詳
細に比較·分析。
「良好な企業から偉大
な企業への飛躍の法則」
を導き出す。

気鋭の経営学者が、世界最先端の
経営学から得られるビジネスの見方
を、
日本企業の事例も豊富にまじえ
ながら圧倒的にわかりやすく解説。
四六変判／本体1,800円＋税
日経BP／978-4-8222-7932-5

四六判／本体2,200円＋税
日経BP／978-4-8222-4263-3
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小倉 昌男

営

ビジョナリーカンパニー
時代を超える生存の原則

経営学

経

ビジョナリーカンパニー③
衰退の五段階

小倉昌男

営

Management

四六判／本体1,800円＋税
日経BP／978-4-8222-5085-0

経

営

ベン・ホロウィッツ
リーダーへ 、そしてゼロから何 か
を生 み 出そうともがき苦しむ 人
へ ―― 。絶 体 絶 命 の 危 機を切り
抜けたシリコンバレー最 強 投 資
家からのアドバイス。

Management

経

ＨＡＲＤ
ＴＨＩＮＧＳ

経

経

営

営

Management

Management

ジェフ・ベゾス
果てなき野望

アパレル・サバイバル

ＣＡＳＥ革命

会計の世界史

スティーブ・ジョブズ
驚異のプレゼン

ＨＩＧＨ ＯＵＴＰＵＴ
ＭＡＮＡＧＥＭＥＮＴ

ブラッド・ストーン

齊藤 孝浩

中西 孝樹

田中 靖浩

カーマイン・ガロ

アンドリュー・S・グローブ

ショッピングや読書の習慣を大きく変え
たアマゾン創業者、ジェフ·ベゾス。
その生
い立ちから現在までを詳細に追い、奇才
経営者の実像に迫るノンフィクション。

フリマアプリ、エアークローゼット、
ZOZOSUIT･･････。大きく変わる
「消
費の形」。進化をとげるアパレル業界の
最前線に迫ります！

C=接続、A=自動運転、S=シェアリング
＆サービス、E=電動化、
４つのキーワー
ドがクルマの価値を変える。
これが自
動車のリアルな未来だ。

簿記の誕生。利益の変遷。
ファイナン
スの進化。15世紀イタリアからイギリ
ス、
アメリカ･･････会社の数字を巡る
500年の物語。

ジョブズのプレゼンはなぜあれほど人々
を魅了し、熱狂させるのか―。iPhone
発表時ほか、数々の伝説のプレゼンを
紹介しながら、
その秘密を詳しく解説。

インテル元CEOのアンディ
・グローブが、
後
進の起業家、経営者、
マネジャーに向け
書き下ろした傑作。
シリコンバレーの経営
者や幹部たちに読み継がれる名著。

四六判／本体1,800円＋税
日経BP／978-4-8222-4981-6

四六判／本体1,500円＋税
日本経済新聞出版／978-4-532-32260-1

四六判／本体1,700円＋税
日本経済新聞出版／978-4-532-32251-9

Ａ５判／本体2,200円＋税
日本経済新聞出版／978-4-532-32203-8

四六判／本体1,800円＋税
日経BP／978-4-8222-4816-1

四六判／本体1,800円＋税
日経BP／978-4-8222-5501-5

プラットフォーマー

コンテナ物語

孫正義
３００年王国への野望

スティーブ・ジョブズ
驚異のイノベーション

リーン・スタートアップ

ロール・クレア・レイエ／
ブノワ・レイエ

マルク・レビンソン

杉本 貴司

カーマイン・ガロ

エリック・リース

こうすれ ば 、アマゾン やアップル に
なれる！ プラットフォームビジネスの
実践ガイド。

世界経済とグローバル貿易を飛躍させ
た「箱」の物語。国際物流の生きた教科
書として2005年刊行以来のロングセ
ラーに最新情報を加えた増補改訂版。

トランプとの電撃会見。次々と展開する
大型Ｍ＆Ａ――300年続く
「王国」
に向
けて戦い続ける、孫正義とその仲間た
ちの群像劇。

ジョブズが人生や仕事で活用してきた法
則を徹底的に解き明かす。生き方や仕事
の進め方を変革し、
自分の可能性を最大
限に発揮する ヒントを得られる１冊。

顧客から学び、ムダを省き、圧倒的ス
ピードですばらしい成果を出す
「リーン·
スタートアップ」
を、著者自らの起業体
験も含め、
わかりやすく解説。

四六判／本体2,000円＋税
日本経済新聞出版／978-4-532-32262-5

四六判／本体2,800円＋税
日経BP／978-4-8222-8993-5


四六判／本体1,800円＋税
日本経済新聞出版／978-4-532-32136-9

四六判／本体1,800円＋税
日経BP／978-4-8222-4856-7

四六判／本体1,800円＋税
日経BP／978-4-8222-4897-0

トヨタ物語
野地 秩嘉
なぜ、
トヨタが強いのか。なぜ、
「トヨタ
方式」が世界中で通用しているのか。
その強さの「本質」
を、7年の単独取材
で描き切った巨編ノンフィクション。
四六判／本体2,300円＋税
日経BP／978-4-8222-5750-7

勝者の法則

増補改訂版

7
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ボストン コンサルティング グループ編
2020年代の勝者となるために、いま
何をすべきか。世界トップクラスのコン
サルたちが、
ＤＸ、
アジャイルほか重要
テーマについて解説。

四六判／本体1,600円＋税
日経BP／978-4-8222-5795-8


四六判／本体1,600円＋税
日本経済新聞出版／978-4-532-32313-4

世界最先端の
マーケティング

デジタル・
ビジネスモデル

フェイスブック
若き天才の野望

小林 三郎

デビッド・カークパトリック

16年間に及ぶ技術開発の末日本初の
エアバッグの商品化を実現した著者が、
「イノベーションを成功させるために何
をすべきか」
を明らかにする。
四六判／本体1,800円＋税
日経BP／978-4-8222-3143-9

スノーピーク

「好きなことだけ！」
を仕事にする経営

独裁者なのか、創造主なのか――。26
歳の天才CEOの成功と苦悩、そして
野望を生き生きと描き出す究極のノン
フィクション。
四六判／本体1,800円＋税
日経BP／978-4-8222-4837-6

Ｍｅａｓｕｒ
ｅ ＷｈａｔＭａｔ
ｔｅｒ
ｓ
（メジャー・ホワット・マターズ）

奥谷 孝司・岩井 琢磨

P.ウェイル・S.ウォーナー

山井 太

ジョン・ドーア

Amazonはなぜリアル店舗を展開す
るのか？ 世界最先端のマーケティング
企業の戦い方を、
３つのフレームワーク
と最新理論で解説。

自社に最適なデジタル・ビジネスモデル
を６つの問いに答えて探せ！ＭＩ
Ｔの人
気教授がトランスフォーメーションの実
際を解説。

成長を続けるアウトドアカンパニー、
ス
ノーピーク社長・山井氏初の著書。開
発から販売までの具体的手法や考え
方、
ブランドづくりまでを全公開。

アイデアを思いつくのは簡単。実行が
すべてだ！シリコンバレーの伝説的投
資家が、グーグルに教えたシンプルで
確実な成功手法。

Ａ５判／本体1,800円＋税
日経BP／978-4-8222-5558-9


四六判／本体2,400円＋税
日本経済新聞出版／978-4-532-32248-9

四六判／本体1,500円＋税
日経BP／978-4-8222-7765-9

四六判／本体1,800円＋税
日本経済新聞出版／978-4-532-32240-3

ビジネスマンの基礎知識
としてのＭＢＡ入門

起業の科学

メルカリ

ジョナサン・アイブ

早稲田大学ビジネススクール

田所 雅之

奥平 和行

リーアンダー・ケイニ－

早稲田大学ビジネススクール(WBS)の
人気講座のエッセンスを１冊に集約。
ビ
ジネスの原理原則を体系的に学ぶた
めに最適の入門書。

あなたの失敗は99%潰せる! スタート
アップが必ず直面する課題とその解決
策を、時系列に整理した「科学的な起
業」
の教科書。

日本のスタートアップの雄、
メルカリ。5
年で3000億円の巨大市場を築いた
希代の起業家たちに迫る圧倒的ノン
フィクション。

スティーブ·ジョブズが絶対的信頼を寄
せた天才デザイナーの生き方、思考、
デ
ザインへの姿勢、
ものづくり哲学を明
かす１冊。

Ａ５判／本体1,800円＋税
日経BP／978-4-8222-4900-7


Ｂ５判／本体2,300円＋税
日経BP／978-4-8222-5975-4


四六判／本体1,600円＋税
日経BP／978-4-8222-8950-8

四六判／本体1,800円＋税
日経BP／978-4-8222-5070-6

日経ＢＰ実践ＭＢＡ②
ＭＢＡバリュエーション

なぜ倒産 ２３社の
破綻に学ぶ失敗の法則

スターバックス
成功物語

Ａｉ
ｒｂｎｂＳｔｏｒ
ｙ

ハワード・シュルツ／
ドリー・ジョーンズ・ヤング

リー・ギャラガー

森生 明

日経トップリーダー 編

M&A（企業の買収・合併）の要である
バリュエーションの理論と実践を、基礎
編、
応用編に分けて解説。

経営破綻した23社を徹底取材。現場
社員や取引先、経営者の証言や決算
や登記簿などの資料から、破綻に至っ
た経営を多角的に読み解く。

Ａ５判／本体2,400円＋税
日経BP／978-4-8222-4246-6


四六判／本体1,600円＋税
日経BP／978-4-8222-9282-9


四六判／本体1,800円＋税
日経BP／978-4-8222-4113-1

四六判／本体1,800円＋税
日経BP／978-4-8222-5519-0

組織的コミュニケーションとは何か

ヤバい決算書

ＲＯＩＣ経営

全員で稼ぐ組織

戦略と実行

北米1400店舗を誇るコーヒーショッ
プチェーン·スターバックスの最高経営
責任者が語る、成長と成功の記録。

大胆なアイデアを生み、困難を乗り越
え、超人気サービスをつくる方法とは？
Airbnbに迫る初のノンフィクション。

清水 勝彦

長谷川 正人

KPMG FAS

森田 直行

戦略実行における問題点、失敗事例
を挙げながら、実行の要となる
「組織
におけるコミュニケーション」を深掘
りする。

東芝、シャープ、三菱自動車ほか実際
の決算書を使いながら、
リスクを察知
し危ない会社を見抜く方法をわかりや
すく解説する。

企業価値向上の本質は投下した資本
に対する事業のリターン=ROICを高め
ることにある。実践的なコーポレートガ
バナンス改革を解説。

JAL再建の切り札となった京セラの経
営管理手法「アメーバ経営」の仕組み
と具体的な実践方法を経営者向けに
本格的に解説した初めての本。

四六判／本体1,800円＋税
日経BP／978-4-8222-4845-1


四六判／本体1,600円＋税
日本経済新聞出版／978-4-532-32142-0

Ａ５判／本体2,000円＋税
日本経済新聞出版／978-4-532-32185-7

四六判／本体1,600円＋税
日経BP／978-4-8222-5020-1
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Management

たった一人でも会社を大きく変えられ
る！ USJのV字回復の立役者である著
者が現場で培った成功を引き寄せる
新しい
「組織論」
。

ホンダ
イノベーションの神髄

営

営

森岡 毅

ＢＣＧが読む
経営の論点2020

経

経

マーケティングとは
「組織革命」
である。

営

谷田 千里・株式会社タニタ編著
希望者は社員から
「フリーランス」に転
換できる！自由な働き方が選べる画期
的な新制度、
その誕生の秘密と導入の
試行錯誤を描く。

四六判／本体1,600円＋税
日経BP／978-4-8222-3591-8


四六判／本体1,500円＋税
日本経済新聞出版／978-4-532-32282-3

小さな会社の財務
コレだけ！

働き方改革
個を活かすマネジメント

古田土 満

大久保 幸夫・皆月 みゆき

続ければ必ず「結果＝利益」が出る
「人
を大切にする財務」
とは？ 人気の会計
事務所代表が、
経営計画と月次決算づ
くりの秘訣を伝授。

長時間労働を防止し、多様な人材を活
用するためどうすれば良いか。職場の
マネジメント、人材教育、人材のケアの
３つの視点から解説。

四六判／本体1,500円＋税
日経BP／978-4-8222-3595-6


四六判／本体1,800円＋税
日本経済新聞出版／978-4-532-32176-5

町工場の娘

小さな会社の売上を
倍増させる最速ＰＤＣＡ日報

諏訪 貴子

中司 祉岐

さん

まさにリアル！著者のシンプルで説得
力のあるアドバイスは、困難（HARD
THINGS）に立ち向かいもがき苦し
む人に勇気を与えてくれます。→P.4

10

200社以上が導入し、
その85%が売
上2倍、3倍増に成功している
「PDCA
日報」
の実践方法を事例を挙げてわか
りやすく解説。

四六判／本体1,600円＋税
日経BP／978-4-8222-5056-0


四六判／本体1,600円＋税
日経BP／978-4-8222-8961-4


百貨店の進化

小さな会社の
稼ぐ技術

伊藤 元重

栢野 克己

百貨店はＩ
Ｔ企業になるべきだ！構造変
化の先を読み、
情報武装化する消費者
に新しいライフスタイルを提供するため
の進化を問う。

大手と同じやり方では、負けて当たり
前。中小零細企業、個人事業主が利益
を出すための「正しい戦略」
とその実
践方法を徹底解説。

四六判／本体1,800円＋税
日本経済新聞出版／978-4-532-32256-4

四六判／本体1,600円＋税
日経BP／978-4-8222-5193-2


役員報酬・
指名戦略

小さな会社を強くする
ブランドづくりの教科書

村中 靖・淺井 優

岩崎 邦彦

コーポレートガバナンス改革で取り組
みが必要になった役員指名・報酬制
度の内容と、
それを活かした経営体制
構築の実際を紹介。

なぜ、小さなトマトが大きいブランドになったの
か？ 本書は、調査データをベースに、著者自ら
が関わった成功事例をおりまぜながら、
「 最強
の武器」
となるブランドづくりの方法を解説。世
界一わかりやすい実践理論！

Ａ５判／本体3,200円＋税
日本経済新聞出版／978-4-532-13488-4

四六判／本体1,600円＋税
日本経済新聞出版／978-4-532-31905-2

Management

小山 昇
儲かる中小企業の現場には、
どんな工
夫が隠れているのか？累計5万人が視
察した「強い会社の現場」
を豊富なカ
ラー写真で詳しく紹介。

「えっ、私が社長!?」。32歳で突然主婦
から急逝した父の後継者に。ジリ貧
だった会社を再生した勇気と知恵と笑
顔の物語。

HARD THINGS

入山章栄
（いりやま・あきえ）
早稲田大学大学院経営管理研究科教授。
1996年慶応義塾大学経済学部卒業。
98年同大学院修了。
2008年米ピッツバーグ大経営大学院で博士号取得
（Ph.D.）
。
米ニューヨーク州立大学バッファロー校助教授などを経て20１３年より現職。
著書に
『ビジネススクールでは学べない 世界最先端の経営学』
（日経BP）
などがある。

タニタの働き方革命

経

VOL.1

入山章栄

いま仕事で辛い
経験をしている人へ！

冊

考えることと実行すること、両方の基本
をバランスよく学べます。私の同僚、早
稲田大学ビジネススクールのスター教
授たちの手による一冊。→P.9

私 が 選 ぶ

ビジネスマンの
基礎知識としてのMBA入門

﹁ 含 蓄 が あ る・学べる・超 リ アル ﹂の 基 準 で ︑そ れ ぞ れ 最 高 ク ラスの 本 を

経営の基本を
学びたい方は是非！

選 ん でみ ま し た ︒時 代 を 超 え た 示 唆 に 富 む﹃ 経 営 学 ﹄︑

経営学

思 考 と 実 行 の 両 方 を 学べる﹃ M B A 入 門 ﹄︑

小倉昌男

ヤマト運輸の中興の祖が自ら筆を
執り、書き下ろした「人を幸せにする
経営の極意」。
その深い含蓄は今の
時代にも示唆が豊富です。→P.5

読 ん で 自 分 を 励 ま す 起 業 家 も 多 い﹃ H A R D T H I N G S ﹄で す︒

経営書の中の
まさに古典的名著！

小さな会社の
儲かる整頓

小林 慶一郎編著

リチャード・セイラー／
キャス・サンスティーン

予算執行はどうなる？ 金融政策は？
年金・医療・介護は維持できるのか？
「日本 国 破 綻 」後を徹 底 シミュレー
ション。
四六判／本体2,000円＋税
日本経済新聞出版／978-4-532-35773-3

池上彰のマンガでわかる
経済学＜１＞ 経済のしくみ
池上 彰

2 0 1 7 年ノーベル経 済 学 賞 受 賞 、
リ
チャード·セイラー教授の代表作。“使え
る経済学”の先端理論をやさしく解説
した行動経済学の全米ベストセラー。

累計40万部「池上彰のやさしい経済
学」
、
ついにマンガ化！経済学の基礎を
身につければ、経済ニュースもスラスラ
わかる。

四六判／本体2,200円＋税
日経BP／978-4-8222-4747-8


四六判／本体1,300円＋税
日本経済新聞出版／978-4-532-35779-5

良き社会の
ための
経済学

ジャン・ティロール

ノーベル経済学賞受賞の「知の巨
人」が放つ「本当に役に立つ経済
学」。マクロからミクロ、
ビジネスま
で現実問題に経済学が答えます！
A5判／本体4,200円＋税
日本経済新聞出版／978-4-532-35782-5

平成の経済
小峰 隆夫

純粋機械化経済
井上 智洋
ＡＩの普 及 が 生む純 粋 機 械 化 経 済 。
我々はこれから劇的な変化を目撃す
る――。歴史・技術・思想など多角的
な視点から未来を問う。
四六判／本体2,300円＋税
日本経済新聞出版／978-4-532-35818-1

デジタルの未来
ユルゲン・メフェルト／
野中 賢治

「オールド企業」が生き残る道は「自ら
デジタル企業に生まれ変わる」
ことだ
けだ。世界一のコンサル、
マッキンゼー
が戦略を徹底解説！
四六判／本体2,000円＋税
日本経済新聞出版／978-4-532-17636-5

池上彰のマンガでわかる
経済学＜２＞ ニュースがわかる
池上 彰
「なぜバブルが生まれ、はじけたか？「
」日本
に残るか海外に出るか－円高と産業空洞
化」。バブル以降の経済の流れをつかみ、
ニュースがすっきりわかる戦後経済史編。

なぜ日本は絢爛の輝きの末に転落
し、
30年間苦闘を続けたのか？バブ
ル崩壊直後の
「経済白書」
を執筆し
た官庁出身エコノミストの渾身作。
四六判／本体1,800円＋税
日本経済新聞出版／978-4-532-35801-3

四六判／本体1,300円＋税
日本経済新聞出版／978-4-532-35780-1
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Economy

実践 行動経済学

済

財政破綻後

経

Ａ５判／本体2,233円＋税
日本経済新聞出版／978-4-532-13074-9

済

Economy

数学が苦手な人でも理解して読み
進めるように基礎的な知識を丁寧に
解説した統計学。
練習問題を解いて
いくうちに、統計学のエッセンスを身
につけることができるワークブック。

経

済

鳥居 泰彦

Economy

経

はじめての
統計学

大暴落 １９２９

経

経

ブロックチェーンの未来

今も昔も変わらない人間の織り成すバ
ブル崩壊劇を活写する。1954年初版。
バブル崩壊、株価暴落のあとに必ず読
まれる、恐慌論の名著。

Ａ５判／本体2,000円＋税
日本経済新聞出版／978-4-532-35736-8

四六変判／本体2,200円＋税
日経BP／978-4-8222-4701-0


ブロックチェーン革命

プロテスタンティズムの
倫理と資本主義の精神

野口 悠紀雄

マックス・ウェーバー

金融・ビジネス・経営から社会の仕組み
をも劇的に変える
「IT革命の本命」。
そ
の全貌をIT革命論の第一人者がわか
りやすく解説。

宗教倫理が資本主義を発展させるダイ
ナミズムを描いた社会科学の名著。

四六判／本体1,800円＋税
日本経済新聞出版／978-4-532-35719-1

四六変判／本体2,400円＋税
日経BP／978-4-8222-4791-1


実践
金融データサイエンス

経営者のための
情報セキュリティ Q＆A45

三菱 UFJトラスト投資工学研究所 編

北條 孝佳 編著

政府、中央銀行から企業、一般人が発
する
「ビッグデータ」
を解析し、資産運用
やリスク管理にどう活用するかを具体
例とともに解説。

激増するサイバー攻撃に備えよ！ 警察
庁サイバーテロ対策技術室出身の弁
護士が、経営トップが把握すべきリス
ク・課題と実践的な対策を徹底指南。

Ａ５判／本体2,800円＋税
日本経済新聞出版／978-4-532-13481-5

四六判／本体1,800円＋税
日本経済新聞出版／978-4-532-32304-2

人材覚醒経済

データ資本主義

鶴 光太郎

野口 悠紀雄

日本経済の底上げに本当に必要なの
は人材が目覚めること。
そのために必
要な改革を提示する人材から見た経
済論。
日経・経済図書文化賞受賞。

ビッグデータ時代の経済原理、
AIとビッ
グデータが拓く世界の光と影。情報経
済論の第一人者が新しい経済の姿と
問題を提示する。

四六判／本体2,800円＋税
日本経済新聞出版／978-4-532-35702-3

四六判／本体1,600円＋税
日本経済新聞出版／978-4-532-35831-0

第３の超景気

デジタル経済と税

Economy

Economy

ジョン・Ｋ・ガルブレイス

済

済

翁 百合・柳川 範之・岩下直行 編著
通貨、金融、
ビジネスを一変させるとい
われるブロックチェーン。
その可能性と
課題の全容を各分野の専門家が徹底
解説。

平成の経営

「イノベーターのジレンマ」
の
経済学的解明

世界経済
大いなる収斂

伊丹 敬之

伊神 満

リチャード・ボールドウィン

絶頂からの転落はなぜ起きたのか、再
生の戦略は何か――。30年間に日本
企業に何が起きたのかを、
日本を代表
する経営学者が初めて解明。

なぜ優良企業は新世代の技術に敗れ
去るのか？ 経営学者のクリステンセン
教授が残した未解決問題に、若き経済
学者が最先端のデータ分析で挑む。

モノの移動からアイデア、人そのものが
移動する時代へ。
これまでの常識、政
策が通じない、世界経済の大収斂を
展望する

四六判／本体1,800円＋税
日本経済新聞出版／978-4-532-32259-5

四六判／本体1,800円＋税
日経BP／978-4-8222-5573-2


四六判／本体3,500円＋税
日本経済新聞出版／978-4-532-35763-4

平成の政治

スーパーインテリジェンス

資本主義と自由

嶋中 雄二

森信 茂樹

御厨 貴・芹川 洋一 編著

ニック・ボストロム

ミルトン・フリードマン

日本経済は2019年まで好調だが、
オリ
ンピック後に停滞、2024年に再び好
景気に！ 景気循環論の第一人者が景
気の波を大胆予測する。

誰が税を負担すべきなのか？グーグル、
アマゾンなど巨大IT企業の税負担問
題、
デジタル経済における税のあり方
を徹底追究。

平成という時代を
「政治」から解剖。碩
学の研究者とベテラン記者が、
日本政
治の真髄を知悉した論者３人を招き繰
り広げる本格政治論。

人間を遥かに凌ぐ知能を持つAIが出
現したとき、一体何が起きるのか。世界
的な話題作、
ついに日本語版登場！

ジョン·スチュアート·ミル『自由論』、
フ
リードリッヒ·ハイエク
『隷従への道』
と
並ぶ自由主義(リバタリアニズム)の三
大古典の1冊。

四六判／本体1,700円＋税
日本経済新聞出版／978-4-532-35775-7

四六判／本体2,200円＋税
日本経済新聞出版／978-4-532-35816-7

四六判／本体1,800円＋税
日本経済新聞出版／978-4-532-17649-5

四六判／本体2,800円＋税
日本経済新聞出版／978-4-532-35707-8

四六変判／本体2,400円＋税
日経BP／978-4-8222-4641-9
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最 強 のトレーダー養 成 機 関「プリス
ティーン」が、勝者のセオリーを初公開。
デイトレーダーとして成功するための
心構えを凝縮した１冊。

四六判／本体1,400円＋税
日本経済新聞出版／978-4-532-35802-0

Ａ５判／本体2,200円＋税
日経BP／978-4-8222-4297-8


マネーの公理

トップ１％の人だけが
知っている
「お金の真実」

マックス・ギュンター

俣野 成敏・中村 将人

かつて金融界で名を知られたスイスの
金融マフィアによる儲けの掟を初めて
明文化。ウォール街の密かなロングセ
ラーでもある
「投機の教科書」
。

限られた生涯賃金、重い税金、進むインフレ…
…。働いても働いても報われない、
ガマンの時
代がやってくる！一生お金で苦しまないために
ぜひ知っておきたい、
これからの「お金の考え
方」
を伝授。

四六判／本体1,600円＋税
日経BP／978-4-8222-4469-9


四六判／本体1,300円＋税
日本経済新聞出版／978-4-532-32032-4

マンガーの投資術

お父さんが教える
１３歳からの金融入門

デビッド・クラーク

デヴィッド・ビアンキ

バフェットの唯一無二のパートナーとし
てバークシャー·ハザウェイを支えてき
た伝説の投資家、
チャーリー·マンガー
の珠玉の名言集。

ビットコイン、ユーロとドル、
ヘッジファ
ンド……きちんと説明できますか？アメ
リカの中高生が学ぶ、お金の稼ぎ方・
増やし方・使い方を、やさしく紹介。

四六判／本体1,600円＋税
日経BP／978-4-8222-5536-7


四六判／本体1,500円＋税
日本経済新聞出版／978-4-532-35685-9

ハワード・マークス
バフェットも大絶賛！リーマン・ショック
後の大不況で莫大な収益を上げた世
界最大の投資会社オークツリー・キャピ
タルの会長兼共同創業者が、投資をす
るうえで一番大切な20の教えを伝授す
る。
22刷突破！
四六判／本体2,000円＋税
日本経済新聞出版／978-4-532-35539-5

ＰＲ
ＩＮＣ
Ｉ
ＰＬＥＳ

（プリンシプルズ）

レイ・ダリオ
私の人生に役立った「人生と仕事
の原則」
をすべてお教えしよう――
世界最大のヘッジファンドの創設
者が独自の哲学を全て明かす。
Ａ５判／本体4,000円＋税
日本経済新聞出版／978-4-532-35797-9

エンジェル投資家

億万長者をめざす
バフェットの銘柄選択術

ジェイソン・カラカニス

メアリー・バフェット/デビッド・クラーク

創業者やビジネスモデルの何を見て投
資を決めるのか？ ウーバーを見出して
1000万円を100億円にしたカリスマ
投資家の率直すぎる教え。

銘柄選びは単純なほどいい！身の回りにはその
ためのヒントがいっぱい！ご存知「投資の神様」
の卓抜なアイデアと投資手法を、例題を交えて
解き明かす究極のバフェット本。
やさしいワーク
ブック・スタイル。

四六判／本体1,800円＋税
日経BP／978-4-8222-5572-5


Ａ５判／本体1,700円＋税
日本経済新聞出版／978-4-532-14977-2

投資の大原則
［第２版］

株式投資の未来

バートン・マルキール/チャールズ・エリス

ジェレミー・シーゲル

『ウォール街のランダム・ウォーカー』の
マルキールと
『敗者のゲーム』のエリス
による名著を改訂。超シンプルな投資
法を紹介する。
四六判／本体1,600円＋税
日本経済新聞出版／978-4-532-35785-6

投資家に本当の利益をもたらすのは、
企業の急成長ではなく永続である――
常識を覆し、
銘柄選択のあるべき姿を示
した株式投資の新しい教科書。

ウォール街の
ランダム・
ウォーカー

〈原著第１２版〉

バートン・マルキール
株式市場は本当に効率的なのか。
全米150万部の超ロングセラー最
新版！ 仮想通貨、
スマートベータの
内容を拡充。
四六判／本体2,500円＋税
日本経済新聞出版／978-4-532-35823-5

Ａ５判／本体2,200円＋税
日経BP／978-4-8222-4457-6
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Money plan

オリバー・ベレス/グレッグ・カプラ

マネープラン

Money plan

田村 正之
１００歳まで生きることを考え、年金をど
のように活用すればよいのか。受給繰
り下げや厚生年金への加入など、具体
的なノウハウを解説する。

投資で一番
大切な
２０の教え

マネープラン

デイトレード

Money plan

マネープラン

人生１００年時代の
年金戦略

チャールズ・エリス
全 米 5 0 万 部 の超ロングセラー、大 幅 改 訂！
「市場に勝つ」
ことが難しくなった現在、投資で
勝ち続ける方法とは何か？ すべての投資家に
向けたメッセージとして時代を超えて読み継が
れる運用哲学のバイブル。

四六判／本体1,500円＋税
日本経済新聞出版／978-4-532-35825-9

四六判／本体1,700円＋税
日本経済新聞出版／978-4-532-35628-6

“普通の人”だから勝てる
エナフン流株式投資術

トップ１％の人だけが知って
いる
「最高のマネープラン」

奥山 月仁

俣野 成敏

自らの強みを生かした株式投資で数
億円の資産を築いた著名ブロガーが、
成功体験を交え必勝ノウハウを余すと
ころなく公開。

まるで専属FPがいるかのようにマネー
プランを自分で作れる！日本最大規模
のマネースクール主宰者が公開するお
金の不安解消法。

四六判／本体1,500円＋税
日経BP／978-4-296-10051-4


四六判／本体1,400円＋税
日本経済新聞出版／978-4-532-35822-8

読んだら必ず「もっと早く教えて
くれよ」
と叫ぶお金の増やし方

“税金ゼロ”の
資産運用革命

山崎 俊輔

田村 正之

今すぐ始めれば、勝手にお金が貯まり
出す！日々のちょっとした心がけから
将来設計まで、知れば絶対得する＆人
生が豊かになるお金の新常識。

2018年1月、20年間投資の利益が非
課税になる
「つみたてNISA」がスター
ト！ 数ある非課税制度をどう使えば得
なのか、徹底解説。

四六判／本体1,400円＋税
日経BP／978-4-8222-5781-1


四六判／本体1,400円＋税
日本経済新聞出版／978-4-532-35760-3

さん

日経文庫
フィンテック
柏木 亮二
話題のフィンテックの現状と金融業界
への影響をわかりやすく解説。
ブロック
チェーン、API などのキーワードもすぐ
にわかる。
新書判／本体900円＋税
日本経済新聞出版／978-4-532-11360-5

対立の世紀
この人の書いたものはどれも刺激
的だ。それだけ重要なポイントを的
確に指摘するからだろう。ぜひ、読
んで欲しい。→P.33

日経ムック

マンガ 定年後入門
ＭＵＦＧ資産形成研究所 監修
石森プロ・シュガー佐藤 マンガ

幸せなセカンドライフをつくるために、
何をすればよいのか。老後に起きるこ
と、
それらへの備え方を、石森プロのマ
ンガで解説。

伊藤 元重（いとう・もとしげ）
学習院大学国際社会学部教授、東京大学名誉教授。

Ａ５判／本体1,300円＋税
日本経済新聞出版／978-4-532-18290-8

1951年静岡県生まれ。74年東京大学経済学部卒業。
78年米ロチェスター大学大学院経済学研究科博士課程修了。
79年同大学Ph.D.取得。東京大学経済学部助教授、
同大学院経済学部教授を経て、2017年より現職。
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マネープラン

竹川 美奈子
人生100年時代。
もらえる年金額や家
計を見える化したうえで、老後資産を
ふやし、効率的に引き出すノウハウを
実践的に解説。

伊藤元重

グローバルリスクに
ついて深く考える
機会となる

５０歳から始める！ 老後の
お金の不安がなくなる本

冊

大いなる収斂

私 が 選 ぶ

世界経済

産業構造や貿易構造の変化の現状を
鋭く分析した国際経済分析の好著。
グ
ローバル経済の現実について考える
よい機会を提供するだろう。→P.14

読書にはいろいろなスタイルがあってよい︒一気に読んで知識を増やす読書︑わくわくす

世界の潮流を捉えた
良質の国際経済論

るような小説や歴史物︒今回私が選んだのは︑好きな部分をゆっくりと読める本︑ずっと

この３０年ほど、学界のフロンティア
で理論的研究をリードしていた賢
人が、万 人が 読めるように書いた
良質の最新経済論。→P.12

書棚に置いておき︑時間があるときに好きなところをじっくりと読める本︑そんな読書に

良き社会のための経済学

向いた本だ︒日本経済新聞出版にはそうした本を多く出すことを期待したい︒

ノーベル賞
受賞者による
最良の経済学

Ａ５判／本体1,800円＋税
日経BP／978-4-8222-8960-7


アイデアのちから

ダークサイド・スキル

独学プログラマー

チップ・ハース／ダン・ハース

木村 尚敬

コーリー・アルソフ

人を動かし、世の中を動かすすごいア
イデアの仕組みとは？ 成功するアイデ
アの6つの法則を明らかにした全米ベ
ストセラー。

きれいごとだけでビジネスは進まない。
MBAでは教えてくれないリーダーのた
めの裏技を解説。良品計画・松井忠三
氏との対談も収録。

独学でプログラミングを習得した著者
がPythonを通して学んだエッセンスを
伝授。
プログラマーとして働くために必
要な知識とノウハウが詰まった１冊。

四六判／本体1,600円＋税
日経BP／978-4-8222-4688-4


四六判／本体1,500円＋税
日本経済新聞出版／978-4-532-32151-2

Ａ５判／本体2,200円＋税
日経BP／978-4-8222-9227-0


「言葉にできる」
は武器になる。
梅田 悟司
なぜ、あの人の言葉は胸に響くの
か？ 心に刺さる言葉に法則はある
のか？いま注目のコピーライターが
語る、
人を動かす言葉の秘密。
四六判／本体1,500円＋税
日本経済新聞出版／978-4-532-32075-1

医師に
「運動しなさい」
と
言われたら
最初に読む本
中野ジェームズ修一

アドラーに学ぶ
部下育成の心理学

天才を殺す凡人

小倉 広

北野 唯我

人生の課題は、すべて対人関係の課
題である――。
アドラー心理学をビジネ
スコミュニケーションに応用する手法
をわかりやすく具体的に解説。

あなたは凡人？ 秀才? それとも天才？
な ぜ 人 は わ かり 合 え な い の か？
才能・組織・社会をめぐる全く新しい
見取り図。

四六判／本体1,400円＋税
日経BP／978-4-8222-5030-0


四六判／本体1,500円＋税
日本経済新聞出版／978-4-532-32253-3

さあ、才能（じぶん）
に
目覚めよう 新版

トム・ラス

「その資質をどう使えばあなたの武器に
なるか」
「どうすればその資質を持つ人た
ちを活かせるか」
といった「強みの活かし
方」
を詳説。進化したウェブテストのアクセ
スコード付き。︎

血糖値を下げる5分間エクササイズか
ら、膝・肩・腰の痛みをとるストレッチま
で、青学大駅伝チームを指導するフィジ
カルトレーナーの第一人者が医学的に
正しい効率的な運動法を解説。
四六判／本体1,300円＋税
日経BP／978-4-296-10023-1


四六判／本体1,800円＋税
日本経済新聞出版／978-4-532-32143-7
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累計64万部突破！教育、
貧困、
環境、
エネルギー、医療、人口問題などを
テーマに、データや事実に基づく世
界の正しい見方を解説。今こそ学ぶ
べき世界の教養。

自己啓発・仕事術

ハンス・ロスリング

自己啓発・仕事術

１０の思い込みを乗り越え、
データを基に世界を
正しく見る習慣

Self-development / Work techniques

自己啓発・仕事術

ＦＡＣＴＦＵＬＮＥＳＳ

（ファクトフルネス）

ＷＨＹから始めよ！
サイモン・シネック

戦略立案・マーケティング・組織開発などから厳
選したフレームワーク200種を、140点の図解
でズバッと紹介。
アイデア出しに行き詰まったと
き、会議の議論が迷走してきたとき、効果抜群
の便利なハンドブック。

アップル、
スタバ、
サウスウエスト……理念と大
義を掲げてみんなを巻き込み、奮起させ感激さ
せる企業には共通点があった！ 全米で動画再
生回数230万回超を誇る人気講師がインスパ
イア型リーダーになる方法を伝授！

小B6判／本体1,000円＋税
日本経済新聞出版／978-4-532-11927-0

四六判／本体1,600円＋税
日本経済新聞出版／978-4-532-31767-6

任せるリーダーが実践して
いる １ｏｎ１の技術

ストレングス・リーダーシップ

小倉 広

トム・ラス／
バリー・コンチー

部下も上司もそろって成長できる「１
on１」
とは何か？ 何を目指し、
どのよ
うに実施するか。
「アドラー心理学」の
要素も含めて解説。

ジョブズを真似ても成功できない。
自分のやり
方でジョブズを目指せ！あなたの強みを武器に、
あなたならではの
「リーダーの才能」に目覚めよ
う。大ベストセラー
『さあ、才能に目覚めよう』の
リーダー編。

四六判／本体1,400円＋税
日本経済新聞出版／978-4-532-32280-9

四六判／本体1,800円＋税
日本経済新聞出版／978-4-532-31871-0

入社１０年分のリーダー学が
３時間で学べる

クリエイティブ・
マインドセット

杉浦 正和
チームの先頭に立ち、人と組織を率い
るリーダーとして、
どのようなアクション
を取ればいいか、実際の場面で役立
つ知識が満載のガイドブック。
Ａ５変判／本体1,600円＋税
日経BP／978-4-8222-5518-3


入社１０年分の思考スキルが
３時間で学べる
斎藤 広達 編著
ロジカルシンキングの基本から最先端
のキーワードまで、考える仕事に不可
欠な必修基礎知識を網羅したビジネス
パーソン必携のハンドブック。

トム・ケリー／
デイヴィッド・ケリー

金宏 和實

高橋 浩一

市野 さおり

プログラミング初心者歓迎！ Python
を学びながらExcelの単純作業を自
動化・効率化する方法をわかりやす
く解説。

営業力とは技術。誰でも身につけられ
る――。東大卒、のべ3万人を指導し
た異色の営業コンサルが「コンペで8
年無敗」
のノウハウを公開。

頭痛、肩こり、
むくみ…不調がスッキリ、
美顔やダイエット効果も! 2万人以上の
体をケアしてきた著者が教える心と体
を癒すセルフマッサージ。

Ａ５判／本体2,180円＋税
日経BP／978-4-8222-9593-6


四六判／本体1,600円＋税
日経BP／978-4-296-10367-6


Ａ５判／本体1,400円＋税
日経BP／978-4-296-10345-4


パソコン仕事
最速時短術１１５

ＭＢＡより簡単で英語より
大切な決算を読む習慣

人生の王道
西郷南洲の教えに学ぶ

ＴＥＤＴＡＬＫＳ
クリス・アンダーソン
世 界 中 が 注 目 するカンファレンス
「TED」の代表が、忘れられないプレゼ
ンを生み出す舞台裏とノウハウを解説
する初の公式ガイド。

常勝集団のプリンシプル

ガー・レイノルズ
シンプルプレゼン

四六判／本体1,500円＋税
日経BP／978-4-8222-5554-1


毎日、
心地よい自分でいられる
不調と美容のからだ地図

四六判／本体1,900円＋税
日経BP／978-4-8222-5025-6


四六判／本体1,800円＋税
日経BP／978-4-8222-5165-9


岩出 雅之

無敗営業

世界最高のデザイン会社IDEOとスタ
ンフォードスクールの創設者が教える
誰でもクリエイティブになれる方法。

Ａ５変判／本体1,600円＋税
日経BP／978-4-8222-5168-0


「脱·体育会」改革で帝京大学ラグビー
部を大学選手権9連覇に導いた著者
が教える、
自ら学び成長する人材が育
つ
「岩出式」
心のマネジメント。

Ｅｘｃｅ
ｌ×Ｐｙｔｈｏｎ
最速仕事術

ガー・レイノルズ

日経 PC21 編

シバタ ナオキ

稲盛 和夫

スティーブ·ジョブズ流のシンプルなプレ
ゼン手法に
「Zen(禅)」
を融合させたプ
レゼンメソッドを映像とビジュアルブッ
クで学べる１冊。

その作業、9割がムダかも!? 今日から
できる時短ワザを、豊富な画面と詳し
い解説で紹介。読みながらの操作が
楽な180度開く特別製本。

決算を読む習慣こそ最強のビジネスス
キル。
１社15分の決算分析で、世界で
通じる一生モノのファイナンス・リテラ
シーを身につけよう。

上質な日本人が此処にいた！魂を揺さ
ぶる西郷の思想と行動を、混迷の時代
によみがえらせた渾身の１冊。

B5変判／本体2,600円＋税
日経BP／978-4-8222-3054-8


Ａ５判／本体1,480円＋税
日経BP／978-4-296-10061-3


Ａ５判／本体1,800円＋税
日経BP／978-4-8222-5527-5


四六判／本体1,700円＋税
日経BP／978-4-8222-4499-6


23

22

Self-development / Work techniques

Self-development / Work techniques

堀 公俊

自己啓発・仕事術

自己啓発・仕事術

日経文庫ビジュアル
ビジネス・フレームワーク

仕事に役立つ
統計学の教え

コーチングの神様が教える
「できる女」
の法則

最高の教師がマンガで
教える目標達成のルール

サリー・ヘルゲセン／マーシャル・ゴールドスミス

斎藤 広達

原田 隆史

“最強のビジネスツール”として注目の
プログラミング言語Pythonを初歩の
初歩から豊富な図版とともにどこより
もやさしく解説。

男性と女性で「仕事ができる人の法則」に違
いがあった！昇進、昇給、転職といった「キャ
リアアップ」を阻害する「女性特有の12の悪
癖」を、コーチングの神様がお教えします。

ビジネスパーソンの必須知識「統計的
な考え方」が学べる本。直感的に理解
できる図表を多用し、難しい数式はほ
とんど使わず解説。

メジャーリーガーの大谷翔平選手も実
践した「成功のメソッド」
をマンガで伝
授。
「夢をかなえたい人」
を応援する目
標達成のバイブル。

Ａ５判／本体2,400円＋税
日経BP／978-4-296-10213-6


四六判／本体1,800円＋税
日本経済新聞出版／978-4-532-32255-7

四六判／本体1,400円＋税
日経BP／978-4-8222-4955-7


四六判／本体1,300円＋税
日経BP／978-4-8222-8969-0


文系プログラマーのための
Ｐｙｔｈｏｎで学び直す高校数学

日経文庫
ビジネス心理学 １００本ノック

ＹＥＳの９割は
フロントトークで決まる！

しつもん仕事術

谷尻 かおり

榎本 博明

和田 裕美

数学とPythonの基礎固めができる
1冊。数学が苦手な文系プログラマー
はもちろん、数学を忘れた理系の人
が自信を取り戻すのにも最適。

対人シーンから、個人のモチベーショ
ンまで、
ビジネスシーンを優位に進める
ために不可欠なビジネス心理学を、徹
底的に鍛えます。

1回の営業で成約！お客さまの心をつ
かんで、YESと言ってもらえる伝説の
“即決アプローチ”を初公開！

Ａ５判／本体2,500円＋税
日経BP／978-4-8222-9591-2


新書判／本体860円＋税
日本経済新聞出版／978-4-532-11399-5

四六判／本体1,400円＋税
日本経済新聞出版／978-4-532-32192-5

最短コースでわかる
ディープラーニングの数学

ビジネスＥｘｃｅ
ｌ
完全版

「ウケる」
は最強の
ビジネススキルである。

松田 充弘
「正しい答え」は「正しい質問」から生
まれる。
ビジネスでの新しい気づきを生
む
「質問」
とは？ 部下を初めて持った新
任管理職必読の１冊。
四六判／本体1,400円＋税
日経BP／978-4-8222-4912-0


幸福論

赤石 雅典

日経 PC21 編

中北 朋宏

アラン

ディープラーニングの本質を理解するた
めに不可欠な「数学」
を最短コースで
学べるよう、必要最低限の概念に絞っ
て基本からやさしく解説。

どこよりも豊富な図表と丁寧な解説で
ビジネスに不可欠なスキルが効率よく
身につく究極のExcel教科書。180度
開く特別製本。

つまらない会議、苦手な部下や上司と
の会話、なかなか上がらない営業成
績･･････ その悩み、
「笑い」
で全て解
決できます！

何事も望むのに遅すぎるということは
ない。
もう深刻ぶるのはやめてのんき
にやろう。画期的新訳で読む幸福論。
もっとも新しい古典哲学。

Ａ５判／本体2,900円＋税
日経BP／978-4-296-10250-1


Ａ５判／本体1,580円＋税
日経BP／978-4-8222-5845-0


四六判／本体1,500円＋税
日本経済新聞出版／978-4-532-32285-4

四六判／本体1,800円＋税
日経BP／978-4-8222-5018-8


グーグルに学ぶ
ディープラーニング

会計士が教える
スゴ技Ｅｘｃｅ
ｌ

日経文庫
営業力 １００本ノック

池上彰の教養のススメ

日経ビッグデータ 編

一木 伸夫

北澤 孝太郎

池上 彰

グーグルのエンジニアらへの取材に基
づき、高度な技術を誰にでもわかる言
葉で解説するとともに、最新事例から
未来のビジネスを予測。

元プログラマの公認会計士が、
数字を扱
う業務で必須のテクニックを伝授。
もう
Excel仕事で残業することはありません！

自分で考え、動ける営業力強化の入
門書。マインドセットからコミュニケー
ション、顧客価値創造まで見開き2頁
100 項目で解説。

21世紀の日本にいちばん足りないの
が「教養」。仕事で、人生で、生き抜くた
めの最強の武器「教養」の重要性を、
池上節で説く１冊。

Ａ５判／本体1,800円＋税
日経BP／978-4-8222-3686-1


Ａ５判／本体1,500円＋税
日本経済新聞出版／978-4-532-32080-5

新書判／本体860円＋税
日本経済新聞出版／978-4-532-11380-3

四六判／本体1,500円＋税
日経BP／978-4-8222-7437-5


コンピュータは
なぜ動くのか

Ｏｕｔ
ｌ
ｏｏｋ最速時短術

転職に向いている人
転職してはいけない人

ビジネススクールで教えて
いる会計思考７７の常識

矢沢 久雄

鈴木 眞里子

黒田 真行

コンピュータ技術の知識の範囲や絶
対的な基礎、
ゴールを身につけられる
よう、
ハードウエア、
ソフトウエアの基礎
知識についてわかりやすく解説。

Outlookのビジネス活用を20年以上
追い続けてきたPC誌「日経PC21」の
効率化ノウハウを１冊に凝縮。仕事を
速く、楽に、確実にこなすワザ満載。

リクナビNEXTの元編集長で、転職を
むやみに進めないプロだからこそ明か
せる不都合な真実と、成功･失敗の意
外な分かれ道。

数字に強くなる。
ビジネスモデルがわか
る人になる。
そのための
「会計の常識」
を集大成。経営と会計のつながりを理
解する最適の入門書。

Ａ５判／本体2,400円＋税
日経BP／978-4-8222-8165-6


Ａ５判／本体1,480円＋税
日経BP／978-4-296-10353-9


四六判／本体1,400円＋税
日本経済新聞出版／978-4-532-32146-8

Ａ５判／本体1,800円＋税
日経BP／978-4-8222-5565-7
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西山 茂

Self-development / Work techniques

Self-development / Work techniques

中島 省吾

自己啓発・仕事術

自己啓発・仕事術

ビジネスＰｙｔｈｏｎ超入門

事実をベースに考え、事実に基づき
意思決定をする。
その大切さと、人間
の感情の厄介さに改めて気づかせ
てくれる書籍です。
→P.20

荒木 博行（あらき・ひろゆき）
株式会社フライヤー取締役COO。株式会社学びデザイン代表取締役社長1975年生まれ。
98年慶應義塾大学法学部政治学科卒業後、住友商事、
グロービスを経て、
株式会社学びデザインを設立し、代表取締役に就任。書籍要約サービスのフライヤー取締役
COOも務める。著書に
『ストーリーで学ぶ戦略思考入門』
（ダイヤモンド社）
『
、見るだけでわかる
「ビジネス書図鑑」
（
』ディスカヴァー・
トゥエンティワン）
『
、世界「倒産」図鑑』
（日経BP）。

26

阿部 和広

戸根 勤

プログラミング学習を通じて、自ら仕
組みを考え、手を動かして、モノを作
り上げる楽しさを親子で体験できる
学習書。

ブラウザにURLを入力してからWeb
ページが表示されるまでの道筋をたど
りながら裏側で働く技術を解説。ネッ
トワーク全体の動きがわかる本。

Ｂ５変判／本体1,900円＋税
日経BP／978-4-8222-8515-9


Ａ５判／本体2,400円＋税
日経BP／978-4-8222-8311-7


宝くじで１億円
当たった人の末路

プログラムは
なぜ動くのか 第２版

鈴木 信行

矢沢 久雄

知ると心がスッとする！
「キラキラネーム
の人」
「 友達ゼロの人」
「 事故物件借り
ちゃった人」
など、
ちょっと気になる23
の人生の末路。

プログラムがコンピュータの中でどのよ
うに動作するのかを、誰にでもわかる
よう丁寧に解説。初級者・中級者どち
らにもおすすめの１冊。

四六判／本体1,400円＋税
日経BP／978-4-8222-3692-2


Ａ５判／本体2,400円＋税
日経BP／978-4-8222-8315-5


酒好き医師が教える
最高の飲み方

オブジェクト指向で
なぜつくるのか 第２版

葉石 かおり

平澤 章

シリーズ累計13万部突破！ 酒好き医
師が自ら実践する、太らない、翌日に
残らない、病気にならないための医学
的に正しい飲み方を解説。

オブジェクト指向によるソフトウエア開
発の入門書。
オブジェクト指向の全体
像とそこに含まれる各技術を、平易な
文章でズバリ解説。

四六判／本体1,400円＋税
日経BP／978-4-8222-5893-1


Ａ５判／本体2,400円＋税
日経BP／978-4-8222-8465-7


一生劣化せず今すぐ
若返る 整筋・顔体大全

はじめて学ぶ
ソフトウェアのテスト技法

村木 宏衣

リー・コープランド

顔も体も、筋肉を整えれば、“劣化"し
ない！モデル・女優が絶賛する
「ゴッド
ハンド」村木先生が、効果抜群のセルフ
ケアメソッドを全公開。

ソフトウェアテスト技法の初心者にもわ
かりやすい解説書。最少のテストケー
スで最大の効果をあげるためのツール
満載。

Ａ５判／本体1,400円＋税
日経BP／978-4-296-10137-5


Ａ５判／本体2,400円＋税
日経BP／978-4-8222-8251-6


女性が医師に
「運動しなさい」
と言われたら最初に読む本

ＵＭＬモデリング入門

中野ジェームズ修一

児玉 公信

女性の不調の多くは筋力不足が原因！
運動が苦手な人でも続けられる医学
的に正しい運動法を、運動指導のプロ
がやさしく解説。

ユーザー要求をモデルに落とし込む手
順とポイントを基本から丁寧に解説。
上流工程を本気で学びたい人のモデ
リング教科書の決定版。

四六判／本体1,300円＋税
日経BP／978-4-296-10308-9


Ａ５判／本体2,400円＋税
日経BP／978-4-8222-8358-2


Self-development / Work techniques

さん

FACTFULNESS

ネットワークは
なぜつながるのか 第２版

自己啓発・仕事術

VOL.3

荒木博行

感情に負けない
知性を持とう

冊

最近、
この書籍に書かれているコンセ
プトを使わない日はありません。
それく
らいビジネスを考えるヒントをくれる必
読書です。→P.28

私 が 選 ぶ

アフターデジタル

良 書 は ︑い ま 自 分 自 身 の 状 態 を ク リ ア に 映 し 出 す﹁ 鏡 ﹂の よ う な 存 在 ︒

これからのビジネスの
ヒントはここにある！

本 を 読 む こ と で ︑自 分 と 対 話 し ︑自 分 の あ り 方 を 考 え る こ と が で き ま す ︒

故アンドリュー・グローブが後世に残した
最高傑作。
「 経営は朝食工場だ」
「リー
ダーはテコ作用を意識せよ」
といった名
言の連続。2018年ビジネス書グランプリ
マネジメント部門賞受賞。→P.6

今 回 の 選 書 で は ︑私 自 身 が 常 に 懐 に 忍 ば せ て い る

HIGH OUTPUT
MANAGEMENT

﹁ 手 鏡 ﹂的 な 3 冊 を 取 り 上 げ て み ま し た ︒

仕事の質を高めたい
リーダー必読の書

小学生からはじめる
わくわくプログラミング

Ａ５判／本体2,200円＋税
日経BP／978-4-296-10162-7

日経テクノロジー展望２０２０
世界を変える１００の技術

アマゾン銀行が誕生する日

笹谷 秀光

日経 BP 編

田中 道昭

ＳＤＧｓはなぜ必要か？どこから手をつ
ければいいのか？東京五輪や大阪万
博に向けて、
ＳＤＧｓ対応がビジネス常
識になることを解説。

IT・ものづくり・建設・医療など各分野
を知り尽くした日経BP専門誌の編集
長30人が、知っておくべきテクノロジー
を100件厳選しわかりやすく解説。

テクノロジー企業vs既存金融機関の戦
いを徹底分析。次世代金融産業をめぐ
る戦いの構図と状況を明快に論じた
待望の１冊！

四六判／本体1,500円＋税
日本経済新聞出版／978-4-532-32299-1

Ａ５判／本体2,400円＋税
日経BP／978-4-8222-8994-2

四六判／本体1,800円＋税
日経BP／978-4-8222-8966-9

日経文庫

５Ｇビジネス
亀井 卓也
ただ通信が速くなるだけではない。
ビジネスを根幹から変えると話題の
５Ｇを、最新動向に詳しいコンサル
タントがやさしく解説。
新書判／本体860円＋税
日本経済新聞出版／978-4-532-11407-7

ＭａａＳ

モビリティ革命の先にある
全産業のゲームチェンジ

日高 洋祐・牧村 和彦・
井上 岳一・井上 佳三

日経ＢＰ総研２０３０展望
ビジネスを変える１００の
ブルーオーシャン

ＯＫＲ

村上 芽・渡辺 珠子

日経 BP 総研 編著

クリスティーナ・ウォドキー

AI、人手不足、地球温暖化…… 変わ
る社会の流れの中で、12兆ドルの新
規ビジネスを生み出す「ＳＤＧｓ」を理
解せよ！

ビジネスチャンスを切り拓け！新時代の
有望マーケットを日経BP総研の研究
員80人が徹底予測。経営戦略の立案
や新事業の創出に必携の１冊。

たった3カ月で、人もチームも生まれ変
わる――KPIより断然やる気が出て、
大胆な目標も実現する新しいフレーム
ワークを解説。

新書判／本体900円＋税
日本経済新聞出版／978-4-532-11408-4

Ａ５判／本体2,000円＋税
日経BP／978-4-296-10392-8

四六判／本体1,500円＋税
日経BP／978-4-8222-5564-0

日経文庫 ＳＤＧｓ入門

29

交通サービス分野のパラダイムシフ
トにとどまらず、
MaaSの
「先」
にある
全産業のビジネス変革を読み解く、
日本で初めての本格的な解説書。
Ａ５判／本体2,000円＋税
日経BP／978-4-296-10007-1
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Ｑ＆Ａ ＳＤＧｓ経営

ビジネストレンド・キーワード

新時代のリーダーたちが絶賛！オン
ラインとオフラインの区別がなくなっ
た今 、明日の世 界の常 識を鮮 や
かに描いた１冊。真のデジタル化の
「道しるべ」
がここに。

ビジネストレンド・キーワード

藤井 保文・尾原 和啓

Business trend / Keywords

ビジネストレンド・キーワード

アフター
デジタル

日経文庫ビジュアル
ＡＩ
（人工知能）

第四次産業革命

ＳＤＧｓが問いかける
経営の未来

ウィリアム・ノードハウス

城塚 音也

クラウス・シュワブ

モニター デロイト 編

さらなる経済成長と地球温暖化の防
止は両立できる。2018年 ノーベル経
済学賞受賞、W.ノードハウス氏による
進まない温暖化対策への緊急提言。

AIの最新事情を図解で直観理解。技
術の解説も初心者でもすぐわかる

第四次産業革命は人類の生活を根
本から変える。
ダボス会議創設者がグ
ローバルエリートとの対話を通じて歴
史的転換点の到来を予言！

本格普及期を迎えたＳＤＧｓ
（持続可能
な開発目標）に対応し経営をどう進化
させるか。基本知識から実践的知見、
最新動向まで解説。

Ａ５判／本体2,000円＋税
日経BP／978-4-8222-5076-8

小B6判／本体1,000円＋税
日本経済新聞出版／978-4-532-11938-6

四六判／本体1,500円＋税
日本経済新聞出版／978-4-532-32111-6

Ａ５判／本体2,500円＋税
日本経済新聞出版／978-4-532-32236-6

２０５２
今後４０年のグローバル予測

日経業界地図
２０２０年版

Ｖチューバー相内ユウカが
経済ニュースわかるまで聞いちゃった。

日経文庫
ＩｏＴまるわかり
三菱総合研究所 編

ヨルゲン・ランダース

日本経済新聞社編

難解なニュースもこれならわかる。
テレ
東のバーチャルアナウンサー、相内ユウ
カのユーチューブ配信”冠番組”ついに
書籍化。

さまざまなものがネットにつながり、
これまでのビジネスを革新する
「Ｉ
ｏＴ」。
その全体像と各業界への影響をコンパ
クトに解説。

全世界に衝撃を与えた『成長の限界
ローマ・クラブ「人類の危機」
レポート』
から40年。新たなアプローチで、次な
る混沌の40年を見通す。

業界に精通した日経新聞記者が総力
を挙げて執筆。就活生、新入社員から
投資家まで、信頼度No.1の必携書！

四六判／本体1,400円＋税
日本経済新聞出版／978-4-532-35828-0

新書判／本体860円＋税
日本経済新聞出版／978-4-532-11344-5

Ａ５判／本体2,200円＋税
日経BP／978-4-8222-4941-0

Ｂ５判／本体1,200円＋税
日本経済新聞出版／978-4-532-32293-9

同一労働
同一賃金の衝撃

日経文庫 いまさら
聞けないＩ
Ｔの常識

ＲＰＡの威力

Ｑ＆Ａ 日本経済のニュー
スがわかる！ ２０２０年版

山田 久

岡嶋 裕史

安部 慶喜・金弘 潤一郎

議 論 沸 騰！ 注目の制 度を解 説する
最 新の入 門 書 。格 差 が 是 正？ 賃 上
げ実現？ 非正規解消？ 素朴な疑問
にプロが答える。

AIは自己決定権の外部化、
ブロックチ
ェーンは疑心暗鬼の仕組み、クラウド
は規模の経済の産物…用語集ではな
い実用・入門書。

RPAのソフトウエアロボットによる業
務の自動化により
「真の働き方改革」
を実現した先進8社の導入事例から、
RPA導入の秘訣を解き明かす。

四六判／本体1,800円＋税
日本経済新聞出版／978-4-532-32129-1

新書判／本体900円＋税
日本経済新聞出版／978-4-532-11409-1

四六判／本体1,800円＋税
日経BP／978-4-8222-5827-6

Ａ５判／本体1,500円＋税
日本経済新聞出版／978-4-532-35833-4

ゴールドマン・サックス
Ｍ＆Ａ戦記

人工知能が変える
仕事の未来

ＧＡＦＡ×ＢＡＴＨ

服部 暢達

野村 直之

田中 道昭

90年代から2000年代半ば、日本の
M&Aが本格化した時代に活躍した
辣 腕アドバイザーが、自ら手 掛けた
M&A案件の内実を初めて明かす。

ビジネスに通じた専門家が、広く、深く
社会を変える人工知能の可能性を描
く。現在の最先端の技術をもとに、現
実的な未来を見通す。

話題の米中テクノロジー企業８社（グーグ
ル、
アップル、
フェイスブック、
アマゾン／バ
イドゥ、
アリババ、
テンセント、
ファーウェイ）
の戦略を最新情報を交えて分析。

四六判／本体1,800円＋税
日経BP／978-4-8222-5568-8

四六判／本体2,200円＋税
日本経済新聞出版／978-4-532-32063-8

四六判／本体1,500円＋税
日本経済新聞出版／978-4-532-32265-6

日経文庫
「働き方改革」
まるわかり
北岡 大介
「働き方改革」
の全貌がわかる１冊。特
に残業時間規制を中心に、今から何
に着手しないといけないのか、具体的
施策を提示する。
新書判／本体860円＋税
日本経済新聞出版／978-4-532-11379-7

日経文庫
ＡＩ
（人工知能）
まるわかり

eスポーツ
マーケティング

古明地 正俊・長谷 佳明

日経クロストレンド 編

AI（人工知能）がビジネス、生活を一変
させる。
その全体像と世の中への影響
を、
第一人者がコンパクトに解説！

eスポーツとは何か、
どのように活用す
ればいいのか。
「マーケティング」
という
視点から、eスポーツの今と未来を詳し
く解説。

新書判／本体860円＋税
日本経済新聞出版／978-4-532-11371-1

四六判／本体1,700円＋税
日経BP／978-4-8222-8996-6

現場で役立つ！ セクハラ・パワ
ハラと言わせない部下指導

モビリティー革命２０３０

鈴木 瑞穂

デロイト トーマツ コンサルティング

「パワハラだ」
「セクハラだ」
と言われ萎
縮する管理職。
この本を読めばハラスメ
ントのグレーゾーンに自信をもって対応
できます！
四六判／本体1,600円＋税
日本経済新聞出版／978-4-532-32124-6
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日本経済新聞社編
「個人のデータを使う
『情報銀行』は今後
広まりますか？」
「『働き方改革』は順調に
進んでいるのですか？」いまさら聞けない
疑問を日経記者がズバっと解説！

2030年に、
自動車産業は大きな変化
を遂げる。
モビリティー革命を引き起こ
す要因と、
自動車産業に与えるインパ
クトを詳しく考察。
Ａ５判／本体1,600円＋税
日経BP／978-4-8222-3727-1

Business trend / Keywords
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テレビ東京ワールドビジネスサテライト 編

ビジネストレンド・キーワード

ビジネストレンド・キーワード

気候カジノ

万波を翔る

逆転の世界史

最高の戦略教科書
孫子

木内 昇

玉木 俊明

守屋 淳

黒船来航で開国した幕末の日本に吹
く尊皇攘夷の嵐の中、外交の礎を築い
た異能の幕臣たちがいた。勝海舟から
渋沢栄一まで、
東奔西走！

アジアは先進地域で、後進地域だった
ヨーロッパが何百年もかけて逆転し
た！ 教科書では学べない新知識が満
載のスリリングな世界史。

ソフトバンク孫正義社長、
マイクロソフ
ト創業者ビル･ゲイツ――。名経営者、
勝負師たちに影響を与え続ける戦略
の名著を完全解説。

四六判／本体2,000円＋税
日本経済新聞出版／978-4-532-17149-0

四六判／本体1,600円＋税
日本経済新聞出版／978-4-532-17638-9

四六判／本体1,800円＋税
日本経済新聞出版／978-4-532-16925-1

危機と
人類（上）
ジャレド・ダイアモンド
国家的危機を突破した国家の特徴
とは何か。近現代における７カ国の
危機を事例に、
来たるべき次の転換
点を超越する人類の叡智を解く。
四六判／本体1,800円＋税
日本経済新聞出版／978-4-532-17679-2

危機と
人類（下）
愉楽にて

対立の世紀

林 真理子

イアン・ブレマー

シンガポールと日本を舞台に、生来の
エスタブリッシュメントが重ねていく大
人の情事。優雅で匂い立つ官能美に
満ちた傑作長編！

グローバリズムへの反乱は始まったば
かりだ。
「Ｇゼロ」
「 世界の10大リスク」
で知られる論客が、
これから何が起こ
るのかを見通す。

四六判／本体1,800円＋税
日本経済新聞出版／978-4-532-17148-3

四六判／本体1,800円＋税
日本経済新聞出版／978-4-532-35783-2

マンガ
最高の戦略教科書

ジャレド・ダイアモンド
孫子

守屋 淳
「彼を知り、
己を知れば、
百戦して殆うからず」
庶務特命課長 孫武七子。
すべての悩み、
「孫
子」
で解決します。百戦不敗の戦略を説いた
「孫子」の教えを人生・ビジネスに活かす！

現代日本の危機は、開国や敗戦と
比してどう評価するべきか？ 歴史
の観点から日本が将来とるべき道を
『銃・病原菌・鉄』
著者が解明。
四六判／本体1,800円＋税
日本経済新聞出版／978-4-532-17680-8

四六判／本体1,300円＋税
日本経済新聞出版／978-4-532-17657-0
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Culture

四六判／本体2,200円＋税
日本経済新聞出版／978-4-532-17676-1

ビジネス教養・読み物

Culture

スターリン、チャーチル、ホー・チ・ミ
ン――。勝利をもたらすリーダーに
共通する、知を共有し人々を動か
す知略のメカニズムを解明。

ビジネス教養・読み物

野中 郁次郎・戸部 良一・
河野 仁・麻田 雅文

Culture

ビジネス教養・読み物

知略の本質

ローレンス・フリードマン

なかなか子どもと投資の話をしない
日本人。単なる金儲けを超えた金融
の基礎を説明する本書はぜひ親子
で読んでみたい１冊です。
→P.17

田中 靖浩(たなか・やすひろ)
田中公認会計士事務所所長。
日経ビジネススクール講師。
1963年東京生まれ。
86年早稲田大学商学部卒業。
90年公認会計士試験合格。
中央クーパース・アンド・ライブランド国際税務事務所を経て独立開業。
著書に
『良い値決め悪い値決め』
『会計の世界史』
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戦略の本質とは何か。古今東西の戦
争、政治、
ビジネスにわたり、戦略論の
世界的権威が戦略の叡智を縦横無尽
に論じた古典的著作

四六判／本体2,000円＋税
日本経済新聞出版／978-4-532-17620-4

四六判／本体3,500円＋税
日本経済新聞出版／978-4-532-17645-7

運は創るもの

戦略の世界史（下）

似鳥 昭雄

ローレンス・フリードマン

度 胸と愛 嬌 があれ ば 、人 生 なんとかなる。
2 3 歳でニトリ家 具を創 業し、日本 一の家 具
チェーンに育て上げた、似 鳥 昭 雄の波 瀾 万
丈の一代記。各紙誌で大反響の連載を大幅
加筆し、書籍化。

聖書から孫子、マキャヴェリ、
ナポレオ
ン、クラウゼヴィッツ、マルクス、
ドラッ
カーに至るまで、戦略の有効性を追究
した金字塔的著作。

四六判／本体1,500円＋税
日本経済新聞出版／978-4-532-32021-8

四六判／本体3,500円＋税
日本経済新聞出版／978-4-532-17646-4

小泉進次郎と権力

遅刻してくれて、
ありがとう
（上）

清水 真人

トーマス・フリードマン

小泉進次郎はどのような理念で動いて
いるのか？ 日本で最も注目されてい
るにもかかわらず、
あまりにも知られて
いない次世代リーダーの素顔に迫る。

『フラット化する世界』著者、最新作！
全米大ベストセラー！ 「平均的」人生
が望めない時代、
あなたの生き方はど
うなるのか？

四六判／本体1,800円＋税
日本経済新聞出版／978-4-532-17683-9

四六判／本体1,800円＋税
日本経済新聞出版／978-4-532-17633-4

安藤忠雄

遅刻してくれて、
ありがとう
（下）

仕事をつくる

安藤 忠雄

トーマス・フリードマン

学歴も社会的基盤も実績もない。仕事は自分
でつくらなければならない――独学の建築家
が大阪から、世界に闘いを挑んだ。気力、集中
力、目的意識、強い思いが、自らに課したハー
ドルを越えさせる。

移行期に立たされた人類は、
ロボット
に欠けた技能を身につけ、AIの力を借
り、豊かな社会を築けるか？ 全米ベス
トセラーの話題作！

四六判／本体1,905円＋税
日本経済新聞出版／978-4-532-16816-2

四六判／本体1,800円＋税
日本経済新聞出版／978-4-532-17634-1

田中角栄のふろしき

ＡＩと憲法

前野 雅弥

山本 龍彦 編著

人たらし、闇将軍として知られた宰相
は、
この国をどこへ導こうとしたのか。
側近の証言をもとに描く、誰も見たこ
とがない角栄。

ＡＩの普及で、社会的に排除されたり、
意思決定を操作されたりするリスクが
高まっている。
そのリスクを気鋭の研究
者が論じる。

四六判／本体1,600円＋税
日本経済新聞出版／978-4-532-17671-6

四六判／本体2,400円＋税
日本経済新聞出版／978-4-532-13485-3

Culture

さん

お父さんが教える
13歳からの金融入門

『米軍式人を動かすマネジメント』
等、
多数。

戸部 良一

ビジネス教養・読み物

VOL.4

田中靖浩

子どもとおカネの
話をしてみよう

戦略の世界史（上）

「東條英機は独裁者だったのか」
「なぜ
近衛声明を出したのか」――。日本を
敗戦に導いたメカニズムを、
『失敗の本
質』著者が解明。

冊

孫子

世界最古の戦略書「孫子」
は解釈の
幅が広い古典です。本書はそんな孫
子をビジネス、
そして生活へ活かす知
恵について教えてくれます。
→P.33

私 が 選 ぶ

最高の戦略教科書

本を読めば﹁時代の最先端﹂トレンドを知ることができます︒また本は﹁時代によっ

戦略古典「孫子」
の
活かし方を学ぶ

て変わらない﹂普遍的な知見を与えてくれます︒私はこの２つを両方とも満たしてく

「軍事由来のせいか、男性的でどこ
か 堅 いイメージ がつきものの「 戦
略」
、
それを幅広く柔軟に、
そしてわか
りやすく説明してくれる１冊。
→P.34

れる本が大好き︒本屋さんではいつも﹁古くて新しい本﹂を探し歩いています︒そん

戦略の世界史
（上・下）

な本と出会うのは最高！ ぜひ皆さんにもそんな喜びがありますことを︒

軍事とビジネスを
戦略で繋ぐ名著

自壊の病理

そ の 先 を 見 る。そ の 先 を 解く。日 経 の 本
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