地下特設コーナー 『経済学の名著とその周辺』 関連図書リスト
『経済学の名著50冊が1冊でざっと学べる』で紹介された図書から
バーコード

タイトル

著者名

出版社

請求記号

1110799283 経済学の名著50冊が1冊でざっと学べる

蔭山 克秀／著

KADOKAWA

1106264318 国富論

アダム・スミス／著

岩波書店

S 331.42/SM5/1

1102679352 経済学および課税の原理

リカードウ／著

岩波書店

I 331.44/2-P/1

1108968171 経済表

ケネー／[著]

岩波書店

S 331.35/Q5/

1108441880 雇用,利子および貨幣の一般理論

ケインズ／著

岩波書店

S 331.74/Ke67/1

1102512231 経済学の国民的体系

フリードリッヒ・リスト／[著]

岩波書店

331.5/L69/

1105167280 純粋経済学要論

レオン・ワルラス／[著]

岩波書店

331.73/W36/

1102514799 経済学

サムエルソン／[著]

岩波書店

331.74/SA59/1

1108910801 統治二論

ジョン・ロック／著

岩波書店

S 311/L78/

1105785313 財政理論

ジェームズ M.ブキャナン／[著]

勁草書房

341/B81/

1108205053 マンキューマクロ経済学

N.グレゴリー・マンキュー／著

東洋経済新報社

331/Ma44/1

1110493291 隷従への道

フリードリヒ・ハイエク／著

日経BP社

331.72/H49

1108547165 資本主義と自由

ミルトン・フリードマン／著

日経BP社

332.06/F47/

1106198128 クルーグマン教授の経済入門

ポール・クルーグマン／著

メディアワークス

331/KR8/

1108810696 スティグリッツ入門経済学

ジョセフ・E.スティグリッツ／著

東洋経済新報社

331/St6/

1110122692 社会的選択と個人的評価

ケネス・J.アロー／著

勁草書房

331.74/A79/

1108662030 正義論

ジョン・ロールズ／[著]

紀伊國屋書店

321.1/R18/

1100612488 自動車の社会的費用

宇沢 弘文／著

岩波書店

685/U/

1108619873 プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神

マックス・ウェーバー／著

日経BP社

331.5/W51/

1110132717 マルクス・コレクション

カール・マルクス／著

筑摩書房

309.33/Ma59/3

1108595073 アニマルスピリット

ジョージ・A.アカロフ／著

東洋経済新報社

331.04/A33/

1110408125 21世紀の資本

トマ・ピケティ／[著]

みすず書房

331.82/P64/

1102507165 大転換

カール・ポラニー／[著]

東洋経済新報社

331/P76/

1106201542 有閑階級の理論

ソースティン・ヴェブレン／著

筑摩書房

1107619668 帝国主義論

レーニン／[著]

角川書店

1102507181 経済学の本質と意義

ライオネル・ロビンズ／[著]

東洋経済新報社

331/R53/

1101197968 動態経済学序説

R・F・ハロッド／[著]

有斐閣

331/H/

1110336532 近代世界システム

I.ウォーラーステイン／著

名古屋大学出版会

332.06/W36/1

1108375351 ゆたかな社会

ガルブレイス／[著]

岩波書店

1102574967 消費社会の神話と構造

ジャン・ボードリヤール／著

紀伊国屋書店

1108123306 貧困の克服

アマルティア・セン／著

集英社

1110401716 大脱出

アンガス・ディートン／[著]

みすず書房

331.87/D51/

1101278917 ゼロ・サム社会

レスター・C・サロー／著

TBSブリタニカ

332.5/TH/

1101924817 ソロスの錬金術

ジョージ・ソロス／著

総合法令出版

338.1/SO56/

1108958818 貧乏物語

河上 肇／著

岩波書店

1110847579 隷属なき道

ルトガー・ブレグマン／著

文藝春秋

資本論 第1巻 初版

331/Ka18

S 361.83/V51/
角川 22/01/

S 331/G17/
360/B28/
S 332.2/Se56/

S 331.6/Ka94/
364/B72

バーコード

タイトル

著者名

出版社

請求記号

経済学・経済思想
1110462775 エコノミストの昼ごはん

タイラー・コーエン／著

作品社

330.4/C89/

1110795919 幸せのマニフェスト

ステファーノ・バルトリーニ／著

コモンズ

331/B25

1110737135 人類の幸福論

キャロル・グラハム／著

西村書店

331/G76

1110759063 経済人類学

クリス・ハン／著

水声社

331/H29

1110875380 経済学部は理系である!?

井堀 利宏／著

オーム社

331/I25

1110856570 かくて行動経済学は生まれり

マイケル・ルイス／著

文藝春秋

331/L59

1110731724 意味がわかる経済学

南 英世／著

ベレ出版

331/Mi37

1110787528 理論経済学と経済政策

大山 道広／著

岩波書店

331/O95

1110775929 エコノミクス・ルール

ダニ・ロドリック／著

白水社

331/R59

1110860648 貨幣・勤労・代理人

坂井 素思／著

左右社

331/Sa29

1110706957 選択しないという選択

キャス・サンスティーン／著

勁草書房

331/Su74

1110798368 良き社会のための経済学

ジャン・ティロール／著

日本経済新聞出版社

331/Ti6

1110713847 愛と怒りの行動経済学

エヤル・ヴィンター／著

早川書房

331/W77

1110481833 99%のための経済学入門

山田 博文／著

大月書店

331/Y19

1110792395 経済学は悲しみを分かち合うために

神野 直彦／著

岩波書店

331.04/J52

1110770581 ドーナツ経済学が世界を救う

ケイト・ラワース／著

河出書房新社

331.04/R18

1110139738 経済学者の栄光と敗北

東谷 暁／著

朝日新聞出版

S 331.2/H55/

1110447453 世界を破綻させた経済学者たち

ジェフ・マドリック／著

早川書房

331.2/Ma25/

1110493721 ノーベル経済学賞

根井 雅弘／編著

講談社

331.2/N91

1110786744 善と悪の経済学

トーマス・セドラチェク／著

東洋経済新報社

331.2/Se14/2

1110546049 近代日本と経済学

池田 幸弘／編著

慶應義塾大学出版会

331.21/Ki42/

1110780150 埋もれし近代日本の経済学者たち

八木 紀一郎／編

昭和堂

331.21/U74

1110791355 はじめての経済思想史

中村 隆之／著

講談社

S 331.23/N37

1110889589 ラディカルに自己刷新するマルクス

岩崎 信彦／著

かもがわ出版

331.6/I96

1110797774 「新自由主義」の妖怪

稲葉 振一郎／著

亜紀書房

331.7/I51

1110316641 大いなる探求

シルヴィア・ナサー／[著]

新潮社

331.7/N55/1

1108605807 マルクスに立ちケインズを知る

川上 則道／著

新日本出版社

331.86/Ka94/

1111000616 貧困の経済学

マーティン・ラヴァリオン／著

日本評論社

331.87/R18/1

1110886809 欲望の資本主義

丸山 俊一／著

東洋経済新報社

332.06/Ma59/1

1110896154 世界を変えた14の密約

ジャック・ペレッティ／著

文藝春秋

332.06/P41

1110740329 岩波講座日本経済の歴史

深尾 京司／編集

岩波書店

332.1/I95/1

1110759261 経済社会の歴史

中西 聡／編

名古屋大学出版会

332.1/Ke29

1110719034 日本経済史1600-2015

浜野 潔／著

慶應義塾大学出版会

332.1/N71

1110573811 マーケット進化論

横山 和輝／著

日本評論社

332.1/Y79

1110793047 窒息死に向かう日本経済

浜 矩子／[著]

KADOKAWA

1110492632 格差と再分配

トマ・ピケティ／著

早川書房

332.35/P64

1110795265 ポピュリズムと経済

橘木 俊詔／著

ナカニシヤ出版

333/Ta13

1110796651 撰銭とビタ一文の戦国史

高木 久史／著

平凡社

337.21/Ta29

経済史

S 332.10/H22

