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書名・著者名 請求記号 配置場所 ＩＳＢＮ

金融経済の進化に寄与したノーベル賞経済学者たち :
碩学の学究生活講演録 / William Breit, Barry T.Hirsch編 ;
ウィリアム・アーサー・ルイス [ほか述] ; 村中健一郎訳

2||2-2||Kin 1F 開架図書 9784322113716

ケインズ以後の100大経済学者 : ノーベル賞に輝く人々 /
マーク・ブローグ著 ; 中矢俊博訳

18||5-1||Key
複本あり

1F 開架図書
書庫B2 南書庫

4495430513

証券投資の思想革命 : ウォール街を変えたノーベル賞経済
学者たち / ピーター・L・バーンスタイン著 ; 青山護, 山口勝業
訳

8||3-1||Sho 1F 開架図書 4492710884

ノーベル経済学賞 : 天才たちから専門家たちへ
(講談社選書メチエ ; 636)/ 根井雅弘編著

2||2-2||Nob 1F 開架図書 9784062586399

ノーベル経済学賞の40年 : 20世紀経済思想史入門  上巻
(筑摩選書 ; 0052)/ トーマス・カリアー著 ; 小坂恵理訳

17||1||Nob
複本あり

書庫1F 和図書
1F 開架図書 9784480015563

ノーベル経済学賞の40年 : 20世紀経済思想史入門  下巻
(筑摩選書 ; 0052)/ トーマス・カリアー著 ; 小坂恵理訳

17||1||Nob
複本あり

書庫1F 和図書
1F 開架図書

9784480015570

ノーベル賞経済学者に学ぶ現代経済思想 /
マリル・ハート・マッカーティ著 ; 田中浩子訳

2||2-2||Nob 1F 開架図書 4822242765

ノーベル賞経済学者の大罪 / ディアドラ・N・マクロスキー著 ;
赤羽隆夫訳

2||2-2||Nob
複本あり

書庫1F 和図書
1F 開架図書

4480863419

現代経済学  -- 改訂新版. --
(放送大学教材 ; 1639218-1-1311)/ 依田高典著

2||1||Gen 1F 開架図書 9784595314292

経済学を変えた七人 : 栄光のノーベル経済学賞受賞者 /
ウィリアム・ブレイト, ロジャー・W・スペンサー編 ;
佐藤隆三 [ほか] 訳

17||1||Kei 書庫1F和図書 4326950951

ノーベル経済学賞関連図書
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受賞年 受賞者名 書名・ISBN 請求記号・配置場所

2017年 リチャード・セイラー
市場と感情の経済学 : 「勝者の呪い」はなぜ起こ
るのか
ISBN:447821025X

2||2-2||Shi
1F 開架図書/書庫1F和図書

複本あり

2017年 リチャード・セイラー
【共著】実践行動経済学 : 健康、富、幸福への聡
明な選択
ISBN:9784822247478

2||2-2||Jis
1F 開架図書

2017年 リチャード・セイラー
行動経済学の逆襲
ISBN:9784152096258

2||2-1||Kod
1F 開架図書

2017年 リチャード・セイラー
セイラー教授の行動経済学入門
ISBN:9784478002636

2||2-2||Tha
1F 開架図書

2017年 リチャード・セイラー
The winner's curse : paradoxes and anomalies of
economic life
ISBN:0691019347

BI||3-6||THAL
書庫4F戦後洋図書

2016年 オリバー・ハート
企業契約金融構造
ISBN:9784766417173

10||2-2||Kig
1F 開架図書

2015年 アンガス・ディートン
大脱出 : 健康、お金、格差の起原
ISBN:9784622078708

2||2-2||Dai
書庫1F 和図書

複本あり

2014年 ジャン・ティロール
国際金融危機の経済学
ISBN:9784492654057

8||1-3||Kok
1F 開架図書

2013年 ロバート・シラー
それでも金融はすばらしい :
人類最強の発明で世界の難問を解く。
ISBN:9784492654583

8||1-1||Sor
1F 開架図書

2012年 アルヴィン・ロス
フー・ゲッツ・ホワット : マッチメイキングとマー
ケットデザインの新しい経済学
ISBN:9784532356880

2||2-2||Fug
1F 開架図書

2011年 トーマス・サージェント
【共著】Rational expectations econometrics
(Underground classics in economics)
ISBN:0813378001

BI||3-3||HANS
書庫4F戦後洋図書

2010年 ピーター・ダイアモンド

A search-equilibrium approach to the micro
foundations of macroeconomics
(The Wicksell lectures ; 1982)
ISBN:026204076X

BI||3-3||DIAM
書庫4F戦後洋図書

2010年
デール・モーテンセン
クリストファー・ピサリデス

Job matching, wage dispersion, and
unemployment
(IZA Prize in Labor Economics series)
ISBN:9780199233786

BI||5-5||MORT
書庫4F戦後洋図書

ノーベル経済学賞受賞者著作
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2009年 オリバー・ウィリアムソン
エコノミック・オーガニゼーション :
取引コストパラダイムの展開
ISBN:4771004196

10||2-2||Eko
書庫1F 和図書

複本あり

2008年 ポール・クルーグマン
【共著】クルーグマンの国際経済学 : 理論と政策
; 上巻 貿易編
ISBN:9784621066140

3||1-1||Kru
1F 開架図書

2008年 ポール・クルーグマン
【共著】クルーグマンの国際経済学 : 理論と政策
; 下巻 金融編
ISBN:9784621066157

3||1-1||Kru
1F 開架図書

2007年 ロジャー・マイヤーソン
Game theory : analysis of conflict
ISBN:0674341155

BI||3-3||MYER
書庫4F戦後洋図書

2006年 エドムンド・フェルプス
マクロ経済思想 : 七つの学派
(新世叢書 . 経済学 ; 1)
ISBN:4915787206

2||1||Mak
書庫1F 和図書

2005年 ロバート・オーマン
ゲーム論の基礎
ISBN:4326931981

19||3||Gem
1F 開架図書/書庫B2南書庫

複本あり

2005年 トーマス・シェリング
紛争の戦略 : ゲーム理論のエッセンス
(ポリティカル・サイエンス・クラシックス  ; 4)
ISBN:9784326301614

2||2-2||Fun
1F 開架図書

2004年 エドワード・プレスコット
【共著】Barriers to riches
(The Walras-Pareto lectures ; 3)
ISBN:0262161931

BI||3-6||PARE
書庫4F戦後洋図書

2003年 クライヴ・グレンジャー
経営・経済予測入門
ISBN:4641066744

2||2-1||Kei
1F 開架図書/書庫1F和図書

複本あり

2002年 ダニエル・カーネマン
ファスト&スロー :
あなたの意思はどのように決まるか?  ; 上
ISBN:9784152093387

10||2-2||Fas
1F 開架図書

2002年 ダニエル・カーネマン
ファスト&スロー :
あなたの意思はどのように決まるか? ; 下
ISBN:9784152093394

10||2-2||Fas
1F 開架図書

2001年 ジョージ・アカロフ
ある理論経済学者のお話の本
ISBN:4938551225

2||2-2||Aru
1F 開架図書

2001年 ジョセフ・E・スティグリッツ
【共著】世界を不幸にするアメリカの戦争経済 :
イラク戦費3兆ドルの衝撃
ISBN:9784198625290

3||3||Sek
1F 開架図書
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2000年 ジェームズ・ヘックマン
幼児教育の経済学
ISBN:9784492314630

19||2-6||Yoj
1F 開架図書

1999年 ロバート・マンデル
マンデル貨幣理論 -- 新版
ISBN:4478210292

8||4-1||Mun
1F 開架図書

1998年 アマルティア・セン
貧困と飢饉
ISBN:4000019244

2||2-2||Hin
1F 開架図書/書庫1F 和図書

複本あり

1997年 ロバート・マートン
【共著】現代ファイナンス論 :
意思決定のための理論と実践 -- 第2版
ISBN:9784864010160

8||1-1||Gen
1F 開架図書

1997年 マイロン・ショールズ
【共著】MBA税務工学入門 :
タックス・アンド・ビジネス・ストラテジー
ISBN:4502644706

14||3-1||Mba
1F 開架図書

1996年 ジェームズ・マーリーズ
Welfare, incentives, and taxation
ISBN:0198295219

BI||5-1||MIRR
書庫4F戦後洋図書

1996年 ウィリアム・ヴィックリー
Full employment and price stability :
the macroeconomic vision of William S. Vickrey
ISBN:1843764091

BI||3-9||VICK
書庫4F戦後洋図書

1995年 ロバート・ルーカス
マクロ経済学のフロンティア :
景気循環の諸モデル
ISBN:4492311769

2||1||Mak
書庫1F 和図書

複本あり

1994年 ジョン・ナッシュ
ナッシュは何を見たか : 純粋数学とゲーム理論
ISBN:4431710388

19||3||Nas
1F 開架図書

1993年 ロバート・フォーゲル
アメリカ経済発展の再考察 : ニュー・エコノミック・
ヒストリー十講  (新アメリカ史叢書 ; 6)
ISBN:なし

17||2-2||Ame
書庫1F 和図書

1993年 ダグラス・ノース
経済史の構造と変化  (Nikkei BP classics)
ISBN:9784822249441

17||1||Kei
1F 開架図書

1992年  ゲーリー・ベッカー
ベッカー教授の経済学ではこう考える :
教育・結婚から税金・通貨問題まで
ISBN:4492312501

2||2-2||Bec
書庫1F 和図書

1991年 ロナルド・コース
企業・市場・法
ISBN:9784492312025

2||2-2||Kig
1F 開架図書/書庫1F 和図書

複本あり

1990年 ハリー・マーコウィッツ  
ポートフォリオ選択論 : 効率的な分散投資法
ISBN:なし

8||4-1||Pot
書庫1F 和図書

複本あり
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1990年 マートン・ミラー
デリバティブとは何か
ISBN:4492711406

8||1-1||Der
1F 開架図書/書庫1F 和図書

複本あり

1990年 ウィリアム・シャープ
投資家と市場 :
ポートフォリオと価格はなぜ決まるのか
ISBN:9784822245917

8||3-1||Tos
1F 開架図書

1989年 トリグヴェ・ホーヴェルモ
計量經濟學の確率的接近法
(一橋大学経済研究叢書 ; 6)
ISBN:なし

2||2-1||Kei
書庫1F 和図書

複本あり

1988年 モーリス・アレ

【共著】Expected utility hypotheses and the Allais
Paradox : contemporary discussions of decisions
under uncertainty with Allais' rejoinder
(Theory and decision library ; v. 21)
ISBN:9027709602

BI||4-38||ALLA
書庫4F戦後洋図書

複本あり

1987年 ロバート・ソロー
成長理論  -- 第2版
ISBN:4000236199

2||2-1||Sei
1F 開架図書

1986年 ジェームズ・M・ブキャナン
【共著】立憲的政治経済学の方法論 :
ルールの根拠
ISBN:483093848X

2||2-1||Rik
書庫1F 和図書

複本あり

1985年 フランコ・モディリアーニ
Adventures of an economist
ISBN:1587990075

BI||2-3||MODI
書庫4F 戦後洋図書

1984年 リチャード・ストーン
【共著】国民所得と国民支出
ISBN:なし

2||2-2||Kok
書庫1F 和図書

複本あり

1983年 ジェラール・ドブルー
価値の理論 : 経済均衡の公理的分析
ISBN:4492311033

2||2-2||Kac
書庫1F 和図書

1982年 ジョージ・スティグラー
価格の理論
ISBN:4641065683

2||2-2||Kak
書庫1F 和図書

1981年 ジェームズ・トービン
トービン金融論
ISBN:4492653295

8||1-1||Tob
1F 開架図書/書庫1F 和図書

複本あり

1980年 ローレンス・クライン
中国の計量経済学モデル
(ICSEAD研究叢書 ; 4)
ISBN:4423897342

2||2-2||Chu
1F 開架図書

1979年 セオドア・シュルツ
貧困の経済学
ISBN:なし

4||1-1||Hin
書庫1F 和図書
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1979年 アーサー・ルイス
人種問題のなかの経済
ISBN:4382049849

13||4-2||Jin
書庫1F 和図書

1978年 ハーバート・サイモン
経営行動 : 経営組織における意思決定過程の
研究 -- 新版
ISBN:9784478009130

10||2-2||Kei
1F 開架図書/書庫1F 和図書

複本あり

1977年 ベルティル・オリーン
貿易理論 : 域際および国際貿易
ISBN:なし

6||2-1||Boe
書庫1F 和図書

1977年 ジェイムズ・ミード
公正な経済
ISBN:なし

2||2-2||Kos
書庫1F 和図書

1976年 ミルトン・フリードマン
貨幣の悪戯(いたずら)
ISBN:489583123X

8||4-1||Kah
1F 開架図書/書庫1F 和図書

複本あり

1975年 レオニート・カントロヴィチ
社会主義経済と資源配分
ISBN:なし

3||1-1||Sha
書庫1F 和図書

B2新棟書庫柴田文庫
複本あり

1974年 グンナー・ミュルダール
ミュルダール福祉・発展・制度
ISBN:9784623072880

17||2-1||Myr
1F 開架図書

1974年 フリードリヒ・ハイエク
貨幣理論と景気循環
価格と生産
ISBN:9784393621714

  1||3||Hay
1F 開架図書

1973年 ワシリー・レオンチェフ
【共著】軍事支出 : 世界的経済発展への桎梏
ISBN:4492440747

3||3||Gun
書庫1F 和図書

1972年 ジョン・ヒックス
経済史の理論
ISBN:4061592076

17||1||Kei
書庫1F 和図書

1972年 ケネス・アロー
社会的選択と個人的評価
ISBN:9784326503735

2||1||Sha
1F 開架図書

1971年 サイモン・クズネッツ
諸国民の経済成長 : 総生産高および生産構造
ISBN:なし

2||2-2||Sho
書庫1F 和図書

1970年 ポール・サミュエルソン
経済学  ; 上巻
ISBN:400000848X

2||1||Kei
書庫1F 和図書

複本あり
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1970年 ポール・サミュエルソン
経済学  ; 下巻
ISBN:4000008498

2||1||Kei
書庫1F 和図書

複本あり

1969年 ラグナル・フリッシュ
【共著】寡占論集
ISBN:なし

7||1-2||Kas
書庫1F 和図書

1969年 ヤン・ティンバーゲン
最適社会秩序の探究 : 生産、所得および厚生
(日本交通政策研究会研究双書 ; 7)
ISBN:なし

2||2-1||Sai
1F 開架図書
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