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No. 年 月 日 著者 タイトル 出版社 文庫 価格 ジャンル 業種 モデル企業 映像 値段 対象 得点1 得点2 学問分野
1 1959 城山　三郎 総会屋錦城 文藝春秋新社 ¥662 定番 銀行 一般 25.0 25 1.組織自体
2 1962 梶山　季之 黒の試走車 光文社 ¥1,155 定番 自動車 日産自動車 映画 ¥4,000 一般 24.0 20 5.製品役務
3 1968 森村　誠一 銀の虚城（ホテル） 青樹社 角川文庫 ¥49 定番 ホテル 一般 21.0 20 5.製品役務
4 1969 城山　三郎 価格破壊 光文社 ¥580 定番 スーパー ダイエー ドラマ ¥8,006 一般 23.5 20 5.製品役務
5 1975 堺屋太一 油断 日本経済新聞社 文春文庫 ¥1 定番 石油 一般 23.0 20 4.原材料
6 1976 山崎　豊子 不毛地帯（全4巻） 新潮社 ¥4,359 定番 商社 伊藤忠商事 映画 ¥3,449 一般 25.0 20 4.原材料
7 1977 山田　智彦 重役室25時 角川書店 角川文庫 ¥1 定番 銀行 一般 20.0 15 1.組織自体
8 1978 松本清張 空の城 文藝春秋 文春文庫 ¥810 定番 商社 安宅産業 ドラマ ¥10,617 一般 22.5 25 1.組織自体
9 1980 高杉　良 大逆転 日本経済新聞社 講談社文庫 ¥780 定番 銀行 第一銀行 一般 22.5 20 1.組織自体

10 1981 清水　一行 巨大企業 講談社 徳間文庫 ¥1 定番 自動車 トヨタ自動車 一般 22.0 0 5.製品役務
11 1982 城山　三郎 外食王の飢え 講談社 講談社文庫 ¥70 定番 外食 ロイヤル 一般 20.5 25 5.製品役務
12 1982 広瀬　仁紀 談合 角川文庫 ¥1 定番 建築・土木 一般 20.0 0 6. 政府
13 1982 森山　剛 小説　紙の消える日 廣済堂出版 ¥100 ビジネス 新聞 一般 24.5 0 4.原材料
14 1984 安土　敏 小説スーパーマーケット（上下） 日本経済新聞社 講談社文庫 ¥560 定番 スーパー 映画 ¥8,859 一般 22.0 25 5.製品役務
15 1986 深田　祐介 神鷲（ガルーダ）商人（上下） 新潮社 新潮文庫 ¥1,900 定番 商社 一般 20.0 25 6. 政府
16 1987 植田　草介 忘れられたオフィス 講談社 徳間文庫 ¥184 定番 商社 一般 24.0 0 1.組織自体
17 1987 大下　英治 十三人のユダ 新潮社 新潮文庫 ¥1,500 定番 百貨店 三越 一般 20.5 25 1.組織自体
18 1989 清水　一行 頭取の権力 徳間書店 徳間文庫 ¥1 定番 銀行 一般 23.0 0 1.組織自体
19 1992 宮部　みゆき 火車 双葉社 新潮文庫 ¥1,040 定番 クレジットカード 一般 19.0 20 2.資本
20 1994 本所　次郎 夢を喰らう 徳間書店 徳間文庫 ¥3,182 定番 テーマパーク オリエンタルランド 一般 21.5 0 4.原材料
21 1996 水木　楊 拒税同盟 講談社 日経ビジネス人文庫 ¥1 人生 政府 一般 24.5 20
22 1996 江波戸　哲夫 空洞産業 徳間書店 徳間文庫 ¥1 定番 鉄鋼・機械 一般 19.5 10 1.組織自体
23 1997 牛島　信 株主総会 幻冬舎 幻冬舎文庫 ¥480 ビジネス 商社 一般 15 1.組織自体
24 1998 石川　好 錬金 新潮社 ¥1 経済 国際金融 一般 24.5 0 6. 政府
25 1998 高杉　良 呪縛　金融腐食列島Ⅱ 角川書店 角川文庫 ¥1,560 定番 銀行 映画 ¥4,100 一般 21.0 25 1.組織自体
26 1998 牛島　信 株主代表訴訟 幻冬舎 幻冬舎文庫 ¥520 ビジネス 百貨店 一般 20 1.組織自体
27 1999 幸田真音 小説ヘッジファンド 講談社 講談社文庫 ¥540 定番 投資会社 一般 20.5 15 2.資本
28 2000 村上　龍 希望の国のエクソダス 文藝春秋 文春文庫 ¥700 経済 政府 高校生 23.0 15 6. 政府
29 2000 牛島　信 買収者（アクワイアラー） 幻冬舎 幻冬舎文庫 ¥520 ビジネス 鉄鋼・機械 一般 10 1.組織自体
30 2000 牛島　信 MBO（マネジメントバイアウト） 幻冬舎 幻冬舎文庫 ¥450 ビジネス 百貨店 一般 15 1.組織自体
31 2001 石田　衣良 波の上の魔術師 文藝春秋 文春文庫 ¥530 人生 国際金融 大学生 22.0 20 2.資本
32 2001 産経新聞社取材班 ブランドはなぜ墜ちたか 角川文庫 ¥686 ビジネス 食品 雪印，そごう，三菱 一般 20 1.組織自体
33 2002 3 13 串岡　弘昭 ホイッスルブロアー＝内部告発 桂書房 ¥1,200 人生 運輸 トナミ運輸 一般 24.0 24 3.労働
34 2002 堺屋太一 平成三十年（上下） 朝日新聞社 朝日文庫 ¥1,428 経済 政府 一般 22.5 20 6. 政府
35 2002 佐々木　譲 疾駆する夢 小学館 ¥1,560 経済 自動車 ホンダ 一般 22.0 25 5.製品役務
36 2002 高杉　良 小説　ザ・外資 光文社 講談社文庫 ¥800 経済 国際金融 一般 22.5 20 2.資本
37 2002 橘　玲 マネーロンダリング 幻冬舎 幻冬舎文庫 ¥760 経済 国際金融 一般 21.5 20 2.資本
38 2002 本田　有明 おれたちが会社を変える！ 日本経済新聞社 ¥1 ビジネス コンサル 一般 21.0 0 1.組織自体
39 2003 高任　和夫 燃える氷 祥伝社 講談社文庫 ¥1 経済 石油 一般 22.0 25 4.原材料
40 2003 菅原　貴与志 小説で読む会社法 法学書院 ¥375 ビジネス コンサル 大学生 20.0 15 1.組織自体
41 2004 真山　仁 ハゲタカ（上下） ダイヤモンド社 講談社文庫 ¥1,628 経済 投資会社 映画 ¥3,443 一般 24.5 20 1.組織自体
42 2004 牛島　信 社外取締役 幻冬舎 幻冬舎文庫 ¥450 ビジネス 食品 そごう 一般 15 1.組織自体
43 2004 石持　浅海 水の迷宮 光文社 光文社文庫 ¥660 ビジネス テーマパーク 一般 21.5 15 1.組織自体
44 2004 荻原　浩 メリーゴーランド 新潮社 新潮文庫 ¥622 ビジネス テーマパーク 一般 22.0 20 1.組織自体
45 2004 池井戸　潤 おれたちバブル入行組 文藝春秋 文春文庫 ¥690 ビジネス 銀行 一般 20 2.資本
46 2005 江上　剛 円満退社 幻冬舎 幻冬舎文庫 ¥720 人生 銀行 シニア 22.5 20 2.資本
47 2005 荻原　浩 あの日にドライブ 光文社 光文社文庫 ¥650 人生 運輸 ベテラン 22.5 20 3.労働
48 2005 垣根　涼介 君たちに明日はない 新潮社 新潮文庫 ¥662 人生 コンサル ミドル 23.5 15 3.労働
49 2005 小林　秀之 裁かれる三菱自動車 日本評論社 ¥1,500 人生 自動車 三菱自動車 ドラマ 大学生 20 1.組織自体
50 2005 荒　和雄 小説で読む銀行取引 法学書院 ¥1,890 ビジネス 銀行 一般 23.0 20 2.資本
51 2005 楡　周平 再生巨流 新潮社 新潮文庫 ¥788 ビジネス 運輸 DVD ¥4,548 一般 22.5 20 1.組織自体
52 2006 碧野　圭 辞めない理由 PARCO出版 光文社文庫 ¥1,365 人生 出版 ベテラン 21.5 15 3.労働
53 2006 石田衣良 フォーティ 講談社 講談社文庫 ¥660 人生 広告 ベテラン 23.5 20 3.労働
54 2006 池井戸　潤 空飛ぶタイヤ 実業之日本社 講談社文庫 ¥1,200 ビジネス 運輸 三菱自動車 DVD ¥7,300 一般 22.0 25 1.組織自体
55 2006 鳥谷　陽一 ミッション プレジデント社 ¥1,400 ビジネス 外食 一般 21.0 15 1.組織自体
56 2007 高任　和夫 エンデの島 光文社 光文社文庫 ¥284 経済 政府 一般 24.5 20 6. 政府
57 2007 甲斐莊　正晃 女子高生ちえの社長日記 プレジデント社 ¥3,660 人生 電機・半導体 高校生 20.5 20 1.組織自体
58 2007 幸田真音 Hello, CEO 光文社 光文社文庫 ¥780 人生 クレジットカード 経営者 22.0 20 1.組織自体
59 2007 柴田　よしき やってられない月曜日 新潮社 新潮文庫 ¥546 人生 出版 ミドル 22.5 15 3.労働
60 2007 財部　一朗 リーダーたちの憂鬱 幻冬舎ルネサンス ¥1,470 人生 食品 経営者 22.5 15 1.組織自体
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61 2007 阿川　大樹 D列車で行こう 徳間書店 徳間文庫 ¥660 ビジネス 鉄道 一般 21.5 20 6. 政府
62 2007 猪野　晴子 小説　東京ホテル戦争 幻冬舎ルネサンス ¥47 ビジネス ホテル 一般 21.5 0 1.組織自体
63 2007 池井戸　潤 不祥事 講談社 講談社文庫 ¥695 ビジネス 銀行 一般 24.5 20 2.資本
64 2008 江上　剛 小説　金融庁 実業之日本社 講談社文庫 ¥750 経済 銀行 一般 23.0 20 2.資本
65 2008 桂　望実 平等ゲーム 幻冬舎 ¥760 経済 教育 一般 20.0 20 1.組織自体
66 2008 黒木　亮 エネルギー（上下） 日経BP社 ¥1,600 経済 商社 一般 23.5 20 4.原材料
67 2008 高嶋　哲夫 ジェミニの方舟 集英社 ¥150 経済 防犯・危機管理 一般 24.0 20 6. 政府
68 2008 服部　真澄 ポジ・スパイラル 光文社 ¥720 経済 政府 一般 21.0 20 6. 政府
69 2008 福田　靖 上海タイフーン 講談社文庫 ¥700 経済 国際金融 ドラマ ¥8,939 一般 22.0 15 5.製品役務
70 2008 安土　敏 後継者 ダイヤモンド社 ¥1,785 人生 スーパー 経営者 23.0 20 1.組織自体
71 2008 安藤　祐介 被取締役新入社員 講談社 ¥630 人生 DVD ¥3,242 新入社員 22.0 20 1.組織自体
72 2008 新野剛志 あぽやん 文藝春秋 ¥700 人生 航空 ミドル 22.0 20 5.製品役務
73 2008 高任　和夫 敗者復活戦 講談社 ¥730 人生 商社 シニア 22.0 25 1.組織自体
74 2008 吉野　万理子 エキストラ！ PHP研究所 ¥1 人生 ソフトウェア 新入社員 21.5 15 1.組織自体
75 2008 泉美　木蘭 会社ごっこ 太田出版 ¥1,470 ビジネス ソフトウェア 高校生 20.0 20 1.組織自体
76 2008 小川　糸 食堂かたつむり ポプラ社 ¥588 ビジネス 食品 一般 22.5 15 5.製品役務
77 2008 楡　周平 プラチナタウン 祥伝社 ¥750 ビジネス 政府 一般 20 6. 政府
78 2008 林　總 会計課長団達也が行く！ 日経BP社 ¥1,680 ビジネス 鉄鋼・機械 一般 20.5 15 1.組織自体
79 2009 江波戸　哲夫 ジャパン・プライド 講談社 ¥1,890 経済 銀行 一般 23.5 15 2.資本
80 2009 落合　信彦 小説サブプライム 集英社 ¥700 経済 国際金融 一般 22.0 20 2.資本
81 2009 黒木　亮 排出権商人 講談社 ¥900 経済 石油 一般 20.5 20 6. 政府
82 2009 原　宏一 東京箱庭鉄道 祥伝社 ¥650 経済 鉄道 一般 21.0 10 6. 政府
83 2009 山田　正彦 小説　日米食料戦争 講談社 ¥1,575 経済 食品 政府 一般 21.5 15 6. 政府
84 2009 浅田次郎 ハッピー・リタイアメント 幻冬舎 ¥630 人生 銀行 シニア 23.0 15 2.資本
85 2009 有川　浩 フリーター，家を買う。 幻冬舎 ¥680 人生 教育 DVD ¥14,000 大学生 24.0 15 3.労働
86 2009 中場　利一 走れ！ビスコ 幻冬舎 ¥124 人生 食品 新入社員 23.5 20 1.組織自体
87 2009 有川　浩 シアター！ メディアワークス文庫 ¥641 ビジネス 映像 大学生 23.5 20 1.組織自体
88 2009 池井戸　潤 鉄の骨 講談社 ¥880 ビジネス 建築・土木 ドラマ ¥7,045 一般 23.0 20 5.製品役務

89 2009 岩崎　夏海
もし高校野球の女子マネー
ジャーがドラッカーの『マネジメ
ント』を読んだら

ダイヤモンド社 ¥1,680 ビジネス 教育 高校生 24.0 15 1.組織自体

90
2009

竹内　謙礼
青木　寿幸

会計天国 PHP研究所 ¥800 ビジネス コンサル 一般 24.0 20 1.組織自体

91 2010 手嶋　龍一 スギハラ・ダラー 新潮社 ¥1,680 経済 国際金融 一般 22.5 15 2.資本
92 2010 伊門　朔 蒼いトゥーム・ストーン 市田印刷出版 ¥500 ビジネス 運輸 一般 24.5 15 2.資本
93 2010 木山　泰嗣 小説で読む行政事件訴訟法 法学書院 ¥2,100 ビジネス 政府 大学生 24.0 20 6. 政府
94 2010 堺　憲一 この経済小説がおもしろい ダイヤモンド社 ¥1,300 ビジネス 教育 大学生 25.0 20 1.組織自体
95 2010 四宮　隆史 小説で読む知的財産法 法学書院 ¥1,890 ビジネス ソフトウェア 大学生 20.0 15
96 2010 千賀　貴生 小説で読む企業会計 法学書院 ¥1,890 ビジネス 監査 大学生 20.0 20 1.組織自体
97 2010 池井戸　潤 おれたち花のバブル組 文春文庫 ¥690 ビジネス 銀行 ドラマ ¥17,476 一般 20 2.資本
98 2010 牛島　信 利益相反（コンフリクト） 朝日新聞社 ¥1,700 ビジネス 監査 一般 15 1.組織自体
99 2012 相場　英雄 震える牛 小学館 小学館文庫 ¥714 定番 食品 一般 15 1.組織自体

100 2012 池井戸　潤 ロスジェネの逆襲 ダイヤモンド社 ¥1,575 ビジネス 証券 一般 20 1.組織自体
101 2013 熊隼人法律事務所 小説で読む労働法 法学書院 ¥1,890 ビジネス 食品 大学生 24.5 20 3.労働
102 2013 吾妻大龍（阿部泰隆） 市長「破産」 信山社文庫 ¥980 ビジネス 政府 政府 一般 6. 政府
103 2013 7 25 藤井健司 金融リスク管理を変えた10大事件 経済 国際金融 ¥2,000 一般 25.0 25 2.資本
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117

書籍合計 映像合計
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