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◆解説書
この経済小説がおもしろい! 堺 憲一／著 ダイヤモンド社 2010.9 1110051732
日本経済のドラマ  経済小説で読み解く1945- 堺 憲一／著 東洋経済新報社 2001.3 1107947915
高杉良の世界  小説が描く会社ドラマ 佐高 信／著 社会思想社 1998.1 1107435514

日本企業の表と裏
高杉 良／著  佐
高 信／著

角川書店 1997.9 1107360825

企業小説に学ぶ組織論入門 田尾 雅夫／著 有斐閣 1996.7 1107052550
経済小説の読み方 佐高 信／著 社会思想社 1996.6 1107039422
経済小説のモデルたち 佐高 信／著 社会思想社 1994.6 1106537529
戦後企業事件史 佐高 信／著 講談社 1994.2 1106460530

城山三郎  読む・学ぶ
現代作家研究会
／編

日本能率協会マネジ
メントセンター

1993.9 1106325699

会社を読む 佐高 信／著 立風書房 1987.12 1104015276
実と虚のドラマ  経済小説にみる企業と人間 佐高 信／著 日本経済新聞社 1983.4 1104373712
企業小説とは何か 中島 誠／著 日本工業新聞社 1979.11 1102453707

◆業種別
運輸
挑戦つきることなし 高杉 良／著 徳間書店 1995.9 1106871250
ラストワンマイル 楡 周平／著 新潮社 2006.10 1109045661
外食
外食王の飢え 城山 三郎／著 講談社 1982.10 1104975030
青年社長　上･下 高杉 良／著 ダイヤモンド社 1999.2 1107680842
監査法人
小説会計監査 細野 康弘／著 東洋経済新報社 2007.12 1109310930
銀行
日銀券  上巻・下巻 幸田 真音／著 新潮社 2004.10 1108608521
それぞれの序奏(プレリュード)  小説巨大銀行誕 小宮 一慶／著 実業之日本社 1996.4 1106967860
我、弁明せず。 江上 剛／著 PHP研究所 2006.3 1109370689
仮面銀行 本所 次郎／著 立風書房 1994.7 1106570167
頭取の影武者 本所 次郎／著 徳間書店 1996.5 1107011083
君臨 清水 一行／著 光文社 1995.3 1106724989
ジャパン・プライド 江波戸 哲夫／著 講談社 2009.9 1109747332
謀略銀行 大塚 将司／著 ダイヤモンド社 2004.7 1108618180
化粧品
コスメティック 林 真理子／著 小学館 1999.4 1107681966
建築
創業者追放 浅野 夏紀／著 PHP研究所 2006.8 1108971100
興業
小説吉本興業 難波 利三／著 文芸春秋 1988.8 1104348101
航空
沈まぬ太陽  1～5 山崎 豊子／著 新潮社 1999.6 1109773987
広告
被取締役(とりしまられやく)新入社員 安藤 祐介／著 講談社 2008.30 1109423960
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ビジネス小説は、経済小説、企業小説、業界小説、サラリーマン小説、お仕事小説とも呼ばれています。
　　　　　　　　　　　城山三郎、梶山季之、邦光史郎、清水一行、山崎豊子などが、
　経済、企業を題材に綿密な取材・調査をもとに小説を書き始め、今では多くの作家の作品があります。
　　　　　　　　　　　この秋、小説を楽しみながら、経済、業界、企業の世界をよんでみませんか。

ビジネス小説をよむ



書名(タイトル) 編著者 出版社 出版年月 資料コード

国際金融
アジアの隼 黒木 亮／著  祥伝社 2002.4 1108165342
酒
やってみなはれ 邦光 史郎／著 集英社 1989.1 1104781485
奇跡への挑戦  小説・アサヒビール 大下 英治／著 毎日新聞社 1992.4 1105922381
ビア・ボーイ 吉村 喜彦／著 新潮社 2006.70 1108991669
自動車
黒の試走車 梶山 季之／著 松籟社 2005.10 1108801058
証券
小説・山一証券崩壊 大下 英治／著 広済堂出版 1998.6 1107524730
商社
空の城・白と黒の革命  (松本清張全集  49 所 松本 清張／著 文藝春秋 1983.8 1102794063
忘れられたオフィス 植田 草介／著 講談社 1987.11 1104557756
情報処理業界
ミレニアム 永井 するみ／著 双葉社 1999.3 1107683951
食品
走れ!ビスコ 中場 利一／著 幻冬舎 2009.10 1109646975
神様からひと言 荻原 浩／著 光文社 2002.10 1108280246
書店
ブックストア・ウォーズ 碧野 圭／著 新潮社 2007.10 1109359000
平台がおまちかね 大崎 梢／著 東京創元社 2008.6 1109469100
スーパー
価格破壊 城山 三郎／著  光文社  1980 1102626433
小説ダイエー王国 邦光 史郎／著 徳間書店 1987.8 1104535481
小説流通産業 安土 敏／著 日本経済新聞社 1981.11 1104555690
生命保険
遠い約束(夏樹静子作品集7所収) 夏樹 静子／著 講談社 1982.7 1102643640
いのちの風 高杉 良／著 集英社 1985.10 1104695260
反乱する管理職 高杉 良／著 講談社 2009.1 1109584961
損保
東京海上ロンドン支店(小島直記伝記文学全集
第8巻所収)

小島直記 中央公論社 1987.5 1102751647

テーマパーク
夢を喰らう 本所 次郎／著 徳間書店 1994.12 1106679284
鉄鋼
当社別状なし 城山 三郎／著 徳間書店 1966.12 1108087095
冷えた鋼塊  上・下 佐木 隆三／著 読売新聞社 1997.11 1107397191
鉄道
日日これ夢  小説小林一三 邦光 史郎／著 淡交社 1986.7 1104538410
JR株式上場の罠 水沢 渓／著 健友館  1990.7 1105476287
電機
虹を創る男 邦光 史郎／著  集英社 1988.3 1104054111
小説盛田昭夫学校  上・下 江波戸 哲夫／著 プレジデント社 2005.5 1108695554
ノンバンク
架空取引 高任 和夫／著 講談社 1997.11 1107394135
百貨店
十三人のユダ 大下 英治／著 新潮社 1987.3 1104530986
紡績
絹と明察 三島 由紀夫／著 講談社 1964 1102651580
役員室午後三時  城山 三郎／[著] 新潮社 1979 1102626344
ホテル
ホテルウーマン 山崎 洋子／著 毎日新聞社 1991.9 1102651580
旅行
あぽやん 新野 剛志 文藝春秋 2008 1109402540
組織に埋れず 高杉 良／著 講談社 1996.1 1107105288
その他
小説経団連 秋元 秀雄／著 読売新聞社 1997.7 1107308191
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