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渋谷博史著 財政規律を回復し，福祉国家を再生するために，租
税と社会保障の構造的な関連を解明する。グローバ
ル化と人口減少と超高齢化の下での社会保障財政を
捉え，近未来日本の財政と社会保障を読み解く。

3 21世紀日本の福祉国家財政〔第２版〕

四六判　232頁　2100円 2463-4　C3333
渋谷博史・根岸毅宏・塚谷文武著 福祉国家システムをになう地方財政とは。日本国憲

法に規定される福祉国家の現場を担う地方公共団体
や，地域間格差を均す財政調整メカニズムを身近な
実例を使ってわかりやすく検討。

4 福祉国家と地方財政
四六判　160頁　1800円 2462-7　C3333

経 営 学

佐久間信夫編集代表 経営学の基礎的用語の中でも IT 技術関連，企業統
治，企業倫理，企業と環境，国際経営などの領域の
用語項目の比率を高くした用語辞典。経営学を初め
て学ぶ人から，ビジネスマン，研究者にも役立つ。

現代経営用語の基礎知識〔増補版〕

四六判　388頁　2500円 1440-6　C3034
日本経営教育学会25周年記念編纂委員会編集 1,012項目を収載。経営学の基礎・日本的経営と国際

的経営・経営教育と人的資源の３部構成。各部に最
新の知見を盛り込んだ論説を収録。経営学・経営教
育学を広く学べるハンディ事典。

経 営 教 育 事 典
四六判　304頁　2500円 1565-6　C3034

（社）日本ショッピングセンター協会ショッ
ピングセンター用語辞典編集委員会著

環境問題，国際化の進展，開発・管理業務に係る新
技術の導入，経営手法の革新などの現状に鑑みた
1200の語彙数をわかりやすく定義・解説し，携帯し
やすい四六判サイズにまとめた実務必携辞典。

ショッピングセンター用語辞典 新版
四六判　264頁　2000円 2060-5　C3063

董光哲著 ますます深まる日中の経済相互依存関係における，
経営学の基本的用語を中心にわかりやすく簡潔に説
明した辞典。すべての見出しに日本語，英語（略
語），中国語（漢字とピンイン）を併記した。

日中対照基本経営用語辞典
四六判　232頁　2500円 2054-4　C3034

P.ラセール・H. シュッテ著
長谷川啓之訳

アジアに暗い西欧人や西欧企業への手引書としてま
とめられたもので，非西欧的なものの考え方，生活
スタイル，企業の経営方式，取引慣行など，文化的
異質性に着目し，アジアの正しい認識と理解に導く。

西欧企業の対日・アジア戦略
A5判　282頁　3000円 0697-5　C3036
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P. スカーレン・M.フゲール・M.フェレッソン著
折笠和文訳 マーケティング，とくにアカデミック・マーケティ

ングの制度的誕生から現代に至るまでの重要な論点
と，その批判的見解を述べる。マーケティング・ディスコース

　　批判的視点から　　
四六判　360頁　3200円 2120-6　C3063

藤芳研究室編 景気回復の兆しの見えない日本経済。グローバル化
のなかで日本の企業経営はどこへむかうのか。この
激動の新世紀にこたえる経営学として目標定立的

（ビジョナリー）経営学を提唱。入門書にも最適。
ビジョナリー経営学

A5判　192頁　2500円 1183-2　C3034
飫冨順久編著 20世紀の回顧と21世紀の展望をめざし，企業形態，

企業支配，コーポレートガバナンスと企業倫理，経
営管理，戦略，国際経営，コスト，管理会計，アジ
ア経営などを論じた経営学教科書。

現代社会の経営学
　　21世紀の課題と展望　　

A5判　221頁　2500円 0908-2　C3034
佐久間信夫編著 20世紀は経営学の生成と発展の世紀ともいえ，経営

学の誕生よりほぼ100年をみた。企業形態と株式会
社／組織と管理／国際化と多国籍企業／日本的経営
論等より，経営学の究極的な目的を浮彫にする。

新 世 紀 の 経 営 学
A5判　217頁　2400円 0977-8　C3034

佐久間信夫・大平義隆編著
経営学の，企業論，管理論，過去の主要な経営理論
によって構成。経営学の基礎的な理論，絶えず変化
を続ける経営環境と企業経営を学ぶためのテキスト。新　 現 代 経 営 学

A5判　322頁　2900円 2641-6　C3034
佐久間信夫・浦野倫平編著 経営の将来を見通すうえで不可欠となる経営学の代

表的な理論，テーマを読み解く。経済のグローバル
化，環境問題，持続的成長への懐疑など今日的問題
意識を出発点に，初学者向けにわかりやすく解説。

経 営 学 総 論
A5判　260頁　2500円 1769-8　C3034

「新経営学」研究会編 経営学の概要と，その最新の動向を紹介する。「経
営」「会計」「情報」といった経営学の伝統領域，「公
共経営」「観光まちづくり」「スポーツマネジメント」
からなる経営学の新たな領域から構成。

新 経 営 学 総 論
　　経営学の新たな展開　　

A5判　296頁　3000円 2524-2　C3034
坪井順一著 消費者の立場に立脚して，消費者のための経営学と

は何かを模索した表題作をはじめ，「資本主義におけ
る利益観」「広告の役割」「PL 法とは何か」などの諸
考察を収録。消費者の権利など加筆訂正した第２版。

消費者と経営学〔第二版〕

四六判　212頁　2100円 2383-5　C3034
坪井順一・間嶋崇編著 乱立する経営戦略論の諸説を，「孫子の兵法」から

近現代にいたるまで時系列的に解説。各理論の内容
とともに，その歴史的文脈や理論の変化をあらため
て理解させ，現代日本経済の課題や展望をする。

経 営 戦 略 理 論 史
A5判　232頁　2400円 1759-9　C3034



20　経　営　学

竹内昭夫・稲福善男著 伝統理論を整理する中から国際化時代に対応した経
営学への導入と展開を目的とした書。経営学の問題
を今日的視野で根底から見つめなおし，国際社会に
おける企業行動の原理を解明する。

経 営 学 総 論〔第二版〕
　国際化時代の理論と現状　

A5判　248頁　2400円 1849-7　C3034
加藤茂夫編著／笠原伸一郎・今井雅和・
山田耕嗣・間嶋崇著

閉塞感漂う経営環境において，企業はどのようにか
じ取りをすべきか。そのとき，組織メンバーはどう
考え，行動すべきか。経営の理論や考え方がますま
す重要性を帯びてきた現在における必携書。

経 営 入 門
　よい経営の作り方，よい経営学の学び方　

A5判　224頁　2100円 2271-5　C3034
吉沢正広編 国際経営・グローバル経営，経営学全般を学びたい

人へ向け，「企業経営」「戦略」「人的資源管理」「国
際財務」「NPO 組織」「新興市場の出現」等の基礎知
識を網羅し，学習のねらいとして概要を平易に掲載。

入門グローバルビジネス
A5判　208頁　2100円 1600-4　C3034

吉沢正広編著 小規模企業から大企業へ成長させた企業家や創業者
から私たちは何を学ぶべきか。彼らの経験や実際の
企業活動，企業の歴史的背景を辿ることで，経営の
基礎的知識の理解を得ることができる。

歴史に学ぶ経営学
A5判　194頁　2100円 2358-3　C3034

吉沢正広編著 経営学に対するニーズが高まる状況を踏まえ，経営
学やマネジメントをわかりやすく学ぶための１冊。初
めて経営学に接する学生，社会に出て経営学やマネ
ジメントの必要性を感じた社会人の方に最適な入門書。

やさしく学ぶ経営学
A5判　210頁　2500円 2525-9　C3034

西川清之著 経営学原理論に相当する部分とアメリカのマネジメ
ントに関する主要な学説の紹介とから成る基礎編と，
管理過程論の枠組みを用いてマネジメントの機能を
展開する内容編の二部構成により，簡潔に説述。

マネジメント入門
A5判　220頁　2500円 0641-8　C3034

西川清之著 主に日本とアメリカのシステム比較という視点から，
山積みする人的資源管理の課題を読み解く。セメス
ター制に適した13章構成とし，ポイント・コラム・
重要語句解説・図などを充実させたテキスト。

人的資源管理論の基礎
A5判　240頁　2400円 2091-9　C3034

幸田浩文著 アメリカ・イギリスのマネジメント理論の歴史的展
開，地域におけるマネジメント研究の特徴・特異性
を中心にアプローチを行い，マネジメントの史的展
開を体系的かつ科学的に概観し理解を深める。

米英マネジメント史の探究
A5判　304頁　2800円 2348-4　C3034

永野孝和編著 グローバル競争を生き抜く「事業の革新」を可能に
する為に，マネジメントの諸問題を社会問題に投影
するという発想を提案。現代企業の構造・多面的な
活動を対象とした経営学の「全体像」を明らかにする。

マネジメントからの発想
　社会問題へのアプローチ　

A5判　240頁　2400円 1507-6　C3034
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釜賀雅史著 経営学で扱われる基本項目を網羅，いくつかの主題
については，より実際的な理解に与かるべく事例を
挿入し，具体的に解説。各 PART の最後に演習を
付し，当該PARTにおける学習の方向性を提示した。

現代の企業と経営
A5判　210頁　2400円 1229-7　C3034

亀川雅人著 ファイナンスの基礎的内容から冒険的内容までしっ
かりとおさえながら，ファイナンシャル・マネジメ
ントの学問的な意味と限界を知り，むやみにファイ
ナンスの理論を振りかざすことへの警鐘を鳴らす。

ファイナンシャル・マネジメント
　　企業価値評価の意味と限界　　

A5判　228頁　2300円 1972-2　C3034
亀川雅人・高岡美佳編著 CSR の起源，定義，動向をふまえ，大企業における

CSR 経営の位置づけを考察。あらゆる角度からの考
察に加え，CSR の本質的側面についてアンケート調
査に基づいた分析を行う。

ＣＳＲと企業経営
A5判　272頁　2500円 1632-5　C3034

亀川雅人編著 医療と企業経営に関する最近の報告をふまえ，医療
の効率性，コンプライアンス等の問題を論じ，日本
の医療経営の重要課題である社会の健全な発展に資
するビジネスクリエーターの創出を提言する。

医 療 と 企 業 経 営
A5判　292頁　2800円 1724-7　C3034

亀川雅人編著 企業のあらゆる活動を視野に入れ，企業価値に関す
るテーマ〈組織・人〉〈ファイナンス〉〈マーケティ
ング〉〈戦略とツール〉〈環境・文化〉の領域から，
企業価値が包含する多様な問題を分析する。

企業価値創造の経営
A5判　244頁　2300円 1742-1　C3034

亀川雅人・青淵正幸編著 現代日本の企業社会にひそむ課題をケーススタディ
に基づき論考し，企業の価値創造と事業構想の革
新，いわば既存の体系を破壊することにより独創的
な事業を生み出す創造と破壊を提示する。

創 造 的 破 壊
　　企業価値の阻害要因　　

A5判　272頁　2800円 1903-6　C3034
企業価値創造会計研究会著 企業価値の基本概念の体系的な整理を試み，その背

景に存在する重要因子指標を抽出・検証する。具体的
事例として，エレクトロニクス業界に焦点をあて，企
業価値を比較・検討し，相互関連性について考察する。

企業価値創造会計
　　エレクトロニクス業界の事例分析　　

A5判　304頁　3300円 1986-9　C3034
南村博二著 企業統治の研究が注目を集めている。本書はさらに

踏み込んだ企業の社会的責任に力点を置いた経営学
通論であり，コンプライアンス研究で培われた経験・
知見が盛り込まれた実務書としても大いに有用である。

企 業 経 営 学
　　社会的責任投資（SRI）時代の経営学　　

A5判　240頁　2400円 1189-4　C3034
藤芳明人著 時代により変遷する代表的経営戦略についてわかり

やすく解説し，特に近江商人「三方よし」の経営理
念について特筆する。変化の激しい不確実性の時代
に求められる利害関係者共生の経営理念を論考。

解 説　 企 業 経 営 学
A5判　288頁　2800円 1895-4　C3034



22　経　営　学

藤芳明人著 経済のグローバル化のなかで現代の企業がイノベー
ションによって経営管理システムを変革する「戦略
的経営」の必要性をテイラーとファヨールの「管
理」の考え方とそのシステムを基礎とし論考する。

解 説　 経 営 管 理 学
A5判　280頁　2800円 2084-1　C3034

仲野昭・吉永耕介著 現実の企業組織や行動を読み解くために必要なリテ
ラシーを深める。経営学に加え，法制，財務やコン
ピュータ・リテラシーなど，実際的に必要な分野を
体系的に学ぶことをめざす。

企業と経営を学ぶ
A5判　260頁　2600円 2144-2　C3034

加納良一・加瀬元日・信太哲
大場正彦・矢島浩明著

経営戦略，マーケティング，財務マネジメント，人材，
生産マネジメントなど企業経営全般に関する一連の基
本的な内容を網羅。現場で活躍する経営コンサルタン
トたちの企業現場の経験に基づき，より実践を意識。

企業経営の理論と実践
A5判　274頁　3000円 2535-8　C3034

飫冨順久著 企業行動のあり方が問われて久しいが，本書はその
評価に関して伝統的な方法，理論に倫理的基準を導
入し，その方法理論ないし根拠をあとづけ，再考
し，次代の倫理的企業行動の確立を模索した。

企業行動の評価と倫理
A5判　263頁　3500円 0962-4　C3034

東洋大学経営力創成研究センター編 文科省「私立大学学術研究高度化推進事業」のオー
プン・リサーチ・センターとして，「日本発マネジ
メント・マーケティング・テクノロジーによる新し
い競争力の創成」を研究した13の論文を収録。

経営力創成の研究
A5判　280頁　2600円 1919-7　C3034

東洋大学経営力創成研究センター編 「日本発経営力の創成と『新・日本流』経営者・管
理者教育の研究」の研究をもとに展開した経営力創
成，経営者教育，管理者教育の研究に関わる内容で
構成される８篇の論文を掲載。

経営者と管理者の研究
A5判　256頁　2800円 2239-5　C3034

東洋大学経営力創成研究センター編 日本企業発展のため，新しい国際的に通用しうる日
本型経営の進化が求められる。共同研究の成果を国
内，国内外の企業の実践家，研究者へ発信し，新た
な日本企業の日本型経営の可能性を検討する。

日本企業の経営力創成と経営者・管理者教育
A5判　224頁　2600円 2422-1　C3034

東洋大学経営力創成研究センター編 経営実践学の視点から，スモールビジネス・マネジメン
トの創造と国際的企業家育成の研究をテーマに，国際的
企業家，国際的企業家精神をもつ企業家によるスモール
ビジネス・マネジメントの経営実践原理を明らかにする。

スモールビジネスの創造とマネジメント
A5判　200頁　2600円 2711-6　C3034

犬塚正智著 最新の企業戦略経営や IT の経営への利用形態につ
いて事例をあげ詳述。ネットビジネスやバーチャル
コーポレーションなどの新動向を展望し，新規事業
者・スモールビジネス展開のための諸条件を考察。

ネットワーク時代の企業戦略
四六判　240頁　2300円 0966-2　C3034
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飫冨順久編著 現代社会に求められている経営管理のあり方とは？
経営管理の諸理論や歴史を踏まえたうえで，現代に
おける新しい流れを多角的に捉え，これからの経営
管理とは何かを問う。

経営管理の新潮流
　現代社会の求めているもの　

A5判　304頁　2800円 1323-2　C3034
児玉敏一著 企業環境の時間的変化と地域変化を明らかにし，低

成長・グローバル化時代に象徴される今後の日本的
管理システムのあり方を考察。環境適応という視点
から経営管理の方法と課題を整理した。

環境適応の経営管理
　低成長・グローバル化時代の日本的経営　

A5判　232頁　2500円 1286-0　C3034
岩内亮一・梶原豊編著 人的資源管理の理論的考察を試みる章，企業従業員

の職業意識と組織コミットメントに関する章，企業の
人的資源管理施策の実態を扱う章から成る。各領域の
固有の問題を基礎に様々な問題点を摘出・考察した。

現代の人的資源管理
A5判　212頁　2100円 1320-1　C3034

村上良三著 従来の労務管理論，人事管理論を統括，人的資源管
理論の観点からマネジメントにおける人事マネジメ
ントの特質を整理，普遍的な基本的原則と思考を網
羅。さらに新たなアプローチの提案を試みる。

人事マネジメントの理論と実践
　　人的資源管理入門　　

A5判　384頁　3300円 1442-0　C3034
川端大二著 大競争時代を生き抜く企業になるためには知力人材

の確保が急務である。コア人材に必要とされている
能力のうち，日本が弱点としているものを整理し，
知力経営を担う人材の開発の方策を検討。

人 材 開 発 論
　　知力人材開発の論理と方策　　

A5判　280頁　2800円 1255-6　C3034
木村保茂・永田萬享著 I T 化，M E 化が進むなかでの産業構造の転換や雇

用の多様化・流動化などの変化に伴い，転換期を迎
えた企業内教育の特徴と，公共職業訓練の役割と可
能性を探った横断的実証研究の成果をまとめた。

転換期の人材育成システム
A5判　240頁　2400円 1369-0　C3033

糸賀大著 やる気，チームワーク，人材育成力を高める「役割
期待対応型」のをあたらしい賃金制度論わかりやす
く解説。賃金，退職金，人事評価，賞与等の場面に
おける具体的実施方法とその効果を検証。

キラリと輝く人づくり
人材育成型賃金制度

四六判　176頁　1600円 1723-0　C3034
岩井清治著 ドイツの環境保全活動の推進についてそれを支える

職業人材養成の面から，つまり職業人・専門家養成
教育として理解されるドイツの特徴から，ドイツの
環境保全活動の理解というテーマに接近する。

ドイツ環境保全人材養成の史的研究
　環境保全活動推進基盤としての人材養成　

A5判　240頁　3300円 2241-8　C3034
福谷正信編 アジア地域において求められる人材とその存在につ

いて，教育・人材供給システムの原状と展望など，
「知識人材」という新しい概念のもと，労働市場構
造の評価・方向性と合わせ分析する。

アジア企業の人材開発
A5判　264頁　2800円 1749-0　C3034
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久原正治著 サブプライム後の危機をチャンスととらえ，日本の
大学を教育開国により世界中から優秀な若者をひき
つけ，グローバル人材とビジネスリーダーの育成の
場とすることで，日本再生の可能性を提起する。

日本の若者を世界に通用する人材に
　サブプライム後のビジネス教育のゆくえ　

四六判　232頁　2000円 1901-2　C3034
筒井清子・山岡煕子編 女性の視点から，男女共同参画・性別役割分業解消

へ向かう経営・労務論を模索。国際的グローバル・
フェアネスの状況を考察し，また日本における人間
性重視の生活と労働のバランス追求をめざした。

グローバル化と平等雇用
A5判　242頁　2500円 1234-1　C3034

亀井省吾著 企業が障碍者雇用を通じて持続的成長を遂げていくた
めの要因を一般化し，再現性を高める。障碍者雇用を
通じて事業構築を遂げる企業はどのように事業の『活
用』と『探索』を行い，かつ両者の両立を図るのか。

障碍者雇用と企業の持続的成長
　事業における「活用」と「探索」の考察　

A5判　144頁　2800円 2598-3　C3034
河野憲嗣著 日本のチェック・トランケーションの導入検討が放

棄されてしまった原因とは。日本のグローバル化す
る経済への適応や先進技術の積極的な活用を展望
し，全般的に決済制度を考えるための１冊。

チェック・トランケーション研究
　　決済の経営学による考察　　

A5判　260頁　4300円 2404-7　C3034
太田康信著 一般事業会社にとっての資産・負債管理を，流動性

制約下での各期資産価値評価最大化という枠組みか
ら詳解。最適性の概念を用いて，コーポレート・フ
ァイナンスを読み解いていく。

手解きコーポレート・ファイナンス
A5判　160頁　2500円 1479-6　C3034

竹田聡著 リスク資産運用の問題に明確な解を提示する MPT（現
代ポートフォリオ理論）の誕生から，生身の人間が存
在する経済学を打ちたてようとする試みである行動フ
ァイナンスの展開までの証券投資の理論と実際を考察。

証券投資の理論と実際
　MPTの誕生から行動ファイナンスへの理論史　

A5判　196頁　2200円 1906-7　C3034
宮脇敏哉著 中小企業及びベンチャー企業の財務について，理論

から各種分析法まで詳細に論じた。日米欧の事例を
紹介し，これからの経営戦略論における具体的指標
として，５例の新進 IPO ベンチャー企業を分析した。

ベンチャー企業産学官連携と財務組織
A5判　242頁　2500円 1541-0　C3034

永島清敬著 HR コンサルティングのプロがみた，大企業における
内部規制の実態。企業内に存在する数々の不思議な

「規制」や「前例」は，いかにしてつくられ，組織を
蝕むか。赤裸々なルポのもとに企業改革の行方を問う。

人材ビジネスのトリック
　改革つぶしの常套手段　

四六判　200頁　1600円 1704-9　C3034
尾西正美著 ここ数年間の人事・賃金制度に関し，企業の間で「成

果主義，業績連動にあらずんば，人事・賃金制度改
革にあらず」というような様相を呈している。実際
の企業の声をもとに，こうした動きの本質を捉える。

成果主義・業績連動の報酬制度論
四六判　290頁　2200円 1078-1　C3034
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幸田浩文著 賃金・人事処遇制度を構成する仕事・能力・賃金に
ついての各概念の史的展開を通して，その課題と展望
を浮き彫りにし従業員が公正感・満足感を抱いて働
ける職場，公正な賃金・人事処遇制度の構築を目指す。

賃金・人事処遇制度の史的展開と公正性
A5判　564頁　7000円 2414-6　C3034

松本芳男著 経営学研究方法論，マネジメントと組織デザイン，
経営教育の諸課題などの十五編の論文を収録した。
著者の四十年に渡る経営学や経営組織論の研究の軌
跡。

経営学と組織論の探究
　松本芳男論文集　

A5判　370頁　5000円 2609-6　C3034
小森谷浩志著 変化が激しく不透明で不確実な時代における組織の

本質を解明。組織開発の実践から得た知見を基に，東
洋思想，プロセス哲学，ポジティブ心理学を援用し，
生命的躍動感にあふれた組織を「協奏」概念で描く。

協 奏 す る 組 織
　認識力ある主体の観点から　

四六判　256頁　2500円 2314-9　C3034
鈴木秀一著 ウェーバーの経営概念を軸に当理論を一つの文明論

として読む。経営組織の内部問題が管理・労働過程
論に沿いミクロに展開，マクロの問題が技術・大企業
体制論とし具体化。事例研究を日本の企業組織に施す。

経営文明と組織理論〔増訂版〕
　マックス・ウェーバーの経営官僚制研究　

A5判　396頁　3500円 0731-6　C3036
森本三男著 経営組織の意義と問題領域，研究の趨勢，組織の進

化的変容の理論モデルを概説し，さらに戦略・組織の
適合を軸にした構造論および文化を集約化した行動
論に言及したもので，高い水準を盛り込んだテキスト。

現代経営組織論〔第三版〕

A5判　296頁　3300円 1072-9　C3034
佐藤一昭著 近・現代日本の国民生活と企業をインセンティブ論

の観点から考察する。各国での史跡・文化・記念館
観光，産業観察等におけるフィールドワークにもと
づき叙述。

近・現代日本の国民生活と企業
　　インセンティブと観光　　

A5判　248頁　2800円 1927-2　C3034
佐久間信夫編著 激しい環境変化にさらされる現代多国籍企業につい

て，理論と今日的実態を最新の動向を踏まえて解明。
多国籍企業の M&A 戦略，CSR 戦略，BOP 戦略な
どの章を追加した『現代の多国籍企業論』の後継書。

多国籍企業の理論と戦略
A5判　256頁　2500円 2683-6　C3034

武上幸之助著 寡占体制による比較優位を背景にした多国籍企業の
経営資源の効率的運用と需要創造を目的とする国際
経営戦略の分析をテーマとし，戦略理論と実務の両
側面のアプローチから具体的かつ多角的に論ずる。

国 際 経 営 戦 略
　　多国籍企業の市場行動分析　　

A5判　294頁　2800円 0583-1　C3034
高橋泰隆・芦澤成光著 世界で大衆車とプレミアムブランドの位置を占める，

ドイツのメーカーのいくつかを取り上げ，また小型
車の本場フランスの会社を訪れ，それぞれの競争力
の源流を探る。

EU自動車メーカーの戦略
A5判　264頁　2800円 1948-7　C3034
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茂垣広志著 本書の特徴は，従来あまり扱われてこなかった経営
戦略論と組織論の側面より国際経営に迫り，日系在
外子会社に実証研究を行う点にある。その際に，戦
略と組織の相互関係またその一体的関係を強調した。

グローバル戦略経営
A5判　288頁　2800円 0986-0　C3034

岩谷昌樹著 デザイン力，企業にとってのデザインを探究し，身
近なヒット商品からグローバル企業におけるデザイ
ンマネジメントまで，魅力ある具体例もふくめ，デ
ザインマネジメントの重要性を説いた好著。

グローバル企業のデザインマネジメント
A5判　244頁　2500円 1929-6　C3034

佐久間信夫編著 アジア諸国の企業統治の状況は，各国の法制度や国
民の思考習慣，ステークホルダーの成熟度の違いに
より大きく異なっている。進む企業統治改革の現状
と課題を各国ごとに検討しこれからを考えていく。

アジアのコーポレート・ガバナンス
A5判　256頁　2600円 1469-7　C3034

金山権著 先行研究だけでなく，実際改革が行われている中国
に焦点をあて，経営学的視点から問題別に検証を行
い，中国企業統治システム構築への条件を検討，文
献調査および外国の事例との比較などから考察する。

中 国 企 業 統 治 論
　　集中的所有との関連を中心に　　

A5判　272頁　2800円 1871-8　C3034
馬越恵美子著 多国籍企業が世界中で経営のグローバル化を促進し

ている現在，文化と異文化コミュニケーションの問
題や既存の異文化経営研究を渉猟し，既存の異文化
経営諭を超えた新たな地平の開拓を試みる。

異文化経営論の展開
　　「経営文化」から「経営文明」へ　　

A5判　271頁　3500円 0922-8　C3034
海野素央・鈴木了符子著 企業合併で生き残ったサラリーマンは企業文化の相

違に驚き苦しんでいる。異なる文化をもつ企業同士
の合併により生じる様々な問題を考察。ヒアリング
調査をもとに，現場で働く社員の心と意識に迫る。

企業合併と「異文化」
　　企業文化の衝突　　

A5判　192頁　1900円 1148-1　C3034
金雅美著 派遣 MBA 制度は日本企業で機能しているのだろう

か。学位修得後の退職率の増加の意味するところ
と，それでも継続されている派遣制度の実態を追い，
日本企業のグローバル人材開発の盲点を解明した。

派遣ＭＢＡの退職
　日本企業における米国MBA派遣制度の研究　

A5判　228頁　2650円 1157-3　C3034
金雅美著 MBA を取得してそれからどうする？誰しもが人生

のある時期に，キャリアにエンジンをかけるときが
くる。MBA を真のキャリアエンジンとして活用さ
せるためには？真の「キャリア MBA」とは？

キャリアエンジンとしてのＭＢＡ
　　日本ＭＢＡと米国 MBA の比較　　

四六判　200頁　1800円 1324-9　C3034
スティーブ．パークス著／田中延弘・今村哲訳 前向きに，クールに，一歩ずつ　雇われない生き方

をめざして　。イギリスの現役若手起業家が，事業
の立ち上げまでの全工程26周のプロセスを追って指
南する「起業のすすめ」。

スタート・ユア・ビジネス！
　起業の夢を実現する26週間　

四六判　296頁　2000円 1684-4　C3034
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大東文化大学起業家研究会編 いつの時代にもビジネスチャンスはかならずある！
ロスチャイルドから孫正義まで，豊かな発想，情熱
と勇気をもち，そして「運」をたぐりよせたの起業
家たち。ユニークなその魅力あふれる生涯を解説。

世 界 の 起 業 家 50人
　　チャレンジとイノベーション　　

四六判　320頁　2100円 1304-1　C3034
小玉敏彦著 「驚異の躍進」「脆弱性」「文化変容」という言葉に

象徴されるように，政府主導による急速な工業化と
それに伴う伝統的社会文化を内包した跛行的社会発
展を遂げている韓国の企業集団について論究。

韓国工業化と企業集団
　　韓国企業の社会的特質　　

A5判　268頁　3300円 0593-0　C3034
齊藤毅憲監修／横浜市立大学国際総合科
学部ヨコハマ起業戦略コース編著

日本第２位の大都市・横浜の現状と問題点を明らか
にするために，産業のベースとなってきた製造業と
流通業を中心に，再生へ向けたさまざまな実践事例
の分析から，横浜産業の今後と方向性を展望する。

横浜都市研究叢書

横浜産業のルネサンス
A5判　200頁　2000円 1708-7　C3034

齊藤毅憲監修／横浜市立大学国際総合科
学部ヨコハマ起業戦略コース編著

マチづくりに役立つために横浜の産業がすべきこと
として，将来にとって重要になると思われる「戦略
的産業」と市民生活を充実させるための「生活充実
産業」を中心に，現状と展望を明らかにする。

横浜都市研究叢書

横浜の産業とマチづくり
A5判　180頁　2000円 1796-4　C3034

廣田全男／横浜市立大学国際総合科学部
ヨコハマ起業戦略コース編著

横浜市の新旧の基本構想をふまえた大都市経営の課
題と，区役所機能の強化という観点からみた市と区
役所の行財政関係のあり方など，政令指定都市制度
と大都市運営をめぐる課題を整理・検討する。

横浜都市研究叢書

大都市制度の現状と再編課題
　　横浜市の場合　　

A5判　164頁　2000円 1962-3　C3334
村橋克彦監修／横浜市立大学国際総合科
学部ヨコハマ起業戦略コース編著

横浜を舞台に実施されているさまざまな市民活動を
挙げ，市民間の連携そして企業と市民，さらには市
民と行政のネットワーキングが市内の各地域で急速
に進行している状況を紹介する。

横浜都市研究叢書

横浜まちづくり市民活動の歴史と現状
　　未来を展望して　　

A5判　176頁　2000円 1979-1　C3034
齊藤毅憲監修／横浜都市研究会編著 市民のニーズに応え，快適に生活し，心身ともに健

康に過ごせる充実した環境の創造を目指す横浜の都
市ビジョンの構築について多角的な観点から検討し，
これからの横浜都市創造ビジョンを提示する。

横浜都市研究叢書

横浜：都市創造ビジョンの構築
　　開港150年を記念して　　

A5判　168頁　2000円 2052-0　C3034
細川進著 明治32年に初めて生産され，120年もの歴史を持っ

ている「商品」としての手袋。歴史と動向をまと
め，産地転換期，産地最盛期，産地成熟期の４部構
成から手袋産業の実態を探っていく。

東かがわ手袋産地の変容
A5判　304頁　3400円 2252-4　C3034

加藤敏文編著 環境に配慮した持続可能な街づくりを学ぶ文科系学
生のために，理科系工学専門分野と環境マネジメン
トのあり方を理解する理論と実践をわかりやすく解
説した環境・共生型タウンマネジメントの入門書。

環境・共生型タウンマネジメント
A5判　272頁　2500円 1721-6　C3034
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一般社団法人地域デザイン学会監修
原田保・中西晶・西田小百合編著

地域とそこに暮らす人々にとって「安全・安心」と
はいかなるものか，そしてこれを獲得するにはいか
なる思想を持つべきかについて考察。「安全・安心」
を可能にするための施策の提言を行う。

地域デザイン学会叢書 3

安全・安心　革新戦略
　　地域リスクとレジリエンス　　

A5判　272頁　3100円 2558-7　C3034
一般社団法人地域デザイン学会監修
原田保・立川丈夫・西田小百合編著

多大な地域価値を見出せるパワースポットを，急速
な過疎化現象や地域業の衰退に喘ぐ多くの地域の活
性化のために活用する，理論と戦略的な方法を，多
くの個性的な事例を捉えながら分析。

地域デザイン学会叢書 4

スピリチュアリティによる地域価値発現戦略
A5判　312頁　3500円 2690-4　C3034

一般社団法人地域デザイン学会監修
原田保編著

地方再生よりも大都市再生・創造とグローバルレベル
な競争力の獲得を。大都市の再生・創造のためのク
リエイティブビジネスについて，分析，理論と先進事
例をあげながら説明，今後の日本経済の発展を考える。

地域デザイン学会叢書 5

クリエイティブビジネス論
―大都市創造のためのビジネスデザイン―

A5判　306頁　3500円 2727-7　C3034
齋藤毅憲編著／多摩大学大学院ヒューマ
ンリソースディベロップメント研究会著

トップマネジメント教育のあり方，変化のなかでの
問題解決力や受容力の育成などに加え，企業文化の
変革やコンプライアンス経営の実現において，「ヒ
トがいきる」経営とは何か，多角的に検討している。

ヒトがいきる経営
A5判　192頁　2200円 1863-3　C3034

岸川善光編著／朴慶心編著補 従来のビジネス論，マネジメント（経営管理）理論
を超える５つのテーマに着眼。数百冊の先行研究を
網羅し，体系的な総論に基づいた各論とケーススタ
ディにより今日的課題を検証する。

エコビジネス特論
A5判　304頁　3000円 2076-6　C3334

岸川善光編著／朴慶心編著補 食料自給率の低下，食の安全性の問題など，国防に
匹敵する国民生活上極めて重要なテーマであるアグ
リビジネスを，大学・大学院の教科書および実務者
の自己啓発書として総論と各論から構成した。

アグリビジネス特論
A5判　304頁　3000円 2077-3　C3334

岸川善光編著 次世代を牽引するコンテンツビジネスを文字媒体産
業，音楽・音声媒体産業，映画媒体産業，ゲーム産
業，コンシューマー・ジェネレイテッド・メディア
の５分野に焦点をあて，さまざまな視点から考察。

コンテンツビジネス特論
A5判　296頁　3000円 2078-0　C3334

岸川善光編著／朴慶心編著補 サービス・ビジネスの今日的意義，生成・発展の背
景，経営戦略の実際，サービス・マーケティング，
顧客価値創造など，さらに今日的課題について，ケ
ーススタディをふくめ包括的に分析する。

サービス・ビジネス特論
A5判　304頁　3000円 2079-7　C3334

岸川善光編著 他のビジネス分野との相互作用を伴い次第に多様化
していく，国の経済活動を支える産業，ビジネスと
して期待されるスポーツビジネスの概要を学生から
実務者の自己啓発書として総論，各論から構成。

スポーツビジネス特論
A5判　304頁　3100円 2080-3　C3334
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外川洋子編 新しい産業基盤構築をめざして，人と企業との関係
を見つめなおし，地域との関係を問いなおし，新た
なる方向を探る企業群のトップリーダー 16人にそ
の独自路線の本質を聞く。

トップリーダーたちの経営構想力
四六判　352頁　1500円 1321-8　C0034

長坂寛著 いまを時めくキーワードは変化。経営環境が否応な
く激変し，ミドルは何を頼りに生き抜けばよいか。
規範となるものをさしだした。リーダーシップの資
質と育成。目標管理制度，新入社員の鍛え方ほか。

革新経営へのミドルの道
A5判　205頁　2300円 1062-0　C3034

青木武一編著 終始「創造性を強く働かせて」を前衛に，複雑系・
生態学を援用しながら，破竹のように企業マネジメ
ントを換骨奪胎していく。基礎から，要にある第Ⅱ
部の応用，第Ⅲ部の実務家はこう考える。

このままで会社は生き抜けますか
　　創造経営への先端理論と実践　　

A5判　294頁　2500円 0834-4　C3034
東憲弘著 京都　大学　大阪というフィルターを通し，日本に

おけるベンチャーの基本を分析し，その意義，とり
わけ日本型企業システムと日本近代経済史におけ
る，位置をしめしたベンチャー論。

ベ ン チ ャ ー
　日本型企業システムの模索　

四六判　224頁　2000円 1377-5　C3034
増田一之著 ハイテクベンチャー創業の仕組みとそれを支援する

ベンチャーキャピタルの役割・機能を，モデル化・
事例分析により解明。日本におけるハイテクベンチ
ャー創業の問題点を析出した研究書。

ハイテクベンチャーと創業支援型キャピタル
A5判　244頁　2500円 1633-2　C3034

目黒良門・坂田さくら著 独自の技術を持った日本の技術系ベンチャー企業の
市場成長を分析し，その成長・発展のための原則を
導き出す。スタートアップ期における技術系ベンチ
ャーのマーケティング行動を緻密に分析した好著。

技術系ベンチャー企業のマーケティング行動分析
四六判　148頁　1600円 1872-5　C3034

北見幸一著 社会関係資本に関する不祥事の情報を分類し，不祥
事による株式市場の反応をイベントスタディ法で測
定する実証研究。持続可能な企業発展に資するクラ
イシス・マネジメントを含めた経営管理を考える。

企業社会関係資本と市場評価
　　不祥事企業分析アプローチ　　

A5判　192頁　3000円 2013-1　C3034
東京農業大学産業経営学科編著 オホーツク地域の産業・経済に密着した経営学の展

開をめざし，都会や大規模な企業経営にはない等身
大の経営モデルやローカルビジネスの模索，地域の
産業や企業等が持続的発展するための課題を論述。

現代社会における産業経営学のフロンティア
A5判　304頁　2900円 1729-2　C3034

松永美弘著 実際の経営活動に必要な現実感覚のマネジメントの
身につけ方を掲載。激しく変化していく時代に対応
できるための戦略的な視点と意図，現実感覚を身に
つけるための入門書。経営学を学ぶ学生，初学者へ。

新・実 学 の 学 び
　現実感覚のマネジメント　

四六判　160頁　1800円 2407-8　C3034
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松永美弘著 筆者の実学を中心とした学びの人生を辿りつつ，人
生戦略の考え方，未来志向型戦略，仕事についての
考え方，実人生における経営や仕事上の問題で特に
留意すべきこと，経営者の能力についてをまとめた。

新・実 学 へ の 道
　人生の応援歌　

四六判　144頁　1800円 2693-5　C3034
松永美弘著 ケースメソッドによる教育と理論研究を中心とした

経営学の双方を学んだ経営教育の実態を描きながら，
経営戦略について実践的に探っていく。新会社法に
もとづいた改訂第３版。

実践的経営戦略論〔第３版〕

A5判　208頁　2400円 2165-7　C3034
水谷内徹也・内田康郎著 経営理念の重要性を前面に，これを基底に据えた戦

略構築ならびに課題を限定的にまとめた。従来のテ
キストの枠を超え，各章イントロダクションにケー
ス・レッスンを配置し，内容理解の深化をはかる。

理念と戦略の経営学
A5判　192頁　2000円 1792-6　C3034

大谷謙治著 就活生，および会社で働く若手社員を読者対象に，
会社に関わる基本的な事柄，仕事にあたっての大切
な心構えを掲載。仕事の基本的な作法，職種別の仕
事のあらましなどを解説する実践的仕事論。

これから働き始める人のための実践的仕事論
四六判　200頁　1500円 2484-9　C3034

大谷謙治著 企業をシステムとして捉え，その経営を全体的，本
質的，動的なシステム思考に基づいて考察，実践す
ることが肝要である。経営者は「どのような姿勢で
責任を果たすのか」実践経営の「勘所」を提起する。

システム的に考察する実践経営の「勘所」
四六判　152頁　1600円 2347-7　C3034

松本芳男監修
松本芳男退職記念刊行委員会編集 対立した概念の双方を取り入れ両立させるマネジメ

ント，「パラドックス・マネジメント」を軸として，
研究家たちがそれぞれの分野で執筆した論文を収録。

マネジメントの現代的課題
　パラドックス・マネジメントの勧め

A5判　288頁　3500円 2664-5　C3034
岡村一成監修／藤田主一編集 産業界で働いている人々の行動や経営活動について，

心理学の考え方を応用し問題解決を図っていく。産
業界に関わる人々のニーズに答え，心理学や経営学
の知識がなくても学べる経営心理学の入門書。

ゼロから学ぶ経営心理学
A5判　178頁　1900円 2229-6　C3034

日本経営教育学会創立20周年記念論文集
森本三男編

経営環境の多様化と激動にともない，対象別・分野
別等に区分した経営教育の各論が当たる問題点・あ
り方を論じる。国際化・環境問題など，今日的な経
営教育の課題にかなえる筋書きをもとめた。

多次元的経営環境と経営教育
A5判　303頁　3500円 0911-2　C3034

坂本清著 フォードのもの作りの思想と原理を，現代の企業経
営，もの作りのあり方に投射したときに何が見えて
くるのか，何が問題となるのか，そのヒントを提供
する１冊。

フォードシステムともの作りの原理
四六判　208頁　1900円 2643-0　C3034
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野村重信・那須野公人編 グローバル環境下における工業経営研究という共通
テーマを掲げ探究する３巻シリーズの第１巻。近年，
加速度的に経済発展するアジア諸国の調査研究を中
心に，日本との関連をふまえてアジア経済を展望。

工業経営研究学会20周年記念出版１

アジア地域のモノづくり経営
A5判　264頁　2800円 1991-3　C3034

浅野宗克・坂本清編 企業経営の現実を理論と実践の緊密な相互作用を通
じて分析し，新しい経営理論の創造をめざすシリー
ズ第二弾。国際的な環境問題が課題となる工業経営
のあるべき方向性を認識・理念・運動・実態から論考。

工業経営研究学会20周年記念出版２

環境新時代と循環型社会
A5判　304頁　3100円 1992-0　C3034

羽石寛寿・森健一・地代憲弘・黒澤敏朗編 企業経営の現実を理論と実践の緊密な相互作用を通
じて分析し，新しい経営理論の創造をめざす。グロ
ーバル環境下における工業経営研究というテーマの
もと，アジア地域を中心とした調査研究を中心に編纂。

工業経営研究学会20周年記念出版３

工業経営における人・組織と技術
A5判　242頁　2600円 2118-3　C3034

井沢良智著 日本企業のグローバル化，国際化と空洞化する可能
性との狭間で企業にどんな対応が求められるのか。
真の国際的な共生のあり方ないし棲み分けへの方向
性を明らかにし，日本企業の存立基盤を再確認。

日本企業グローバル化の構図
A5判　300頁　2900円 0971-6　C3034

平松茂実著 日本企業がグローバル市場で再発展するための新し
いモジュール化経営のあり方を提言。経営の内部化
から外部化への転換，モジュール化経営戦略８モデ
ルの活用を日本企業の再発展戦略の有効策として紹介。

現代モジュール化経営論
　日本企業の再発展戦略　

A5判　260頁　3000円 2308-8　C3034
平松茂実著 多様化したモジュラリティ設計で，最適のグローバ

ル化戦略策定を迅速かつ容易に行えるように，モジ
ュラリティを８類型化したモデルと，比較的簡単な
前提分析から最適選択が容易になる手法を提供。

モジュール化グローバル経営論
A5判　264頁　3000円 2132-9　C3034

作古貞義編著 レジャー産業・ホテル・レストラン等観光産業分野
で主要な役割を担う事業分野のトップマネジメント
たちが経営環境と経営管理に内在する課題と展望の
最新の知見を具体的に詳述。観光産業を志す人へ。

サービスマネジメント概論
A5判　244頁　2300円 1569-4　C3034

羽田昇史著 著者永年の流通業界での経験をふまえ，今日の激動
する流通・商業問題の分析研究を試みる。通説・定
説を織り込み，商業の歴史的経緯にもふれながら，
著者独自の視座から理論的整理をおこなった。

現代の流通・商業〔第三版〕

A5判　286頁　3000円 0900-6　C3034
金振晩著 経営戦略論，ホテル選択行動に関する研究をベース

としホテル経営者の視点から研究を展開。ホテル企
業における「戦略的志向性」「新商品・サービス開
発」「企業の成果」の構造関係を明らかにする。

戦略的ホテル経営
　戦略的志向性と企業の成果との関係　

A5判　216頁　4500円 2346-0　C3034
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児玉敏一・佐々木利廣
東俊之・山口良雄著

日本の動物園・水族館が取り組んできた改革の歩み
を経営学という視点から取り上げる。組織学習・イ
ノベーションの現状，地域力の源泉としての動物園
の役割など，広範な視点で動物園の試みを紹介。

動物園マネジメント
　　動物園から見えてくる経営学　　

A5判　258頁　2600円 2400-9　C3034
内田成著 ソースタイン・ヴェブレンらが，経済的動機の根本

原理と看做した「見栄」を理論的ツールとして，現
実的な視点からヴェブレンの消費論を再検討し，現
代の消費生活における意義と価値を解明する。

見 栄 と 消 費
A5判　256頁　2500円 2161-9　C3034

大驛潤著 情報通信技術（ICT）の革新は，流通にどのような
影響を与えたのか，マーケティング理論を再考。流
通の変容を理論的に分析し，企業の ICT 活用の実践，
消費行動に向けて持ち得る含意と可能性を検討する。

競 争 と 協 力
　　情報通信技術・流通・NPO　　

A5判　168頁　2200円 1333-1　C3034
大驛潤著 情報通信技術の革新が，流通に与えた影響と，流通

のマーケティング理論を再考。チャネル内とチャネ
ル間の「競争」の両方に目を向け，現在の競争状況
を眺め，将来に向けての展望を明らかにする。

マーケティング・マネジメント論
　ICT と流通　

A5判　168頁　2200円 2276-0　C3034
宮城大学事業構想学研究会編著 事業を成功させるには，豊かな発想力，構想力，そ

れを備えた人材が必要である。時代のニーズである
事業構想力。事業の着想・計画・実現・運営の諸課
程を研究対象とし，学問的体系化を図った入門書。

事 業 構 想 学 入 門
A5判　192頁　1800円 1201-3　C3034

岩本俊彦・岡本眞一・武井敦夫著 その基本的戦略，市場競争戦略，市場拡大戦略，製
品戦略，価格戦略，マーケティング・リサーチ，情
報システム等，変遷の激しいマーケティングの諸分
野について基本理論と今日的意義を簡潔に説く。

現代マーケティング論
A5判　160頁　1500円 1348-5　C3034

西田安慶・城田吉孝編著 第１部ではマーケティングの基礎理論を，第２部で
はマーケティングミックスの展開について，第３部
では「関係性マーケティング」「グリーン・マーケ
ティング」を取り上げ，今後を展望する。

マーケティング戦略論
A5判　208頁　2300円 2178-7　C3034

目黒良門著 基本原則をしっかり理解し，いかに自由に市場適応
のアイディアを発想するか。企業実務者から大学ま
で，戦略的マーケティングの本質を知り，戦略的マ
ーケティングを“思考”する一冊。

戦略的マーケティングの思考
A5判　216頁　2300円 2168-8　C3034

岩本俊彦著 マーケティングを，顧客中心主義の視点から整理
し，組織内における意思決定の出発点として，マー
ケティング・コミュニケーション（マーコム）の多
様なスタイルを論じる。

マーコム・モード論
A5判　194頁　2300円 2176-3　C3034
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粕谷慶治・山田晃久著 貿易の歴史を重商主義より現代にいたる理論の理解
をはかり，戦後の貿易・投資と日本企業のグローバ
ル化を中心に外国為替と国際収支，貿易取引の実務
をとりあげ，基礎知識の習得に資するよう工夫。

国 際 貿 易 論〔第二版〕

A5判　256頁　2300円 0715-6　C3034
山田晃久著 外為法の改正に伴う貿易手続きの変更，インコター

ムズ2000年改訂版の追加，輸出入通関手続きの変
更，特殊決済方法の廃止，「輸出取引の事例」にお
ける手続き書類の変更等を改訂。

マクロミクロ貿易取引〔第二版〕

A5判　179頁　1700円 0953-2　C3033
石田貞夫監修 国際ビジネスの新しい動向に言及しつつ，多様な貿

易実務の最大公約数的なアプローチを試みる。現代
のマーケティング理念をベースとした戦略的な貿易
実務書。すぐ役立つ英文レターのひな型を多数収載。

ビジネス英語で学ぶ貿易取引
A5判　162頁　1700円 0719-4　C3034

池田芳彦著 貿易取引の手続きや貿易用語解説だけでなく物事の
理由や背景まで分かるよう配慮した入門書。取引先
の選定から取引条件の交渉まで，輸出入契約の締結
と契約成立後の実務について解説。

貿 易 取 引 入 門
A5判　240頁　2200円 2388-0　C3034

前田文彬著 金融市場を形成する株式や債券等の「商品」と，銀
行や外資ファンドといった「担い手」という２本を
軸に，金融の全体像の理解をふまえたうえで，高校
数学を応用して金融市場の構造を分析していく。

高校数学で理解するファイナンス入門
四六判　224頁　1900円 1634-9　C3034

杉田あけみ著 ダイバーシティ・マネジメントの概念を明確にしつ
つ，再定義。ジェンダー平等戦略は，企業の CSR
とし，経営教育にその視点を取り入れることによっ
て理論・実践における学術的貢献の具体案を提示。

ダイバーシティ・マネジメントの観点
からみた企業におけるジェンダー

A5判　328頁　5000円 1598-4　C3034
森川信男編著 IT 革命と企業組織，特に中小企業と中小企業組合

を含めた企業組織という問題意識に基づき実施され
た「IT 革命と企業経営プロジェクト」での研究成
果をまとめている。

青山学院大学総合研究所叢書

IT 革命と企業組織
A5判　276頁　2500円 1945-6　C3334

森川信男編著 今日の日本経済の凋落を克服するための課題は，企
業経営の迅速化，現地化，情報化である。これらを
キーワードに，中小企業の組織連携のあり方，ネッ
トワーク化の可能性を探っていく。

青山学院大学総合研究所叢書

中小企業の企業連携
　中小企業組合における農商工連携と地域活性化　

A5判　452頁　4800円 2361-3　C3334
森川信男著 〔森川ワールド：情報ネットワーク化時代②〕新た

なビジネスチャンスをもたらすものは，情報ネット
ワーク化とオフィス革新，情報・人的資源の戦略的
な活用であるという視点からビジネス未来像を考察。

オフィスとテレワーク
　情報ネットワーク化時代のワークプレイス　

A5判　344頁　3200円 1390-4　C3334
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森川信男著 〔森川ワールド：情報ネットワーク化時代③〕情報
技術，情報通信技術の革新による本格的な情報ネッ
トワーク化社会が目前に迫る中，システム・情報を
分析し，新しい経営組織構成原理の全体像に迫る。

経営システムと経営情報
　　情報ネットワーク化時代の基本組織　　

A5判　336頁　3200円 1391-1　C3334
森川信男著 〔森川ワールド：情報ネットワーク化時代④〕情報

ネットワーク化の進展がもたらす社会変革の様相を
様々な論点から検証し，情報伝達手段の変容が社会
にどのような変革をもたらすのか，多角的に論述。

コンピュータとコミュニケーション
　情報ネットワーク化時代の情報革命　

A5判　350頁　3200円 1392-8　C3334
森川信男著 〔森川ワールド：プラス１〕情報思考と情報技術と

いう視点から「情報革新」を，また意思決定と情報
という視点から「経営革新」を捉え，相互関連的・
補完的な要素について体系的に論じていく。

情報革新と経営革新
A5判　224頁　2500円 2166-4　C3334

森川信男著 〔森川ワールド：プラス２〕あらゆる組織における
情報空間と情報機能として中核的な位置を占める

「オフィス」に対して，そのシステム的視点から組
織変革を捉える。

情報革新と組織革新
A5判　258頁　2600円 2226-5　C3334

森川信男著 〔森川ワールド：プラス３〕21世紀の ICT 化による
情報革新の社会的意義は，機能相互間の「つなが
り」における態様変化にある。その中で個人や企業
は現実社会でお互いにどのようにつながるのか。

情報革新と社会革新
A5判　244頁　2600円 2365-1　C3334

森川信男編著 現代企業経営におけるビジネスコミュニケーション
の重要性が拡大・増大する今日において，そのある
べき態様・可能性を把握し，これからの発展の変容
を探り，またその教育の現状と課題を考えていく。

ビジネスコミュニケーションの基礎理論
A5判　196頁　2000円 1463-5　C3034

八鍬幸信著 近年における情報技術の発展動向を見据えながら，
利用者指向に基づく経営情報論の再構築の骨格を提
示し，向後における経営情報システム研究の視点と
研究課題の体系化を試みる。

利用者指向に基づく経営情報論の再構築
A5判　240頁　4000円 1944-9　C3034

杉田あけみ・西谷正弘編 ビジネス論・秘書論に対応できるよう構成。新しい
観点に立ってのビジネス研究をもとに解説。主体的・
自立的なビジネスワーカーとして自己責任で生きる
ことの意味の理解を明かす。

ビジネス マネジメント〔第二版〕

A5判　176頁　2000円 1449-9　C3034
宮川雅明著 わくわくする将来を描き（エンビジョン），徹底実

践（エグゼキューション）するマネジメントヒエラ
ルキーを展開して，希望や計画を達成し，自己実現
と社会的貢献を達成するための実践テキスト。

マネジメントヒエラルキー
　組織マネジメントの実践原理　

A5判　176頁　2000円 1643-1　C0034
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細川進著 人間がつくりだした組織は，制度化しそれ自体の行
動原理を持って機能するようになった。管理論的視
点から組織ないし組織の機能に焦点をあて分析し，
求められる組織と人間の両立を考察した組織論。

組織の機能と戦略
　　現代のマネジメント　　

A5判　272頁　2800円 2053-7　C3034
河田美惠子著 ビジネス実務の心構えと専門知識・技能をとりあげ，

とくに「考える・話す・聞く・書く・読む」の五技
能の習得に重点をおいた。著者の秘書としての実務
経験に基づきわかりやすく解説。

実践ビジネス実務〔第二版〕

B5判　224頁　2500円 2152-7　C3034
塚原昭人・木村三千世・田中雅子・森山廣美著 企業経営に大きな影響を及ぼす会社法の施行や企業

の経営環境の変化，ワーカーの労働観の変化等も配
慮し，現在の企業経営の状況に即して新たに編纂し
た改訂版。

新ビジネス実務論〔改訂版〕

B5判　100頁　1500円 1677-6　C3034
木村三千世・森山廣美・田中雅子
土井茂桂子・野坂裕子・東野國子著 社会へ巣立とうとする学生を対象に，ビジネスの場

で職業人として職務を遂行するために必要な知識を
体系的に学び，さらに演習項目を通して技能を体得
することを主眼としたビジネス実践の入門書。

オフィス実務〔改訂版〕

B5判　128頁　1500円 1347-8　C3034
白川美知子著 ビジネスの基礎，TBL：チーム基盤型学習，ビジネス

実務で構成。ビジネスを学習する学生や新社会人を
対象に，ビジネスパーソンとして，仕事に対するとら
え方や，ビジネス実務に関する知識とその活用を紹介。

社会人になる前に知っておきたい
ビジネスパーソンの常識とマナー

四六判　168頁　1800円 2628-7　C3034
増田卓司他著 日常業務に即役立つビジネス実務を平易に解説。実

務のカンどころを把握できるようビジネス活動の本
質や会社の仕組なども概説。コミュニケーション能
力やマナーの取得など，社会へ出る準備に。

ビジネスパーソンのための
ビジネス実務の基礎

A5判　178頁　2000円 1249-5　C3034
菊池史子・浅野浩子・福永晶彦著 実践的なビジネスの基本能力開発を主眼に知識編と

実践編の二部構成。実務能力の基本である表現力を
養うため「話すこと」「書くこと」を取上げ，ビジ
ネスの現場で社会人に相応しい意思疎通を促す。

ビジネス実務事例研究
B5判　100頁　1300円 0931-0　C3034

大嶋淳俊著 情報リテラシー，ネットの活用に関するあらゆる知
識を整理し，現代社会で ICT の知識をどう活用し
ていけばいいのかを解説。また企業における情報化
戦略のあり方，その最前線の事情も解明する。

情報リテラシーを超えて
情 報 活 用 学 入 門
　情報化社会の「攻め方」・「守り方」　

A5判　216頁　2300円 2311-8　C3004
大嶋淳俊著 情報活用による e ビジネスの重要なポイントと最新動

向を概説。e ビジネスとマーケティングの双方を合わ
せて学べる教科書。情報化社会のトレンドから IT 政
策や産業の動向，eビジネスの最新展開まで平易に解説。

ビジネスからみた情報活用学
eビジネス＆マーケティングの教科書〔第二版〕
　情報化社会におけるビジネスの捉え方　

A5判　200頁　2100円 2610-2　C3034
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小池澄男著 21世紀がマルチメディアに象徴される高度情報社会
になることは確実である。本書は，社会変動論，情
報論，コンピュータ概論，OA 概論，メディア論な
どを学際的に取り込み情報社会論として理論化する。

新・情報社会論〔改訂版〕
　情報・コンピュータ・OA・インターネット　

A5判　248頁　2300円 0784-2　C3034
師啓二・樋口和彦・舩田眞里子・黒澤和人著 大学初年度の学生を対象に，目覚しい情報関連の技

術の進歩に対応しつつ，将来会社に就職しても通常
の業務には困らない程度のコンピュータの知識と操
作能力の習得をめざしたテキスト。

現代の情報科学〔第二版〕

B5判　312頁　2900円 2258-6　C3004
奥村正郎編著 基礎から応用，実践まで。初めての人から一通り学

習したことがある人にも対応。何度も繰り返し出題
されている問題から，視点を変えた応用問題まで，
合格レベルの実力を確実に身につけるためのテキスト。

簿 記
　日商３級試験の解法　

A5判　256頁　1000円 2456-6　C3034
早田巳代一編著／杉麻利子・蛭川幹夫著 「会計学の理論と並行した簿記教育」をテーマに掲

げ，基礎的な知識をわかりやすく解説。簿記の優れ
た技術と会計学の理論を体系的にまとめ，簿記理論
の理解が深まるよう編集。簿記検定試験にも対応。

簿記会計学の基礎
A5判　272頁　2300円 1317-1　C3034

早田巳代一著 制度会計の視点から企業会計原則及び会社計算規則
を基本原理とし，それに基づく財務諸表の作成を法
令との関連から包括的に考察。実践的な範囲も考慮
し，必要不可欠な会計処理と表示方法をまとめた。

財 務 諸 表 論
　　理論と並行した実践　　

A5判　424頁　3800円 1767-4　C3034
早田巳代一著 経営的能力を養うことを視野に入れ，簿記の技術と

並行した会計の理論を学習できるように構成，理論
性を前面に解説することを意図し，簿記の優れた技
術とその背景にある会計学の理論を体系的に記述。

商流対応 体系簿記会計学
A5判　328頁　2800円 2274-6　C3034

藤原徹三・木村三千世・原田保秀著
検定簿記試験等に挑戦する学生・ビジネスマンに向
けた実践的テキスト。演習問題を加えて，実力を試
せるよう配慮した改訂版。検定簿記概論〔改訂版〕

B5判　216頁　2500円 1596-0　C3034
FKK 財務スタディ・グループ
宮本順二朗・太田三郎・市村誠編著

経営財務に関して基礎から実践的応用力を養う。企
業主体，経営者の立場から目標とすべき企業価値，
伝統的な経営財務（資金の調達・運用決定）から間
接的な経営財務の経営（会計情報）分析を述べる。

経営財務の情報分析
A5判　272頁　2800円 2544-0　C3034

岩崎功・井上徹二・飯野邦彦著 企業会計の永久不変の原理である複式簿記の理解を
前提に，複式簿記での記録行為に対する意味づけと
いう質的な行為（認識・測定および伝達）を対象と
した原理に対する基礎知識を習得するための概説書。

企 業 会 計 の 原 理
A5判　240頁　2300円 1733-9　C3034
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黒沢泰著 不動産鑑定評価における基本事項について，基準と
実務の両面を具体的な設例から解説。自然にわいて
くる素朴な疑問に対して，設問形式でスッキリ指導。
鑑定評価の実務と理論の橋渡しを試みた好適書。

設　例
による 不動産鑑定の実践演習

A5判　240頁　2500円 1613-4　C2034
河田美惠子著 「ビジネス文書と日本語表現」をテーマに，読み・

書き・話す・聞くことの表現手段である，ビジネス
の「言葉」に視点を定め，実践的でわかりやすい日
本語表現でさまざまな文章を書くことをねらいとした。

ビジネス文書と日本語表現〔改訂２版〕
　正しい美しい日本語で相手の心をつかむ　

B5判　150頁　2200円 2710-9　C3034
河田美惠子・森田育代著 大学時代に社会のニーズに応える人材育成をめざし，

入学から就職活動まで体系的な教育を受け専門性を
高め，必要な資格取得に励み学業に専念して，豊か
な人間性を身につけるためのテキスト。

楽しく挑戦 就職活動
　受講から就職面接の受け方，内定，職業人の心得まで　

A5判　128頁　1300円 1976-0　C3037
齊藤毅憲・佐々木恒男・小山修・渡辺峻
監修／全国ビジネス系大学教育会議編著

社会人基礎力の育成について，とくにビジネス系大
学には何ができるのか。社会人基礎力がもとめられ
る前提の議論，大学や学生の状況などの現状報告
や，先進的事例の研究などから包括的に考える。

社会人基礎力の育成とビジネス系大学教育
A5判　208頁　2000円 2128-2　C3034

佐々木恒男・小山修・夏目啓二・吉田優治・渡辺峻・
齊藤毅憲監修 / 全国ビジネス系大学教育会議編著

初年次教育の展開について，ビジネス系大学教育の
面から，特別配慮を要する学生への理解，高校教科
書の改善による広大連携推進等の具体的事例を掲
載。私立５大学が取り組む事例も紹介。

ビジネス系大学教育における初年次教育
A5判　256頁　2500円 2247-0　C3034

佐々木恒男・小山修・夏目啓二・吉田優治・渡辺峻・
齊藤毅憲監修／全国ビジネス系大学教育会議編著

学士課程教育における教育の質保証のために，ビジ
ネス系大学・学部がどのような工夫を凝らしている
か，５つの大学の事例を収録。大学教育の大衆化，
学生の多様化のなかで質の確保と保証を考える。

ビジネス系大学教育における質保証
A5判　160頁　1800円 2333-0　C3034

池内秀己・斉藤毅憲・籏本智之・吉田優治監
修／全国ビジネス系大学教育会議編著

グローバル人材の育成において大学の関わりを明ら
かにし，果たすべき大学の役割を検討。人材育成の
大学の事例，企業のグローバル人材育成の取り組み
や考え方を収録。グローバル人材育成について学ぶ。

グローバル人材を育てます
A5判　208頁　2300円 2425-2　C3034

日本経営学基礎シリーズ

小椋康宏・柿崎洋一著 経営学の基礎的な対象領域研究の現代的位置づけ
を，実践的に展開。経営者，管理者，経営理念，経
営環境および経営教育をキーワードとして，経営実
践において活用できる指導原理を学ぶ教科書。

1 経 営 学 原 理〔新版〕

A5判　248頁　2500円 2097-1　C3334
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小椋康宏・柿崎洋一著 企業のおかれた環境が大きく変化する今日において，
スタンダードな経営学研究書として評価される好著。
2005年の新会社法以後の状況をふまえて，日本及び
世界を企業経営原理を解き明かす。

2 企 業 論 〔第三版〕

A5判　296頁　2800円 1693-6　C3334
小椋康宏編著 コーポレート・ファイナンスの基礎理論を経営実践

学の立場から展開。企業価値最大化のもとで，資本
コスト，キャッシュ・フローの財務理論を中核にお
き解説。

3 コーポレート・ファイナンス論
A5判　312頁　3000円 2507-5　C3334

小椋康宏編著 実践経営学の方法による経営教育論を基本に，経営
者教育・多国籍企業でのダイバーシティ・ベンチャ
ー企業の経営教育・人材開発等，事例研究も含め11
の視点から「経営教育の原理」を詳解。

5 経 営 教 育 論
A5判　256頁　2800円 0957-0　C3334

リーディングスリニューアル経営学

佐久間信夫編著 第１部　現代企業と経営者，第２部　現代企業と社
会，第３部　現代企業と経営管理論，第４部　現代
企業の組織，第５部　現代企業と情報。５部編成で
経営学を包括的にみわたせるよう編集。

１  現 代 の 経 営 学
A5判　280頁　2800円 1178-8　C3334

佐久間信夫・出見世信之編 企業形態・企業支配・企業統治・企業倫理・21世紀
の企業間関係の５部構成。これまで展開されてきた
企業にかかわる諸理論，さらには最近の理論・事例
までを詳述。基本知識から応用まで企業理論を概説。

２  現代経営と企業理論
A5判　276頁　2800円 1051-4　C3334

佐久間信夫・坪井順一編著 経営管理についての導入的役割を果たす。今日の企
業制度や経営機能，経営管理論の史的・人間的展
開，近年の管理に関する諸問題を収録。官僚制的な
管理や合議的な管理といった問題をも加筆した第３版。

３  現代の経営管理論〔第三版〕

A5判　280頁　2800円 2631-7　C3334
佐久間信夫・坪井順一編著 「人間」と「組織」との関係を再検討しつつ，既存

の経営組織論の範疇だけではなく，組織論の新局面
もとりいれることにより，理論的な理解が得られる
よう構成する。

４  現代の経営組織論
A5判　242頁　2600円 1380-5　C3334

佐久間信夫編著 多国籍企業の活動を包括的，体系的に分析し，これ
までの多国籍企業論の理論的成果と同様に，多国籍
企業の活動実体についても詳しく説明した。EU，
NAFTA等と多国籍企業の活動の関係についても検討。

５  現代の多国籍企業論
A5判　254頁　2500円 1123-8　C3334
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茂垣広志・池田芳彦著 従来別途になされてきた国際マーケティング分野と
国際経営論を総合化。基礎から戦略的国際経営，日
本企業の実態等，現代的課題まで扱う。学生にも国
際的なビジネスマンにとっても有用なガイド。

６  国 際 経 営 論
　　マーケティングとマネージメント　　

A5判　236頁　2800円 0815-3　C3334

齊藤毅憲 ･ 藁谷友紀監修
21世紀経営学シリーズ

齊藤毅憲編 「現代の一般教養」としての経営学の理解のために，
経営基礎論，経営目標論，経営構造論，経営資源論
の４つのパートからなり，現代の経営学の体系や主
要な理論を簡明に概説した改訂新版。

1 新 経営学の構図
A5判　226頁　2300円 2187-9　C3334

藁谷友紀編

〔近刊〕2 企 業 と 市 場
A5判 1215-0　C3334

寺本義也・岩崎尚人編 企業環境の変化に対応する経営戦略について，経営
戦略論の系譜・戦略の共通基盤をはじめ，企業戦略
と事業戦略ならびにアライアンス戦略，グローバル
戦略を解説。最新の研究を盛り込んだ新版。

3 新  経 営 戦 略 論
A5判　280頁　2800円 2322-4　C3334

大月博司・高橋正泰編 情報ネットワーク化とグローバル化の進展する社会
で新たな課題に直面した組織研究。組織の構造，プ
ロセス，隠れた側面，組織の革新といった組織の諸
論点を中心に様々に角度から経営組織を考察。

4 経 営 組 織
A5判　276頁　2500円 1217-4　C3334

島田達巳・遠山曉編 企業は情報技術をいかに経営に活かすべきか。経営
情報基礎論，情報論的経営戦略・組織論，現代情報
技術応用論，情報論的経営社会論の４部構成でわか
りやすく解説。経営情報論入門書としても最適。

5 情報技術と企業経営〔第二版〕

A5判　280頁　2500円 1705-6　C3334
永田晃也編 企業はその活動を通じて自らの存在価値を創造して

いる。企業の「価値創造」の側面に焦点をあて，全
体性をもった「システム」として分析。経営学の新
分野を開拓し，企業の新たな生態に迫った画期的な書。

6 価値創造システムとしての企業
A5判　240頁　2400円 1219-8　C3334

大塚宗春・宮本順二朗編 経済・会計・法学といった隣接諸科学と密接に関わる
ビジネス・ファイナンス。意思決定・行動の為に必要
な情報を如何に収集し・分析し用いるか。コラムや豊
富な図表で最新のトピックスをまじえて概説した。

7 ビジネス・ファイナンス論
A5判　264頁　2500円 1220-4　C3334
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平野文彦・幸田浩文編著
丹羽浩正・谷田部光一・平野賢哉著

人的資源管理の研究を，個別の事業組織における対
応を基本としながら，それをとりまく社会や国家，
あるいは国際社会の要請にまで応えるべきものとし
て考察する。

8 人的資源管理〔新版〕

A5判　264頁　2500円 2090-2　C3334
佐藤憲正編 企業経営のグローバル化の歴史的背景 ･ 理論的フレ

ームワークについて説き明かし，主にアジア市場に
おける日系企業の現状や中国，韓国の企業経営を追
い，ニューアジア経営の展望について論じていく。

9 国 際 経 営 論
　　グローバル化時代とニューアジア経営の展望　　

A5判　274頁　2500円 1222-8　C3334
齊藤毅憲・藁谷友紀・相原章編 21世紀の企業ビジョンと経営学の変革について展望

したシリーズ最終巻。スモール・ビジネス，企業再
生論，倫理論，NPO マネジメント，環境経営論ほ
か経営学として新たに確立すべき分野を盛り込んだ。

10 経営学のフロンティア
A5判　292頁　2600円 1223-5　C3334

根本孝・茂垣広志監修
マネジメント基本全集

〈全17巻（15巻，別冊２巻）〉

経営の実践原理の理解を深め，マネジメント思考を
探究。専門分野を網羅しつつ，やさしく学べ，長き
にわたり使用可能なテキスト集

根本孝編著 企業経営の基本的知識として現代社会における企業
の役割・機能，マネジメントの要素と体系，マネジ
メントの今日的課題について多角的に考察する。経
営学入門者にもわかりやすくまとめられた好著。

１  経営入門（ビジネス・マネジメント）
　価値創造と企業経営　

A5判　212頁　2300円 1486-4　C3334
吉村孝司編著 企業戦略の指針となるべき経営戦略の策定，構築，

実行プロセスについて具体的に検討していきながら，
経営戦略論の歴史から企業戦略論最先端領域まで幅
広く考察していく。

２  経営戦略（ストラテジー）
　企業戦略と競争戦略　

A5判　200頁　2400円 1487-1　C3334
竹内慶司・片山富弘編著 企業が行うあらゆる市場創造に関する理解を多角的

に学習する。マーケティングに関する概念，機能，
構造，制度，環境などを視野に入れ，市場創造のあ
るべき方向性を追求していく。

３  市場創造（マーケティング）〔改訂版〕
　顧客満足とリレーションシップ　

A5判　242頁　2400円 2163-3　C3334
松崎和久編著 企業間競争の重要な鍵となる戦略提携。その構造・

機能・現状・発展の４つを柱として，基礎的知識，
近年の企業モデルの現状考察や国際比較等，多角的
視点から平易に解説した。

４  戦略提携（アライアンス）
　グループ経営と連携戦略　

A5判　232頁　2400円 1489-5　C3334
茂垣広志編著 複雑な現代国際経営を理解する上で必要な視点と基

礎知識を踏まえつつ，国際事業展開の現状，国際経
営戦略策定への流れ，そして国際経営管理の基本的
イシューについて，わかりやすく解説していく。

５  国際経営（グローバル・マネジメント）
　国際ビジネス戦略とマネジメント　

A5判　212頁　2300円 1490-1　C3334
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根本孝・歌代豊編著 企業が技術をいかにマネジメントしていくか。技術
経営（MOT）の全体像を概観し，新たな技術革新
が展開する今日の MOT の重要トピックスを具体的
に紹介していく。

６  技術経営（テクノロジー）
　技術戦略と MOT　

A5判　224頁　2300円 1491-8　C3334
大倉学・鈴木基史編著 会社法や金融商品取引法の制定など，従来と異なる

法規類が企業行動に影響する変革期にある現状とこ
れからの展望を，企業財務という視点から，財務会
計の領域とファイナンスの領域に関して概説する。

７  経営財務（ファイナンス）
財務管理とコーポレートガバナンス

A5判　208頁　2300円 1492-5　C3334
﨑章浩編著 企業経営に必須の管理会計を概説。まずその体系を

提示し，財務諸表分析，原価計算等について基礎か
ら学び，予算管理システムを始め，業績管理，意思
決定や戦略策定のための各種の手法を詳説した。

８  管理会計（マネジメント・アカウンティング）
　業績管理会計と意思決定会計　

A5判　228頁　2400円 1493-2　C3334
松崎和久編著 組織構造・デザイン，人材パフォーマンス等，経営

組織についての，基礎的論説から国際比較までを総
括的な視点で丁寧に解説し，組織研究かの新たな方
向性を提示していく。

９  経営組織（オーガニゼーション）
　組織デザインと組織変革　

A5判　208頁　2300円 1494-9　C3334
松村洋平編著 経営の現場で主役となる「人」，そして人が織り成す

「企業文化」の実像に迫る。多彩なテーマの下，企業
文化像を模索し，その未来を標榜する。基礎から最
新の理論まで体系的に学べる初学者向けテキスト。

10  企業文化（コーポレート・カルチャー）
　経営理念と CSR　

A5判　212頁　2300円 1495-6　C3334
根本孝編著 リーダーシップ，意思決定，コミュニケーション，

エンパワーメント，チームマネジメント等，ミクロ
的側面から，マネジメントにおける課題を考察。行
動論的マネジメントのあり方を展望する。

11  経営管理（マネジメント）
　モチベーションとチームマネジメント　

A5判　224頁　2400円 1496-3　C3334
根本孝・金雅美編著 日本的人事管理の基本と問題を整理し，近年の企業

環境の動向を踏まえて，職場環境づくりやストレス
マネジメント，雇用のグローバル化等，人事管理の
新たな課題にも焦点を当てる。

12  人事管理（ヒューマンリソース）
　人事制度とキャリア・デザイン　

A5判　224頁　2400円 1497-0　C3334
歌代豊編著 今日の企業経営において，「無形の資産」としての

IT や情報・知識の特性をどのように位置づけ，い
かに経営に活かすか。主に IT の戦略的側面に焦点
をあて，内外企業の事例から実践的に解説。

13  情報・知識管理（インフォメーション・マネジメント）
　IT とナレッジマネジメント　

A5判　232頁　2400円 1498-7　C3334
池田芳彦編著 日本企業の生産管理システムを問い直し，新たな角

度から生産・品質管理の今後を展望する。近年の企
業動向や，グローバル化にともなう情勢の変化をふ
まえ，日本の「強み」を分析。

14  生産管理（プロダクション）
　品質管理とロジスティックス　

A5判　208頁　2300円 1499-4　C3334
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今村哲編著 ベンチャービジネスの基本的概念の整理から，マネ
ジメントの特性，具体的なビジネスプラン作成法，
経済発展に果たす役割・価値の展望まで。平易な解
説と多彩な内容でベンチャー企業の実像に迫る。

15  ベンチャービジネス（ベンチャリング）
　ベンチャービジネスとマネジメント　

A5判　224頁　2400円 1500-7　C3334
根本孝・上村和申著 経営学やマネジメントを楽しく学ぶ“楽習”のヒン

トとは。経営・マネジメントの学習プロセスを通じ
た，コミュニケーション能力・問題解決能力の向上
を図る方法をわかりやすく，丁寧に紹介していく。

別冊　経営の学び方
　マネジメントの学習と研究法　

A5判　208頁　2300円 1501-4　C3334
根本孝・茂垣広志監修 マネジメントの全体領域の重要な基本用語，手法そ

して最新の重要概念等，923項目を取り上げ解説。
各項目末尾に，関連項目及びシリーズのうち関係領
域を詳説した巻数を付記，効果的な学びに配慮。

別冊　マネジメント基本辞典
四六判　292頁　2500円 1502-1　C3334

現代経営基礎シリーズ

佐久間信夫・壽永欣三郎編 CSR 経営や国際的な規制の強化など，近年の急速な
経営環境の変化を取り上げつつ，オーソドックスな
経営管理及び経営組織論にも言及。近年の企業経営
の潮流を理解するための一冊。

１  現代経営学の基礎
A5判　256頁　2500円 1571-7　C3334

佐久間信夫編著 経営・競争環境の激しい変化にさらされ，迅速な対
応を求められている今日の日本企業。こうした現状
を踏まえ，さまざまな角度からその変化と企業の対
応を考察，これからのあり方を展望する。

２  現代企業論の基礎
A5判　348頁　2800円 1572-4　C3334

芦澤成光・日高定昭編著 経営管理について，プロセスに沿って，具体的事例
をもとに，多様な分析視角からの理論と技法を解
説。日本の企業が抱える社会的責任，そして競争力
の形成という重要課題とその対応策を提示する。

３  現代経営管理論の基礎
A5判　256頁　2500円 1573-1　C3334

佐久間信夫・犬塚正智編著 経営戦略論の研究諸分野における成果を，理論と実
践という立場からバランスよく配置して，企業の実
態像に迫る。各種検定試験の戦略論テキストとして
も有益。

４  現代経営戦略論の基礎
A5判　224頁　2400円 1574-8　C3334

佐久間信夫・坪井順一編著 組織の基本的概念や組織形態，組織論の発展に寄与
した理論，組織論の今日に至る理論的発展，組織論
における新しい問題など，経営組織における理論か
ら今日的な課題まで取り上げる最新書。

５  現代経営組織論の基礎
A5判　280頁　2600円 1575-5　C3334
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〔近刊〕６  現代多国籍企業論の基礎
A5判 1576-2　C3334

日本マネジメント学会（旧称：日本経営教育学会）編
経営教育研究

１  大競争時代の日本の経営 日本経営の諸問題を，実務家を交え多岐にわたり論
考。

A5判　159頁　2000円 0803-0　C3334

２  日本企業の多様化する経営課題 産学一体で経営学を実践学の見地から，今般の日本
企業の課題にあたる。

A5判　172頁　2000円 0860-3　C3334

３   21世紀の経営教育 21世紀をにらんだ多角的経営教育論集。

A5判　174頁　2000円 0935-8　C3334

４  経営の新課題と人材育成 真の意味での実践経営学，経営教育のため，経営
者・経営学者の分け隔てなく粋を集めた。

A5判　182頁　2000円 1044-6　C3334

５  新企業体制と経営者育成 「経営技能の特性を前提としたケース・メソッド」
ほか10編を収録。

A5判　208頁　2000円 1120-8　C3334

６  経営実践と経営教育理論 「経営者育成に関する経営学的考察　企業価値創造
との関連で　」ほか８編。

A5判　208頁　2000円 1194-7　C3334

７  企業経営のフロンティア 新しくかつ多様な課題を抱えている現代の企業経営。
変革期における課題を見すえた論文集。

A5判　180頁　2000円 1305-1　C3334

８   MOTと21世紀の経営課題 注目される MOT（技術経営）に関する論文集。

A5判　320頁　2850円 1386-7　C3334

９  経営教育と経営の新課題 拡大するビジネスマネジメントとその教育を多様な
テーマから論じる。

A5判　232頁　2300円 1528-1　C3334

10  経営教育の新機軸 経営教育という視点から企業のあり方を見直す。ほ
か９編。

A5判　192頁　2300円 1682-0　C3334

経営教育研究 vol. 11- №１ 特集：プロフェッショナリズムと経営教育

B5判　112頁　2000円 1760-5　C3334

経営教育研究 vol. 11- №２ 特集：地域発信の企業経営と経営教育

B5判　152頁　2000円 1853-4　C3334
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経営教育研究 vol. 12- №１ 特集：次世代経営者の育成と経営教育

B5判　88頁　2000円 1900-5　C3334

経営教育研究 vol. 12- №２ 特集：企業経営のグッドプラクティスと経営教育：
企業経営の正道を求めて

B5判　130頁　2000円 1973-9　C3334

経営教育研究 vol. 13- №１ 特集：日本企業の経営実践と経営教育

B5判　82頁　2000円 2012-4　C3334

経営教育研究 vol. 13- №２ 特集：日本型経営の新しいモデルを求めて

B5判　90頁　2000円 2096-4　C3334

経営教育研究 vol. 14- №１ 特集：日本の中小企業の発展と課題

B5判　104頁　2000円 2135-0　C3334

経営教育研究 vol. 14- №２ 特集：長寿企業の経営とその今日的意義 - 伝統と革新

B5判　80頁　2000円 2189-3　C3334

経営教育研究 vol. 15- №１ 特集：経営の原点を探る　智慧興しの技

B5判　80頁　2000円 2246-3　C3334

経営教育研究 vol. 15- №２ 特集：クライシス・マネジメントを考える　いまな
にが求められているか　

B5判　66頁　2000円 2297-5　C3334

経営教育研究 vol. 16- №１ 特集：ビジネスモデルのパラダイム・シフト

B5判　82頁　2000円 2339-2　C3334

経営教育研究 vol. 16- №２ 特集：地域産業の発展と後継者育成マネジメント

B5判　84頁　2000円 2391-0　C3334

経営教育研究 vol. 17- №１ 特集：企業による地域経営圏の構築

B5判　84頁　2000円 2427-6　C3334

経営教育研究 vol. 17- №２ 特集：地域における企業家とマネジメント

B5判　72頁　2000円 2468-9　C3334

経営教育研究 vol. 18- №１ 特集：日本の新しい成長産業とマネジメント革新

B5判　80頁　2000円 2508-2　C3334

経営教育研究 vol. 18- №２ 特集：地域企業の経営戦略とマネジメント

B5判　68頁　2000円 2554-9　C3334

経営教育研究 vol. 19- №１ 特集：イノベーション・マネジメントとベンチャー・
スピリット

B5判 100頁　2000円 2588-4　C3334
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経営教育研究 vol. 19- №２ 特集：産学連携のマネジメント

B5判　64頁　2000円 2660-7　C3334

経営教育研究 vol. 20- №１ 特集：企業変革と戦略マネジメント

B5判  106頁  2000円 2692-8　C3034

経営教育研究 vol. 20- №２ 特集：地域創生のマネジメント

B5判　56頁　2000円 2731-4　C3334

観光・地理学

M.T. シンクレア・M. スタグラー著
小沢健市監訳

観光需要，企業と市場，観光活動と環境とのかかわり，
その持続可能性等，複雑でグローバルな相互関係に新
たな洞察を与え，経済的概念の観光への応用を試みた。
観光と経済学が彩なす分野の学際的な分析を提供。

観 光 の 経 済 学
A5判　315頁　3100円 1046-0　C3033

E. M. ブルーナー著／安村克己他訳 アフリカ，アメリカ，中東，アジア等各国における
フィールドワークから，観光のパフォーマンスを多
彩な角度から分析。解釈的，構築主義的，反省的な
人類学構築を試みるポストモダン人類学の展開。

観 光 と 文 化
　旅の民族誌　

A5判　400頁　3900円 1694-3　C3025

シルヴァン・アルマン編／
荒又美陽・立見淳哉訳

地理学者とは何者か。フランスの第一線で活躍して
きた12人の地理学者たちへのインタビュー。そのき
っかけ，学生時代，地理学への貢献，影響をうけた
人物，現在の地理学をどう見るかについて語られる。

私はどうして地理学者になったのか
　フランス地理学者からのメッセージ　

四六判　256頁　2300円 2739-0　C3025
ハーム．ドゥ．ブレイ著／内藤嘉昭訳 「なぜ地理学が重要か　アメリカが直面する３つの

課題：気候変動，中国の台頭，世界的なテロ」の邦
訳版。地理学のもつ大きな魅力と可能性について３
つのメインテーマにもとづいて語る。

なぜ地理学が重要か
A5判　392頁　4000円 2133-6　C3025

D. マキァーネル著／安村克己・須藤廣・
高橋雄一郎・堀野正人・遠藤英樹・寺岡伸悟訳

高度近代化が進む現代社会で，世界の社会学者や観
光研究者の研究の拠りどころともなっている本書は，
観光社会学を志す全ての研究者・学生の基本文献と
して待望の邦訳本である。

ザ・ツ ー リ ス ト
　高度近代社会の構造分析　

A5判　292頁　3500円 2293-7　C3025


