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中国経済	 2018年２月刊	 研 		大 		公

チャイナ・エコノミー 不透明な超大国の見取り図と地政学へのインパクト
A.R. クローバー 著 ／ 東方雅美 訳 ／ 吉崎達彦  解説 

中国について、断片的だったり偏った報道・出版が氾濫する一方、そのGDP

は日本の2倍を超え否応なく日本に影響を与える今、その政治経済の実像やメ

カニズムの理解が必須の教養となりつつある。

本書解説の著名エコノミスト、吉崎達彦氏が、「これから中国経済と向き合わ

ねばならないビジネスパーソンや学生たちが本書を入門書としてスタートでき

ることを正直、羨ましく感じる」と語るように、複雑な対象を特段の専門知識

を前提とせず説き起こす。

127の問いに答える形でまとめられ、こなれた翻訳で読みやすい仕上がり。

【書評掲載】
週刊金融財政事情4/23号「一人一冊」、梶谷懐氏（神戸大学大学院教授）

日本経済新聞5/5付「この一冊」、丸川知雄氏（東京大学社会科学研究所教授）
ISBN978-4-561-91139-5　四六判　412 頁　2593 円＋税

中国経営	 2017年10月刊	 研 		大 		公

ファーウェイの技術と経営 今道幸夫 著
通信分野では飛躍的な技術変革と劇的な市場変動が起きた。その流れへの的確な対応を可能にした、

ファーウェイ（華為技術）のユニークな人的資源管理手法を明らかに。また、その将来を展望。
ISBN978-4-561-26701-0　A5 判　258 頁　3300 円＋税

アジア経営/ビジネス教育	 2018年３月刊	 研 		大 		

メコン地域におけるビジネス教育［専修大学商学研究所叢書］
内野 明 編著
日本企業の進出、また留学生らの来日が目立つメコン地域。この地域のビジネス教育の現状について、

進出企業の事例、また各国別の教育制度も掘り下げた整理を踏まえ報告する。
ISBN978-4-561-26710-2　A5 判　264 頁　3000 円＋税

ＣＳＲ/静脈産業	 2018年３月刊	 研 		大 		

再生の経営学自動車静脈産業の資源循環と市場の創造［敬愛大学学術叢書］	
粟屋 仁美 著
使用済自動車の再資源化を事例とし、社会的費用の私的費用化というＣＳＲ（企業の社会的責任）の考え

方と、そこに求められる経営哲学や戦略を追究。「再生の経済」が成立する社会の実現を目指す。
ISBN978-4-561-26709-6　A5 判　184 頁　2800 円＋税
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キャリア/産業・組織心理学	 2018年3月刊	 研 		大 		公

キャリアを超えて	ワーキング心理学	働くことへの心理学的アプローチ
D.L. ブルスティン 編著 ／ 渡辺三枝子 監訳 
ワーキング心理学は、過去数十年にわたり主流となっていた仕事とキャリアに関する

考え方への批判から生まれた視点に立つ理論である。働く人すべてに「尊厳ある仕事」

が与えられるべきというその理念に、近年注目が集まっている。

本書は、その第一人者がまとめたハンドブックで大部ではあるが、キャリアカウンセ

ラーや人事などの実務家や研究者、さらには政策立案者まで幅広く読まれるべき書。

ISBN978-4-561-26698-3　B5判　448頁　6400円＋税

人的資源管理	 2018年２月刊	 研 		大 		公

一体感のマネジメント 人事異動のダイナミズム	林 祥平 著
従業員の変化をつぶさに追い、組織アイデンティティの獲得という、人事異動のこれまで知られてい

なかった効用を明らかに。人材のベクトル合わせを通じた組織能力の向上に貢献する研究。

ISBN978-4-561-26704-1　A5判　224頁　3000円＋税

知識移転/グローバル経営	 2018年2月刊	 研 		大

日系企業の知識と組織のマネジメント
境界線のマネジメントからとらえた知識移転メカニズム
西脇 暢子 編著
知識移転の問題を、その障害となっている境界線をいかに克服するか、という観点か

ら分析するべくフレームワークを提示。これに基づき、ＡＳＥＡＮ諸国における日系

グローバル企業の事例に当たりながら課題を明らかにする。

ISBN978-4-561-26706-5　A5判　296頁　3500円＋税

知識移転/航空産業	 2018年１月刊	 研 		大 		

知識移転のダイナミズム 実践コミュニティは国境を越えて
中西 善信 著
国際航空分野を研究フィールドにし、公式のコミュニティから派生した「副次的コミュニティ」の存在

を明らかに。また、外部の「プラットフォーム」と呼ばれる会議体への参加が、知識獲得のための紐帯

の形成に重要なことを示す。

ISBN978-4-561-26703-4　A5判　224頁　3300円＋税

イノベーション	 2017年11月刊	 研 		大 		

イノベーションと内部非効率性 技術変化と企業行動の理論
關 智一 著
経済学的な視点からイノベーションの本質に迫る。その理解において不可欠とされる「企業家精神」に

ついて、「内部非効率性」という概念に着目し追究。

ISBN978-4-561-26702-7　A5判　212頁　3300円＋税
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会計不正/組織不祥事	 2017年12月刊	 研 		大 		公

東芝不正会計事件の研究	不正を正当化する心理と組織
樋口 晴彦 著 
日本を代表していた企業で起きた不祥事群について、種々の資料・報道を多面的に突

き合わせ分析し、内部統制機関や会計監査人を機能不全に陥れたメカニズムを明らか

に。さらに再発防止対策をも検証、その空洞化にも警鐘を鳴らす。そして通して剔出

された日本式企業経営の反省・教訓を他山の石として提示する。

ISBN978-4-561-26693-8　A5判　312頁　3300円＋税

会計学/IT会計	 2018年2月刊	 研 		大 		公 		

ＩＴ会計帳簿論 ＩＴ会計帳簿が変える経営と監査の未来	中村 元彦  著
電子的に保持された会計データの連携・活用は、融資業務の大幅な簡素化や、監査業務

の精度の劇的な向上など、関連業務に抜本的な変革をもたらしうるポテンシャルを持

つ。本書は内部統制や監査のあり方、さらに新たな会計実務を担える会計人育成まで、

会計を取り巻くさまざまな社会システムの現状を丁寧に整理し、政策提案も行う。

ISBN978-4-561-36220-3　A5判　328頁　3800円＋税

金融/証券市場論	 2018年1月刊	 研 		大

証券理論モデルによるブラック・マンデーの原因究明
佐藤 猛 著
金融の現場でブラックマンデーを体験した著者が、その原因究明とそれに派生する課題や影響を分析。 

ISBN978-4-561-96302-8　A5判　348頁　4000円＋税

会計基準	 2017年11月刊	 研 		大 		

よくわかる国立大学法人会計基準 実践詳解	［第８版］
新日本有限責任監査法人 編
平成２８年２月の改訂を踏まえＱ＆Ａの追加・見直しを行い、実務上の諸論点について解説。

ISBN978-4-561-34217-5　B5判　658頁　5800円＋税

会計・簿記入門書	 2017年10月刊	 	大 		公 		

会計学・簿記入門［第１３版］  新田忠誓・佐々木隆志 他著

会計数値の全体の流れが理解できるよう損益計算書アプローチを採用、一貫した例により解説。

ISBN978-4-561-35214-3　A5判　344頁　2800円＋税

財務会計入門書	 2018年3月刊	 	大 		公 		

ケースでまなぶ財務会計［第８版］ 永野則雄 著
新聞記事のケースを通して財務会計の基礎をまなぶ
企業経営と会計の生きた関係を身近に感じられるよう工夫。本版で国際会計基準へのコンバージェン

ス（収斂）を目指す会計基準の新設・改訂に対応。 ISBN978-4-561-35219-8　A5 判　296 頁　2800 円＋税
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マーケティング/社会学	 2017年11月刊	 研 		大 		公

贅沢の法則	消費ユートピアの透視図 田村 正紀 著 

贅沢にまつわる多くの概念を提出し、その動的な特性を整理した上で、経済発展の段

階に合わせ、３つの法則に分類。それぞれに固有の現象とメカニズム、またそれらの

併存のダイナミズムを明らかに。

[宣伝会議2018年１月号に著者インタビュー、ダイヤモンドチェーンストア２０１８年１月号に書評]

ISBN978-4-561-62225-3　四六判　290頁　2315円＋税

マーケティング	 2018年2月刊	 研 		大 		

セレブリティ・コミュニケーション戦略 効果とリスクの実証研究
朴 正洙  著
緻密なキャスティングからコスト、リスクの検討も含み、この戦略の実際をあますところなく伝える。 

ISBN978-4-561-66228-0　A5判　224頁　3000円＋税

マーケティング	 2017年12月刊	 研 		大 		公

日本型マーケティングの進化と未来
ビジネスパラダイムの変革とマーケティングの戦略的変革  新津 重幸 著
戦後の日本型マーケティングの変遷を辿り、第４次産業革命の際しての命題を明らかに。

ISBN978-4-561-66226-6　四六判　440頁　3200円＋税

産業/マーケティング	 2018年3月刊	 研 		大 		

総合商社の本質 「価値創造」時代のビジネスモデルを探る
垰本一雄 著
マーケティングで注目の「価値共創」という概念を用い、日本独自の業態である総合商社の本質に迫る。

ISBN978-4-561-26707-2　A5判　296頁　3700円＋税

地方創生/知識移転	 2017年3月刊	 研 		大 			公 			

地域産業集積の優位性 ネットワークのメカニズムとダイナミズム
田中 英式 著
繊維・アパレル産業の分析から、優位性の要因として「商人的リンケージ企業」という概念を提示。　

ISBN978-4-561-26708-9　A5判　180頁　3300円＋税

営業部から

第１面でご紹介している『チャイナ・エコノミー』

は、原著も高い評価を得ていましたが、日本で

も識者の反応もよく、売れ行きも好調です。日

本で多く見られる、根拠の乏しい言説に多くを

依拠するさまざまな近視眼的な考え方に対し、

一石を投じられたらと願っています。

取扱店


