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HAKUTO SHOBO Staple Textbook Catalogue

経営学への招待 第３版 
坂下 昭宣 著　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2007 年刊

企業の経営現象とは、現代社会のいわば縮図であるという考えの下、戦略論、

組織論、リーダーシップ論という枠組に基づき、学ぶべき経営学の理論・知識

を手堅く、事例も交えながら紹介。

一方で、著者が強く関心を持つ組織シンボリズム論に基づいた議論も展開され

ており、その入門書としても最適。

なお、同内容でソフトカバー・縦書きの新装版（978-4-561-15182-1, 2600円＋税）も販売中！

ISBN978-4-561-15168-5 ／ A5判 316頁／ 2600円＋税

マネジメント講義ノート 
山本 浩二・上野山 達哉 編著 2017年刊

経営戦略や人的資源管理のような狭義の経営学

に加え、会計学・商学・生産システム科学まで

も含む内容をコンパクトにまとめる。実生活で

弱みを強みに変える戦略を立案できるよう、複

合的な視点を持てるような工夫も。

ISBN978-4-561-25700-4 ／ A5判 200頁／ 2750円＋税

わかりやすい 
現地に寄り添うアジアビジネスの
教科書 市場の特徴から「ＢＯＰビジネス」の可能性まで 
黒田 秀雄 編著 2015年刊

アジア諸国でのビジネス環境を整理した上で、

あるべき経営戦略を整理。さらに現地の社会的

なニーズも高く、ビジネスとしても有望なＢＯ

Ｐビジネスへの参入法を解説する。

ISBN978-4-561-22654-3 ／ A5判 228頁／ 2500円＋税

仕事のコミュニケーション論 
人間関係の基本と自信を身につける 
川村 稲造 著 2013年刊

仕事上で必要なコミュニケーションが取れるよ

うになるためには、単に「知る」・「理解する」と

いうレベルを超え、心と体が無意識的・反射的

に動くようになることを目指す必要がある。そ

のために、理論の解説だけでなくさまざまなワー

クも用意している。

ISBN978-4-561-25624-3 ／ A5判 212頁／ 2600円＋税

ロースクール交渉学 第２版 
太田 勝造・草野 芳郎 編著 2007年刊

交渉理論をベースに、その内容を習得するため

のシミュレーションや事例、質問を配置しなが

ら、専門職業人としての知識や理論を解説。法

科大学院だけでなく公共政策大学院や経営大学

院でも活用可能。

ISBN978-4-561-96112-3 ／ A5判 288頁／ 2900円＋税

問題解決のコミュニケーション 
学際的アプローチ 
鈴木 健人・鈴木 健・塚原 康博 編著 2012年刊

公共選択論、歴史学、社会学、国際関係論、異

文化研究、コミュニケーション論などを通し、

現在の日本や国際社会の問題を考えることで、

より良い意見や見識を得る方法が学べる。講義

でディベートがなされることを前提に編集。

ISBN978-4-561-95127-8 ／ A5判 232頁／ 2600円＋税
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マーケティング教科書「零」シリーズ
編著者である大石 芳裕明治大学大学院教授の一癖ある編集方針で、基本的な理論の網羅的な記述より、

その本質をつかんでもらうことを重視したつくりに。教え方に工夫が求められるが、教えることの楽

しさを感じられるユニークな教科書！

グローバル・マーケティング零 2017年刊

９つの事例から、複合化・ブラン

ド・チャネルの３点を踏まえ、各

著者が持論を展開。そのため、異

論が出るだろうが、それを通した

学びが起きることを狙っている。

９事例は製造業が中心にはなって

いるものの、越境ECや雑誌メディアなども含み

バリエーションに富む。

978-4-561-65223-4 ／ A5判 196頁／ 2500円＋税

マーケティング零  2015年刊

基本を身につけずマーケティング

研究を始めることとなった学生た

ちに、基本的な考え方を速習して

もらうことを目指す。幅広く全体

像をまとめつつ、コーズ・マーケ

ティングなど、話題のトピックも

取り上げる。

文献の探し方や論文の書き方も補論で収録。

ISBN978-4-561-65214-4 ／ A5判240頁／ 2500円＋税

グローバル戦略市場経営 
グローバル展開とマーケティング・マネジメントの統合 
アーロン/ジャッフ 著 笠原 英一 訳  2017年刊

国毎のマーケティング環境の評価方法から、さ

まざまな戦略立案の基本的な考え方を、豊富な

事例を交え提示。さらに、ビジネスの前提とな

る政治的・法的環境や文化的・社会的環境等の

評価も記述。

ISBN978-4-561-66215-0 ／ A5判 584頁／ 6500円＋税

マーケティング・マインドとイノベーション 
田口 冬樹 著 2017年刊

顧客や社会のニーズを優先して考えるマインド

に軸を置いて記述。SNSやコト消費、さらにイ

ノベーションとの関係など、マーケティングに

対する時代の要請にも応え執筆。

ISBN978-4-561-65224-3 ／ A5判 256頁／ 3000円＋税

新版 体系流通論 
田口 冬樹 著 2016年刊

第一版から25年のロングセラーの最新版。流通

の現場で作用する、普遍的な競争と協調のロジッ

クを明示。

ISBN978-4-561-65218-2 ／ A5判 416頁／ 3400円＋税

現代流通事典 第２版 
加藤 義忠 監修 日本流通学会 編集  2009年刊

各分野の専門家が、基礎理論からＩＴ化まで、

現代流通のすべてを 1項目見開き2頁の形式で

わかりやすく解説。

ISBN978-4-561-65176-5 ／ A5判 360頁／ 3000円＋税

現代商品論 第２版 
見目 洋子・神原 理 編著 2010年刊

商品・商品化現象について、今日の市場競争の

中で生まれるさまざまな課題や論点を提示。ま

た家計、企業、行政という多様な主体のスタンス、

また近年の社会的な要請を踏まえ、商品研究の

新たな可能性を分析。

ISBN978-4-561-65188-8 ／ A5判 216頁／ 1905円＋税

サービス・マーケティング原理  
ラブロック/ライト 著 小宮路 監訳 2002年刊

サービス・ビジネスについて、マーケティング

とオペレーション・人的資源管理まで視野と領

域を拡げ、基本プロセスが理解できるような統

合的アプローチを提示する。

978-4-561-65127-7 ／ A5判 440頁／ 3900円＋税
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文理双方で使えるロジスティクス教科書
文系と理系にまたがる学問分野であるロジスティクス。どちらの分野からの関心に対しても、共通し

て押さえておくべき基本的な事項を、編著者の苦瀬 博仁 流通経済大学教授がバランスよくまとめた。さ

らに高度な事項の学習や研究に取りかかる前の入門に。

ロジスティクス概論  
2014年刊

生活、システム、経営の３つの視

点から構成される全１０章。生活

の視点の第１章はコンビニエンス

ストアや自動販売機など身近だが

あまり知られていない裏側のロジ

を取り上げるなど工夫。

978-4-561-75200-4 ／ A5判 230頁／ 2600円＋税

サプライチェーン・マネジメント概論 
 2017年刊

『ロジスティクス概論』の続編な

がら本書だけでも活用可能。冒頭

でサプライチェーンの事例を多数

紹介し、関心を持たせやすくして

いる。また、環境・資源・安全安

心問題なども取り上げる。

978-4-561-75215-8 ／ A5判 316頁／ 2800円＋税

好評の産業・組織心理学教科書２点
産業・組織心理学［改訂版］  
馬場 昌雄・馬場 房子・岡村 一成 監修／小野 公一・
関口 和代 編著 2017年刊

大学のテキストとしてよく利用さ

れた旧版を、わが国の社会経済の

激変に伴う職場環境、そして消費

者の置かれた環境の変貌に対応す

る、新しい理論や研究知見を盛り

込みアップデート。

また、編集の工夫で学習しやすさが向上。

ISBN978-4-561-26683-9 ／Ａ5判328頁／ 3200円＋税

はじめて学ぶ産業・組織心理学 
柳澤 さおり・田原 直美  編著 2015年刊

用語や理論を必要十分な記述で、事例も交えな

がら分かりやすく説明、その学び

を学生の生活や就活にも生かせる

よう工夫。心理学検定の産業組織

心理学領域にも対応し編纂され、

また読みやすいレイアウトも特

長。

ISBN978-4-561-25655-7 ／ A5判 224頁／ 2500円＋税

本質から考え行動する 
科学技術者倫理 
金沢工業大学・科学技術応用倫理研究所 編 

 2017年刊

倫理についての一般的な理論も紹介した上で、

科学技術者が業務を遂行していく上で踏まえる

べきさまざまな課題を分かりやすく解説。各章

ごとにまとめがあり、さらに巻末に事例討論も

用意され学びやすく工夫。

ISBN978-4-561-25699-1 ／ B5判 186頁／ 1800円＋税

本業と一体化した環境経営 
金 恵珍 著 2017年刊

環境対応はコストがかさむという考え方でなく、

環境問題をコントロールすることが企業の持続

的成長につながるという前提で、環境経営に必

要な知識や理論、また、関連するさまざまな認

証を日本の事情に即し解説。また日本の先進的

な取り組み事例を紹介する。

ISBN978-4-561-25687-8 ／ A5判 230頁／ 2900円＋税
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ガイダンス 企業会計入門 第４版  
手ほどき絵ほどきAtoZ 
山浦 久司・廣本 敏郎 編著 2012年刊

簿記、財務会計、原価計算、管理会計、経営分析、

会計監査、税務会計という幅広い分野を、理論

解説も含みまとめた入門書。コラムも多数用意

し、関心を持って読んでもらえるよう工夫。

ISBN978-4-561-35197-9 ／ A5判 194頁／ 1905円＋税

新訂 現代簿記 第５版 
中村 忠 著 2008年刊

初・中級のテキストとして、第1版刊行から30

年を越え支持され続けているロングセラー。自

習書としての利用も意識した構成となっている。

2006年の会社法施行に合わせた改訂版。

ISBN978-4-561-45161-7 ／ A5判 336頁／ 1905円＋税

企業財務入門 
花枝 英樹 著 2005年刊

企業財務の基本から具体的な投資政策や財務政

策までを論じる。また特に我が国のデータで現

状や推移を示しつつ、本邦企業の事例をケース

的に紹介しており、関心を持たせやすい。

ISBN978-4-561-25443-0 ／ A5判 394頁／ 3900円＋税

政府公会計の理論と実務 
国の予算・決算制度、財産管理、政策評価及び 
国際公会計基準への対応 
山浦 久司 監修／東 信男 著 2016年刊

独立行政法人を含め本邦制度を丁寧に解説。国

際公会計基準、発生主義会計を取り入れ公会計

改革で先行する英国の公会計制度を紹介する。

ISBN978-4-561-36212-8 ／ A5判 256頁／ 3400円＋税

簿記講義ノート 1998年刊 
大下 勇二・福多 裕志・神谷 健司・筒井 知彦 著

簿記会計の初学者向けに、原則的処理を中心に

記述した簡潔な教科書。必要に応じ教師が説明

を加える進め方に適す。補論で経営分析にも触

れる。

ISBN978-4-561-45111-2 ／ A5判 240頁／ 2200円＋税

ケースでまなぶ 財務会計 第８版  
新聞記事のケースを通して財務会計の基礎を学ぶ 
永野 則雄 著 近日刊行（価格等は予定）

企業経営と会計の生きた関係を身近に感じても

らえ、副読本ともなるよう、主に新聞記事を起

点にやさしく解説。本版では国際会計基準の解

説を加え、復習問題も大きく変更した。

ISBN978-4-561-35219-8 ／ A5判 296頁／ 2800円＋税

テキスト国際会計基準 第６版  
桜井 久勝 編著 2013年刊

国際会計基準・国際財務報告基準のコア・スタ

ンダードを網羅的かつ総合的に解説。特に日本

の会計基準との相違点や処理が難解な事項に焦

点を当て、具体的な設例や仕訳を用い説明する。

ISBN978-4-561-35204-4 ／ B5判 336頁／ 3300円＋税

わかりやすい 証券市場論入門 全訂版  
鈴木 芳徳 著 2009年刊

何も知らない初学者向けの第一次接近のための

テキスト。単に証券市場・取引のみを扱うので

なく、株式会社制度や企業財務も扱っており、

証券市場の基本を幅広く学ぶのに最適。

ISBN978-4-561-95116-2 ／ A5判 242頁／ 2500円＋税

採用見本のお申し込み

本カタログ掲載の教科書は、採用ご検討用の見本提

供が可能です。書名とご所属・採用予定数、住所・

氏名・電話番号を、FAXいただくか小社ウェブサイ

ト<http://www.hakutou.co.jp/>上部の「お問い合わ

せ」フォームよりご連絡ください。

研究室にお送りいたします。

取扱店


