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［会計学］ 財務会計の現状と展望 

978-4-561-36207-4 C3034 A5判 160p 3600円＋税（予価） 

倉田幸路編著（立教大学経済学部教授） 

5月下旬
配本予定 

多様化している会計分野において、現在何が問題であり、どう対処していかな
ければならないか、といったことに対し多くの知見が得られる論文集。 

 ８つのテーマの研究論文を掲載 
初ご案内 

［会計］ 会計学・簿記入門 第12版 

978-4-561-35205-1 C3034 A5判 338p 2800円＋税 

新田忠誓 ・ 佐々木隆志・石原裕也・溝上達也 ・神納樹史 ・西山一弘・ 

４月末 
配本予定 

定評のある教科書の最新版。韓国語・中国語の財務諸表・索
引が付き、現地法人を持つ企業の会計担当者にも有用！ 初ご案内 

［マーケ・
物流］ 

情報化社会におけるマーケティング 
消費者行動とロジスティクスにおけるデータ活用 

978-4-561-26638-9 C3334 A5判 128p 2000円＋税（予価） 

岩尾詠一郎編著 

注文のみ 
情報を収集し、分析する技術が進展する中で、消費者行動や、小売業者、
物流などにおける情報活用に関する６つの研究成果をまとめた。 

 情報活用の高度化に伴うマーケティングの変容を探究 
初ご案内 

３～４月の主な重版出来 
ケースでまなぶ財務会計 第７版 978-4-561-35202-0 2800円 ２刷 
経営学への扉 第４版 978-4-561-15177-7 2800円 ５刷 
リサーチ・デザイン 978-4-561-26457-6 2381円 ６刷 
基礎簿記論 改訂版 978-4-561-45170-9 2600円 ４刷 
貿易ビジネス ５訂版 978-4-561-75190-8 2381円 ２刷 
明解簿記・会計テキスト 978-4-561-45158-7 3300円 ７刷 
リーダーシップの本質 978-4-561-51069-7 1800円 ６刷 
ガイダンス企業会計入門 第４版 978-4-561-35197-9 1905円 ３刷 
わかりやすい消費者行動論 978-4-561-65203-8 2600円 ２刷 
新訂現代簿記 第５版 978-4-561-45161-7 1905円 ５刷 
キャリア・デザイン・ガイド 978-4-561-23386-2 2100円 ６刷 

専修大学商学 
研究所叢書13 

西舘 司  ・ 吉田智也 ・ 中村亮介 ・ 松下真也 ・ 金子善行 ・西嶋優子 

一橋大学名誉教授   一橋大学教授           専修大学教授     松山大学教授      新潟大学准教授    東海大学准教授 
帝京大学教授     

 愛知学院大学准教授  埼玉大学准教授     筑波大学准教授      松山大学准教授      帝京大学准教        一橋大学大学院 

著 

収支計算に基づいて構成される簿記を初学者から分かりやすく説き起こした。 

5月末刊行予定 
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2013年度の売行良好書！ 今年度も動きます！ 

組織文化とリーダーシップ 
978-4-561-23561-3 

本体4,000円 

宅急便を創った男 

小倉昌男さんのマーケティン
グ力 
978-4-561-61205-6 

本体1,714円 

組織論レビュー Ｉ 
組織とスタッフのダイナミズム 
978-4-561-26616-7 

本体3,000円 

組織論レビュー Ⅱ 
外部環境と経営組織 
978-4-561-26617-4 

本体3,000円 

日本のキャリア研究 
組織人のキャリア・ダイナミクス 
978-4-561-26565-8 

本体3,800円 

日本のキャリア研究 
専門技能とキャリア・デザイン 
978-4-561-26566-5 

本体3,500円 

コーポレートベンチャリング 
新時代 
本格化するベンチャーの時代と大手
ICT企業の成長戦略 
978-4-561-23618-4 

本体2,800円 

ネット通販と当日配送 
BtoC-ECが日本の物流を変える 
978-4-561-74202-9 

本体1,905円 

組織セラピー 
組織感情への臨床アプローチ 
978-4-561-26608-2 

本体2,315円 

グローバル・ニッチトップ企業
論 
日本の明日を拓くものづくり中小企業 
978-4-561-26629-7 

本体2,750円 

2013年度に話題となり、売上の目立った書籍をピックアップ！ 
在庫ご確認いただき、別添の2013年度刊行一覧注文書からご注文
ください！ 

昨年９月、日経本紙「経営書を読
む」で、４回に渡り取り上げられまし
た。 
現在重版中です！ 

日経BPさんの『小倉昌男 経営学』
ほどの動きではありませんが、弊社
の中ではまずまず動いています。 

経営組織論の、現在ホットな研究
テーマの論文レビューを各巻５本づ
つ掲載。研究者必携の２冊として
ロングセラー化しています！ 

発売後3ヶ月で重版と、弊社では
あまり例のないペース（笑）で売れ
ています！ 

注目のテーマを扱っており、著者の
露出が続いています！ 

某取次の部長さんからも面白いと
のコメントを頂きました！ 

『組織文化とリーダーシップ』の著
者エドガー・シャインの最新邦訳！ 
経営組織だけでなく、産業心理学
の棚にも。 

注目のテーマを扱っており、今後も
著者の露出が予定されています！ 
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ご案内済みアイテムの配本予定（4・15時点） 
【次号までの配本見込み】 

【次号以降の配本見込み】 

台湾エレクトロニクス産業のものづくり  978-4-561-26621-1 4700円＋税（予価） 

ニーサで始めるはじめての株式投資  978-4-561-91130-2 1500円＋税 
企業提携の変容と市場創造  978-4-561-26635-8 3400円＋税 
交渉のメソッド  978-4-561-23628-3 2750円＋税（予価） 
財務会計 第４版  978-4-561-35206-8 3300円＋税（予価） 
中国とベトナムのイノベーション・システム 第2版  978-4-561-25637-3 3300円＋税（予価） 
日本人とCSR  978-4-561-26513-9 4200円＋税（予価） 

３月～４月中旬の配本済み・刊行リスト 

【パブリシティ】 

学生主体のコーチング型教育  978-4-561-55087-7 1750円＋税 
保険とリスクマネジメント  978-4-561-25636-6 3000円＋税 
アメリカにおける銀行危機と連邦預金保険制度  978-4-561-96129-1 4000円＋税 
企業革新の研究（旧題『繊維産業における企業革新の研究』） 978-4-561-26634-1 5000円＋税 
アライアンスマネジメント  978-4-561-22625-3 2500円＋税 
アジアのコーポレート・ガバナンス改革  978-4-561-25631-1 2500円＋税 

経営学への招待 第３版  坂下 昭宣著 
978-4-561-15168-5 2007/03刊  2600円＋税 

毎週火曜22時～、フジテレビ系列で放映の
｢ブラック・プレジデント｣で劇中教科書に 

【置いて頂いている棚、ご確認のお願い】 

ネット通販と当日配送 
BtoC-ECが日本の物流を変える 
978-4-561-74202-9 

本体1,905円 

「日系人」活用戦略論 
ブラジル事業展開における「バウンダ
リー・スパナー」としての可能性 
978-4-561-74202-9 

本体3,500円 

「ネット通販」の棚に置かれて
いることがありますが、基本
的に「物流」の棚にお願いい
たします。 

「グローバル人事」の棚でも
OKですが、BRICS関連の棚が
充実されているようでしたら、
そちらに置くほうが良いかもし
れません。 

沢村一樹さん・黒木メイサさん・国仲涼子さんが主演のドラマで、黒木メ
イサさん演じる経営学講師の講義で使われる教科書となっています。 
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③リサーチ・デザイン 
経営知識創造の基本技術 

田村正紀著 
Ａ５判、208p、2381円＋税 
978-4-561-26457-6 
C3034 2006年刊 
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①経営学への招待 
第３版 
坂下昭宣著 
Ａ５判 316p、2600円＋税 
978-4-561-15168-5 
C3034 2007年刊 

別添注文書でご注文ください！ 

②経営学への扉 
第４版 
フレッシュマンのためのガイド
ブック 

明治大学経営学研究会
編 
Ａ５判、352p、2800円＋税 
978-4-561-15177-7 
C3034 2012年刊 

④わかりやすい消費
者行動論 
黒田重雄・金成珠編著 
Ａ５判 228p 2600円＋税 
978-4-561-65203-8 
C3034 2013年刊 

 弊社は、大学教科書を多数刊行しています。大学
教科書でも入門用のものは、一般の方にも読んでい
ただけるものが多い上、B6ソフトカバーで刊行され
ることの多い啓蒙書よりも厳密で網羅的な記述がな
されており、当該テーマの事典のようにご購入いた
だくことも多くなっています。 
 そこで、今回は大学の書籍購買様だけでなく、一
般書店様でも動いている教科書をご紹介します。 
 

 ①『経営学への招待』は、経営学の基礎となる事
項を手堅く紹介しつつ、経営学の泰斗である著者の
独自の見解も記述されていて、経営学の入門書であ
りながら、その奥深さも伝えています。 
 

 ②『経営学への扉』は、経営学の基礎となる事項
を網羅しつつ、近年日本の経営で欠かせない企業の
社会的責任やグローバル経営などのトピックも取り
上げており、経済紙を読む上での基礎知識を得るの
にも適しています。 
 

 ③『リサーチ・デザイン』は、論文を作成しなけ
ればならない学生，または企業の調査担当者で，本
格的な社会調査に取り組もうとしている方に，実証
研究のリサーチ・デザインの基本的な考え方や技術
を解説したテキストです。  
 ネットを使ったアンケートが容易になり、利用が
増えてきていますので、このような本の重要性も高
まっているものと思われます。 
 

 広告の限界が言われるようになり、顧客との継続
的な関係づくりの重要性が重視されるようになって
きた結果、消費者を深く理解することが重要になっ
てきています。④『わかりやすい消費者行動論』は、
さまざまな領域における消費者行動論を紹介し、ま
た韓流消費やベッドタウンでの高齢者の行動などの
事例を紹介しています。 
 
 ⑤『ホスピタリティ・ビジネスの人材育成』は、
ホスピタリティ・ビジネスに必要とされる人材を
「可能性の高い人材」「ヒトを育てる」「気づきを
実践する」という観点から、「ＸＹ理論」「ジョハ
リの窓」、また日本の芸事で言われている「守破離
思想」といった理論，思想を援用し、論述したテキ
ストです。  
 
 会計・簿記の本はオンライン書店よりリアル書店
で動きます。実際に手にとって見やすいレイアウト
かを確認されたい読者が多いためです。 
 ⑥『新訂現代簿記第５版』は、簿記３～２級レベ
ルの方向けに書かれており、また本文が２色刷りで
小切手帳の見本が折り込まれているなど、読みやす
く理解しやすく作られています。 

⑥新訂現代簿記 
第５版 
中村 忠著 
Ａ５判、336p 1905円＋税 
978-4-561-45161-7 
C3034 2008年刊 

⑤ホスピタリティ・ビジ
ネスの人材育成 
山上 徹編著 
Ａ５判、180p 1905円＋税 
978-4-561-25598-7 
C3034 2012年刊 


