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978-4-561-25650-2 C3034 四六判 250p 2600円＋税（予価） 

１月上旬 
配本予定 

初ご案内 

クリティカル・シンキングやロジカル・シンキングは現在とても人気があり、一定の
効果はあるが、それを使って、＜正しい考え＞に導ける保証はないと著者は言
う。そして、＜正しい考え＞はもっと「骨太な構造と手順によるプロセス全体」か
ら出てくると主張する。 
本書は、できる人ほど陥りがちな落とし穴に対して、著者の経験や有名な事
例を紹介しながら、ポイントの羅列でなく、＜正しい考え＞を導くためのプロセス
とその原則を示す。 
30年以上の実務経験を経て経営学の教授になった著者ならではの立論。 

決断のプロセス 
川村稲造（名古屋商科大学大学院教授）著 

著者自身が経験したり人口に膾炙した、身近に感じら
れるけれども、厳しい決断を迫られる事例を多く紹介。
正しく決断するための６つのプロセスガイドを提示！ 

［意思決定論］ 平積推奨 

─目次の一部をご紹介─ 
序章   イントロダクションと皆さんに伝えた

いこと 
第1章 「正しいかどうか」から考える 

・総論を安易に見過ごし各論に入り込
むケース 
・目的そのものの議論が分かれる場合 

第2章 意味づけを別の視点から再考する 
・意味づけのむずかしさ：意味づけは
状況と使い方で変わる 
・情報のまちがった意味づけによる将
来予測の大きな読み違え 
・われわれの視覚と脳はどこまで信じ
られるか 

第3章 シンプルな数字で考える 
・直感的におかしいと思う話はどこか
まちがっている 
・ヒントからのアイデアと計数試算が
つねに行き来する 

 
第4章 基本コンセプトは自分で組み立てる 

・事業システムの全体像を構成する４
つの要素 

第5章 優先順位を明確にする 
・どちらがより耐えやすいか、という
厳しい選択 

第6章 組織の力学をプロセスに組み込む 
・なぜ歴代社長にできなかった企業再
生がゴーン氏にはできたのか？ 

終章 「ここがロドスだ、ここで跳べ」 
・仕事の決断プロセスを支えるのは一
種の手続き的記憶＝身体能力である 
・仕事の決断にはつねに立場という壁
が立ちはだかる 
・現実との折り合いをつけることも決
断の技法である 

クリティカル・シンキングを仕事にうまく生かし切れない方に！ 
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［労働/もの
づくり］ 

978-4-561-25652-6 C3034 四六判 112p 2000円＋税（予価） 

１月上旬 
配本予定 

初ご案内 

978-4-561-24651-0 C3034 Ａ５判 270p 3000円＋税（予価） 

１月上旬 
配本予定 

初ご案内 

本書は、著作権や商標権の二次利用の許諾にまつわるビジネス、すなわちライ
センスビジネスを取り上げ、このビジネスの概要から最新事例までを網羅し、その
業務に必要な基本を読みやすくまとめている。 
著作権と商標権のライセンスビジネスは「商品化権ビジネス」とも呼ばれるなど、
大きな注目を集めるようになってきている。著者は、世界的なライセンスビジネス
の業界団体LIMA（国際ライセンシング産業マーチャンダイザーズ協会）の日本支
部を立ち上げ、現在は学究にも関わっており、日本におけるこの分野の第一人
者であり、入門書として、また実務者の知識整理に最適。 

ライセンス・ビジネス戦略 
草間文彦（東京理科大学大学院イノベーション研究科教授）著 

好評を博した前著『実践ライセンスビジネス・マネジメン
ト』を、最新のトレンドを踏まえ大幅に改稿し出版！ 

［知財ビジネス］ 平積推奨 

ものづくりは人づくり 
池内守厚（関東学院大学経済学部教授）著 

労働の喜びを取り戻す方法を、トヨタを始め、さまざまなものづくりのあり方をつぶ
さに見ていくことから追究。 
そして、「自立性・自律性・独創性」を持ち、「創造的知的能力」を持ち働いてい
る職人の働き方を掘り下げ、松下幸之助の言う「人間と人間の繋がり」のあるべ
き姿を語る。 

─目次の一部をご紹介─ 
■ライセンスビジネスの魅力とメリット 
■ライセンス市場 
■プロパティの種類 
■ライセンスビジネスの戦略─ステップ1 

プロパティの選択 
■ライセンスビジネス戦略─ステップ2 

おろそかにしない契約内容、権利の確認 
■ライセンスビジネス戦略─ステップ3 
 強い契約交渉と確かな実務 
■ライセンスビジネス戦略─ステップ4 

契約書に潜む落とし穴 
■ライセンスビジネス戦略─ステップ5 

その他の申請書、契約書 

 
■いよいよビジネスに参入、初動戦略 
■権利侵害品 
■ライセンスエージェントの働き、最も戦略

を必要とする組織 
■ライセンスビジネスとブランドマーケティ

ング戦略 
■これからのライセンスビジネス 
■ライセンスディレクター誕生への期待 
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ご案内済みアイテムの配本スケジュール（11・15時点） 

【次号以降の配本・刊行見込み】 
みんなの知らないロジスティクス（仮）  978-4-561-71203-9 1600円＋税（予価） 
意味解釈のマーケティング（仮）  978-4-561-66209-9 4200円＋税（予価） 
電力システム改革（仮）  978-4-561-86049-5 2700円＋税（予価） 

今月の広告 

知的財産イノベーション研究の展望  978-4-561-22645-7 5000円＋税（予価） 
コトラーのイノベーション・ブランド戦略  978-4-561-66211-2 4600円＋税（予価） 
組織・心理テスティングの科学  978-4-561-26648-8 7400円＋税（予価） 

【次号までの配本・刊行見込み】 

【配本済】 

月１定例の日本経済新聞の広告は、サンヤツを11/28（金）、日曜書評欄への書影付きを
12/7（日）に予定しています。 

【パブリシティ】 

『トヨタの製品開発』が日刊自動車新聞に書評掲載！ 

経営学への招待 新装版  978-4-561-15182-1 2600円＋税 
ヒューマン・エレメント・アプローチ【個人編】  978-4-561-22646-8 1800円＋税 
ヒューマン・エレメント・アプローチ【組織編】  978-4-561-22647-5 1800円＋税 

服部泰宏先生が日経朝刊経済教室面に
「心理的契約」を連載！ 

トヨタの製品開発 
安達瑛二著 
四六判 280p、1852円＋税
978-4-561-52089-4 
2014年９月刊 

日本企業の心理的契約
増補改訂版 
服部泰宏著 
A5判 280p、3300円＋税 
978-4-561-26622-8 
2013年９月刊 

11月1日（土）の日刊自動車新聞で、「トヨタの製品開発のあり方の太い流
れが理解できるだろう」とご評価いただきました。 
弊社でも把握できないところで、時々紹介され、動きが出ているようです。ご
注意ください！ 

11月5日（水）より、全10回ということで連載
が始まっています！ 
服部先生は、「心理的契約」の他、「採用
学」でも多くメディア露出されています。ご注
目ください！ 



【ロングセラーの深層－改めて注目、エドガー・H・シャイン】 
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② 組織文化とリーダー
シップ 
E.H.シャイン著/梅津祐良・横山
哲夫訳 
Ａ５判、520p、4000円＋税 
978-4-561-23561-3 
2012年1１月 
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別添注文書でご注文ください！ 
シャイン 

③ 企業文化 
E.H.シャイン著/金井壽宏監訳/
尾川丈一・片山佳代子訳 
Ａ５判 256p、2800円＋税 
978-4-561-23393-0 
2004年９月 

④ キャリア・アンカー 
E.H.シャイン著/金井壽宏訳 
Ｂ５判 120p、1600円＋税 
978-4-561-23385-5 
2003年６月 

⑤ キャリア・サバイバル 
E.H.シャイン著/金井壽宏訳 
Ｂ５判 108p、1500円＋税 
978-4-561-23338-1 
2003年６月 

① プロセス・コンサル
テーション 
E.H.シャイン著/稲葉元吉・尾川
丈一訳 
Ａ５判 372p、4000円＋税 
978-4-561-13140-3 
2002年３月 

E1 人を助けるとはどう
いうことか 
E.H.シャイン著/金井壽宏監訳/
金井真弓訳 
四六判 296p、1900円＋税
978-4-86276-060-9 
2009年８月 

 エドガー・H・シャインは組織心理学という分野を開拓
したアメリカの学者で、主要な著書は、現在、弊社と英
治出版様で刊行されています。 
 シャインは広範な研究を行い著作を刊行してきました
が、大きく３つに分類されます。著作を紹介しながら、
業績をごく簡単にまとめてみました。 
 

 １つ目は英治出版様の E1『人を助けるということはど
ういうことか』、E2『問いかける技術』の系統です。弊
社のものでは①『プロセス・コンサルテーション』とな
ります。この分野の一般の方向けのものが英治出版様の
２点、より専門的で、理論的な背景を提供しているのが
①です。英治出版様の２点の書名から分かるように、ク
ライアントや周りの人を援助する技法を追究しており、
近年、医療関係者たちにも注目され始めています。 
 
 ２つ目は組織文化論で、②『組織文化とリーダーシッ
プ』はこの分野の古典的な名著とまで言われています。
③『企業文化』は、よりビジネスパーソンを意識して書
かれました。氷山のように、表に見えているルール以外
に、組織のメンバーを縛っている暗黙の組織文化があり
その比重が大きいことを、シャインが発見しています。 
 

 ３つ目はキャリア論で、著作にもなっている④『キャ
リア・アンカー』は、キャリア・カウンセラーの必修の
概念となっています。これとセットで⑤『キャリア・サ
バイバル』があります。 
 

 なお、E1『問いかける技術』刊行に合わせ、英治出版
様や他社様にもご協力頂き、弊社でエドガーシャイン
ポータルサイトを制作しました（ http://www.edgarschein.jp/  
11月末公開予定）。 
 ぜひ書店様でも下記フェアの実施も含め在庫のご検討
をお願いいたします！ 

─発売記念特集─ 

｢心理学から見た経営学｣フェア(仮) 
企画中！ 

 経営学には、経済学などをベースにした研究も多くあり
ますが、シャインのように心理学を背景とした研究者も多
く、有益な知見が続々と生み出されています。 
 『問いかける技術』の刊行記念の意味も込め、英治出版
様と共同で、この分野のフェアご提案を準備中です。 
 フェアを開催される書店様には、 

・シャインの魅力を伝える小冊子 
  『経営戦略全史』著者三谷宏治氏がシャインについて

語ったインタビュー等を掲載 
・パネル・POP等 

などをご提供予定です。また、上記ポータルサイト等で実
施店様の読者への告知を行います。 
 詳細が決定しましたら、当新刊ニュースまたは弊社の
ウェブサイトで、また英治出版様からFAX等で個別にご案
内いたします。 
 お問い合わせは、弊社寺島、または英治出版岩田様
（03-5773-0193）にお願いいたします。 

『問いかける技術』 

E2 問いかける技術 
E.H.シャイン著/金井壽宏監訳/
原賀真紀子訳 
四六判 240p、1700円＋税
978-4-86276-171-2 
2014年11月下旬刊行 

(英治出版刊) 

【英治出版様刊行書籍】 
ご注文は直接、英治出版様にお願いいたします。 


