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978-4-561-22654-3 C3043 A5判 224p 2500円＋税（予価） 

２月末 
配本予定 

初ご案内 

ASEAN（東南アジア諸国連合）や南アジアの各国は発展途上であったり国民
間の格差が大変大きいため、底辺層の人口が非常に多い。 
近年、これまであまりビジネスの対象として考えられてこなかったこの層へのビ
ジネス、いわゆるBOP（Base of the Pyramid）で成功例が出てきており、社会的な
意義も大きく、外務省の外郭団体である国際協力機構（JICA）も積極的な支
援を行っている。 
本書は、特に中小企業を意識し、これらの国々に進出するにあたり直面する
経営的な課題を整理し、JICAの支援スキームを使った事業立案手順を示す。 

灼熱のアジアへ（仮） 
黒田秀雄（東京富士大学教授）編著 

東南アジア・南アジア諸国における経営環境と、日本の中小
企業に求められる国際経営能力を整理した上で、有望な底辺
層ビジネス、BOPへの参入法を指南。 

［海外進出］ 平積推奨 

第1章 アジア市場の特徴を見極める 
第2章 異文化環境で人をマネジメントする 
第3章 アジアに進出する企業の経営戦略 
第4章 BOPビジネスとJICAの民間連携制度 

［産業心理学］ 大学生のための産業・組織心理学入門 

978-4-561-25655-7 C3034 A5判 200p 2500円＋税（予価） 

柳澤さおり（西南学院大学教授）編著 

２月末 
配本予定 

人と組織・産業の調和をどう実現するかを幅広く探究の対象とする産業心理
学。大学教科書を意識し基本となる事項を、読みやすいレイアウトでやさしくまと
めた。 初ご案内 

［物流］ ＳＣＭの構築 

978-4-561-74204-3 C3063 A5判 260p 3200円＋税（予価） 

日本ＳＣＭ協会監修・唐澤豊（神奈川大学名誉教授）編著 

２月末 
配本予定 

いくつもの組織や企業をまたがって効率的な物流システムを構築し運用するサ
プライチェーンマネジメントは、これまで事例研究が中心だった。本書は、アメリカ
の現状をレビューした上で、具体例も踏まえ理論化。日本におけるSCMの第一人
者が取りまとめた決定版。 

初ご案内 
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［各国事情/
環境政策論］ 

中国の水資源と環境保全 
流域環境ガバナンスに関する日中専門家論文集 

978-4-561-96132-1 C3036 A5判 256p 3200円＋税（予価） 

北川秀樹（龍谷大学教授）・窪田順平（総合地球環境学研究所教授）編著 

２月末 
配本予定 

中国は、その急激な経済成長に伴い、水質保全や適切な水資源配分、また
北部における水資源の不足が大きな問題となっている。 
本書は、中国の水資源をめぐり、その利用、政策・規制の現状をまとめ、報告し
た中国武漢で開催されたシンポジウムの内容をもとに書籍化した。 初ご案内 

978-4-561-23643-6 C3034 Ａ５判 168p 2300円＋税（予価） 

２月末 
配本予定 

初ご案内 

マネジャー自身のバックグラウンドとは異なる文化的背景や価値観の中で働
くグローバルマネジャーは、これまで培ってきた仕事に対する価値観では全く
理解できなかったり、うまく処理できないような「クリティカル・インシデント（危機
的事例）」に、往々にして遭遇する。 
そのため、グローバルマネジャーは一定の価値観のもとで問題解決を図る「シ
ングルループ学習」ではなく、これまでの自身のビジネス概念を大きく見直し、
新たな価値観を取り入れていく「ダブルループ学習」による問題解決を求めら
れることとなる。 
本書は、グローバルリーダーシップ開発についての学術的な調査研究に基
づく理論と、臨場感あふれるさまざまなクリティカル・インシデントのケースを多数
掲載し、それに直面した各国のグローバルマネジャーの問題解決プロセスを、
ダブルループ学習の枠組で分析し紹介。 
グローバル人材の育成・管理担当者、また将来のグローバル人材に必要
なスキル獲得を目指す方におすすめ。 

グローバルリーダーの育成（仮） 
永井裕久/キャロライン・ベントン編著（両者とも筑波大学大学院教授） 

グローバルなリーダーシップ、組織マネジメント能力の育
成・獲得のために 

［グローバル 
人材育成・管理］ 

平積推奨 

第1章 グローバルリーダーの育成をめざして  
第2章 グローバルリーダー能力の測定 
第3章 グローバルリーダーのパフォーマンス向

上に関する知識 
第4章 12か国比較グローバルリーダーシップ調

査の概要 
第5章 グローバルリーダーシップ・シミュレー

ション開発 
第6～11章 各国のグローバルマネジャーが直面

したクリティカルインシデントケースと
対応策の紹介 

第12章 メタ認知がコンピテンシー学習に果た
す役割 

第13章 グローバルマインドセットの活用 
第14章 グローバルリーダーシップにおけるダ

ブルループ学習メカニズムの探究 
第15章 まとめと展望 
 
 

パフォーマンスを生み出す 
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【エドガー・シャイン ポータルサイト運用中！】 
 先回、2014年12月号の「ロングセラーの深層」でご紹介した「エドガー・シャイン ポータルサイト」
（http://www.edgarschein.jp/）を、英治出版様の『問いかける技術』が発売された11月27日にオープ
ンしました。 
 サイトには、『経営戦略全史』などのベストセラーを出されている三谷宏治氏の、シャインについて
のインタビューなどを掲載し、オープン直後は、フェースブックやツイッターなどで大きな話題となりま
した。 
 サイトにコンテンツを継続的に投入していく予定で、この後も口コミで大きく広がることもあると思い
ます。引き続き、ご注目ください！ 

トップページ 
三谷宏治氏インタビュー 
ビジネススクール教授が語るエドガー・シャイン 

http://www.edgarschein.jp/ 

ご案内済みアイテムの配本スケジュール（1・15時点） 

意味解釈のマーケティング  978-4-561-66209-9 4200円＋税 
組織・心理テスティングの科学  978-4-561-26648-8 7400円＋税 
電力システム改革（仮）  978-4-561-86049-5 2700円＋税（予価） 
ライセンス・ビジネス戦略  978-4-561-24651-0 3000円＋税（予価） 
ハイテククラスターの形成とローカル・イニシアテティブ  978-4-561-26653-2 5000円＋税（予価） 

【次号までの配本・刊行見込み】 

【配本済】 

コトラーのイノベーション・ブランド戦略  978-4-561-66211-2 4200円＋税 
仕事の決断プロセス  978-4-561-25650-2 3100円＋税 

【次号以降の刊行見込み】 
みんなの知らないロジスティクスのしくみ  978-4-561-71203-9 1852円＋税（予価） 
静脈産業とマテリアルフローコスト会計  978-4-561-46176-0 3500円＋税（予価） 

今月の広告 
月１定例の日本経済新聞の広告は、サンヤツを1/23（金）、日曜書評欄への書影付きを2/1
（日）に予定しています。 



【ロングセラーの深層－ビジネススキル】 
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②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 
Ａ５判、212p、2600円＋税 
978-4-561-25624-3 
C3063 2013年12月刊 
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別添注文書でご注文ください！  年明け早々、①『仕事の決断プロセス』を配本いた
しました。クリティカル・シンキングやロジカル・シ
ンキングだけでは、正しい決断ができる保証はないと
する著者が、ビジネスパーソンとして30年以上の経験
や有名な事例をもとに、＜正しい考え＞を導くための
プロセスとその原則を示しています。 
 
 この本のようなビジネススキル本は多く出版され、
手堅く売れることの多いジャンルですが、胡散臭い本
も多く、弊社のような堅い本を出している出版社が出
すのは意外に思われるかもしれません。 
 しかし、学問として、意思決定や交渉論などは一定
の理論化がなされ、研究されているテーマとなってお
り、弊社でもコンスタントに出版しています。 
  
 同じ著者による②『仕事のコミュニケーション論』
は、学際的な理論と著者の実践で裏打ちされた、職場
におけるコミュニケーションの入門書です。コミュニ
ケーションが必要とされる現場は、考えていては間に
合わないことがほとんどなので、理論だけでなく、無
意識的に反応できるよう、さまざまな演習が用意され
ています。特に若いビジネスパーソンや就活生におす
すめです。 
 
 ③『交渉のメソッド』は、研究者・教育者・交渉実
務家として経験を積んできた著者たちが、いくつもの
学問領域の成果を踏まえつつも理論だけでなく、実際
の交渉に使えるコンセプトとツールをまとめており、
大学の教科書としても使われています。 
 
 昼食のメニューを決めるのも意思決定ですから、殆
どの人は、毎日必ず意思決定をしています。④『意思
決定論』は、選択にまつわるさまざまな心理も踏まえ、
その普遍的な論理を分かりやすく語ります。自らの体
験や歴史上のエピソードと題材としながら、ユーモア
も多く盛り込まれ特に読みやすく仕上がっています。 
 
 ⑤『良い経営者 できる管理職 育つ社員』は、組織で
業務に携わる際にしばしば遭遇するさまざまな課題や
問題点を、経営者・管理職・一般社員という階層ごと
に10ずつピックアップし、ありそうなシーンとそこで
あるべき姿を示しています。また、リーダーシップ理
論や動機付け理論などの重要な理論を簡潔に紹介して
います。 
 
 ⑥『マネジャーの仕事』は、『戦略サファリ』でも
著名なミンツバーグの出世作で、事実、彼の博士論文
を元にしています。実際にマネジャー職に就いている
人に随行しその行動を記録することで、マネジャーが
職務としてこなしている意外な業務群と業務スタイル
を明らかにしています。原著の刊行から40年以上、邦
訳からも20年経っていますが、不朽の名著と言える一
冊です。 

④意思決定論 
選択のメカニズム 人生は「選
ぶ」「選ばれる」の連続である 

小山和伸著 
四六判 290p、1667円＋税
978-4-561-22642-0 
C3063 2014年9月刊 

①仕事の決断プロセス 
デキル人ほど陥る「６つの落とし
穴」 

川村稲造著 
四六判 264p、3100円＋税 
978-4-561-25650-2 
C3063 2014年12月刊 

⑤良い経営者 できる
管理職 育つ社員 
ベンチャースピリットで「こころの
見える企業」をめざす 

加藤・行本著 
Ａ５判 132p、1500円＋税
978-4-561-22579-9 
2011年11月刊 

③交渉のメソッド 
リーダーのコア・スキル 

ランプルゥ他著/奥村訳 
四六判、312p、2750円＋
税 
978-4-561-23628-3 
C3063 2014年刊 

⑥マネジャーの仕事 
ミンツバーグ著/奥村・須
貝訳 
四六判 360p、3200円＋税
978-4-561-24218-5 
1993年8月刊 


