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978-4-561-26659-4 C3034 A5判 256p 3500円＋税（予価） 

６月下旬 
配本予定 

初ご案内 

採用面接評価の理論（仮） 
今城 志保（リクルートマネジメントソリューションズ主任研究員）著 

［採用/人的資源管理］ 

 
 

 会社の将来を左右する採用面接の研究はあまり進んでいない、
と著者は言い、特にこのような問題があるとする。 

978-4-561-65214-4 C3063 A5判 250p 2500円＋税（予価） 

６月下旬 
配本予定 

初ご案内 

マーケティング零 
大石 芳裕（明治大学大学院教授）編著 

［マーケティング］ 

 ビジネスにおける重要性に比して、マーケティングが何であるのか
はあまりにも理解されていない。 
 この本は、「マーケティングとは何か」を身につけずにマーケティング
の研究を始めることとなった学生たち・院生たちが、その＜基本的な
考え方＞を速習するためのテキストである。「徹底的に初学者向け
に」書かれつつも、幅広く全体像をまとめた上、近年、話題のトピック
であるコーズ・マーケティングなども取り上げている。 
 マーケティングで使われる用語は知っていても腹に落ちておらず使
いこなせていないビジネスパーソンにも最適の内容で、入門書の次
の１冊としておすすめ！ 

平積推奨 

平積推奨 

マーケティングを使いこなすための考え方が学べる 

人が人を短い時間で評価する困難さを克服するために 

・面接を受ける候補者のどの特徴に注目し評価すべきなのか 
・面接官の間での評価の違いがどのように起きるのか 
・一般的な対人認知研究の知見が十分活用されておらず、面接者の認知や
印象形成のプロセス理解があまり進んでいない。 

 そこで本書は採用面接における評価についての概念的枠組みを
提案し、それに基づく実証研究により、その妥当性を検証している。 
 高度な研究書ではあるが、大企業の採用担当者や採用コンサ
ルタントに極めて有用な内容となっている。  
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今月の主な重版（5.15時点） 
日本の企業倫理  978-4-561-13175-5 2800円＋税 第2刷 
事例で学ぶ物流戦略  978-4-561-75189-2 2500円＋税 第3刷 
組織心理学  978-4-561-25331-0 3500円＋税 第8刷 
アライアンス・イノベーション  978-4-561-26620-4 3500円＋税 第3刷 
キャリア・アンカー セルフアセスメント  978-4-561-22502-7 762円＋税 第７刷 
新訂体系流通論  978-4-561-65149-9 3400円＋税 第11刷 
インターネットマーケティング  978-4-561-65183-3 3600円＋税 第3刷 

店頭での動きにご注意ください！ 

 電力システムを設計するには、技術的な側面だけでな
く経済的な側面も十分踏まえる必要があります。 
 公益事業学会の有志からなる研究会の研究成果をまと
めた本書は、電力小売り自由化や再生可能エネルギーの
活用など、欧米で先行したさまざまな施策の評価を行い 

978-4-561-86049-5 

C3033 A5判 184p 

2750円＋税 

978-4-561-76206-5 

C3063 A5判 224p 

2750円＋税 

電力システム改革の検証 
開かれた議論と国民の選択のために 

業界紙で紹介！ 電力小売り自由化を来年に
控える中、注目のテーマ！ 

 画一化されたツアーによる観光から、個々人の嗜好に
合わせ多様化した観光へのニーズが強まっています。 
 本書は、サンフランシスコの、マイノリティが集まる
近隣地区が観光施策として重視されるようになるまでの
変遷をたどりながら、日本の観光・街づくりへの示唆を
引き出しています。 
 彼の地に息づくマイノリティの文化に関心のある方達
にも読んで頂ける本に仕上がりました！ 
 

チャイナタウン、ゲイバー、レザーサブカルチャー、ビート、 

そして街は観光の聖地となった 
 「本物」が息づくサンフランシスコ近隣地区 

マイノリティたちの街づくりへの闘い、そして、彼らの
街が観光資源として評価されるまでを描く！ 
街づくりとマイノリティ論の両方で仕掛けます！ 

ながら、日本における電力シ
ステムのあり方を検討する上
で必要な論点をまとめました。 
 電気新聞5/8号の「新刊紹
介」（右写真）に取り上げら
れ、売上が加速しています！ 
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ご案内済みアイテムの配本スケジュール（5・15時点） 
【配本・刊行済】 

【次号以降の刊行見込み】 

観光革新戦略(仮) 978-4-561-76205-8 3000円＋税（予価） 
よくわかる国立大学法人会計基準第7版  978-4-561-36209-8 6000円＋税（予価） 
SCMの構築(仮)  978-4-561-74204-3 3200円＋税（予価） 

新国際ビジネスのコミュニケーション  978-4-561-75207-3 2315円＋税 
中小企業技術経営II  978-4-561-26658-7 5000円＋税 
変化の経営学 978-4-561-26657-0 4200円＋税 
現地に寄り添うアジアビジネスの教科書 『灼熱のアジアへ』改題 978-4-561-22654-3 2500円＋税（予価） 

はじめて学ぶ産業・組織心理学 978-4-561-25655-7 2500円＋税（予価） 

  『大学生のための産業・組織心理学入門』改題 

サービス・ロジックによる現代マーケティング理論  978-4-561-66212-9 3500円＋税（予価） 
中国の水資源と環境保全(仮)  978-4-561-96132-1 3200円＋税（予価） 

【次号までの配本・刊行見込み】 

そして街は観光の聖地となった  978-4-561-76206-5 2750円＋税 
経営学への扉 第5版  978-4-561-15183-8 2800円＋税 

フェア企画・提案いたします！ 

の川村稲造名古屋商科大学大学院研究科長・教授のコメン
トも頂戴し製作したので、読み応えのあるものに仕上がっ
たのではないかと思います。 
 経営学・ビジネスに関連する分野でフェアを企画したい
けれどもアイディアが、というような場合は、担当の寺島
に、ぜひご相談ください！ 

ジュンク堂書店松戸伊勢丹店様の 
フェア実施風景 

小冊子の内容の一部。川村教授のコメントやフェアのリスト 
などを掲載しています。 

 丸善・ジュンク堂書店の全国20の実店舗と丸善＆ジュンク堂ネットストアにて、弊社
で企画立案したフェア、「今を生き抜くためのコミュニケーションと意思決定～経営学
で学べる人生の技術」が展開されています。 
 選書は、弊社の本だけでなく、テーマに関連した他社様の本も含んで行い、また、小
冊子とパネルを弊社で製作し、ご利用いただいています。 
 小冊子やウェブのコンテンツについては、この２つのテーマそれぞれで著書をお持ち 

弊社ご提案のフェア企画が丸善ジュンク堂様各店で採用！ 



【ロングセラーの深層－ここ半年の有力新刊を振り返る】 
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別添注文書でご注文ください！  定期的に当リーフレットでご案内しております、
ここ半年の弊社の有力新刊のご紹介です。 
 
 ①『みんなの知らないロジスティクスの仕組み』は、段
取りの科学であるロジスティクスの、意外だったり
身近だったりする国内各地の現場レポートです。 
 この本で、ロジスティクスが単に物流を指すわけ
ではないことがよく分かります。 
 さらに、コラムではロジスティクスの考え方を紐
解き分かりやすく解説しており、「段取りの科学」
入門に最適です。 
 
 ②『電力システム改革の検証』は、電力小売り自由化
が来年に予定されているためか、配本して早々、業
界紙に取り上げられ、店頭でも動きが出ています。
詳しくは２面をご覧ください。 
 
 ③『ライセンスビジネスの戦略と実務』は、著作権と商
標権の二次利用の許諾にまつわるライセンスビジネ
スの概説書として、こ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
います。 
 著者は、世界的なライセンスビジネスの業界団体
ＬＩＭＡの日本支部を立ち上げ、現在は学究にも関
わっているという、この分野の第一人者で、先月号
の宣伝会議に著者インタビューが掲載されました。 
 
 ④『コトラーのイノベーション・ブランド戦略』は、ものづ
くり企業のイノベーティブな「技術」を「見える
化」そして「ブランド化」する実践的な理論と方法
論について、豊富な実例（防水繊維の「ゴア・テッ
クス」等）を交えながら紹介し、さらに実務での取
り組み方をまとめています。 
 
 クリティカル・シンキングやロジカル・シンキン
グの限界が言われるようになってきました。⑤『仕事
の決断プロセス』で著者は、＜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
くると語り、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しています。30年以上の実
務経験を持つ著者ならではの立論で、読み応えがあ
ります。 
 
 ⑥『知財のビジネス法務リスク』は、ビジネスとリー
ガルの架橋を目指す青山学院大学大学院の知財プロ
グラムで扱った話題を書籍化しており、近年の、ビ
ジネスにおける知的財産の、管理・活用を巡る重要
なトピックについての研究ノートをまとめています。
文章は平易でコラムも多く掲載しており、テキスト
ながら、実用性が高い仕上がりとなっています。 

②電力システム改革の
検証 開かれた議論と国民の
選択のために 

山内弘隆・澤昭裕編 
Ａ５判、184p、2750円＋税 
978-4-561-86049-5 
2015年4月刊 

③ライセンスビジネスの
戦略と実務 キャラクター＆ブ

ランド活用マネジメント 

草間文彦著 
Ａ５判、272p、3000円＋税 
978-4-561-24651-0 
2015年２月刊 

⑤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 
2014年12月刊 

④コトラーのイノベーショ
ン・ブランド戦略 ものづくり
企業のための要素技術の「見える
化」 

コトラー他著・杉光訳 
Ａ５判、384p、4200円＋税 
978-4-561-66211-2 
2014年12月刊 

①みんなの知らないロジ
スティクスの仕組み 暮ら
しを支える物流の知恵 

苦瀬博仁・岡村真理著 
四六判、184p、1800円＋税 
978-4-561-71203-9 
2015年４月刊 

⑥知財のビジネス法務リス
ク  理論と実践から学ぶ複合リス
ク・ソリューション 

菊池純一編著 
Ａ５判 224p 2500円＋税 
978-4-561-25644-1 
2014年10月刊 


