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978-4-561-26672-3 C3034 A5判 264p 3200円＋税（予価） 
１月下旬 
配本予定 

「意味のマップ」を使ったキャリア
分析 
神戸康弘（山陽学園大学准教授）著 

［人的資源管理 
 /キャリア論］ 平積推奨 

 近代から現代へと時代が進むにつれ、日々の暮らしや仕事を通して実感で
きる<意味>が喪われてきている。 
 本書は、「意味のマップ」研究を踏まえながら、「ウーマンオブザイヤー」受賞
者14名のインタビューを実施。彼女たちがその業績を達成するに至った内面を
深く掘り下げ、個人的な仕事への思いが社会や組織への貢献も実現していく
ダイナミズムを追究。 
 個々人にとって有益なキャリアを考えるヒントになるだけでなく、会社にとっても
高いモチベーションを持つ従業員をどのように育てられるのかの道標となろう。 

<仕事の意味>も議論できるようキャリア論を発展させた意欲
的な研究!! 

(仮) ウーマンオブザイヤー受賞者を事例とした「個人
の意味」が「社会の意味」になるメカニズム 

978-4-561-26671-6 C3334 A5判 256p 3200円＋税 

１月中旬発売 
注文のみ 

初ご案内 

環境経営のグローバル展開 
金原達夫（広島修道大学教授）・村上一真（滋賀県立大学准教授）著 

［ＣＳＲ/環境経営/ 
国際経営］ 

 グローバル企業は、先進的な技術や取り組みを広く世界に移転・普及させることができる
主体として有力である。本書著者たちは、新興国子会社への調査を行い、日本における
環境経営が海外事業やサプライチェーンに移転・普及する取り組みを分析。 
研究書ながらグローバル企業の環境・ＣＳＲ担当にもおすすめ。 

海外事業及びサプライチェーンへの移転・普及のメカニズム 

広島修道大学学術選書 

第１章 問題の所在：本研究の目的 
第２章 文献レビュー：キャリア論における伝

統的アプローチと新たな潮流 
第３章 本研究の理論的枠組み 
第４章 「意味マップ」のルール作り 
     ：分類基準の検討 
第５章 調査方法 
第６章 調査結果：社会変革に至るストー

リーの分析 
第７章 調査結果：「意味マップ」を用いた

分析 
第８章 考察：研究の意義と展望 
附録Ａ リー・リッチモンド博士インタビュー 
附録Ｂ Ｌｉｐｓ-Ｗｉｅｒｓｍａ来日記念講演会・要

約と講演評 

─目次（案）─ 

初ご案内 
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978-4-561-65216-8 C3063 四六判 256p 2500円＋税（予価） 

１月末 
配本予定 

初ご案内 

マーケティングの批判精神 
折笠和文（名古屋学芸大学教授）著 

［マーケティング/
ＣＳＲ］ 

平積推奨 

 地球温暖化や資源枯渇などの問題は、遡れば利益・成長至上主義があり
新商品開発競争や大量生産・大量消費などの問題が根源にあり、このよう
な産業社会を支えてきた思想や理論の一つにマーケティングがある。 
 それに対し、コーズ・リレーテッド・マーケティングなどの新しい概念が提起され
ているが、十分機能しているとはいえないと著者は言う。 
 本書は、諸刃の剣であるマーケティング論の、これまでの議論を批判的に読
み込み社会的要請に応えうるマーケティング論のあり方を探る。 
 倫理に関心を持つマーケターやＣＳＲ担当者などにおすすめ。 

持続可能社会の実現を目指して 

978-4-561-96134-5 C3334 A5判 248p 3300円＋税 

現代の貨幣  
石橋 貞男（和歌山大学教授）著 

和歌山大学経済学部研究叢書 

 経済の発展に合わせるかのように、金融、また貨幣はさまざまに社会や個人を揺さぶり、そ
の本質への問いかけが重要になってきている。 
 本書は、現代の貨幣・金融についての理論的・実証的研究に携わる著者の 
これまでの研究論文を、電子マネーや仮想通貨などの普及等の事情も踏まえ 
アップデートし、まとめている。 

978-4-561-71211-4 C3063 四六判 224p 1852円＋税（予価） 

１月末 
配本予定 

初ご案内 

ロジスティクスの歴史物語 
苦瀬博仁（流通経済大学教授）著 

［ロジスティクス/
日本史］ 

平積推奨 

 「物の運び」、すなわちロジスティクスは、私たちの生活や産業に欠くことがで
きない、まさに「縁の下の力持ち」である。その研究の第一人者である著者は、
ロジスティクスが都市の形成や歴史の帰趨を左右してきた事例が多いという。 
 本書は、流通システムが確立された江戸時代から現在までの、特にロジス
ティクスが深くかかわった歴史を掘り下げ、さらにその将来を見通した。 
 同著者による『みんなの知らないロジスティクスの仕組み』（978-4-561-71203-9）

と同様、肩の凝らないロジスティクス入門書として、また、近現代史 
好きの方におすすめ。 

江戸から平成までの過去とこれからの日本 

(仮) 

(仮) 

12月下旬 
配本予定 

初ご案内 

［貨幣論/ 
金融論］ 

人や社会を、真に豊かにするマーケティングを追究 



巨大災害のディスクロージャーと資本市場(仮)  978-4-561-36211-1 4800円＋税 
技術流出の構図(仮)  978-4-561-26668-6 3000円＋税 
採用面接評価の理論(仮)  978-4-561-26659-4 3500円＋税 
グローバル・マーケティング（仮）  978-4-561-66215-0 7500円＋税 
SCMの構築(仮)  978-4-561-74204-3 3200円＋税 

3 TEL:03-3836-4781 FAX:03-3836-9370 白桃書房 新刊図書ニュース 2016.1月号 

ご案内済みアイテムの配本スケジュール（12.10時点） 
【配本・発売済】 

【次号以降の刊行見込み（定価は予価） 】 

【次号までの配本・発売見込み（定価は予価）】 

企業および企業人 七訂版  978-4-561-23666-5 4500円＋税 
日本型賃金 2016年版  978-4-561-23669-6 4200円＋税 
グローバリズムと共感の時代の人事制度 978-4-561-23667-2 2407円＋税 
 

【広告出稿予定】 
【日経サンヤツ】 
12月18日（金曜） 

【日経読書人へのおすすめ】 
12月６日『グローバリズムと共感の時代の人事制度』 
１月３日 

（ISBN、本体価が変わりました） 

水道事業経営の基本 978-4-561-76210-2 2200円＋税 
新興国における人事労務管理と現地経営 978-4-561-25670-0 3200円＋税 

【好評！ ご担当に一冊、経営・経済分野キーワード集！】 

 書店のご担当者向けに、経営・経済分野の、
知っているようで知らない基本的なキーワード
や、最近急に流行りだしたキーワードなどをまと
めた「経営・経済分野キーワード集」について、
あちこちの書店様から「とても参考になる」「足り
ないので担当者全員分をコピー・製本して配っ
た」というお声をいただいております。 
 キーワード集を作成した担当者は、このような
反応に「大変励みになります。あまり頻繁にアッ
プデートはできませんが、ぜひ何年かに一度は
更新させていただきます」と申しておりました。 
 なお、このキーワード集は、11月号の「法経会
新刊ニュース」に１部を同梱いたしましたが、そ
の他の方法でこのリーフレットをお読みの書店 

すぐにわかる物流不動産ビジネス 978-4-561-74209-8 1852円＋税 

員様、また、担当者が複数いらして１部では足りないなどの場合で、このキー
ワード集をご希望の方は、１枚目の注文書の当該欄に番線印を押し注文数
をご記入いただき、お申込ください。 
 また、新しい版を作る際に参考になりますので、bookstore@hakutou.co.jp、ある
いはページ下の連絡先に電話・FAXで感想をお寄せいただけますと幸いです。 
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別添注文書でご注文ください！  今月の近刊として、環境問題がテーマの一つと
なっている、『環境経営のグローバル展開』（P.1）、
『マーケティングの批判精神』（P.2）の２点をご案
内しています。 
 環境問題というと理工書に置かれるべきと思われ
るかも知れません。しかし、この２点がそうである
ように、経営学・経済学の論点・視点で環境問題を
議論している本が他にもあります。今回、特集とし
てまとめ、ご紹介します。 
 
 マテリアルフローコスト会計（MFCA）は、生産プ
ロセスで発生する廃棄物を物量情報と金額情報で把
握することで、経済・環境負荷の両面で工程や投入
原料の見直しを可能にする環境管理会計の一手法で
す。 ①『静脈産業とマテリアルフローコスト会計』
は、廃棄物の再利用を行うことで資源循環型社会を
支える静脈産業にMFCAを適用してその可能性を検証
し、さらに静脈産業が廃棄物の削減に貢献している
ことを明らかにしています。 
 
 ②「産業廃棄物税の制度設計」は、地方自治体に
導入されてきている産業廃棄物税について、租税
論・地方財政論・環境経済学のアプローチで、その
制度設計を検討しています。 
 環境問題に対して、個別に規制をかけるやり方に
は限界があり、炭素税のような経済的なインセン
ティブによって、さまざまな経済主体の活動を好ま
しい方向に誘導することがより有効と考えられてい
ます。本書はそれを踏まえつつ提言を行っています。 
 
 ここまで２点は、会計や税・経済など、おカネか
らのアプローチでした。②『グリーンサプライ
チェーンの設計と構築』は、ロジスティクスからの
アプローチとなります。 
 ロジスティクスの各段階ごとに環境負荷の低減を
図るとコストがかさんでしまうことも多いため、そ
の両立は、ビジネスをしていく上で大きな課題とな
ります。そこで、グリーンサプライチェーンマネジ
メント（グリーンＳＣＭ）が注目されており、本書
は、その設計と構築の方向性と、その際に必要とな
る関連情報を解説しています。 
 
 
 日本は、特にアジアの新興国に対して、さまざま
な課題の先進国であり、さまざまな貢献が可能と言
えます。 
 特に、中国の環境問題は、地理的な近接性や社
会・経済的なインパクトから日本にも影響が大きく、
大きな関心を持って支援していくことが必要と言え
ます。 
 ③『流域ガバナンスと中国の環境政策』の中心と
なっている議論は法規制ではありますが、さまざま
な水資源についての利害関係者の調整や水利権取引
などで、経営学・経済学の知見が活用されています。 

①静脈産業とマテリアル
フローコスト会計 
木村 眞実著 
Ａ５判、248p、3300円＋税 
978-4-561-46176-0 2015
年刊 
会計理論学会学会賞受賞 
(平成26年度) 

④流域ガバナンスと中国の
環境政策 
日中の経験と知恵を持続可能な水
利用にいかす 
北川秀樹・窪田順平編著 
Ａ５判、280p、4300円＋税 
978-4-561-96132-1 
2015年刊 

③グリーンサプライチェー
ンの設計と構築 
グリーン物流の推進 

鈴木邦成著 
Ａ５判、176p、2381円＋税 
978-4-561-74184-8 2010
年刊 

②産業廃棄物税の制度
設計  
循環型社会の形成促進と地域環
境の保全に向けて 

金子林太郎著 
Ａ５判、296p、3500円＋税 
978-4-561-96117-8 2009
年刊 


