
サッカーボールの白い面と黒い面に、ポジティブな出来事、ネガティブな出来事
を書き込んでいき内省することで、その経験を１つのボールとしてまとめ、キャリア
としてつなげていく。 
大学におけるキャリア教育を意識して執筆された本書は、米国松下電器のCEO
を務めた著者による、グローバルな起業家１０人の半生の紹介に始まり、客室
乗務員から大学教員になった著者による、理論的ながらもさまざまなエピソード
も散りばめられ読みやすいキャリア理論の２つのパートからなり、内定獲得あるい
はキャリア設計に有用な考え方を楽しく学べる。 
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978-4-561-25676-2 C3034 四六判 208p 1800円＋税 

３月末 
配本予定 

サッカーボール型キャリア開発 
岩谷英昭（明治学院大学客員教授）/小泉京美（相模女子大学准教授）著 

［キャリア/就活］ 平積推奨 

読みやすいキャリア論のテキスト。就活生はもとより、ビジネスパー
ソンがキャリアを考える際の入り口に。 

グローバルキャリアに偏差値なし 

初ご案内 

まえがき 
第１部  
第１章 グローバルキャリア10傑 
第２章 サッカーボール型キャリア開発 
第２部  
第３章 社会に出るまでに身につけておきたい能

力とは 

第４章 キャリア・アクションプラン 
第５章 自己分析の重要性 
第６章 キャリア・トランジションという考え方 
第７章 良いキャリアを積んだ人にはストーリーが

ある 
あとがき 

事業承継のジレンマ 

落合康裕（日本経済大学准教授）著 

［ファミリービジネス
/事業承継］ 

（仮） 
後継者の制約と自律のマネジメント 

978-4-561-26682-2 C3034 A5判 276p 3300円＋税（予価） 

４月下旬 
配本予定 初ご案内 

日本は、長寿企業が世界最多と言われている。特にその多くを占めるファミリービジネスにお
いて、かねてよりその事業継続と事業承継が大きな課題とされており、研究テーマとしても注
目を集めつつある。 
本書はこの問題を研究してきた著者の知見をまとめたもので、４つのファミリービジネスの事例
研究をもとに、世代から世代へ、老舗企業が事業承継する際の企業変革と後継者育成の
ダイナミズムを追究した。 
研究者だけでなく、当事者、またその支援にあたる方におすすめ。加護野忠男神戸大学名
誉教授も推薦の１冊。 
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2004年に出版された第一版は、研究者だけでなく、ビジネスパーソンにも高く評価されてきまし
た。 
本版で翻訳がより分かりやすくなり、また、企業文化にまつわる話題のテーマを掘り下げて論
じています。 

978-4-561-23675-7 C3034 A5判 264p 3000円＋税（予価） 
３月下旬 
配本予定 ご案内済 

企業文化 改訂版 

E. H. シャイン（M IT名誉教授）著 

［経営組織/企業変革］ 

多文化時代のマネジメント：文化の仕組みとダイバーシティ 

【有力近刊再紹介・既刊とセットで】 

978-4-561-23561-3 C3034 A5判 520p 4000円＋税 2012年刊行 

組織文化とリーダーシップ 

（仮） 

978-4-561-25678-6 C3034 四六判 224p 1850円＋税（予価） 
３月下旬 
配本予定 ご案内済 

経営学白熱教室 

國學院大學経済学部編 

［経営学入門/企
業読み物/就活］ 

（仮） 
現役経営者が語る経営のリアル 

978-4-561-25593-2 C3034 A5判 224p 2600円＋税 

仕事の経営学 

川村稲造（名古屋商科大学ビジネススクール研究科長）著 

［経営学入門/
就活］ 

職務の機能と進路を考える 

［経営組織/企業変革］ 

E. H. シャイン（M IT名誉教授）著 

2012年刊行 

以前ご紹介した有力な近刊が間もなく配本される予定となりましたので改めてご
紹介しつつ、合わせて、併売をお願いしたい既刊もご案内します。 
これらの既刊も、いずれも内容がしっかりした、ロングで動くことが期待されるものば
かりです。 
配本指定もれがないかと合わせ、既刊在庫のご確認をよろしくお願いします！ 

『企業文化』のもとになった、より学術的な著作となりますが、以前、日経の『経営書を読む』
で紹介され大きく売り上げを伸ばすなどしており、関心のある実務家にも読まれてきました。 
台湾で出版された繁体字版は大きな売り上げとなっており、日本でも今後、Ｍ＆Ａのさらなる
普及や海外進出の一般化の中で、より注目されるでしょう。 

経営学の初年度教育で、現役経営者を講師に行われた講義をまとめました。 
経営者たちのこれまでの仕事のキャリアや、経営・仕事の難しさと面白さを読みやすく伝えて
います。 
学生はもちろん若手ビジネスパーソンにもおすすめです。 

営業や経理などの具体的な職能について、学生向けにそのビジネスとしての意味を、経営
学の知見を踏まえ、有名な事例あるいは36年の民間企業勤務における著者の実体験も織
り込みながら生き生きとまとめています。 
この本も、若手ビジネスパーソンにもおすすめできます。 
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医療経営におけるホスピタリティ価値(仮)  978-4-561-26674-7 2500円＋税 
「中国イノベーションシステム」と知財戦略(仮)  978-4-561-25677-9 2750円＋税 
製品開発と市場創造(仮)  978-4-561-66218-1 3400円＋税 
流通イノベーションへの挑戦(仮)  978-4-561-65219-9 2750円＋税 
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 
「意味のマップ」を使ったキャリア分析(仮) 978-4-561-26672-3 3200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 

ご案内済みアイテムの配本スケジュール（3.15時点） 

【次号以降の刊行見込み（定価は予価） 】 

【配本・発売済】 

【次号までの刊行見込み（定価は予価）】 
政府公会計の理論と実務(旧)わが国政府の会計制度 978-4-561-36212-8 3400円＋税 
すぐわかる物流不動産ビジネス 978-4-561-74209-8 2300円＋税 
企業文化 改訂版(仮) 978-4-561-23675-7 3000円＋税 
ロジスティクスの歴史物語  978-4-561-71211-4 1852円＋税 
採用面接評価の理論(仮) 978-4-561-26659-4 3500円＋税 
経営学白熱教室(仮) 978-4-561-25678-6 1850円＋税 

マーケティングの批判精神 978-4-561-65216-8 2500円＋税 
リサーチ・ビジョン 978-4-561-65217-5 2700円＋税 
マッチングビジネスが変える企業戦略(旧)情報戦略とマッチングビジネス 978-4-561-22673-4 2500円＋税 

【今月～来月の広告出稿】 

【日経サンヤツ】 
３月16日（水曜） 

【フジサンケイビジネスアイ】 
３月15日（火曜） 環境特集 

【日経読書人へのおすすめ】 
３月６日（日曜）『技術流出の構図』 
４月３日（日曜） 

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

３月下旬 
配本予定 ご案内済 

［ロジスティクス/
日本近現代史］ ロジスティクスの歴史物語 

978-4-561-71203-9 C3063 四六判 184p 1800円＋税 

苦瀬博仁（流通経済大学教授）・岡村真理 （フリーランスライター）著 

［ロジスティクス］ 
みんなの知らないロジスティクスの仕組み 

2015年 
4月刊行 

歴史好きの著者が、江戸以降のまちづくりや地方間の運送の発展による産業の興隆などを
題材に、ロジスティクスの理論をやさしく語ります。 
ロジスティクスの入門、また歴史好きの方に楽しく読んでいただけるでしょう。 

苦瀬博仁（流通経済大学教授） 

江戸から平成まで 

年賀ハガキ関連業務が集荷配達の１年も前から始まることなど、意外なところで社会や暮ら
しを支えていたロジスティックスの現場を訪ね、レポートしています。 
コラムではロジスティクスの考え方を分かりやすく紐解き、この本もロジスティクス入門としておす
すめです。 
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【ロングセラーの深層－経営学の視点で見るIT】 

別添注文書でご注文ください！ 

⑤IT投資マネジメントの変
革  
松島桂樹編著 
Ａ５判、220p、2600円＋税 
978-4-561-24599-5 
2013年刊 

③ネットワーク化が生み出
す地域力 
板倉・木全・今井・大西・河内
著 
Ａ５判、208p、2381円＋税 
978-4-561-24501-8 
2009年刊 

 先日配本したばかりの①『マッチング・ビジネスが変える
企業戦略』は、マッチング・ビジネスというネットビジネス
の一種について、現時点で本格的に紹介しているほぼ唯一の
本であるためか、ネットで動きが出ています。 
 マッチング・ビジネスは、クラウドファンディングやアカ
ウント・アグリゲーションなど、ネットの普及に伴い初めて
可能になった、見知らぬ取引先相手同士を結びつけるサービ
ス形態です。その典型例のインフォマート社は創業から20年
経たないうちに東証一部上場となり、また先日、『カンブリ
ア宮殿』で紹介されており、注目のテーマと言えます。 
 今回は、経営学の視点、方法論でこのようなIT(Information 
Technology、情報技術)について扱った本をご紹介します。 
 
 IT、ICT関連のビジネス書新刊で注目のテーマとしては、
フィンテック、IoT(Internet of Things、モノのインターネッ
ト)・インダストリー4.0、AI（Artificial Intelligence人工知
能）などがあり、これらは金融業や製造業への貢献が大きい
と思われます。一方、ビッグデータなどマーケティングなど
での活用が考えられるテーマもあります。②『情報化社会に
おけるマーケティング』は、 ITが可能にした、この分野
のさまざま事例を理論的・実証的にまとめてます。 
 
 マッチング・ビジネスは取引先の双方がネットに繋がり活
用していることが前提となりますが、その利用の拡がりは、
地域活性化という機会も作り出しています。③『ネットワー
ク化が生み出す地域力』は地域の経済力の向上、あるいは地
域の人々の絆、すなわちソーシャル・キャピタルの蓄積をい
かに実現するのか、を、ITを活用した遠隔医療やテレワー
クなどの事例を通して検討しています。 
 
 典型的なICT(Information & Communication Technology、情報コ
ミュニケーション技術）はインターネットであり、言うまで
もなく、その普及、またグローバル化等に伴い、日本の社
会・経済は大きく変わってきました。④『ICTの進展と情報活
用能力』は、ICT活用の進展と相互に影響し合う関係にある個
人の情報活用能力に着目し、企業組織と個人の関係をさまざ
まなアンケートを通して検証しています。情報活用能力と会
社の評価、転職志向など一見関係なさそうな指標・態度との
相関から、情報活用能力が組織と個人の関係を統合する役割
を果たしていることを示しています。 
  
 グローバル経営やクラウドコンピューティングなど、経営
環境の変化が大きい中で、経営戦略を遂行する手段として IT
投資の必要性が高まっているため、それを単なる費用対効果
で評価するのでなく、 IT資産がどれだけ将来のキャッシュフ
ローを生み出すのか、という視点が重要になってきています。 
 ⑤『IT投資マネジメントの変革』は、これらの潮流を踏ま
えながら大企業から中小企業まで目配りし、実務家にも役立
つ、IT投資にまつわるさまざまなテーマを論じています。 

①マッチング・ビジネスが変
える企業戦略 
情報化社会がもたらす企業境界の
変化 

税所 哲郎著 
Ａ５判、248p、3000円＋税 
978-4-561-22673-4 
2016年３月刊 

④ＩＣＴの進展と情報活用
能力 
変容する組織と個人の関係性 

小豆川 裕子著 
Ａ５判、256p、3200円＋税 
978-4-561-26564-1 
2012年刊 
第28回（2012年度）テレコム社会
科学賞奨励賞 

 

②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 

岩尾詠一郎編著 
Ａ５判、128p、2000円＋税 
978-4-561-26638-9 
2014年刊 

【売行好調！】 


