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トラック運送企業の生産性向上 
森田富士夫（物流ジャーナリスト） 著 

［物流］ 

978-4-561-74214-2 C3063 四六判 200p 2000円＋税（予価） 

７月下旬 
配本予定 

トラック輸送業務における人不足が叫ばれている上、コンプライアンス・社会的
責任対応の強化、さらに国内業務でさえもグローバル化が求められることが想
定され、それらに取り組むためには一層の生産性の向上が必要となる。 
本書は、物流ジャーナリストとして長年にわたり活躍する著者が、物流センター
の業務改善から、トラックの燃費改善へのドライバーの意識づけまで、積載
率・実車率・回転率の３率を向上させる具体的なノウハウを多数紹介する。 
2005年刊の『トラック運送企業のマネジメント』（978-4-561-74165-7、1905円＋税）の
続編として、先進的事業者への最新の取材に基づき執筆。 

交通研究への接近 

978-4-561-76212-6 C3065 A5判 240p 2800円＋税（予価） 

７月下旬 
配本予定 

［交通］ 
谷利 亨（元日通総研研究研究主査） 著 

交通の研究にあたっては、交通経済学や交通工学、交通地理学などさまざまな切り口が
あるが、それぞれの研究の高度化が進み、現実の課題解決への力が弱まっている。さらに、
人と物の移動の相同・相違も押さえる必要がある。 
本書は、さまざまな立場の研究者と交流のあった民間研究所出身の著者が交通の性質
から、さまざまな交通研究の方法論を概観する。 

高付加価値経営を実現するための考え方（仮） 

第１章 トラック運送事業における生産性向上とは 
第２章 生産性向上とはローコストオペレーションの

実現 
第３章 トラック運送事業の社会的責任と生産性 

第４章 生産性向上の基本、タイムマネジメント 
第５章 ＩＴの有効活用による生産性向上 
第６章 危機管理と生産性 
第７章 人材確保と企業存続 

平積推奨 

第Ⅰ部 交通研究の役割 
第１章 交通学とその方向 
第２章 交通の特性 
 
第Ⅱ部 交通の公共性 
第３章 交通と財 
第４章 交通の公共性と公益性 
第５章 交通における供給組織 
 
第Ⅲ部 輸送の技術開発と選択 
第６章 技術の発達 

第７章 交通手段の選択 
 
第Ⅳ部 交通政策の展望 
第8章 交通政策の必要性と課題 
第9章 総合交通に関する政策 
 
第Ｖ部 経済理論に基づく研究と課題 
第10章 経済理論の応用 
第11章 交通研究の課題 

誰でもできる 
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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/ 
近現代史］ 

今年４月刊行 

ロジスティクスの第一人者が、江戸時代から現代までの街づくりや廻
船航路、鉄道の整備などの歴史をたどり、意外な事実を明らかに。 

田村正紀（神戸大学名誉教授） 著 

［経営学・社会科学 
研究手法］ 

昨年９月刊行 

水道事業経営の基本 
石井晴夫（東洋大学大学院教授）・宮崎正信（厚生労働省水道課長）・他 著 

［水道事業］ 

技術流出の構図 
藤原綾乃（文科省科学技術・学術政策研究所第２調査研究Ｇ主任研究官） 著 

［国際人的資源管理/ 
知的財産］ 

今年２月刊行 

経営事例の質的比較分析 

昨年11月刊行 

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

978-4-561-76210-2 C3063 A5判 208p 2200円＋税 

978-4-561-26668-6 C3034 A5判 224p 3500円＋税 

978-4-561-26664-8 C3034 A5判 232p 2700円＋税 

水道事業経営の基本を整理した上で、スマートメーターや厚労省の
「新水道ビジョン」などの新しい潮流も紹介。 

日本の電機業界の人材が海外へ流出していく状況と、移籍先すなわ
ちグローバル環境で産み出されるイノベーションのありようを追究。 

少数事例からでも因果関係の把握が可能で、分析手順も一定に定
まった分析手法の入門書。幅広く社会科学で活用可能。 

エンジニアたちは世界へとどう動いたか 

江戸から平成まで 

スモールデータで因果を探る 

【好調新刊を再紹介！】 

歴史好きにも読まれています！ 

官公民問わず、広く水道ビジネスに関わる方に読まれています！ 

多国籍人材を活用した創発に関心のある方におすすめ！ 

日本ではまだあまり知られていない手法を大家が分かりやすく解説！ 



TEL:03-3836-4781 FAX:03-3836-9370 白桃書房 新刊図書ニュース 2016.7月号 3 

ボーダレス時代のグローバル・サプライチェーン・ロジスティクス 978-4-561-76213-3 6000円＋税 
採用面接評価の理論(仮) 978-4-561-26659-4 3500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 
グローバル戦略市場経営（旧）グローバル・マーケティング 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（６.15時点） 

【次号以降の配本・刊行見込み（定価は予価） 】 

【次号までの配本・刊行見込み（定価は予価）】 

【今月～来月の広告出稿】 

【日経サンヤツ】 
６月23日（木曜）『企業文化』他、新刊 
７月上旬『企業文化』 

【日経読書人へのおすすめ】 
６月５日（日曜） 『組織マネジメントのリアル』 
７月３日（日曜） 『企業文化』（予定） 

【配本・発売済】 

【外商用半期カタログ製作しました！】 

外商の方に好評の、弊社の半期カタログを
製作しました。2015年度下半期分となります。 
今回は挟み込みで、経営・会計の定番書
と、大学の関連学部等の新設が目立つ、
「地方創生」関連書もご紹介しています。 

ご入用の場合は、当新刊案内の注文書２
枚目の当該欄に必要部数をご記入いただ
き、お申し込みください！ 

事業承継のジレンマ 978-4-561-26682-2 3200円＋税 
中国知財戦略 （旧） 「中国イノベーションシステム」と知財戦略 978-4-561-25677-9 2800円＋税 
企業文化 改訂版 978-4-561-23675-7 3500円＋税 
流通イノベーションへの挑戦  978-4-561-65219-9 3000円＋税 
体系流通論 新版  978-4-561-65218-1 3400円＋税 
イノベーション・ドライバーズ  978-4-561-22679-6 3000円＋税 
アジアにおける産業・企業経営 978-4-561-26681-5 2500円＋税 

製品開発と市場創造  978-4-561-66218-1 3400円＋税 

【受賞情報】 
『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』（畢滔滔著）が、2016年
日本商業学会学会賞奨励賞を受賞しました！ 
サンフランシスコの近隣地区の歴史を明らかにし、日本の
観光産業振興にも示唆を与えるとの評価を得たとのことで、
街づくりの棚への展開もご検討ください！  

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 
Ａ５判、224p、2750円＋税 
978-4-561-76206-5 2015年刊 
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【ロングセラーの深層－エドガー・ヘンリー・シャイン（E.H.シャイン）】 

別添注文書でご注文ください！ 

③キャリア・アンカー 
金井壽宏訳 
Ｂ５判、120p、1600円＋税 
978-4-561-23385-5 
2003年刊 

 ①『企業文化 改訂版』がちょうど発売になりました。この
第１版は、しばらく弊社品切となっていたため、中古が高値
で販売されていました。本版の動きにご期待ください。 
 この著者のエドガー・ヘンリー・シャイン（E.H.シャイ
ン）は、「組織心理学」のパイオニアとしてさまざまな業績
で知られる一方、近年は、英治出版様より刊行の『人を助け
るとはどういうことか』『問いかける技術』により一般の方にも
知られるようになってきています。 
 今回は、名著として知られロングセラーとして動いている
シャインの著作を、その背景も踏まえご紹介していきます。 
 
 元々『企業文化』は、②『組織文化とリーダーシップ』を、
よりビジネス寄りのテーマに絞り実践的に読みやすくした著
作です。この分野の注目が高まったのは、グローバル化、あ
るいはＭ＆Ａ（合併・買収）の一般化で、企業でも異文化に
接し、それをうまく管理していく必要が出てきたためです。
日本における関心もさらに高まると考えています。 
 
 ③『キャリア・アンカー』がシャインの著作の中で一番知
られているでしょう。日本でキャリア論が注目されるように
なったタイミングで出版され、キャリア・カウンセラー必修の概
念となりました。この本のワークシートの設問に答えると、自ら
の仕事に求める価値観、すなわち「キャリア・アンカー」を把
握できます。単に生活の糧として働くだけでなく、それを通した
自己実現を求める人が増えてきたというトレンドにも即したフ
レームワークです。 
 
 とは言え、仕事でやりたいことがあるといっても、お金を稼ぐ
ためには周りのニーズも踏まえる必要があります。それを押さえ
るワークブックが④『キャリア・サバイバル』 です。現在、③ほ
どのペースでは動いていませんがセットとして構想され、キャリ
ア論研究、また実務の場でも近年改めて注目が高まってき
た考え方に即しているので、ぜひ併売をお願いいたします。  
 なお、③④の原著はその後、新しい版が出ており、最新版
を翻訳したのが⑤『キャリア・マネジメント』となります。ここでご
紹介しているのは３冊セットですが、分売もしています。 
 この本では、非常に不安定な昨今の事業環境、そして就
業環境におけるキャリア構築をより意識したつくりとなっていま
す。分冊の一つはキャリア・カウンセリングを提供する方向け
の巻で、クライアントの支援に役立ちます。  
 これらの元となった研究をまとめたものが⑥『キャリア・ダイナ
ミクス』となります。個人と組織の相互作用に着目した点がユ
ニークで、キャリア論としてだけでなく、より大きな人的資源管
理論としても読め、経営者やマネジャーにも有用です。  
 英治出版様刊行の２点の元となった研究が⑦『プロセス・
コンサルテーション』としてまとめられています。「コンサルタン
ト」がクライアント、また、身の回りの人を支援するための技法
を追究し、ビジネスだけでなく、医療・福祉、あるいはボランティ
アの分野でも注目を集めています。両者の相互作用に焦点
を当て、健全な援助関係のあり方・技法を追究しています。 

①企業文化 改訂版 
ダイバーシティと文化の仕組み 

尾川丈一監訳 松本美央訳 
Ａ５判、272p、3500円＋税 
978-4-561-23675-7 
2016年６月刊 

⑤キャリア・マネジメント 
３冊セット 
キャリア・マネジメント ３冊セット 

シャイン/Ｊ．Ｖ＝マーネン著 
Ｂ５判、7300円＋税 
978-4-561-25663-2 
2015年刊 
 

⑦プロセス・コンサルテー
ション 
援助関係を築くこと 

E.H.シャイン著 
Ａ５判、372p、4000円＋税 
978-4-561-13140-3 
2002年刊 

②組織文化とリーダーシッ
プ 
梅津祐良・横山哲夫 訳 
Ａ５判、520p、4000円＋税 
978-4-561-23561-3 
2012年 

④キャリア・サバイバル 
金井壽宏訳 
Ｂ５判、108p、1500円＋税 
978-4-561-23338-1 
2003年刊 

⑥キャリア・ダイナミクス 
二村敏子・三善勝代訳 
Ａ５判、360p、3800円＋税 
978-4-561-22162-3 
1991年刊 


