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経営事例の物語分析 

［研究手法］ 978-4-561-26685-3 A5判 200p 2600円＋税 

経営学研究方法論テキスト３部作の掉尾を飾る一冊。 
「物語分析」は、単独事例からでも経営知識を生み出せ、また、
研究者だけでなく実務家の興味も引く研究を可能にします。 
先行の2冊同様、幅広い分野の研究者に読まれる本となるでしょう。 

田村正紀（神戸大学名誉教授）著 

 10月中旬刊 

企業盛衰のダイナミクスをつかむ 

特に大学内書店で動きが出ています！ 

好評！ 田村正紀著、経営研究方法論の先行解説書も併売ください！ 

リサーチ・デザイン 経営知識創造の基本技術 

Ａ５判、208p、2381円＋税 
978-4-561-26457-6 
2006年刊 

経営事例の質的比較分析 スモールデータで因果を探る 

Ａ５判、232p、2700円＋税 
978-4-561-26664-8 
2015年刊 

実証研究に取り組む際の基本的な
考え方や技術を展望したテキスト。
発行から10年経っても、コンスタ
ントに動いています！ 

質的比較分析の基本的原理や分析手順、
そのリサーチ・プロセスへ組み込む手
順をまとめています。 

【2016年度上期の好評書ご紹介！】 
2016年度上期好評書まとめてご紹介！ 

今年度上期の売行良好書や書評掲載書、学会賞受賞著作などをまとめてご紹
介します。棚のロングセラー候補の在庫をご確認ください！ 

採用面接評価の科学 
今城志保著（リクルートマネジメントソリューションズ） 

何が評価されているのか 

978-4-561-26659-4 A5判 256p 3800円＋税 

オンライン書店で予約注文殺到! 日経サンヤツ出稿が控えています! 

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。 
研究書ながら、大企業の採用担当者や採用コンサルタントにも有
用な内容となっています。 

［人事/採用］  11月中旬刊 
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事業承継のジレンマ 

［ファミリービジネス/事業承継］ 978-4-561-26682-2 A5判 276p 3200円＋税 

落合康裕（日本経済大学准教授）著 

 ５月刊 

後継者の制約と自律のマネジメント 

『エコノミスト』8/23号、『企業診断』10月号等で書評掲載! 
「ファミリー型長寿企業の経営の勘所とでも言うべき事業承継問題の本質に深く切
り込んだ労作」「著者の考察は、卓抜な視点」などと高くご評価いただいています。 

人事労務管理と現地経営 

［観光/まちづくり］ 

畢 滔滔 著（立正大学教授）著 
Ａ５判、288p、3200円＋税、2015年11月刊 
978-4-561-25670-0 

『世界経済評論』７・８月号 

［国際人的資源管理］ Ａ５判、224p、2750円＋税、2015年5月刊 
978-4-561-76206-5 

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 

2016年日本商業学会学会賞奨励賞 

［国際経営/環境経営］ 

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 

Ａ５判、256p、3200円＋税、2015年12月刊 
978-4-561-26671-6 

海外事業およびサプライチェーンへの
移転・普及のメカニズム 

2016年環境経営学会学会賞（学術貢献賞） 

環境経営のグローバル展開 

新興国に
おける 

リサーチ・ビジョン 
Ａ５判、204p、2500円＋税、2016年3月刊 
978-4-561-65217-5 

『宣伝会議』５月号 

［マーケティング］ 

すぐわかる物流不動産 
四六判、176p、2300円＋税、2016年4月刊 
978-4-561-74209-8 

『日経ビジネス』６月２０日号ほか 

サッカーボール型キャリア開発 
四六判、208p、1800円＋税、2016年3月刊 
978-4-561-25676-2 

『大学新聞』9月1０日号 

企業文化 改訂版 

［経営組織］ 978-4-561-23675-7 A5判 272p 3500円＋税 

ロングセラーの改訂版。今回、グローバル化やＩＴ活用などのテーマも掘り下げ、さ
らに、要所に「読者の皆さんへの質問」を用意し、図版も充実！  

E.H.シャイン著（MITスローン校名誉教授）/尾川丈一監訳・松本美央訳 

 ５月刊 

ダイバーシティと文化の仕組み 

たちまち重版!  

【2016年度上期の好評書・書評掲載・受賞作ご紹介！】 

［物流］ 

［キャリア/就活］ 

【書
評
掲
載
】 

ロジスティクスの歴史物語 

［ロジスティクス/日本近現代史］ 978-4-561-71211-4 四六判 224p 1852円＋税 

苦瀬博仁（流通経済大学教授）著 

 ５月刊 

江戸から平成まで 

第９回住田物流奨励賞受賞! 
『神奈川新聞』5/15号､『高速道路と自動車』10月号等､書評掲載! 

「多くの無名の「天才」が「ロジ」を担ってきた歴史を実感」（神奈川新聞） 
「わが国ロジスティクス分野の第一人者である著者が、（中略）将来のあるべき方
向を見定めようとして記した歴史物語」（高速道路と自動車）等と評されています。 

【受
賞
作
】 

- こちらは２枚目一覧表からご注文ください！ -  
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軍事力形成の政治学 978-4-561-96135-2  4000円＋税 

産業・組織心理学 改訂版 978-4-561-26683-9  3800円＋税 

IoT時代の情報通信政策 978-4-561-26684-6 3000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 
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概論  978-4-561-74204-3 3600円＋税 

ご案内済みアイテムの配本スケジュール（11.16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】 
11月22日（火） 』『採用面接評価の科
学』 /『ホテル経営の潮流』/『経営事例
の物語分析』（予定）  

【日経読書人へのおすすめ】 
11月6日（日） 『経営事例の物語分析』 
12月4日（日） 『経営事例の物語分析』（予定） 

交通研究のダイナミクス（旧：交通研究への接近） 978-4-561-76212-6  2800円＋税 

ホテル経営の潮流 978-4-561-26686-0 3000円＋税 
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 
トラック運送企業の生産性向上 978-4-561-74214-2  2000円＋税 

本業で環境貢献するための環境経営（仮）  978-4-561-25687-8 2800円＋税 
非連続イノベーションと組織マネジメント（仮）  978-4-561-26688-4 3500円＋税 

【配本・発売済】 
採用面接評価の科学 978-4-561-26659-4 3800円＋税 

【2016年度上半期カタログ作成しました！】 

 外商の方に大変ご好評をいただいている、弊社の半期カタログの2016年上
半期分が出来上がりました。この１面では、今、特におすすめの『経営事例の
物語分析』他、経営学研究３部作をご紹介しています。 
 また、今回の挟み込
みカタログでは、弊社
の定番の大学教科
書をご紹介しています。 
 ご入用の部数を、３
枚目の注文書の当
該欄にご記入いただ
きFAXください！ 



TEL:03-3836-4781 FAX:03-3836-9370 白桃書房 新刊図書ニュース 2016.12月号 ４ 

【ロングセラーの深層－歴史研究】 

別添注文書でご注文ください！  いろいろな分野で、今そして未来を知るために有用な手法
として歴史研究がなされています。特に経営学では他の社会
科学と比べても歴史研究がよく用いられます。これは、当新
刊案内１面で紹介の『経営事例の物語分析』にあるように、
研究対象が少数なことが多く統計的な手法が使いにくい一
方、企業や産業の盛衰をたどりそのダイナミズムを明らかにす
ることが実務家にも有用なためです。 
 
 日本の繊維産業は早くから成熟産業化し、長く脱成熟化に
苦闘してきました。日本の多くの産業が成熟化してきた現在、
その過程に学ぶところは大きいでしょう。①『企業革新の研
究』は、その主要16社を長期的・総合的に比較し、脱成熟化
のプロセスに見られる20の特徴をピックアップしながら、そ
の成功に必要な条件を追究しています。 
 
 有機ELは以前から液晶より優れた技術とされてきましたが、
実用化・製品化に時間がかかっていました。しかし来年発売
の i phone8から搭載されると報道され改めて注目が集まって
います。②『企業提携の変容と市場創造』は有機EL産業にお
ける産学共同やさまざまな部材メーカー・セットメーカー間
の合従連衡を企業提携に注目して描き出し、市場環境の変化
に対応する経営者の革新能力の必要性を訴えています。 
 
  ③ 『中国製造業の基盤形成』は、中国の主要な工業地域
の金型産業についての産業発展プロセスを明らかにし、成長
の要因だったものが限界要因ともなっている状況を描き出し
ています。金型産業は製造業の中でも基盤となる産業であ
り、この把握は中国経済・産業理解の一助となるでしょう。 
 
 ④『レレバンス・ロスト』は、19世紀末のアメリカの大企
業から、現代の、グローバル化しＩＴ化の進む製造業まで管
理会計の進化を概観。さまざまな先行事例を提示しながら、
管理者・経営者は長期の視点を与える管理会計を持つべき
と説いています。著者の一人のキャプラン教授は、「バランス
ト・スコアカード」でも著名で、この本は発売から四半世紀が
過ぎていますがまだ動いている名著です。 
 
 今日の会計制度の嚆矢となる複式簿記は13世紀から15世紀
のイタリアで生まれています。当時は、キリスト教の教義の
束縛が弱まる一方、皇帝のような権力者がいない商人中心の
社会としてさまざまな商業組織や国際貿易に必要な制度が
整ってきていました。 ⑤『中世イタリア複式簿記生成史』は、
そのような社会のダイナミズムを孵卵器としながら複式簿記
が生まれた過程を明らかにし、社会、経済的な背景から会計
の本質に迫る試みとなっています。 
 
  ⑥『ロジスティクスの歴史物語』は、東京日本橋の街の発
展や、地方の名産が生まれた経緯、明治の鉄道網形成の過程
等を辿りながら、江戸時代から現代までの、ロジスティクス
が歴史を変えてきた様子を多数活写しています。これを通し
て、ロジスティクスが生活や産業に欠くことができない「縁
の下の力持ち」であることを示した上で、今後の社会に求め
られる、そのあり方を提言しています。 

⑥江戸から平成まで 

ロジスティクスの歴史物語 
苦瀬博仁 著 
四六判、224p、1852円＋税 
978-4-561-71211-4 
2016年刊 
【第９回住田物流奨励賞受賞】 

③中国製造業の基盤形成 
金型産業の発展メカニズム 

李 瑞雪・天野倫文・金 容度・
行本勢基著 
A5判、304p、3500円＋税 
978-4-561-26649-5 
2015年刊 

⑤中世イタリア複式簿記
生成史 
橋本寿哉 著 
Ａ５判、352p、3800円＋税 
978-4-561-46165-4 
2009年刊 

④レレバンス・ロスト 
管理会計の盛衰 

ジョンソン&キャプラン著/鳥居訳 
A5判、280p、3500円＋税 
978-4-561-26197-1 
1992年刊 
【アメリカ会計学会賞受賞（1988、
1989）】 

①企業革新の研究 
繊維産業の脱成熟化のプロセス 

山路直人 著 
A5判、482p、5000円＋税 
978-4-561-26634-1 
2014年刊 

②企業提携の変容と市場
創造 
有機ＥＬ分野における有機的提携 

小関珠音著 
A5判、128p、2750円＋税 
978-4-561-26635-8 
2014年刊 


