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組織変革のレバレッジ （仮）

安藤史江（南山大学教授）他著

平積推奨 [ 経営組織 ]

978-4-561-26692-1 A5判 246p 3300円＋税(予価)C3034

　組織変革に取り組む組織は引きも切らず、またその研究も以前からなされ続け
知見の蓄積も豊富であるが、変革の成功確率は高まっていない。
　本書は、知見が活用できないほど環境の変化が激しい、というような、これま
でにも議論に上がっていた要因だけでは不十分とし、組織変革の定義・必要性と
いうそもそも

4 4 4 4

論に遡り検討する。
　そして「（変わらなければいけないという）危機意識はあるのに、動けない」「明
確な（変革への）ビジョンはあるのに、組織内に混乱や分裂が起こる」など、こ
れまでほとんど考えられてこなかった変革の際に起きがちな４つの困難について、
事例にあたり追究した上で変革のレバレッジ（テコ）となる「切り替えスイッチ」
の存在を指摘、その見つけ方を示唆する。
　高度な研究書ながら事例は生き生きとした記述で実務家にもおすすめ。

978-4-561-35213-6 A5判 356p 3500円＋税(予価)C3034

財務会計 第５版 [ 会計 ]

３月下旬
配本予定初ご案内

平野秀輔（公認会計士・税理士）著
　社会人向けに定評のある財務会計の教科書の新版。膨大かつ複雑な財務会計の基準が、基
礎的な会計論から考察していくことで習得できるよう工夫されており、またポイントごとに
設例をもうけるなど理解度を確かめつつ学べる。
　大幅に注を増やし、解説の量を増やしつつ、最新の会計基準への対応を行った全面的な改
訂版。

978-4-561-26693-8 A5判 200p 2500円＋税(予価)C3034

マネジメント論講義ノート [ 経営管理 ]山本浩二（大阪府立大学大学院教授）・
上野山達哉（大阪府立大学大学院准教授）編著

３月下旬
配本予定初ご案内

　マネジメント論は広義の経営学で、経営戦略や人的資源管理のような狭義の経営学に加え、
会計学・商学・生産システム科学までをも含む。大学の教科書を意識して書かれた本書は、
これらの内容をコンパクトにまとめ解説しており、経営学が対象とする裾野の広さ、複合的
な視点を学べる。
　マネジメント論は主に企業活動を対象に研究が進められてきたが、その知見はさまざまな
生活の場で活用できるものであり、また、キャリアや人生で、弱みを強みに変えるような戦
略を考えることにも役立つ。幅広い読者層におすすめ。

経営学入門
（仮）

初ご案内
３月下旬
配本予定
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978-4-561-24690-9 A5判 88p 1800円＋税C3034

シャイン博士が語るキャリア ・ カウンセリングの進め方
< キャリア ・ アンカー > の正しい使用法

[ キャリア ]
E.H.シャイン・尾川・石川著/松本・小沼訳

刊行済
注文のみ初ご案内

金融と経済 宅和公志（日本大学教授）編著 [ 金融 ]
学説 ・ 歴史 ・ 現代的課題

978-4-561-96136-9 A5判 232p 4000円＋税(予価)C3033
３月下旬刊行

初ご案内

　シャインの偉大な業績の一つであるキャリア・アンカーは日本で広く普及しているが、本来、
利用に適さない、学生がキャリアを考える際にも使われるようになってしまっている。
　本書はシャイン自身が、特に日本人のキャリア環境を踏まえながら、キャリア・アンカー
の活用法、さらにキャリア・カウンセリングの進め方を、彼の組織心理学の研究から得られ
た組織やグループに関する知見も踏まえ、分かりやすく語る。
　キャリアカウンセラーはもちろん、自分でキャリアを考えてみたい方におすすめ。

　宅和教授退官記念として編まれた、日本大学ファイナンスコースの教官、また宅和教授に
薫陶を受けた研究者らによるの論文集。金融と経済をめぐり、さまざまなテーマについて、
その歴史、あるいは現代的な課題を取り上げ検討。
　第 1 部が「金融経済の学説・思想・歴史」、第２部が「証券・保険・協同組織金融の理論・思想・
歴史」、第 3 部が「世界経済の現代的課題」となっており、これらの分野における研究の大き
な流れをつかめる。　

注文のみ

（仮）地域商業の<底力>
矢作敏行（法政大学名誉教授）・川野訓志（専修大学商学部教授）・
三橋重昭（内閣府認証特定NPOまちづくり協会顧問）編著

978-4-561-66222-8 A5判 258p 3400円＋税(予価)C3063

平積推奨 [商業/地方創生]

　地元商店街におけるアーケード整備、またショッピングモールの誘致のような
ハード中心の施策が、必ずしも暮らしやすい街をつくることにつながらないこと
は今ではよく知られるようになってきている。
　本書は、これまでの地域商業政策を丁寧にレビューしながら、山形県鶴岡市・新
潟県長岡市・山梨県甲府市・香川県高松市の地方圏４都市と、東京都立川市・千
葉県船橋市の首都圏２都市について現地調査を行い、さまざまな施策の光と影を
明らかにしている。
　また、商業の文化発信力に着目し、特に、モノを通して、「価値ある経験」を創
り出している個店を４つ紹介しながら、それらの店が地域社会と価値共創してい
ることを示す。
　華やかな成功事例だけでなく、必ずしもうまくいっていない事例も紹介されて
おり、商店街の関係者、また自治体担当者に貴重な資料となろう。

事例で探る地域商業
施策の光と影

３月下旬
配本予定初ご案内

（仮）
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アジア・オセアニアのリスクマネジメント （仮） [ 国際経営 ]
上田和勇（専修大学教授）編著

978-4-561-26691-4 A5判 184p 2600円＋税(予価)C3334
４月上旬
配本予定初ご案内

子どもの 「遊びこむ」 姿を求めて （仮）

専修大学商学研究所叢書

敬愛大学叢書
阿部 学（敬愛大学講師）著

978-4-561-56096-8 A5判 280p 4500円＋税(予価)C3337
４月上旬
配本予定初ご案内

[ 児童心理 ]

【今月～来月の広告出稿】

【ご案内済みアイテムの配本スケジュール（1・15時点）】
【次号までの配本・刊行見込み（特記のないものは正式タイトル、決定価】

トラック運送企業の生産性向上入門　978-4-561-74214-2  2000円＋税
IoT時代の情報通信政策　978-4-561-26684-6　3000円＋税
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
本業と一体化した環境経営 　978-4-561-25687-8　2900円＋税
産業・組織心理学 改訂版　978-4-561-26683-9  3800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（予価）

【次号以降の配本・刊行見込み（タイトルは仮題、定価は予価） 】
地域創造による産業クラスター戦略の新潮流　978-4-561-26689-1　3600円＋税
サプライチェーン・マネジメント概論　978-4-561-75215-8　2600円＋税
マーケティング論 改訂版　978-4-561-65221-2　2600円＋税　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
軍事力形成の政治学　978-4-561-96135-2  4000円＋税
巨大災害のディスクロージャーと資本市場 　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

　本書は、タイ、韓国、ロシアなどの各国の、行政、あるいは企業が、自然災害へのリスク
を中心に、どのように事前に評価し備えているのかをまとめている。
　また、特に冒頭で、被害を受けてもそこから素早く回復し、また全般的なリスク対応力を
高めるとして近年注目されているレジリエンスについて解説。各国への事業進出の際、各章
の個別論への取組に加え、レジリエンス強化を図ることで、リスク対応力が向上するだろう。

　ある幼稚園の極めてユニークな保育実践は、既存の理論ではうまく説明できない、と気づ
いた著者が始めた参与観察。これによりすくい取った、IKEA でのごっこ遊び、「メディア遊び」
などの事例を通して実践される「遊びこむ」保育の実態を明らかに。これまでの保育実践研
究への示唆を提示する興味深い書。

【日経読書人へのおすすめ】
1/8（日）『グローバルオペレーターが変える
　　　　　ホテル経営』
2/5（日）『トラック運送企業の生産性向上入門』

保育実践を支えるリアリティとファンタジーの多層構造

【日経サンヤツ】
1/1（日）　代表的ロングセラー紹介
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【ロングセラーの深層─ガバナンス】
別添注文書でご注文ください！

①グローバルオペレーター
が変えるホテル経営
マネジメント契約はホテル産業に何を
もたらしたか

田尾桂子 著
A5判、224p、3000円＋税
978-4-561-26686-0
2016年12月刊

②事業承継のジレンマ
後継者の制約と自律のマネジメント

落合康裕 著
A5判、276p、3200円＋税
978-4-561-26682-2
2016年５月刊

③俊敏 ・ 積極果敢なタイガー経営

マルティン・ヘンマート 著
林 廣茂・長谷川治清 監訳
四六判、264p、1852円＋税
978-4-561-25640-3
2014年刊

④アジアのコーポレート ・ ガ
バナンス改革
佐久間信夫・出見世信之 編著
A5判、180p、2500円＋税
978-4-561-25631-1
2014年刊

　「ガバナンス」は日本語で言えば統治で、この語は政治で
よく用いられますが、経営でも使用頻度が増加しています。
　「コーポレート・ガバナンス」についてはご存知の方も多
いと思います。当該の企業において、不祥事が起きること
を防ぎつつ、社会に貢献することを目指し、さまざまな利
害関係者を調整していく活動です。
　ガバナンスには、グローバル化、あるいは経営の効率化
に対応していくなどの要請から、より広く、一つの企業内
にとどまらない取り組みが求められるようになってきたこ
とから注目されてきています。

　新刊の①『グローバルオペレーターが変えるホテル経営』
は、所有と運営を別々の主体が担うというガバナンスを可
能にする「マネジメント契約」をテーマにしています。
　これは、特にホテル業界で広く活用されており、ヒルト
ンやマリオットなどのグローバルなホテルチェーンもこの
手法をしばしば用いています。チェーンは不動産を所有し
ないため大きな資金が不要となり、身軽な経営を実現でき
る一方、所有者とのさまざまな軋轢が起きやすくなってお
り、本書はその功罪を理論的・実証的に検討しています。

　同族経営は近年、ファミリービジネスと呼ばれることも
増えています。会社としてのガバナンスがある一方、家族
としてのガバナンスがあり、日本では否定的に語られるこ
とが多かったのですが、長期的な視点を持ちうるというよ
うな強みも持っており、改めて注目を集めています。
　ただし、しばしば問題となるのは代替わりです。②『事
業承継のジレンマ』において、後継者は、家族のしがらみ
がある一方、会社では、一般の従業員とは異なる自律的な
存在であるという二律背反をどのように克服してきている
のか、事例研究から掘り下げています。

　ガバナンスのあり方は一様ではなく、国民性でも大きく
異なります。韓国経済はいろいろな問題を抱えていますが、
サムスン電子のようなグローバルに圧倒的な強さを誇る企
業は変わらず高い業績を挙げています。③『タイガー経営』
は、韓国の国民性に即した、強いリーダーシップと素早い
意思決定、社員の強いモチベーションに基づくガバナンス、
そして経営のあり方を描いています。

　また、アジアを中心に各国のコーポレート・ガバナンス
の現状と改革の方向をまとめたのが④『アジアのコーポレー
ト・ガバナンス改革』です。政治・経済的な与件も踏まえ
た各国の事情がコンパクトにまとめられています。

グローバル韓国企業の強さ


