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ワーキング心理学
D.L.ブルースタイン（ボストンカレッジ教授）編著
渡辺三枝子（筑波大学大学院名誉教授）監訳

平積推奨 [ キャリア・産業心理学 ]

　他の研究領域と同様、心理学も各分野の専門性が高まるにつれ、働くという行
動への理解が閉鎖的になってきた、と編著者は言い、フェミニズムとジェンダー、
あるいは障碍者労働などの働くことについての現代的な課題にうまく応えられて
ないとする。
　ワーキング心理学は、このような、過去数十年にわたり主流となっていた仕事
とキャリアに関する考え方への批判からうまれた視点に立ち、人生における仕事
の役割を理解するための包括的、共感的かつ公正なアプローチを促進する考え方
として、近年注目を集めている。
　本書は、ワーキング心理学に関して、その理論的基礎から始まり公共政策に至
るまでの幅広い５つの大きなテーマを取り上げまとめたハンドブックであり、こ
の編著者は、この分野の第一人者である。
　大部ではあるが、キャリアカウンセラーや人事などの実務家や、産業心理学や
経営学などの研究者、さらには政策立案者まで幅広く読まれるべき書。

978-4-561-26698-3 B5判 250p 6500円＋税(予価)C3034
５月中旬
配本予定初ご案内

働くことへの心理学的
アプローチ

キャリアを
超えて （仮）
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財務管理の基礎知識 第３版 
平野秀輔（公認会計士）著

978-4-561-35215-0 A5判 200p 2000円＋税(予価)C3034
４月上旬
配本予定初ご案内

[ 会計 ]

　財務や経理の実務経験がなくても、管理者が一定の会計知識を持つ必要性が高まっている。
このような方に会計の基礎を知ってもらうために書かれた本書は、簿記の知識が十分でなく
とも財務諸表が読め経営分析の考えがわかるよう工夫されている。
　第 2 版増補版（2011 年刊）からの改訂版。

財務諸表の見方から経営
分析、 管理会計まで

（仮）成城映画散歩

高田雅彦 （３月まで成城学園職員）著

978-4-561-51097-0 A5判 292p 2500円＋税(予価)C1074

平積推奨
[ 映画 / まちあるき ]

　映画好きが嵩じて東宝の撮影所が近くにある成城大学に進学し、成城学園に就職した著者。
ライフワークとして見続けてきた、成城で撮影された映画とまちの記憶を語る。
　貴重なスチル写真だけでなく、基本的な映画情報やまち、ひとにまつわる脚注も満載で、
大林宣彦監督の寄稿もあるなど、映画ファン、成城のまちを愛する好事家にはこたえられな
い一冊となった。

４月下旬
配本予定初ご案内

あの名画も、 この傑作も、 みな東宝
映画誕生の地 ・ 成城で撮られた

【ご案内済みアイテムの配本スケジュール（3/15時点）】

マネジメント論講義ノート　978-4-561-26693-8　2500円＋税
財務会計 第5版　978-4-561-35213-6　3500円＋税
金融と経済　978-4-561-96136-9　4000円＋税
アジア・オセアニアのリスクマネジメント　978-4-561-26691-4　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

【配本済み】

【次号以降の配本・刊行見込み（タイトルは仮題、定価は予価） 】

【次号までに配本・刊行予定（タイトルは仮題、定価は予価） 】

産業クラスター戦略による地域創造の新潮流 　978-4-561-26689-1　3000円＋税
旧：地域創造による産業クラスター戦略の新潮流

地域商業の＜底力＞を探る　978-4-561-66222-8　3400円＋税
子どもの「遊びこむ」姿を求めて　978-4-561-56096-8　4500円＋税
マーケティング論 改訂版　978-4-561-65221-2　2600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
グローバル・マーケティング零　978-4-561-65223-6　2500円＋税
IoT時代のアライアンス戦略　978-4-561-26696-9　3000円＋税
会計学・簿記入門 第13版　978-4-561-35214-3　2800円＋税
それがポートランドだった　978-4-561-96137-6　3000円＋税
ライセンスビジネスの戦略と実務 第2版　978-4-561-24694-7　3000円＋税
社会システムのデザイン戦略　978-4-561-26695-2　3000円＋税
シャイン博士が語る 組織開発と人的資源管理の進め方　978-4-561-96137-6　3000円＋税
組織変革のレバレッジ　978-4-561-26692-1　3300円＋税

詳しくは別紙注文書をご覧ください！
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【今月～来月の広告出稿】
【日経読書人へのおすすめ】

3/4（土）『シャイン博士が語る キャリア・
カウンセリングの進め方』
4/1（土）『地域商業の底力を探る』

【日本経済新聞第一面サンヤツ】
3/28（火）　有力新刊・近刊紹介

期待の近刊・新刊、ご注文はお済みですか？
地域商業の底力を探る 

それがポートランドだった 

キャリアカウンセリングの進め方 

商業近代化からまちづくりへ

なんの変哲もない、 取り
立てて魅力もない地方都市

「みんなが住みたい町」 をつくった市民の選択

シャイン博
士が語る

< キャリア ・ アンカー > の正しい使用法

978-4-561-66222-8 A5判 258p 3400円＋税(予価)C3063
３月下旬

配本
２月号で
初ご案内

978-4-561-96137-6 A5判 256p 3000円＋税(予価)C3033
４月上旬

配本

978-4-561-24690-9 A5判 88p 1800円＋税C3034 今年１月刊行

[ 商業 / まち
づくり ]

[まちづくり]

[ キャリア・
人的資源管理 ]

　ショッピングモール誘致やアーケード整備のような、ハード中心の商業
施策だけでは住みやすい街ができるわけではないという問題意識の下、地
方圏４都市と首都圏２都市の、さまざまな施策の光と影を明らかに。
　さらに商業の文化発信力に着目し、地域社会と価値共創している４つの
個店も紹介しており、地方創生を支える地域商業の活性化のヒントが得ら
れます。

　シャインの＜キャリア・アンカー＞は広く知られていて、弊社の『キャ
リア・アンカー』（2003 年）や『キャリア・マネジメント』（2015 年、全
3 巻）がロングセラーになっていますが、その分、誤用も多く、例えば大
学生の進路診断にも使われるようになってしまっています。
　本書は、その本来の活用法や、キャリア・カウンセリングの進め方を、
彼の組織やグループに関する知見も踏まえ、分かりやすく語ります。　
カウンセラーだけでなく自分でキャリアについて考えたい方にも！

商店街の関係者、 また自治体担当者に貴重な資料に！

　アメリカ西海岸の北部の都市ではシアトルも有名で、グローバルに発
展し経済水準も高いのですが、ここしばらくはポートランドが人口増加
率が上回っているそうです。
　本書は、普通の地方都市だったポートランドがこのようなユニークな
都市となるに至った都市再生の過程を明らかにしています。 
魅力あるまちを実現したいと強く願う住民、 自治体関係者に！

３月号で
初ご案内

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

畢 滔滔 （立正大学経営学部教授）著

E.H.シャイン・尾川・石川著/松本・小沼訳
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【ロングセラーの深層─組織変革】
別添注文書でご注文ください！

①
安藤史江 他著　A5判
246p、3300円＋税（予定）
978-4-561-26692-1
2017年４月刊行予定

③シャイン博士が語る

組織開発と人的資源管理
の進め方 プロセス・コンサルテーショ

ンと対話型組織開発

E.H.シャイン他著
A5判、100p、1800円＋税
978-4-561-24697-8
2017年４月刊行予定

　組織変革は経営学の大きなテーマとなっていて、ビジネ
ス書の刊行も盛んです。それは組織変革が重要であること
の反映である一方、それが困難でもあることを、①『組織
変革のレバレッジ』は序文で指摘しています。
　同書は、その難易度を下げるべく、研究があまりなされ
ていなかった組織変革プロセスにおける「踏み切り・跳躍」
という現象の理論化を行い、変革を一気に進める「切り替
えスイッチ」の探し方を提案しています。また、理論の検
証に使われた４つの事例は当事者たち自身が執筆したもの
で、共感しやすく仕上がっており読ませます。

　②『企業文化 改訂版』は、組織を暗黙のうちにコントロー
ルする企業文化について、実務家の関心に沿い解説します。
著者のシャインは、人と組織の問題を扱う組織心理学のグ
ルとも言うべき大家で、本書は『組織文化とリーダーシップ』

（本体 4000 円、2012 年刊）の研究に基づいています。
　組織変革における文化の問題は、変革の際に必ず押さえ
ておくべきで、この改訂版では、近年特に取り組みが必要
となりやすい、ＩＴ化やグローバル化も取り上げています。

　次もシャインの本で、③『組織開発と人的資源管理の進
め方』　をご紹介します。組織の変革では、個々の人も変わ
る必要があり、その際、人事部門は、どのような取り組み
をすべきなのかを扱っています。すなわちキャリアから組
織文化について押さえた上で、プロセス・コンサルテーショ
ンという組織開発の基礎スキルの活用方法を解説します。
　この技法は英治出版刊の『人を助けるとはどういうこと

か』『問いかける技術』で注目を集めましたが、ビジネスシー
ンでの活用を考える場合、弊社の本がおすすめです。

　実際に変革するにはリーダーシップが重要で、リーダー
は語り部である必要があり、語りにストーリーが必要と、
④『ストーリーテリングのリーダーシップ』は説きます。
世界銀行の理事だった著者が、自らの職務を通して培った
フレームワークである、６つのイネーブラー（促進要因）
と３つのステップを解説します。

　また、組織変革はプロジェクトと見なすことができます。
⑤『変革マネジメントの理論と実践』は、システム開発で
よく用いられるプロジェクトマネジメントの手法を使って、
変革にあたって発生しがちな、構成員の不適応や抵抗を管
理する方法論を追究しています。

②企業文化 改訂版
ダイバーシティと文化の仕組み

E.H.シャイン 著　A5判
272p、3500円＋税
978-4-561-23675-7
2016年刊

④ストーリーテリングのリー
ダーシップ 
組織の中の自発性をどう引き出すか

ステファン・ダニング著
高橋・高井監訳　四六判
428p、3300円＋税
978-4-561-26567-2
2012年刊

組織変革のレバレッジ

⑤変革マネジメントの理論と
実践 プロジェクトリーダーシップの役割

和歌山大学経済学部研究叢書

野間口 隆郎著　A5判
216p、3300円＋税
978-4-561-26604-4
2013年刊

準備中


