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HAKUTO SHOBO Coming Soon BOOK NEWS

比較政治・メディア論	 ７月上旬配本予定	 初ご案内

ビッグデータから見える韓国	［仮］
進む政治の情報公開と既存メディア・SNSのダイナミズム	
チョ・ファソン（延世大学教授）/ ハン・キュソプ（ソウル大学副教授） 他著 
木村 幹（神戸大学教授）監訳/ 藤原友代 訳

先進的なデータ公開や、ＳＮＳの解析による世論の見える化が明らかにした、国のあり
方のケーススタディ。ツイッターフォロワー２万を超える韓国研究第一人者が監訳！
数年前、韓国で大規模スーパーが安価で量も多いピザの販売を始めたことが、小規模なピザ専門店の

経営を圧迫するとして、SNS上でスーパーの経営者が批判された。それに対しこの経営者が、どちら

を選ぶかは消費者の選択だ、と反論したことから「炎上」し、そこに有識者、さらに政府関係者までも

参加し議論が盛り上がった。この論争は大型スーパーの営業を規制する法律の制定につながる。

本書では、この事例に代表される、日本でもありそうなＳＮＳや既存メディアと政治をめぐるさまざ

まな事例が、ビッグデータを活用した解析を元に読み解かれている。特に、韓国では政治の情報公開

が進んでいるため、議員の国会における投票行動と自身のＳＮＳでの発言傾向の整合性や、政党内の

派閥活動の様相なども定量的に描き出されている。

日本におけるビッグデータの活用はマーケティング分野を中心となっているが、本書は政治や社会の

分析、理解にも有用なことを示しており貴重で、韓国に関心を持つ方はもちろん、ビッグデータを活

用した政治学研究、あるいはメディア論に関心がある方にも参考となろう。

ISBN978-4-561-95138-4　C3033　／　A5判　192頁　／　2600円＋税（予価）

独立行政法人会計基準	 ６月下旬配本予定	 初ご案内

よくわかる 独立行政法人会計基準 実践詳解 改訂第４版 
新日本有限責任監査法人 著

複式簿記や発生主義の基本から独立行政法人会計基準の全容理解までを1冊でカバー。

平成２７年１月に改訂された独立行政会計基準を踏まえ加筆修正された新版。

ISBN978-4-561-34216-8　C3334　／　B5判　560頁　／　5500円＋税（予価）
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2016年度下半期の売れ筋ご紹介　　　　　   一覧表で欠本などご確認ください！

特に注目のアイテムを下記にご紹介しています。また、注文書２枚目にロングセラー
を含め一覧表をご用意しています。
「シャイン博士が語る」	 E.H.Schein	Basic	Library	

シャイン・尾川・石川 著 ／ 松本・小沼 訳

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

看護分野等でも注目の、人対人

の相互作用で組織を変化させる

技法のプロセス・コンサルテー

ションを解説。特に、組織開発

に携わる方向けに、人をめぐる

種々の側面も押さえる。

ISBN978-4-561-24697-8 / A5判 114頁 / 1850円＋税

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

日本人のワークスタイルを踏ま

えつつ、定評ある適性診断キャ

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、彼の組織やグループ

に関する知見も踏まえ語る。

ISBN978-4-561-24690-9 / A5判 88頁 / 1800円＋税

まちづくり２点	 	

なんの変哲もない、取り立てて魅力もない地方都市	
それがポートランドだった 
「みんなが住みたい町」をつくった市民の選択	

畢 滔滔 著

今、日本でも注目の米国西海岸

の都市が、どのように旧弊を抜

け出し変革を遂げてきたのか、

1970年代からの公・私のダイ

ナミズムと、住民の選択や関

わった専門家たちの戦略などから明らかに。
ISBN978-4-561-96137-6 / A5 判 256 頁 / 3100 円＋税

商業近代化からまちづくりへ	
地域商業の底力を探る 
矢作敏行・川野訓志・三橋重昭 編著

これまでのハード中心の商業施

策が必ずしも売上向上や住民が

暮らしやすい街づくりにつなが

らないことを地方４・首都圏２

の事例で示す。また、地域社会

で価値共創し、文化発信する個

店を４つ紹介。

ISBN978-4-561-66222-8 / A5判 258頁 / 3400円＋税

高度な専門書ながら好調	 	

採用面接の科学 何が評価されているのか	
今城 志保 著

会社の将来を左右するはずの

採用面接の研究はあまり進ん

でいないと著者は言い、関連

領域の知見も活用しながら、

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検

証。実務家にも高い評価。
ISBN978-4-561-26659-4 / A5 判 256 頁 / 3800 円＋税	

グローバル・サプライチェーンロジスティクス 
黒須・岩間 編著 ／ 早大ネオ・ロジスティクス共同研究会 著 

中小企業も海外へ事業展開する

ことが増えてきている一方、ノ

ウハウ書か、純粋な研究書でな

く、貿易実務や保険などの基本

中の基本から地政学等リスクま

で幅広く目配りした内容の書。

図表も多く、実務家による事例紹介も豊富。

ISBN978-4-561-76213-3 / A5判 504頁 / 6000円＋税
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外商向け下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年下期分が出来上がり
ました！
特に、大学の経営・経済系の学部・大学院の研究室
や図書館、また、大規模な公共図書館や大企業、公
官庁、経営・経済コンサルティング会社などへの営
業に有効です。
この１面では、本紙左面でもご紹介している「シャ
イン博士が語る」シリーズをピックアップしていま
す。また、他の面のアイテムでも書影付きでご紹介
しているものが特におすすめです。

ご入用の部数を、注文書1枚目の当該欄にご記入
いただきFAXください！

ご案内済みアイテムの配本スケジュール 5/15時点	※刊行予定のタイトルは仮題、定価は予価

配本・刊行済み
マネジメント論講義ノート
978-4-561-26693-8　2500円＋税

本質から考え行動する科学技術者倫理
978-4-561-25699-1　1800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

財務管理の基礎知識 第３版
978-4-561-35215-0　2000円＋税

財務会計	第5版
978-4-561-35213-6　3500円＋税

次号までに配本・刊行予定
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

米国エネルギー法の研究
978-4-561-76216-4　4000円＋税

グローバル・マーケティング零
978-4-561-65223-6　2500円＋税

組織変革のレバレッジ
978-4-561-26692-1　3300円＋税

軍事力形成の政治学
978-4-561-96135-2　4000円＋税

社会システムのデザイン戦略
978-4-561-26695-2　3000円＋税

成城映画散歩
978-4-561-51097-0　2500円＋税

開示不正（旧題：ディスクロージャー不正）
978-4-561-46180-7　3500円＋税

マーケティング・マインドとイノベーション
978-4-561-65224-3　3000円＋税

次号以降の配本・刊行予定
SCM 概論　
978-4-561-74204-3　3600円＋税

ワーキング心理学
978-4-561-26698-3　6500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

会計学・簿記入門 第13版
978-4-561-35214-3　2800円＋税

広告出稿（予定） 今月～来月

日経読書人へのおすすめ
5/6 土 『それがポートランドだった』
6/3 土 『グローバル戦略市場経営』

日本経済新聞第一面サンヤツ
5/26 金 有力新刊・近刊紹介
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組織不祥事
一定の利益を上げることを含め、企業経営への規律の強化を

目指し、コーポレートガバナンス・コードやスチュワードシッ

プ・コードの制定や会社法の改正などがなされました。しか

し今でも、利益を議論する以前の問題である組織不祥事の問

題が表面化してきています。

①『開示不正』は、近年の１２の不祥事・不正を取り上げ検証・
分析を行い、今後の課題について防止・是正策を提言してい

ます。特に本書の編著者は、会計監査や内部統制研究の第一

人者でもあることから、不祥事・不正を防ぐにあたり、アカ

ウンタビリティー（説明責任）遂行の一環として取り組むべき

としており、新鮮な論点で議論しています。

また、組織不祥事を経営学の一分野として捉えるべきと説く

のは②『組織不祥事研究』です。アウトソーシング・効率の追求・
成果主義・組織文化の４要因が組織不祥事研究上で重要であ

ることを指摘し、１８の事例にあたりながら、経営にとって

有用な面も持つ４要因が、問題を引き起こすことなく良い面

を引き出せるようなあり方を追究しています。

組織不祥事を考える上で、②でも出たように組織文化は大き

なイシューの一つで、この分野で世界的に最も重要な研究成

果を挙げてきたシャインを外すことはできません。その成果

をビジネスパースンに向けまとめた③『企業文化 改訂版』では、
コンパクトに組織文化の性質を整理、またその取り扱い方を、

立ち上げたばかりの企業から、成熟期を迎えそれを変革しな

くてはいけない企業まで対象にして、語っています。

④『CSRのマネジメント』は、さまざまな仕組みや制度が設けら
れているにもかかわらず不祥事が起こっているのはなぜかを

追究しており、社会が問題視している事柄について視野狭窄（イ

シューマイオピア）に陥っているためとしています。そこで著者

は、そもそもソーシャルイシューを社内のさまざまな組織・

レベルで同じように正しく認識することが困難であることを

前提にして、防止策を検討すべきであると提言しています。

フェア展開をお考えの場合、上記の他、下記のようなテーマ

や著者、書籍も関連しておすすめです。参考になれば幸いです。

■コーポレートガバナンス・企業倫理

■失敗額関連　畑村洋一郎氏・『失敗の本質』（中公文庫）

■社会学的に　中根千枝氏の日本人論や『サイロエフェクト』（文

藝春秋）等

別添注文書でご注文ください！

①開示不正（旧：ディスクロージャー不正）
八田進二	編著
A5判　250頁	
3500円＋税（予定）
978-4-561-46180-7
６月上旬配本予定

②組織不祥事研究
樋口晴彦著
A5判　360頁	
4000円＋税
978-4-561-26594-8
2012年刊

【日本内部監査協会
2013年度青木賞受賞】

③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・尾川
監訳・松本訳
A5判　272頁	
3500円＋税
978-4-561-23675-7	
2016年６月刊

④ CSR のマネジメント 
イシューマイオピアに陥る企業

小山嚴也	著
A5判　178頁	
2600円＋税
978-4-561-26571-9
2011年刊

ロングセラーの深層


