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HAKUTO SHOBO Coming Soon BOOK NEWS

ファミリービジネス	 ４月上旬配本予定	 初ご案内

ファミリービジネスのイノベーション ［仮］
イノベーション創出にあたっての経営者の能力
玄
げん

場
ば

公
きみ

規
のり

 （立命館大学教授）編著

ファミリービジネスは、一般的に創業家の一族が経営に深く関与している企業であり、近年、その優

位性に改めて注目が集まっている。

本書は、特にイノベーションの能力に注目する。イノベーションを成功させるには、長期的な視点を

持ち強いリーダーシップを発揮する必要があり、ファミリービジネスではその実現が容易である可能

性があるためである。実務家にも読みやすく、学びやすく編集されている。

目次（仮）
第1章	 ファミリービジネスの優位性
第2章	 イノベーションの不確実性
第3章	 企業固有の能力

第4章	 カテゴリー・イノベーションの創出
第5章	 ＣＳＶによる競争優位
第6章	 ブランド戦略

978-4-561-25711-0　C3034　/　A5 判　146 頁　/　2315 円＋税（予価）

東南ア/ビジネス教育	 ３月下旬配本予定	 初ご案内

【専修大学商学研究所叢書】	
メコン地域におけるビジネス教育 ［仮］	
内
うち

野
の

　明
あきら

（専修大学教授） 編著

メコン地域は日本に近接し、グローバリゼーションが拡がる中、その重要性が高まっている。

本書は、日本の企業がこの地域で連携してビジネスを行う上で必要な、従業員・管理者への教育のあ

りように関する調査を集成している。現地従業員の水準、また、すでに進出した日系企業の取り組み

などがまとめられており、研究者だけでなく、進出を検討するビジネスパースンにも参考となろう。

目次（仮）
第1章	 メコン地域のビジネス教育へのアプローチ
第2章	 メコン地域におけるビジネス教育
	 ─現地大学と日系企業の教育の現状
第3章	 企業進出事例と労働教育環境
第4章	 日系繊維企業の人材育成・ビジネス教育
第5章	 日系小売進出企業における人材・ビジネス

教育の実態

	 ～CVSの店舗運営レベルに着目して～
第6章	 メコン地域における物流の実態
第7章	 統計で見るメコン地域
第8章	 ベトナムにおけるビジネス教育
第9章	 ミャンマーにおけるビジネス教育
第10章	 ラオスにおけるビジネス教育

978-4-561-26710-2　C3334　/　A5 判　208 頁　/　2600 円＋税（予価）
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財務会計	 ３月上旬配本予定	 初ご案内

ケースでまなぶ財務会計【第８版】
新聞記事のケースを通して財務会計の基礎をまなぶ
永
なが

野
の

則
のり

雄
お

（法政大学名誉教授）著

企業経営と会計の生きた関係を身近に感じてもらえるよう、主に新聞記事を起点に初学者に向け解説。

教科書の副読本ともなるようわかりやすく工夫されている。

本版は、国際会計基準へのコンバージェンス（収斂）を目指し行われてきている会計基準の新設・改訂

に対応しており、ケースで使う新聞記事も新しいものに変えたり、復習問題も変更している。

定評ある教科書の最新版。
978-4-561-35219-8　C3034　/　A5 判　296 頁　/　2800 円＋税

映画/日本の俳優	 ４月配本予定	 ご案内済

『三船敏郎、この１０本』
黒澤映画だけではない、世界のミフネ
高
たか

田
だ

雅
まさ

彦
ひこ

（映画評論家）著／三
み

船
ふね

プロダクション監修

没後20年が経ちましたが、今も高い人気が高い三船敏郎を論じた決定版！

ネットでの反響も大きく、また、書店様からのご注文も集まっています。

２枚目の注文書を映画担当者様にお渡しください！
※注文がダブった場合は、一番多いものを活かします。

978-4-561-51101-4  C1074  /  A5判 480頁  / 3700円＋税　（４月中に刊行予定、注文書2枚目）

有望近刊の表紙確定、定価も予価より200円安く設定。	
間もなく配本です！

チャイナ・エコノミー
複雑で不透明な超大国	その見取り図と地政学へのインパクト
Ａ．クローバー 著 / 東方雅美 訳 / 吉崎達彦 解説

日中関係の改善が期待される中で出版される入門概説書の決定版！　翻訳なが

ら読みやすい文章に仕上がり、また、日本語版の特典として下記のコンテンツ

も収録し、一層充実の内容に！

日本語版へのあとがき　オリジナル版刊行（2016年４月）後の、一帯一路、またトラ

ンプ政権の誕生などの地政学的な変動を踏まえ日本への示唆をまとめています。

解説　著名エコノミスト吉崎達彦氏（双日総合研究所チーフエコノミスト）が、日本の

事情も踏まえた、この本の意義と読み方を指南します。

[２月末配本予定]

978-4-561-91139-5 　C3033　/　 四六判　412頁　/　定価 2593円＋税

「ニューズウィーク」等に中国関連記事を頻繁に寄稿されている高口康太氏も名著と
絶賛！　新聞広告に加え、特設サイトも作りネットでも露出も図ります！

平積推奨
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『ビッグデータから見える韓国』	
監訳者木村幹教授と津田大介氏の対談公開！	
監訳の木村幹氏（神戸大学大学院教授）と津田大介氏（ジャーナリスト／メディ

ア・アクティビスト）の対談「ビッグデータと日韓比較から考える「政治」

との切り結び方」が、専門知に裏打ちされた言論を発信するポータルサ

イト「シノドス」で公開されました。

https://synodos.jp/international/21090 （右に記事キャプチャの一部を掲載）

韓国の政治状況を踏まえた日本の選挙のありかた、特に昨年10月の総

選挙での立憲民主党・希望の党の明暗や日韓メディアの比較、また行政

と市民活動の関係など、大変興味深い議論が展開されています。

今後、改めて本書が話題になるものと期待されます！

978-4-561-95138-4  /  A5判 196頁 / 2600円＋税　（既刊、注文書１枚目に掲載）

広告出稿	
今月～来月

日経読書欄	読書人へのおすすめ
2/3	土	 『知識移転のダイナミズム』
3/3	土	 直近に刊行の新刊

日経新聞１面下
３月中旬	 『チャイナ・エコノミー』など有力新刊

ご案内済みアイテムの配本スケジュール	 2/15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
知識移転のダイナミズム
978-4-561-26703-4　3300円＋税

証券理論モデルによるブラック・マンデーの原因究明
978-4-561-96302-8　4000円＋税

次号までに配本・刊行予定
チャイナ・エコノミー
978-4-561-91139-5　2593円＋税

地域産業集積の優位性
978-4-561-26708-9　3000円＋税

セレブリティ・コミュニケーション
978-4-561-66228-0　3000円＋税

企業アイデンティティへの一体化マネジメント
978-4-561-26704-1　3000円＋税

日系グローバル企業の知識移転メカニズム
978-4-561-26706-5　3500円＋税

ビッグデータ時代の会計論
978-4-561-36220-3　4500円＋税

ワーキング心理学
978-4-561-26698-3　6400円＋税

再生の経営学
978-4-561-36221-0　2800円＋税

次号以降の配本・刊行予定
総合商社機能の本質
978-4-561-26707-2　3700円＋税

新テキストマイニング入門
978-4-561-26705-8　4500円＋税

コンテンツとイメージの物語論
978-4-561-56100-2　5000円＋税

マーケティング講義ノート
978-4-561-65227-4　2600円＋税

三船敏郎、この１０本
978-4-561-51101-4　4000円＋税

SCM概論　
978-4-561-74204-3　3600円＋税

社会システムのデザイン戦略
978-4-561-26695-2　3000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
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知識の共有・獲得・結合
イノベーションや改善を実現し、組織の力を強化する上で、

組織の中・外のさまざまな知識や情報、ノウハウの共有・獲得・

結合が重要であることは言うまでもありません。今回は、こ

れらをテーマにした本をご紹介します。

　①『知識移転のダイナミズム』は、外部からの知識移転をテー

マにしており、国際航空分野を題材に、公式の会議体だけで

なく、「副次的コミュニティ」でも築かれる紐帯が、幅広い知

識移転に有益であることを示しています。さらに、業界団体

等への参加、あるいは運営に際し、有益な示唆も含んでいます。

　②『地域産業集積の優位性』は、岡山のジーンズ・今治のタオ

ルという、地場の中小アパレル・繊維産業が、海外との競合に

も負けず存在感を示している一方、岐阜の婦人アパレル産業は

さびれてしまっているという対比から、「商人的リンケージ企業」

という概念を提示し、市場と産業集積の情報を結び付け、新た

な企画を生み出し、市場に伝えることの重要性を示しています。

以下3点は国際的な組織の間における、知識の問題を扱ってい

ます。

③『日系グローバル企業の知識移転メカニズム』は、ASEAN諸

国の日系グローバル企業の事例にあたりながら、「境界線」を

超えて知識共有をしていく難しさをいかに克服するのかを追

究しています。特に、組織を適切に管理するノウハウにも注

目し、議論がなされています。

　現在、多くの新興国がその経済成長に伴い、環境に大きな

負荷をかけるようになってきています。発展が一定水準に達

した国では特に社会的な問題となりやすく、また地球温暖化

では、国際的な取り組みが必要です。④『環境経営のグローバ
ル展開』は、日本企業の新興国子会社への調査を行い、日本に

おける環境経営が、海外の事業部門やサプライチェーンに移

転・普及する取り組みを分析、そこから環境経営の国際移転

を促進するための政策的示唆を提示しています。

　「失われた20年」の間に、日本の技術者が韓国や中国、台湾

などの企業に採用されたことで、日本企業の持っていた知識

がそれらの企業に移転し技術力が向上した一方で、日本の産

業の地盤沈下につながりました。⑤『技術流出の構図』は、彼

らの動きを追いながら、海外拠点でのイノベーション創出や、

母語の異なる人材を活かしたＲ＆Ｄ（研究開発）体制のあり方

などについての貴重な知見を提示しています。

別添注文書でご注文ください！

①知識移転のダイナミズム 
	実践コミュニティは国境を越えて

中西善信	著
A5判　224頁
3300円＋税
978-4-561-26703-4
2018年1月刊

②地域産業集積の優位性 
ネットワークのメカニズムとダイナミズム

田中英式	著
A5判　170頁
3300円＋税
978-4-561-26708-9
2018年２月刊行予定

③ 日系グローバル企業の知識移転
メカニズム 
マネジメントへの効果と組織境界への影響

西脇暢子	編著
A5判　296頁
3500円＋税
978-4-561-26706-5
2018年３月刊行予定

④環境経営のグローバル展開  
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）受賞】

金原達夫・村上一真	著
A5判　256頁
3200円＋税
978-4-561-26671-6
2015年刊

⑤技術流出の構図  
エンジニアたちは世界へとどう動いたか

藤原綾乃	著
A5判　224頁
3500円＋税
978-4-561-26668-6
2016年刊

ロングセラーの深層

準備中


