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HAKUTO SHOBO Coming Soon BOOK NEWS

マーケティング	 ４月上旬配本予定	 初ご案内

市場流通に関する諸問題【新訂版】
基本的な企業経営原理の応用について
A.W. ショー 著／丹

たん

下
げ

博
ひろ

文
ふみ

（愛知学院大学教授） 訳・論説

マーケティングの研究は、「マーケティング論の父」といわれるショーの科学的・体系的な研究によっ

てその幕が切って落とされた。

本書はその古典的名著の新訂版（前版は新増補版、２０１２年刊）で、訳・論説者による2つの論説も収録。

読者の理解を助ける。 
978-4-561-76218-8　C3063　/　B6 判　240 頁　/　2500 円＋税（予価）

財務会計	 ３月中旬配本予定	 再ご案内

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（ご注文がダブった場合は多いものを活かします）

キャリア/産業心理学	 ３月下旬配本予定	 昨年３月にご案内済

キャリアを超えて	
ワーキング心理学 働くことへの心理学的アプローチ	
D.L. ブルスティン（ボストンカレッジ教授） 編著/ 渡

わた

辺
なべ

三
み

枝
え

子
こ

（筑波大学大学院名誉教授）編著

「ワーキング心理学」は、すべての働く人が「尊厳ある仕事」に就けることを目指す考え方で、過去数

十年に渡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生まれた視点に立ってお

り、近年、とみに注目を集めている。

本書は、ワーキング心理学の第一人者が編著者となっており、また、その理論的基礎から公共政策に

至るまで、幅広く５つのテーマの専門家が執筆するハンドブックである。

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、また産業心理学や経営学などの研究者、

さらに政策立案者まで幅広く読まれるべき書。
978-4-561-26698-3　C3034　/　B5 判　448 頁　/　6400 円＋税（ご注文がダブった場合は多いものを活かします）
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発売から好調な売上！ 

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
アーサー・Ｒ．クローバー 著 / 東

とう

方
ほう

雅
まさ

美
み

 訳 / 吉
よし

崎
ざき

達
たつ

彦
ひこ

 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、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、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。

（注文短冊は注文書１枚目一番下にあります！）

978-4-561-91139-5 　C3033　/　 四六判　412頁　/　定価 2593円＋税（発売中！）

『チャイナ・エコノミー』パブリシティ続 ！々
解説の吉崎達彦氏に、『チャイナ・エコノミー』をご自身のサイト「溜池通信」で紹介いただき、大変な

反響がありました。また、レギュラーでご出演の、３つのラジオ番組等で紹介いただきました。ちょ

うど中国の全人代（全国人民代表大会）が開催されているタイミングで、取り上げていただきやすかった

ようです。

新聞等でも全人代や中国の政治体制に関する記事が増えており、読者の関心も高まってくるものと思

われます。

また、神戸大学大学院教授 梶谷 懐氏にも、個人ツイッターで「ジャーナリスティックな関心とアカデ

ミックな水準を両方満たす良書です。今中国経済について何か読むとするなら、この本1冊をじっく

り読むことをお勧めします。」と高くご評価いただいています。

中国関連特設サイトオープン！
『チャイナ・エコノミー』の発売に合わせ、また、

今後も中国関連書籍の出版を予定しているため、

「中国関連経営・経済書籍フォローアップサイト」

を立ち上げました。

http://topic.hakutou.co.jp/china/

こちらに、近年、経済誌の中国特集で必ずと言っ

ていいほど寄稿されている高口康太氏の書評や、

吉崎達彦氏の『チャイナ・エコノミー』解説抄録

などを掲載しています。

今後、弊社の本に限らない中国関連注目書籍な

ども紹介していきますのでご期待ください！

平積推奨
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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！
※ご注文がダブった場合は、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）

広告出稿 今月～来月

日経読書欄	読書人へのおすすめ
4/7 土 『ワーキング心理学』

日経新聞１面下
3/14 水 『チャイナ・エコノミー』『IT 会計帳簿論』『セレ

ブリティ・コミュニケーション戦略』

ご案内済みアイテムの配本スケジュール 3/15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
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戦略
978-4-561-66228-0　3000円＋税

一体感のマネジメント
978-4-561-26704-1　3000円＋税

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

次号までに配本・刊行予定
ケースでまなぶ財務会計【第８版】
978-4-561-35219-8　2800円＋税

ワーキング心理学
978-4-561-26698-3　6400円＋税

メコン地域におけるビジネス教育
978-4-561-26710-2　2600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

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
ファミリービジネスのイノベーション
978-4-561-25711-0　2315円＋税

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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「働き方改革」フェアの参考に
　現在、「働き方改革」の必要性が叫ばれています。「働かせ

0 0 0

方

改革」だという批判もあるようですが、現在の雇用制度に硬直

的なところがあり、グローバル化・IT化が進む経済環境で、

イノベーションが求められる一方、少子高齢化が一層進展す

る社会に整合的でないのは間違いのないところでしょう。

　今回は、「働き方改革」のフェアを企画される際に、ライン

ナップに加えていただけそうな本を選んでみました。

　①『キャリア・アンカー』は、働く際に自分が大事にし、拠っ

て立つ価値観「キャリア・アンカー」を解説しています。この

概念はキャリア・コンサルタント必修項目の一つで、この本は、

その価値観を明らかにするテストも収録しています。日本は、

「熱意溢れる社員」の割合が極めて低いという調査結果もあり、

改めて考えてみることは大事でしょう。

　②『キャリア・サバイバル』は、自身の仕事環境における、自

分に対する組織のニーズが何なのかをワークシートで明らか

にし、考え方を解説しています。①と対になる本で、協働し

て働くということは、自分の思いと、一緒に働く人たちのニー

ズと折り合わせるということに他なりません。この２冊は、

組織心理学という分野の創始者であるエドガー・シャイン

（E.H.シャイン）の代表的な著作です。

　ここからは、組織の側から働き方を考える本となります。

　③『グローバリズムと共感の時代の人事制度』の著者は、社員

は毎日まじめに働いているようにみえても、企業業績は低迷

し、社内に不安と閉塞感が漂っていることが多いと言い、そ

れは標準的な人事制度が有効に機能していないからだ、と言

います。そして、人事制度こそが働く人たちの考え方と行動

を変えると言い、雇用を債権・債務の関係として捉えた上で、

「リスク付随型雇用」への変更を提案しています。

　④『一体感のマネジメント』は、異動をテーマにしています。

従業員の能力を高めるため、あるいは出世のための手段とさ

れてきた傾向がありますが、彼らが活躍するかどうかは企業

が戦略的に人事異動を行えているか否かに大きくかかってい

ます。本書は、人事異動が組織アイデンティティの獲得にも

有用なことを明らかにし、そのメカニズムを追究しています。

　⑤『組織開発と人的資源管理の進め方』もシャインの本です。

シャインの開発した、人と関わるための理論・技法「プロセス・

コンサルテーション」を、組織開発で活用する際に有用です。

その際、考慮されるべき、スタッフのキャリア設計や組織文

化との関係も整理しまとめ、分かりやすく語っています。幅

広く豊富な実例も交えられ読みやすく、活用しやすい内容と

なっています。

別添注文書でご注文ください！

①キャリア・アンカー 
自分のほんとうの価値を発見しよう

E.H.シャイン	著/金
井壽宏訳
B5判　120頁
1600円＋税
978-4-561-23385-5
2003年

②キャリア・サバイバル 
職務と役割の戦略的プラニング

E.H.シャイン	著/金
井壽宏訳
B5判　108頁
1500円＋税
978-4-561-23338-1
2003年刊

③ グローバリズムと共感の時代の
人事制度 これからの時代に即したし
なやかな人事のあり方を探る

山西	均	著
四六判　304頁
2407円＋税
978-4-561-23667-2
2015年刊

④一体感のマネジメント  
人事異動のダイナミズム

林	祥平	著
A5判　224頁
3000円＋税
978-4-561-26704-1
2018年３月刊

⑤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技法の用い方

シャイン他	著
A5判　114頁
1850円＋税
978-4-561-24697-8
2017年刊

ロングセラーの深層


