
経営分野等の社会科学で有効な質的比較分析
（QCA）の基本的原理や分析手順、さらに研究過程
にどのように組み込むのかをまとめた。 
用いられる数学も高校初年度レベルで理解が容易。 

白桃書房の経営・会計定番書 

TEL:03-3836-4781 FAX:03-3836-9370 白桃書房 経営・会計定番書 2016年４月版 

http://www.hakutou.co.jp/ 

978-4-561-26664-8 A5判 232p 2700円＋税 

2015年刊 

経営事例の質的比較分析 
田村正紀 著 

［経営学・社会科学研究手法］ 

研・大図・公図 

※ 研：研究書、大図：大学図書館におすすめ、公図：公共図書館におすすめ 

スモールデータで因果を探る 

管理者行動論の歴史的名著。 
著者自ら実際に経営者たちの行動を観察して得た
「マネジャーの10の役割」により、管理者の仕事のリア
リティを描き出した。 

978-4-561-24218-5 四六判 360p 3200円＋税 

1993年刊 

マネジャーの仕事 
Ｈ．ミンツバーグ 著/奥村哲史・須貝 栄  訳 

［人的資源管理］ 

研・大図・公図 

組織において、文化が支配的な力を持つことを示唆。 
その上で、リーダーの役割や、いかに組織変革する
か、その方法を示した。経営組織論・キャリア開発の
大家、E.H.シャインの代表的な著作の一つ。 

978-4-561-23561-3 A5判 520p 4000円＋税 

2012年刊 

組織文化とリーダーシップ 
Ｅ．Ｈ．シャイン  著/梅津祐良・横山哲夫 訳 

［経営組織］ 

研・大図・公図 

グローバル化・専門家化などが進む中で重要性の
増すキャリア・スタッフ管理などのテーマについて、関
連分野も含めたミクロ組織論の研究最前線を、新進
気鋭の研究者たちがコンパクトにまとめた。 

978-4-561-26616-7 A5判 256p 3000円＋税 

2013年刊 

組織論レビューＩ 
組織学会 編  

［経営組織］ 

研・大図・公図 

組織とスタッフのダイナミズム 

ダイバシティの基本的な定義や理論に始まり、その導
入によって業績を上げるにはどうすればよいのか、まで
に至るさまざまな課題を網羅し論じた。 

978-4-561-23441-8 A5判 474p 4700円＋税 

2005年刊 

谷口真美 著 

［経営組織、人的資源管理］ 

研・大図・公図 

研究課題・理論・推論技法・データという、研究を支
える４つの要素を整理した上で、その設計の考え方・
技法を紹介。卒論に取り組む学部生に始まり、本格
的調査に取り組もうとしている実務者にも有用。 

978-4-561-26457-6 A5判 208p 2381円＋税 

2006年刊 

田村正紀  著 

［経営学研究、社会科学研究手法］ 

研・大図・公図 

経営知識創造の基本技術 

防水繊維の「ゴア・テックス」等、豊富な実例を交え、
ものづくり企業のブランド化の理論・方法論を紹介。さ
らに実務での取り組み方をまとめた。 

978-4-561-66211-2 A5判 384p 4200円＋税 

2014年刊 

Ｐ．コトラー・W.ファルチ著/杉光一成 訳 

［マーケティング、ＭＯＴ］ 

研・大図・公図 

ものづくり企業のための要素技術の「見える化」 

リサーチ・デザイン 

時に、合理的な意思決定から外れてしまいがちな意
思決定のメカニズムを論じる「行動意思決定論」の
決定版。実証研究を踏まえつつ、具体的な、意思
決定改善への示唆を提示する第一人者による著。 

978-4-561-26563-4 A5判 378p 3800円＋税 

2011年刊 

M.H.ベイザーマン ・D.A.ムーア 著/長瀬勝彦 訳 

［意思決定］ 

研・大図・公図 

バイアスの罠 

組織アイデンティティや組織変革など、変化の激しい
現代ならではの重要イシュー５つをピックアップ。関連
分野も含めたこれまでのマクロ組織論の研究最前線
を、新進気鋭の研究者たちがコンパクトにまとめた。 

978-4-561-26617-4 A5判 248p 3000円＋税 

201３年刊 

組織学会 編 

［経営組織］ 

研・大図・公図 

 外部環境と経営組織 

行動意思決定論 

組織論レビューⅡ 

2016年４月版 

クライアント、また、身の回りの人を支援するための技
法を追究し、医療・福祉分野でも注目を集める理論。 
コンサルタントとクライアントとの相互作用に焦点を当
て、健全な援助関係を効果的に実現するために。 

978-4-561-13140-3 A5判 372p 4000円＋税 

2002年刊 

Ｅ．Ｈ．シャイン 著/稲葉元吉・尾川丈一 訳 

［経営組織、人的資源管理］ 

研・大図・公図 

援助関係を築くこと 
プロセス・コンサルテーション 

イノベーション・ブランド戦略 

ダイバシティ・マネジメント 
多様性をいかす組織 
【経営行動科学学会2006年度「優秀研究賞」受賞】 



※ 研：研究書、大図：大学図書館におすすめ、公図：公共図書館におすすめ 

日本企業はビジネスモデルのイノベーション競争ともい
うべき環境下で苦境に立つ。そこで必要な、知的資
産を競争力に結び付ける知財・競争戦略、あるいは
ビジネスモデルのあり方などをまとめた論文集。 

978-4-561-26574-0 A5判 210p 2500円＋税 

2011年刊 

ビジネスモデルイノベーション 
渡部俊也 編著/新宅・妹尾・小川・立本・高梨 著 

［経営戦略、知的財産］ 

研・大図・公図 

取
扱
店 

19世紀末の大企業から20世紀末の国際化・情報化
の進む製造業まで、管理会計の進化を概観。長期
的視点を与える管理会計を持つべきと説く。 
978-4-561-26197-1 A5判 280p 3500円＋税 

1992年刊 

レレバンス・ロスト 
H.T.ジョンソン・R.S.キャプラン 著/鳥居宏史 訳 

［会計史、管理会計］ 

研・大図・公図 

著作権と商標権の二次利用許諾にまつわるビジネス
の概要から最新事例までを網羅し、それらの業務に
必要な基本を整理。ワールドワイドな業界団体の日
本支部を立ち上げた第一人者による著。 
978-4-561-24651-0 A5判 272p 3000円＋税 

2015年刊 

ライセンスビジネスの戦略と実務 
草間文彦 著 

［知的財産］ 

研・大図・公図 

978-4-561-23338-1 B5判 108p 1500円＋税 

キャリア・サバイバル 
職務と役割の戦略的プラニング 

978-4-561-25663-2 B5判 7300円＋税 

キャリア・マネジメント ３冊セット 
E.H.シャイン・J.Ｖ=マーネン著/木村琢磨監、2015年刊 

セルフ・アセスメント 

978-4-561-22162-3 A5判 360p 3800円＋税 

1991年刊 キャリア・ダイナミクス 
E.H.シャイン著/二村敏子・三善勝代 訳 

978-4-561-23385-5 B5判 120p 1600円＋税 

キャリア・アンカー 

研・大図・公図 

自分のほんとうの価値を発見しよう 

978-4-561-26565-8 A5判 320p 3800円＋税 

2013年刊 

日本のキャリア研究 
金井壽宏・鈴木竜太 編著 

［人的資源管理、キャリア］ 

研・大図・公図 

組織人のキャリア・ダイナミクス 

看護師、船舶職員等の専門職、企業内研究者や
ホテル・観光産業従事者など、専門技能を軸にした
職業人のキャリアの現状を分析。その独特のキャリア
形成を追究。 
978-4-561-26566-5 A5判 288p 3500円＋税 

2013年刊 

日本のキャリア研究 
［人的資源管理、キャリア］ 

研・大図・公図 

専門技能とキャリア・デザイン 

TEL:03-3836-4781 FAX:03-3836-9370 白桃書房 経営・会計定番書 2016年４月版 

978-4-561-25662-5 B5判 56p 3500円＋税 

ファシリテーター・ガイド 
978-4-561-25661-8 B5判 136p 3000円＋税 

パーティシパント・ワークブック 

 キャラクター＆ブランド活用マネジメント 

【E.H.シャインのキャリア論】 

■カウンセラー向けロングセラー！ 
E.H.シャイン著/金井壽宏訳、2003年刊 

多様化が進む日本人のキャリアについて、最新の
キャリア論を展開。本書は、組織人のキャリアについ
て、時間軸の視点を取り入れながら、その課題や学
び、組織や上司との関係等を論じる。 

CAREER ANCHORS DISCOVERING YOUR REAL VALUES 
Revised Edition（1990年刊）の翻訳。キャリア・アンカーの
診断と、その元となったキャリア論の概説より構成。 

■最新のシャインのキャリア論を反映！ 

CAREER ANCHORS Fourth Edition（2014年刊）の邦訳で、
下記３点のセット（分売可）。 

978-4-561-25660-1 B5判 36p 800円＋税 

キャリア・アンカーを把握するためのワークシート。著
者と翻訳者たちの対談も掲載され、キャリア・アンカー
の概念をより深く理解できる。 

『セルフ・アセスメント』に基づくアンカーを前提にキャリ
ア開発の考え方を概説。また、職場での役割や家
庭との関係を整理する枠組やチェックリストを提示。 

研究者やキャリア・カウンセラー、講師のような方が
『セルフ・アセスメント』や『パーティシパント・ワークブッ
ク』について理解を深めることができる巻。 

CAREER SURVIVAL: STRATEGIC JOB AND ROLE PLANNING
（1995年刊）の翻訳。周囲の職場環境における自身
の役割も踏まえるためのワークブック。 

キャリアとは、生涯を通しての人間の生き方・表現である。 

ライフサイクル、キャリア、人間資源の開発等の追究か
ら、働くことで自己を表現しようとする個人と、組織の新
しい関係を実証的に描き出した古典的名著。 

シャインが開発した「キャリア・アンカー」という概念はカウンセラー必修！ 大家の著作をご紹介 

 管理会計の盛衰 

【アメリカ会計学会賞受賞（1988、1989）】 

重版出来！ 

金井壽宏・鈴木竜太 編著 

変わり続ける仕事とキャリア 



    地方創生 

TEL:03-3836-4781 FAX:03-3836-9370 白桃書房 地方創生関連書籍 2016年４月 

http://www.hakutou.co.jp/ 

※ 研：研究書、大図：大学図書館におすすめ、公図：公共図書館におすすめ 

2016年４月版 

サンフランシスコの観光施策の変遷を振り返りながら、
当局と住民らとの闘いを含む４つの近隣地区の歴史
を描き、観光・街づくりへの含意を提示。 
978-4-561-76206-5 A5判 224p 2750円＋税 

2015年刊 
チャイナタウン、ゲイバー、レザーカルチャー、ビート 

そして街は観光の聖地となった 
 畢 滔滔 著 

［まちづくり、観光］ 

研・大図・公図 

地方での鉄道事業運営は困難さを増している。本書
は事業収支だけでなく、広く地域社会への外部経済
効果を踏まえた公的支援のありようも含め、あるべき
姿を理論的・実証的に検討。 
978-4-561-76208-9 A5判 208p 2750円＋税 

2015年刊 

日本鉄道業の事業戦略 
那須野育大 著 

［まちづくり、鉄道事業経営］ 

研・大図・公図 

地域の経済力の向上や地域の人々の絆、すなわち
ソーシャル・キャピタルの蓄積をいかに実現するのか、
ITを活用した遠隔医療やテレワークなどの事例を通し
て検討。 
978-4-561-24501-8 A5判 208p 2381円＋税 

2003年刊 

ネットワーク     地域力 
板倉・木全・今井・大西・河内 著 

［地域産業］ 

研・大図・公図 

地域デザインとライフデザイン
によるコンテクスト転換 

京都の風土や伝統が、現在の企業にどのような競
争力を与えているのか。伝統産業と先端産業におけ
る８事例を通してその強さと課題を浮き彫りにする。 

978-4-561-25507-9 A5判 268p 3000円＋税 

2009年刊 

ケースブック京都モデル 
北 寿郎・西口泰夫 編著 

［地域産業］ 

研・大図・公図 

そのダイナミズムとイノベーション・マネジメント 

心や意識にまで踏み込む、人、そして地域のための
旅が求められている中、ライフデザインと地域デザイン
という視角から「旅」を追究。脱観光・脱ツアーを実現
するビジネスモデルやブランディングの道を拓く。 
978-4-561-76205-8 A5判 282p 3600円＋税 

2015年刊 

旅行革新戦略 
地域デザイン学会 監/原田・板倉・加藤 編著 

［観光業］ 

研・大図・公図 

注目の「地域ブランド」について、特に九州を中心と
した事例やアンケートの結果を盛り込みながら、経営
学の方法論であり方や問題解決を探る。地域ブラン
ド構築に携わる関係者への示唆に富む。 
978-4-561-64194-0 A5判 224p 3000円＋税 

2010年刊 

地域ブランド戦略と雇用創出 
大分大学経済学部 編 

［地域産業］ 

研・大図・公図 

これまであまり経営学的視点で議論されてこなかった
観光を、日本の代表的なマーケティング研究者の一
人が編者となり追究。これまでの観光研究との接続
の章も用意し、初学者にもおすすめ。 
978-4-561-76196-9 A5判 272p 3500円＋税 

2012年刊 

観光地のアメニティ 
田村正紀 編著/大津・橋元・島津 著 

［観光マーケティング、オペレーション］ 

研・大図・公図 

地域商業、引いては地域経済・社会の衰退が叫ば
れ久しい。本書は、その「再生」に接近するための理
論や歴史、流通政策の役割を整理した上で、具体
的な諸問題の現状と課題を検討する。 
978-4-561-66196-2 A5判 234p 3000円＋税 

2013年刊 

地域の再生と流通・まちづくり 
日本流通学会 監/佐々 木・番場 編著 

［流通、まちづくり］ 

研・大図・公図 

地方活性化の必要性から、関連学部等を設置する大学が増えています。 
経営学が地元企業の経営体質強化、また観光マーケティングに貢献することから、
小社における刊行も増えています。 

化が生み出す 

 「本物」が息づくサンフランシスコ近隣地区 
鉄道経営と地域活性化 

ブランドについて、その概念や企業・地域経営におけ
る位置づけを整理した上で、地域ブランドとして日本
随一といえる＜京都＞について、学生が主導したさ
まざまな調査を元に、そのイメージを追究。 
978-4-561-66169-6 A5判 216p 2800円＋税 

2008年刊 

京都とブランド 
辻 幸恵 著 

［地域ブランド］ 

研・大図・公図 

京ブランド解明・学生の視点 

伝統産業ながら革新的な事業展開で注目を集める
ファミリー企業の４つの事例研究から、事業継承や
新事業創造などを通し、永続させるあり方を追究。 

978-4-561-26639-6 A5判 244p 3000円＋税 

2014年刊 

地域ファミリー企業におけるビジ
ネスシステムの形成と発展 金泰旭 編著 

［地域産業、ファミリービジネス］ 

研・大図・公図 

白桃書房  関連書籍 

何が観光客を引きつけるか 



※ 研：研究書、大図：大学図書館におすすめ、公図：公共図書館におすすめ 

取
扱
店 

サービス・ビジネスにおけるマーケティングとマネジメント
の基本を理解するための、米大学の教科書の翻訳。
マーケティング分野に留まらず、サービス研究の統合
的アプローチを提示する優れた理論書。 
978-4-561-65127-7 A5判 440p 3900円＋税 

2002年刊 

サービス・マーケティング原理 
C.H.ラブロック ・L.ライト 著/小宮路雅博 監訳/高畑 泰・藤井大拙 訳 

［サービスマーケティング］ 

研・大図・公図 

モノの販売にフォーカスするのでなく、提供者と顧客の
相互作用に着目するノルディック（北欧）学派が一躍
注目を集める。その第一人者の論文集。 
978-4-561-66212-9 A5判 304p 3500円＋税 

2015年刊 

サービス・ロジックによる現代マーケ
ティング理論 クリスチャン・グルンルース 著/蒲生智哉 訳 

［サービスマーケティング］ 

研・大図・公図 

消費プロセスにおける価値共創へのノルディック学派アプローチ 

「ＸＹ理論」「ジョハリの窓」、さらに「守破離思想」と
いった日本の理論、思想も援用し、必要な人材を追
究。航空、観光などの業界別のあり方も掘り下げる。  
978-4-561-25598-7 A5判 180p 1905円＋税 

2012年刊 

ホスピタリティ・ビジネスの
人材育成 

［ホスピタリティ］ 

研・大図・公図 

経営学者が、ホスピタリティ概念とは何かを明らかにし
ながら、その実践、具現化へのプロセス、またそのマ
ネジメントの枠組などを追究。「ホスピタリティ・リーダー
シップ」という鍵概念を提起する。 
978-4-561-26428-6 A5判 248p 2700円＋税 

2005年刊 

ホスピタリティ・リーダーシップ 
吉原敬典 著 

［ホスピタリティ］ 

研・大図・公図 

経営者の、会社への愛着や従業員への気遣い等を
踏まえた、中小企業Ｍ＆Ａのあり方を追究。 

978-4-561-26581-8 A5判 312p 4600円＋税 

2011年刊 

贈与と売買の混在する交換 
古瀬公博 著 

［ファミリービジネス、中小企業M&A］ 

研・大図・公図 

中小企業Ｍ＆Ａにおける経営者の葛藤とその解消プロセス 

TEL:03-3836-4781 FAX:03-3836-9370 白桃書房 地方創生関連書籍 2016年４月 

山上 徹 編著 

知られざる実力と可能性を持つファミリービジネス。そ
のさまざまな特徴や課題を、経済学・経営学の議論
の枠組に基づき包括的にまとめる。読みやすい仕上
がりで、一般の方にもおすすめ。 
978-4-561-23583-5 A5判 272p 2800円＋税 

2012年刊 

ファミリービジネス   後藤俊夫 編著・ 
嶋田美奈 著 

［ファミリービジネス］ 

研・大図・公図 

知られざる実力と可能性 

中堅・中小規模の組織ならではの特徴を踏まえ、効
率的な内部監査の方法を教授。株式会社に限らず、
農協や漁協、生協などの協同組合や他の法人形
態も考慮した記述がなされる。 
978-4-561-45177-8 A5判 284p 3200円＋税 

2014年刊 

中堅・中小組織の内部監査 
  近江正幸/中里拓哉 著 

［中小企業、監査］ 

研・大図・公図 

中小・中堅企業でありながら独立性の高いものづくり
をする企業の特徴を、40の事例を基に抽出。 また、
グローバルな展開を行っているニッチトップ企業と国
内中心の企業との差異も明らかに。 

2014年刊 

グローバル・ニッチトップ企業論 
細谷祐二 著 

［地域産業、中小企業］ 

研・大図・公図 

日本の明日を拓くものづくり中小企業 

978-4-561-26629-7 A5判 240p 2750円＋税 

創造的中小企業の存続・非存続を分けた要因を論
じ、中小企業支援施策への問題提起を行う。 

978-4-561-26626-6 A5判 272p 3700円＋税 

2014年刊 

創造的中小企業の存亡 
  江島由裕 著 

［中小企業］ 

研・大図・公図 

生存要因の実証分析 

４つのファミリービジネスの事例研究を元に、世代から
世代へ老舗企業が事業承継する際の企業変革と
後継者育成のダイナミズムを追究。研究者に加え、
当事者、またその支援に当たる方々におすすめ。 
978-4-561-26682-2 A5判 276p 3200円＋税 

2015年５月刊 

事業承継のジレンマ 
  落合康裕 著 

［ファミリービジネス］ 

研・大図・公図 

後継者の制約と自律のマネジメント 
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