
新興国における人事労務管理と現地経営 

いわゆる「失われた20年」の間のリストラで、日本企業から東アジア企業へ移った
技術者の動きを、ビッグデータを用いた企業単位の解析で明らかに。 
さらに、技術面のキャッチアップを行うのに適切な人材とは、また、外部人材はど
のような貢献をしているのか、受け入れ先企業の組織のあり方も含め実証的に検
討。 
単に技術流出を防ぐという視点だけでなく、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
重な知見が得られる。 
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978-4-561-26668-6 A5判 224p 3500円＋税 

2016年２月刊行 

技術流出の構図 
藤原綾乃 著 

［国際経営、人的資源管理］ 

本書は、まず日系中国企業の現場で働く「ヒト」に焦点を当て、その実態・特徴
を明らかにした上で、どのような場合に、日本と中国の人事慣習のハイブリッドが、
相乗効果を発揮するのか、また、そのようなハイブリッドの発展のダイナミズムを追
究。 
教科書としての利用を一義に企画されたが、記述が分厚いため、中国のグロー
バル人的資源管理に関心のある研究者のみならず、中国での実務にかかわる
経営者・人事担当者にも役立つだろう。 

978-4-561-26665-5 A5判 328p 3000円＋税 

2015年10月刊行 

古沢昌之・安室憲一・山口隆英 編著・公益社団法人国際経済労働研究所 監 

ベトナム・インドネシア・インド・バングラデシュ・ブラジルの労働事情と日本企業７社の
ケーススタディ 

中国の現場からみる日系企業の人事・労務管理 

研・大図・公図 

2015年11月刊行 

978-4-561-25670-0 A5判 288p 3200円＋税 研・大図・公図 

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 

エンジニアたちは世界へとどう動いたか 

低廉・豊富な労働力を持ち、消費市場としても魅力を増してきている新興国。ス
ムーズな事業展開にあたっては、各国の経済・社会特性や動向を的確に踏まえ
た、現地と共生する人事労務管理システム・労使関係の確立が重要である。 
本書は、注目の５つの新興国に関し、行政・法制度を含む人事労務に関する課
題を理論的・実証的に考察。また、国際経済労働研究所の定例研究会で発
表された実務家によるヴィヴィッドな７つの事例を紹介し、実務家にも役立つ。 

人材マネジメントの事例を中心に 

李捷生・郝燕書・多田稔・藤井正男 編著 

［国際経営、国際人的資源管理］ 

［国際経営、国際人的資源管理］ 
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※ 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 

ロジスティクスの歴史物語 

独立行政法人を含め、国あるいは自治体の会計制度の解説を丁寧に行った上
で、国際公会計基準（IPSAS）、さらに、発生主義会計の導入で先行する、英国
の公会計制度を紹介する。また、大学の教科書として使うことも念頭に入れ執筆
されたため、分かりやすい記述がなされている。 
財政再建を議論する上での重要な要素である、日本の公会計制度の全体像が
把握できるのとともに、一つのあるべき姿を描いている。 
978-4-561-36212-8 A5判 256p 3400円＋税 

2016年3月刊行 

政府公会計の理論と実務 
山浦久司監・東 信男 著 

［会計学、財政］ 

苦瀬博仁 著 

［ロジスティクス、近現代史］ 
江戸から平成まで 

研・大図・公図 

2016年3月刊行 

978-4-561-71211-4 四六判 224p 1852円＋税 大図・公図 

国の予算・決算制度、財産管理、政策評価及び国際公会計基準への対応 

ロジスティクスは、私たちの生活や産業に欠くことができない、まさに「縁の下の
力持ち」である。その研究の第一人者である著者は、ロジスティクスが都市の形
成や歴史の帰趨を左右してきた事例が多いという。 
本書は、流通システムが確立された江戸時代から現在までの、特にロジスティ
クスが深くかかわった歴史を掘り下げ、さまざまな事例を紹介。さらにその将来を
見通した。 

978-4-561-65217-5 A5判 204p 2500円＋税 

２０１6年3月刊行 

リサーチ・ビジョン 
辻幸恵 著 

［マーケティング］ 

大学生の行動と心理にフォーカスし、ファッション・キャラクター・雑貨などをテー
マとして著者が行ったリサーチを元に、調査対象の選定や背景を加筆すること
で、リサーチに求められるものを広く示しながら、その実務の組み立て方の理解を
深めることを目指した。 
マーケティング・リサーチを学ぶ学生のみならず、リサーチ実務に携わることに
なったビジネスパーソン、また、取り上げられた、服飾・小物などのテーマに関心
を持つ方におすすめ。 

マーケティング・リサーチの実際 

研・大図・公図 

978-4-561-22673-4 A5判 248p 3000円＋税 

マッチング・ビジネスが変える企業戦略 

税所哲郎 著 

［経営戦略/ビジネスモデル］ ２０１6年３月刊行 

研・大図・公図 

情報化社会がもたらす企業境界の変化 

マッチング・ビジネスを６つの類型に整理し、その類型ごとに特徴をまとめた。 
マッチング・ビジネスはそのままでは出会わない売り手・買い手、あるいは貸し手・
借り手などを結びつけることで紹介料を得て収益を上げるビジネスであり、近年、
メディア等でよく取り上げられるクラウドファンディングもその一つである。 
本格的にマッチング・ビジネスを取り上げた本がほとんどない中で、研究者のみ
ならず、その立ち上げを考える実務家にも役立つ。 
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978-4-561-26671-6 A5判 256p 3200円＋税 

２０１５年12月刊行 

金原達夫・村上一真 著 

［国際経営、環境経営］ 

978-4-561-76210-2 A5判 208p 2200円＋税 

２０１５年12月刊行 

水道事業経営の基本 石井晴夫・宮崎正信・一柳善郎・山村尊房 著 

［公益事業経営］ 

大図・公図 

978-4-561-25678-6 四六判 236p 1850円＋税 

組織マネジメントのリアル  
國學院大學経済学部  編 

［経営学入門］ 

白熱教室「現代の企業経営」 

２０１6年３月刊行 

大図・公図 

978-4-561-65216-8 四六判 256p 2500円＋税 

２０１6年2月刊行 

マーケティングの批判精神 折笠和文 著 

［マーケティング思想］ 

978-4-561-96134-5 A5判 248p 3300円＋税 

現代の貨幣 石橋貞男 著 

［貨幣論］ ２０１6年1月刊行 

和歌山大学経済学部研究叢書 

※ 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 

日本の水道事業の特徴を明らかにしつつ、需要動向や設備投資の考え方、さらには料金
制度などを詳細に考察し、その経営の基本を多面的に取りまとめた。 また、社会の変化に合
わせ、広域化やスマートメーター、2013年発表の「新水道ビジョン」も取り上げ紹介。 

グローバル企業は先進的な技術や取り組みを広く世界に移転・普及させることができる主体
として有力である。本書は、そ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
海外事業やサプライチェーンに移転・普及する取り組みを分析した。 

金融、また貨幣は、経済の発展に合わせるかのようにさまざまに社会や個人を揺さぶり、その
本質への問いかけが重要になってきている。 
本書は、それらの理論的・実証的研究に携わる著者のこれまでの研究論文を、電子マネー
や仮想通貨などの普及等の事情も踏まえアップデートしまとめた。 

大量消費社会等の弊害に対し、マーケティング論からは、コーズ・リレーテッド・マーケティング
などの新しい概念が提起されているが、十分機能しているとはいえないと著者は言う。 
マーケティング論のこれまでの議論を批判的に読み込み、社会的要請に応えうるマーケティン
グ論のあり方を探る。 

経営学の初年度教育で現役経営者を講師に招き行われた講義をまとめ、経営の難しさと
面白さを伝える。若者にもなじみの深いビジネスの責任者から大学の理事など経営のスキル
をどう使うのかイメージしにくい方々も登壇。講演者のキャリアを選び取る過程なども読ませる。 

研・大図 

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 

研・大図・公図 

研・大図 

2015年10月刊行 

日本鉄道業の事業戦略 
［地域活性化、鉄道事業経営］ 

研・大図・公図 

鉄道経営と地域活性化 那須野育大 著 

978-4-561-76208-9 A5判 208p 2750円＋税 

人口密度の低い地方で鉄道事業を成立させることは、ますます難しくなってきている。 
本書は、地方の鉄道の事業戦略を複数の事例に当たり実証的に検討。単に鉄道事業の
収支だけを見るのでなく、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、鉄道事業のあるべき姿を描く。 
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978-4-561-23669-6 A5判 344p 4200円＋税 

２０１５年11月刊行 

日本型賃金[2016年版] 
太田滋 著 

［人的資源管理］ 

少子・高齢化時代への対応 

研・大図・公図 

978-4-561-23667-2 四六判 304p 2407円＋税 

２０１５年11月刊行 

グローバリズムと共感の時代の人事制度 
山西 均 著 

［人的資源管理、労務］ 

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 

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 

日本的労使関係の特質をふまえた上で、労働経済の局面に応じた公正・妥当な賃金・労
働条件の決定に必要な客観的統計データを提示。本版では、「少子・高齢化時代への対
応」を付論として巻末に収録。 

▼今回このカタログを製作していて、改めて、経営
分野でグローバル化の対応が大きなテーマに
なっていることを感じました。▼小社はアジア諸国
での現地語版著作権の販売を試みていますが、
学術書は翻訳者が見つけにくいというのがハード
ルの一つとなっています。▼マンガや小説、実用・
ビジネス書ではかなり成果が上がっているようなの
で、何とか波に乗りたいと考えています。 

978-4-561-23666-5 A5判 444p 4500円＋税 

２０１５年10月刊行 

企業および企業人七訂版 
 鍵山整充・太田滋 著 

21世紀初頭の日本と企業人のあり方 

大図・公図 

高度成長を謳歌した日本経済は今や減速経済へと転換を余儀なくされている。本書は、戦
後の歴史を踏まえ、21世紀初頭の企業のあり方、新しい企業人のあり方を論じつつ、今後の
企業経営の進路を展望。 

取
扱
店 

［人的資源管理］ 

倉庫業への規制緩和が進む一方、需要に応じ巨大化、高度化が進展していく物流セン
ター。新しい発想で倉庫・物流業を見直す＜物流不動産＞の基礎知識・実務知識を体系
的かつやさしく解説。 
978-4-561-74209-8 四六判 176p 2300円＋税 

2016年3月刊行 

すぐわかる物流不動産 
［ロジスティクス］ 

大図・公図 

倉庫から物流センターへと進化したサプライ
チェーンの司令塔 

鈴木邦成・大谷巌一 著 

978-4-561-51093-2 A5変型判 216p 1852円＋税 

２０１6年2月刊行 

LGBTの子どもに寄り添うための本 

ダニエル・オウェンズ＝リード /クリスティン・ルッソ 著 金成 希 訳 

［LGBT・マイノリティ］ 

大図・公図 

同性愛を親にカミングアウトし、後にLGBTの子どもたちを支援するサイト”Everyone Is Gay”を立ち
上げた著者たちによる一問一答形式の読みやすいガイドブック！ 

カミングアウトから始まる日常に向き合うためのQ&A 

人事制度の根本はおカネと思想であると説く著者が＜共感＞と個の自立を礎に人事ビジョ
ンを描く。実務家らしく制度変革の手続きにも配慮し活用しやすい。 

【営
業
部
よ
り
】 


