
白桃書房新刊図書カタログ

2016年度上半期刊行分（４月～９月）

TEL:03-3836-4781 FAX:03-3836-9370 白桃書房 新刊図書カタログ 2016年上期

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

1

※ 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

［研究手法］

978-4-561-26685-3 C3034 A5判 200p 定価（本体2600円＋税）

2016年10月刊行

特定企業の事例研究は、研究者・学生だけでなく、広く実務家の関心も惹きつける。

単独事例とならざるを得ないことが多いものの、その成功や失敗、あるいは成長や衰

退、復活、消滅といった盛衰には種々のダイナミクスが働いており、それが経営知識化

されれば実務家にとっての有用性はさらに高まる。

そこで著者は、物語分析の活用を提唱する。それは、盛衰のダイナミクスを、理論概念

で認識された<出来事>の連鎖からなる物語として解明し、経営知識とする先端手法

である。

本書は、その基本的な概念や技法を豊富な事例を交え解説しており、

・どのような事例を選択すべきか

・盛衰ダイナミクスの基本過程はどのようなものか

・過程の各局面で何に注目すべきか

・事例資料をどのように処理していくべきか

第１章 物語分析とは何か

第２章 経路依存を発見せよ─単純物語分析

の基本視点─

第３章 転機と対応─複雑物語のダイナミクス

第４章 消滅・復活・漸進─複雑物語の３つの

帰結─

第５章 変数から出来事へ─物語分析の方法

論─

好評！ 田村先生著、経営研究方法論の先行解説書！

リサーチ・デザイン

Ａ５判、208p、定価（本体2381円＋税）

978-4-561-26457-6

2006年刊

経営事例の質的比較分析

Ａ５判、232p、定価（本体2700円＋税）

978-4-561-26664-8

2015年刊

企業盛衰のダイナ

ミクスをつかむ

実証研究に取り組む際の基本的な考

え方や技術を展望したテキスト。

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、研究設計の考え方・

技法を紹介する。

経営分野で特に有効な質的比較分析

は、少数の事例からでも因果関係の

把握が可能で、分析手続きも一定に

定まる。本書はその基本的原理や分

析手順、そのリサーチ・プロセスへ

組み込む手順をまとめている。

経営事例の物語分析

田村正紀先生の経営学研究方法論三部作の掉尾！

などが学べ、これらの技術を身につけることで研究者と実務家の双

方の関心に応える研究が可能となる。

著者の、経営研究方法論のテキストとして先に出版された2冊とも

経営分野を越え広く好評を博しており、本書もさまざまなフィールドの

研究に貢献するだろう。

研・大図・公図

研・大図・公図 研・大図・公図

田村正紀田村正紀田村正紀田村正紀著著著著

経営知識創造の基本技術 スモールデータで因果を探る
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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

高く評価されてきた『企業文化』の改訂版。

基本的な構成は以前と同じながら、こんにち企業文化に関連し、グローバル

化・ＩＴ活用などの進展で 具体的に課題となることが増えたテーマを、より掘り

下げて論じている。また、図版を充実させた上、要所に「読者の皆さんへの質

問」も用意し、論点を自身の問題に引きつけて理解しやすいよう工夫した。エ

ドガー・ヘンリー・シャインの組織文化論の入門に最適！

978-4-561-23675-7 A5判 272p 定価（本体3500円＋税）

2016年６月刊行

企業文化改訂版 Ｅ．Ｈ．Ｅ．Ｈ．Ｅ．Ｈ．Ｅ．Ｈ．シャインシャインシャインシャイン著著著著////

尾川丈一尾川丈一尾川丈一尾川丈一監監監監訳訳訳訳////松本美松本美松本美松本美央央央央訳訳訳訳

［経営組織］

研・大図・公図

ダイバシティと文化の仕組み

978-4-561-26680-8 A5判 232p 定価（本体3800円＋税）

２０１6年5月刊行

製品開発と市場創造 宮尾宮尾宮尾宮尾学学学学著著著著

［マーケティング］

消耗戦に陥りやすいコモディティ化の罠から逃れるためには、製品開発を効果

的・効率的に進めるだけでは不十分で、新製品による市場創造の重要性も増し

ている。

しかし製品開発プロセスの管理自体が難しい上、市場創造にあたり、信頼でき

る情報を既存の市場から得ることも困難である。 本書は、確立されて間もない

「技術の社会的形成アプローチ」を用い、その方法論を検証しながら、高級炊

飯器、高機能歯磨きなどの具体的な事例にあたり、製品開発・イノベーション論

とマーケティング論の架橋を目指した。

978-4-561-26682-2 A5判 276p 定価（本体3200円＋税）

事業承継のジレンマ 落合康落合康落合康落合康裕裕裕裕著著著著

［経営戦略/ビジネスモデル］ ２０１6年6月刊行

研・大図・公図

後継者の制約と自律のマネジメント

日本は、長寿企業が世界最多と言われている。特にその多くを占めるファミリー

ビジネスにおいて、かねてより、その継続と承継が大きな課題とされており、研究

テーマとしても注目を集めつつある。

本書はこの問題を研究してきた著者の知見をまとめたもので、４つのファミリービジ

ネスの事例研究をもとに、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した。 研究者だけでなく、当事者、ま

たその支援にあたる方におすすめ。

技術の社会的形成アプローチによる探求

研・大図・公図

978-4-561-26672-3 A5判 288p 定価（本体3500円＋税）

２０１6年9月刊行

意味マップのキャリア分析

神戸康弘神戸康弘神戸康弘神戸康弘著著著著

［キャリア］

近代から現代へと時代が進むにつれ、日々の暮らしや仕事を通して実感できる

<意味>が喪われてきている。本書で著者は、働くことの意味を可視化できるLips-

Wiersmaの「意味マップ」を活用しながらウーマンオブザイヤー受賞者へのインタ

ビューを行い、彼女たちの内面を深く掘り下げながら社会にとっても意味のある仕

事がどのように実現されるのかを追究。

個々人のキャリアを考える上でも、やりがいを持って働くスタッフを育成する上でも

有用な研究成果をまとめている。

研・大図・公図

「個人の意味」が「社会の意味」になるメカニズム
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978-4-561-26674-7 A5判 176p 定価（本体2500円＋税）

２０１6年4月刊行

医療経営におけるホスピタリティ価値

吉原吉原吉原吉原敬典敬典敬典敬典著著著著

［医療経営・ホスピタリティ］

978-4-561-22679-6 A5変判 320p 定価（本体3000円＋税）

イノベーション・ドライバーズ 氏家氏家氏家氏家 豊著豊著豊著豊著

［経営戦略・ＩＴビジネス］ ２０１6年6月刊行

IoT時代をリードする競争力

構築の方法

※ 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

医療費の抑制が求められている一方、医療事故・過誤がメディアで話題になる

ことが増え、医療に対する社会の視線が厳しくなっていることをうかがわせる。

ホスピタリティ研究の第一人者である著者は本書で、今後、直接的な対価であ

るサービス価値を越えた、「ホスピタリティ価値」の実現が重要と説き、医師と患

者のあり方の追究にあたりインフォームド・コンセントに焦点を当て理論的・実証的

に検証。経営学者が医療経営に一石を投じる。

イノベーションの実現にあたっては、大学やベンチャー、大手企業が、それぞれの

強みを生かし弱みを補強するエコシステムの形成が必要で、個々のアクターが

どのように協力関係を構築していくかがその実現のカギとなる。

本書の著者は、シリコンバレーや東京、アジア各地でコンサルティング活動を行っ

ており、日本企業特有の強みを生かしながらエコシステムを築き、新たな事業展

開に結び付けていく戦略を提示する。

複数の企業・団体が協働することで実現するオープンイノベーションについての

具体論を、さまざまなアクターの立場を踏まえ記述しており貴重。

大図・公図

2016年5月刊行

流通イノベーションへの挑戦

［流通］

研・大図・公図

田口冬樹田口冬樹田口冬樹田口冬樹著著著著

978-4-561-65219-9 A5判 250p 定価（本体3000円＋税）

流通は、少子高齢化や労働力人口の減少の進行やＩＣＴ（情報通信技術）の

活用・普及など、さまざまな社会変化の影響を受ける。その一方で、社会を変化

させてもいる。 本書は、流通研究の大家が「流通イノベーション」という枠組で、

流通にまつわるさまざまな事例を、業態・物流・ PB・グローバル展開など多様な

切り口で理論的・実証的に分析。 研究書ながら流通業で事業企画等に携わ

る方にもおすすめ。

経営学の視点で医師と患者の関係を問い直す

研・大図・公図

978-4-561-25676-2 四六判 208p 定価（本体1800円＋税）

２０１6年3月刊行

サッカーボール型キャリア開発

岩谷英昭岩谷英昭岩谷英昭岩谷英昭・・・・小泉京小泉京小泉京小泉京美美美美著著著著

［キャリア］

グローバルキャリアに偏差値なし

大図・公図

本書は、米国松下電器のCEOを務めた著者による、グローバルな起業家10人の

半生の紹介に始まり、客室乗務員から大学教員になった著者による、理論的

ながらもさまざまなエピソードも散りばめられ読みやすいキャリア理論の２つのパー

トからなり、内定獲得あるいはキャリア設計に有用な考え方を楽しく学べる。

大学におけるキャリア教育を意識して執筆された。
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978-4-561-26681-5 A5判 176p 定価（本体2500円＋税）

2016年3月刊行

アジアにおける産業・企業経営

鹿住鹿住鹿住鹿住 倫世倫世倫世倫世 編著編著編著編著

［国際経営］

ベトナムを中心として

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

陸のＡＳＥＡＮの中心である大メコン地域は、経済発展で先行するタイ、また成長著しいベトナ

ムなどを含み、期待が大きい。本書は、特に脚光を浴びるベトナムを中心に、日本企業が事

業展開を考えるにあたり押さえておくべきさまざまなテーマについて、現状と展望をまとめた。

978-4-561-25678-6 四六判 236p 定価（本体1850円＋税）

２０１6年4月刊行

組織マネジメントのリアル

國學國學國學國學院大學経済学部院大學経済学部院大學経済学部院大學経済学部編編編編

［経営学］

大図・公図

経営者の仕事が何か、は、学生はもとより、社会人でも経営をしていない人にはよく分からな

いものである。本書は、経営学の初年度教育で現役経営者を講師に行われた講義をまとめ、

経営そして仕事の難しさと面白さを伝えている。

白熱教室「現代の企業経営」

978-4-561-76206-5 A5判 224p 定価（本体2750円＋税）

チャイナタウン、ゲイバー、レザーサブカルチャー、ビート、

そして街は観光の聖地となった

畢畢畢畢 滔滔著滔滔著滔滔著滔滔著

［2016年日本商業学会学会賞奨励賞受賞］

【今期受賞著作】

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

978-4-561-26671-6 A5判 256p 定価（本体3200円＋税）

［2016年環境経営学会学会賞（学術貢献賞）受賞］

金原達夫金原達夫金原達夫金原達夫・・・・村上一真村上一真村上一真村上一真 著著著著

取扱店取扱店取扱店取扱店

営業部よりひとこと

今回、挟み込みのカタログで、小社おすすめ教

科書をご紹介しています。昨今、さまざまな理由

から教科書の指定が難しい、とも聞いています

が、今回ご紹介しているものは一般書店でも動き

があり、その分野の入門書として評価されている

ようです。卒業後も何かと役に立つのではないで

しょうか。選定の際には、そのような視点も持って

いただけると幸いです。

中国知財戦略

978-4-561-25677-9 A5判 224p 定価（本体2800円＋税）

２０１6年6月刊行

山田勇毅山田勇毅山田勇毅山田勇毅著著著著

［知財・国際経営］

中国のイノベーション促進へ向けての国を挙げての取組を、外資導入やモジュラー型の産業

構造の確立促進などの政策を通して描く一方、具体的な事例も多数紹介。さらに、急速に

整備が進む中国独自の知財制度の最新プラクティスを、日本の制度と比較しながら解説。

そこで有効なプラットフォーム戦略を提案する。

イノベーションの実態と知財プラクティス

大図・公図

978-4-561-65218-2 A5判 416p 定価（本体3400円＋税）

体系流通論 新版

［流通］

大図・公図

流通論の大家による定評のあるテキストについて、データや企業動向、法律改正などのアッ

プデートと解説の変更を大幅に行った新版。流通の現場で作用する、普遍的な競争と強調

のロジックを明示し、流通が基礎から体系立てて理解できる。

田口冬樹田口冬樹田口冬樹田口冬樹著著著著

２０１6年5月刊行

サンフランシスコの観光政策が、マイノリティが暮らす近隣地

区を活かしたものに変わっていった経緯を探究。

日本における環境経営が海外の子会社やサプライチェーン

に移転・普及する取り組みを分析。


