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人的資源管理	 	 研 		大 		公

「シャイン博士が語る」　　　 シャイン・尾川・石川 著 ／ 松本・小沼 訳

日本の事情を踏まえつつ、組織心理学の大家が事例も交え分かりやすく語り下ろす企画！ 
実践を意識し必要な隣接分野も押さえて、そのユニークな理論を解説！

キャリア・カウンセリングの進め方　
<キャリア・アンカー>の正しい使用法
日本人のワークスタイルを踏ま

えつつ、キャリア・アンカーの

活用法、さらにキャリア・カウ

ンセリングの進め方を、彼の組

織やグループに関する知見も踏

まえ語る。

ISBN978-4-561-24690-9　A5判　88頁　1800円＋税

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
看護の分野などでも注目を集め

ている、人対人の相互作用で組

織を変化させる技法を解説。特

に、組織開発に携わる方向けに、

人をめぐるさまざまな側面も押

さえる。

ISBN978-4-561-24697-8　A5判　114頁　1850円＋税

採用	 2016年11月	 研 		大 		公

採用面接評価の科学		何が評価されているのか
今城志保 著
事業環境の変化に適応できるような、採用面接における評価についての概念的枠組みを提案。また、

それに基づく実証研究により、その妥当性を検証。

ISBN978-4-561-26659-4　A5判　256頁　3800円＋税

産業・組織心理学	 2017年1月	 大 		公

産業・組織心理学
馬場昌男・馬場房子・岡村一成 監／小野公一・関口和代 編著
大学のテキストとしてよく利用された旧版を、より編集を工夫し、学習しやすさを追求。

ISBN978-4-561-26683-9　A5判　328頁　3200円＋税

経営管理	 2017年3月	 大 		公

マネジメント講義ノート
山本浩二・上野山達哉 編著
大学教科書を意識し、広義の経営学の内容をコンパクトにまとめ、複合的な視点から解説。

ISBN978-4-561-25700-4　A5判　200頁　2750円＋税
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都市計画／市民参加	 2017年1月刊	 研 		大 		公

なんの変哲もない、取り立てて魅力もない地方都市
それがポートランドだった	「みんなが住みたい町」をつくった市民の選択
畢 滔滔 著
1970年代に始まるポートランドの「都市レジーム」の変化、すなわち、公的セクター

と私的セクターのダイナミズムと、それをもたらした住民の選択やリーダーシップを

取った人たちの戦略などを丁寧な調査から明らかにし、ポートランドの魅力の源泉を

描き出す。

ISBN978-4-561-96137-6　A5判　256頁　3100円＋税

商店街整備／コト消費	 2017年3月刊	 研 		大 		公

商業近代化からまちづくりへ	地域商業の底力を探る
矢作敏行・川野訓志・三橋重昭 編著
これまでの地域商業政策を丁寧にレビューしながら、地方圏・首都圏の計６都市につ

いて現地調査を行い、さまざまな施策の光と影を明らかにしている。

さらに、商業の文化発信力に着目し、モノを通して、「価値ある経験」を創り出してい

る個店を４つ紹介しながら、それらの店が地域社会と価値共創していることを示す。
ISBN978-4-561-66222-8　A5 判　258 頁　3400 円＋税

地域振興/産業クラスター	 2017年2月刊	 研 		大 		公

産業クラスター戦略による	地域創造の新潮流
税所哲郎 編著
アジアとヨーロッパの、開発途上国や社会主義国も含む多様な産業クラスターについて、さまざまな

バックグラウンドを持つ研究者たちによる実証的かつ多様な調査・研究を集成。

ISBN978-4-561-26689-1　A5判　266頁　3000円＋税　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   

ブランド	 2016年10月刊	 研 		大 		公

グローバル・ブランド・イメージ戦略
異なる文化圏ごとにマーケティングの最適化を探る
古川裕康 著
文化圏ごとのブランド・コンセプトに対する態度の違いに基づき、訴求すべきイメージを理論的・実

証的に探求。グローバル企業の各国ウェブサイトのテキスト解析など、ユニークな研究手法も魅力。

ISBN978-4-561-66220-4　A5判　200頁　3000円＋税

マーケティング入門	 2017年３月刊	 		大 		公

マーケティング論 改訂版
新津重幸・庄司真人 編著
大学教科書を意識して作られ、定評あるマーケティング入門書の改訂版。時代の流れに対応。

ISBN978-4-561-65221-2　A5判　262頁　2600円＋税
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サプライチェーン	 2017年1月刊	 研 		大 		公

グローバル・サプライチェーンロジスティクス
黒須誠治・岩間正春 編著／早稲田大学ネオ・ロジスティクス共同研究会 著
貿易実務や保険の基本から、昨今、重要性の高まっている地政学リスク等の押さえ方

まで幅広く目配りし、地球を俯瞰したサプライチェーンを構築・運営するための書。

産学共同研究会の成果をまとめ、実務家による具体的な事例も豊富に盛り込まれてお

り、単なるノウハウ書でも研究書でもない、ユニークな仕上がり。

ISBN978-4-561-76213-3　A5判　504頁　6000円＋税

グローバル経営リスク管理	 2016年11月刊	 研 		大

アジア・オセアニアにおける災害・経営リスクのマネジメント
上田和勇 編著
タイ、韓国、ロシアなどの各国の行政あるいは企業が、自然災害へのリスクを中心にどのように事前

に評価し備えているのかをまとめている。

ISBN978-4-561-26691-4　A5判　182頁　2600円＋税

交通	 2016年11月刊	 研 		大

交通研究のダイナミクス	転換期をとらえる視点
谷利 亨 著
交通経済学や交通工学、交通地理学などさまざまな切り口について、それぞれの研究の高度化が進み、

現実の課題解決への力が弱まっている。一方、交通の課題が「供給対応型」に移行している。

本書は、種々の研究方法論の概観を行った上で、それらの進むべき方向を見直す視座を示す。

ISBN978-4-561-76212-6　A5判　240頁　2800円＋税

トラック輸送	 2017年1月刊	 研 		大 		公

トラック運送企業の生産性向上入門
誰にでもできる高付加価値経営の実現
森田富士夫 著
物流ジャーナリストが、積載率・実車率・回転率の３率を向上させる具体的なノウハウを多数紹介。

ISBN978-4-561-74214-2　四六判　200頁　2000円＋税

イノベーション／経営組織	 2016年10月刊	 研 		大

非連続イノベーションへの解
研究開発型産業のR&D生産性向上の鍵
小久保欣哉 著
M&Aにより、買収する側の研究組織・人材にも悪影響がもたらされることがあることを明らかに。研

究開発型産業を題材に、既存の組織を踏まえた、持続可能なR&D戦略のあり方を探る。

ISBN978-4-561-26688-4　A5判　200頁　3500円＋税
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金融	 2017年3月刊	 研 		大

金融と経済 理論・思想・現代的課題　　　　  佐藤 猛・山倉和紀 編著

さまざまなテーマについて、研究の大きな流れをつかめる。宅和教授退官記念として編纂。

ISBN978-4-561-96136-9　A5判　232頁　4000円＋税　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   

情報通信政策	 2017年1月刊	 研 		大

IoT時代の情報通信政策     　　　　　　　　　　  福家秀紀 著

情報通信政策の研究を続けてきた著者による、事業者・利用者・規制当局の議論の活発化を目指した

問題提起の書。情報通信規制がアメリカのIT企業に有利な運用になっているなどを指摘。

ISBN978-4-561-26684-6　A5判　276頁　3000円＋税　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　   

ホテル経営/	 2016年11月刊	 研 		大 		公

グローバルオペレーターが変えるホテル経営 
マネジメント契約はホテル産業に何をもたらしたか 　　   　　　 田尾桂子 著

ホテル業界の現状や歴史を振り返りながら、ガバナンスや業績評価、収益などを手がかりに、グロー

バルオペレーターと不動産オーナーの間のマネジメント契約の功罪を探る。

ISBN978-4-561-26686-0　A5判　224頁　3000円＋税　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　   

環境経営	 2017年1月刊	 大 		公

本業と一体化した環境経営　　　　　　　　　	　	金 恵珍 著

大学における環境経営の教科書を意識して執筆されており、こんにち環境経営の前提となる考え方や、

そのためのさまざまな認証、また実際の取り組み事例などを紹介。

ISBN978-4-561-25687-8　A5判　200頁　2900円＋税　　　　　　　　　　　　　　　　　　     

幼児教育研究	 2017年3月刊	 研 		大 		公

子どもの「遊びこむ」姿を求めて 
保育実践を支えるリアリティとファンタジーの多層構造  　      阿部 学 著

ある幼稚園における「メディア遊び」などの極めてユニークな保育実践を、参与観察により明らかに。
ISBN978-4-561-56096-8　A5 判　308 頁　3700 円＋税　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　

営業部から

冒頭でご紹介した「シャイン博士が語る」シリー

ズはおかげさまで大変好調な動きとなっていま

す。久しく、研究は分野が細分化され、その成

果が実践で活用しにくくなっていると言われて

おり、それに対し、一つの解答を示す試みです。

ご高評を賜れれば幸いです。

取扱店


