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文眞堂 人気コンテンツ
想定外のマネジメント

―高信頼性組織とは何か―第3版

著編者名

カール・E.ワイク

発行年

2017

同時1アクセス(本体)

¥5,500

同時3アクセス(本体)

¥8,250

冊子版ISBN

9784830949494

商品コード

1025513842

サブプライムローンに溺れた銀行、大雪被害から復興した鉄道博物館、UA232便の奇跡、
FBIの指紋照合ミス、そして、トヨタの大規模リコールなど豊富な事例を、「失敗にこだわ
る」「単純化を避ける」「オペレーションに敏感になる」「レジリエンスを決意する」「専門知
を重んじる」という高信頼性組織の5つの原則から分析する。

ドラッカー、その思想
著編者名

三戸 公

発行年

2011

同時1アクセス(本体)

¥6,160

同時3アクセス(本体)

¥9,240

冊子版ISBN

9784830947162

商品コード

1016424089

いま、なぜドラッカーなのか? 同時代の先達ドラッカーを半世紀にわたって問い学び、学
び問うてきた著者が、文明の転換における彼の全体像を開示する。

2018年 新規配信コンテンツ
EUの危機と再生 ―中東欧小国の視点―
著編者名
小山 洋司
発行年
2017
同時1アクセス(本体)
¥4,840
同時3アクセス(本体)
¥7,260
冊子版ISBN
9784830949562
商品コード
1025513825
ユーロ危機は南欧諸国vs.EUコア諸国という構図で論じられることが多いが、本書は中東欧新規EU加盟国の視点から考察する。なかで
も、自立的な経済発展の戦略をとったスロヴェニアの経験に光を当てた。著者は、移動の自由を保証するだけで貧しい加盟国で雇用を
増やすことができないEUの政策は破綻したと主張し、財政連邦主義への前進が必要と説く。

変わる北東アジアの経済地図 ―新秩序への連携と競争―
著編者名
伊集院 敦
発行年
2017
同時1アクセス(本体)
¥7,700
同時3アクセス(本体)
¥11,550
冊子版ISBN
9784830949166
商品コード
1025513827
一帯一路とAIIBで新たな地域経済圏づくりを仕掛ける中国に、東方シフトを強めるロシア。韓国・北朝鮮やモンゴルを含め、北東アジア
の新経済秩序をにらんだ関係国の連携と競争が始まった。エネルギー、物流、金融などの分野で現れた新たなうねりに、日本はどう対
応すべきか。変わりゆく北東アジアの経済地図を第一線の専門家が最新情報をもとに分析。

ファジーフロントエンド活動による技術革新創成 ―100社の事例を実証データで検証―
著編者名
櫻井 敬三
発行年
2017
同時1アクセス(本体)
¥7,040
同時3アクセス(本体)
¥10,560
冊子版ISBN
9784830949197
商品コード
1025513829
真に革新的な製品・サービスの多くはマーケットインや最先端技術獲得からは生み出されていない。高確率で業績に連動する技術革新
製品やサービスを創成するには、アイデア発想→コンセプト形成→フィジビリティ―スタディと活動計画策定が重要である。創造的チー
ム活動と創造的研究技術者を生み出す決め手、ファジーフロントエンド（開発前）活動を事例と実証データから解説する。

● 表示価格は税抜きです。

2018年10月
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文眞堂 おすすめコンテンツ
躍動・陸のASEAN、南部経済回廊の潜在力 ―メコン経済圏の新展開―
著編者名
同時1アクセス(本体)
冊子版ISBN

浦田 秀次郎
¥7,700
9784830949159

発行年
同時3アクセス(本体)
商品コード

2017
¥11,550
1025513826

日本企業の進出先として一段と注目されるASEANのメコン圏。そのなかで最も大きな発展潜在力を秘めると言われる南部経済回廊
を取り上げ、タイやベトナム、ミャンマー、カンボジアからの視点、日本企業の展開例など様々な面から、我が国を代表する専門家
が南部経済回廊を徹底分析。研究者、企業関係者、学生など幅広い層に向けて執筆されたメコン圏理解のための必読書。

持続可能な開発目標(SDGs)と開発資金 ―開発援助レジームの変容の中で―
著編者名
同時1アクセス(本体)
冊子版ISBN

浜名 弘明
¥7,920
9784830949531

発行年
同時3アクセス(本体)
商品コード

2017
¥11,880
1025513843

2015年9月に国連総会で持続可能な開発目標（SDGs）が採択されたが、その原資となる開発資金についてはどのような議論がなさ
れているのか？ODAといった公的資金のみならず民間資金を広く動員する必要性が指摘されるが、多くのステークホルダーが関わ
り複雑である。最近の開発資金についての動向を解明するとともに、それを通して開発援助レジームの変容について検討する。

創造的経験
著編者名
同時1アクセス(本体)
冊子版ISBN

M・P・フォレット
¥9,900
9784830949548

発行年
同時3アクセス(本体)
商品コード

2017
¥14,850
1025513844

科学・技術と自然、企業と社会、国家と国家、日々生じるコンフリクト＝対立・紛争にいかに対処するかこそが、個人、企業、国家、
社会において決定的に重要な問題である。コンフリクトを取り除くのではなく、生かしていくには？ 創造的経験とは何か。「経験の本
質は関係性の法則であり、相互を自由にしつづけていくことである」と説くフォレット理論の真髄。

北極をめぐる気候変動の政治学 ―反所有的コモンズ論の試み―
著編者名
片山 博文
発行年
2014
同時1アクセス(本体)
¥6,160
同時3アクセス(本体)
¥9,240
冊子版ISBN
9784830948244
商品コード
1016424088
北極で形成される開発体制「積極的適応体制」の構造と対先住民統治の実態を、フーコー「統治性」の概念を
用いて分析。人間による自然所有を否定する反所有的コモンズ論=「純粋コモンズ」の理論を提起する。

日本の自動車産業経営史
著編者名
宇田川 勝
発行年
2013
同時1アクセス(本体)
¥6,160
同時3アクセス(本体)
¥9,240
冊子版ISBN
9784830948015
商品コード
1016424086
日本のリーディング・インダストリーである自動車産業はいかにして生成・発展を遂げたのか。同産業の成長
にエポックを画したテーマと、その体現者のケースを、経営史学の視点から多面的に解明する。

経営・商学系大学院生のための論文作成ガイドブック 改訂版
著編者名
片岡 信之
発行年
2010
同時1アクセス(本体)
¥3,520
同時3アクセス(本体)
¥5,280
冊子版ISBN
9784830946929
商品コード
1012552290
経営・商学系の大学院生・社会人院生・外国人留学生の研究生活全般をサポートするガイドブック。研究の進
め方から、研究論文・博士論文の書き方、大学院生活でのマナー、合格する論文と不合格の論文の違いまで
を網羅。

現代アジア事典
著編者名
上原 秀樹
発行年
2009
同時1アクセス(本体)
¥11,000
同時3アクセス(本体)
¥16,500
冊子版ISBN
9784830946493
商品コード
1012552291
日本が密接な関連性を有する、東アジアと南アジアを中心に編纂した総合事典。アジア各国の政治・経済・社
会・教育・文化・宗教・歴史・地理の細部にまで踏み込んだ２０５２項目を収録する。

● 表示価格は税抜きです。

2018年10月

経営学史叢書 ・経営学史学会創立20周年記念

■経営学史叢書全14巻 + 経営学史事典セット
経営学史事典

経営学史叢書

価格

各巻価格

同時1アクセス(本体)

同時1アクセス(本体)

¥6,600

¥4,400

同時3アクセス(本体)

同時3アクセス(本体)

¥9,900

¥6,600
本叢書は、初学者を対象とするが、単なる“やさしさ”を避
け、取り上げる学者の思想の解明に基づく“深み”と、実践
的広がりに基づく“豊かさ”を有した内容とし、研究者にも
裨益大きな水準の維持を、目指すものである。

経営学史学会創立20周年記念！経営学の全貌を掴む事
典！経営学史研究の意義と方法、経営学研究の史的展
開を解説するとともに、それらに関連する重要項目(理論・
事項・重要著書・人名など)を取り上げて簡潔な説明を付す。

経営学史叢書全14巻 + 経営学史事典セット特価
同時1アクセス(本体) ¥61,600

同時3アクセス(本体) ¥92,400

商品コード 1013923652
※1冊単位でのご注文も承ります。『経営学史事典』のみ価格が異なります（上記参照）。詳細は下記をご参照ください。

書名

テイラー （経営学史叢書 : 経営学史学会創立20周年記念 1）

著編者

中川 誠士

ファヨール ―ファヨール理論とその継承者たち―（経営学史叢書 : 経営学史学会
佐々木 恒男
創立20周年記念 2）
メイヨー=レスリスバーガー ―人間関係論―（経営学史叢書 : 経営学史学会創立
吉原 正彦
20周年記念 3）

発行年

冊子版ISBN

商品コード

2012

9784830947315

1013923650

2011

9784830947322

1013237246

2013

9784830947339

1013923649

フォレット （経営学史叢書 : 経営学史学会創立20周年記念 4）

三井 泉

2012

9784830947346

1013923648

バーリ=ミーンズ （経営学史叢書 : 経営学史学会創立20周年記念 5）

三戸 浩

2013

9784830947353

1013923647

バーナード （経営学史叢書 : 経営学史学会創立20周年記念 6）

藤井 一弘

2011

9784830947360

1013237247

サイモン （経営学史叢書 : 経営学史学会創立20周年記念 7）

田中 政光

2011

9784830947377

1013237248

ウッドワード （経営学史叢書 : 経営学史学会創立20周年記念 8）

岸田 民樹

2012

9784830947384

1013237249

アンソフ （経営学史叢書 : 経営学史学会創立20周年記念 9）

庭本 佳和

2012

9784830947391

1013923646

ドラッカー （経営学史叢書 : 経営学史学会創立20周年記念 10）

河野 大機

2012

9784830947407

1013237250

ニックリッシュ ―経営共同体の思想―（経営学史叢書 : 経営学史学会創立20周年
田中 照純
記念 11）

2012

9784830947414

1013923645

グーテンベルク （経営学史叢書 : 経営学史学会創立20周年記念 12）

海道 ノブチカ

2013

9784830947421

1013923644

日本の経営学説 1 （経営学史叢書 : 経営学史学会創立20周年記念 13）

小笠原 英司

2013

9784830947438

1013923643

日本の経営学説 2 （経営学史叢書 : 経営学史学会創立20周年記念 14）

片岡 信之

2013

9784830947445

1013923642

経営学史事典 ―経営学史学会創立20周年記念― 第2版

経営学史学会

2012

9784830947230

1013923651

● 表示価格は税抜きです。
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