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戦略的イノベーション・マネジメント 
田中 克昌 著  

発行年 2019 

冊子版ISBN 9784502291616 

同時1アクセス(本体) ¥5,940 

同時3アクセス(本体) ¥7,425 

商品コード 1030590874 

企業が競争優位を築くために、ユーザー
によるイノベーションがもたらす市場支配
の影響を考察。企業が新時代を生き抜く
ために求められるマネジメントの処方箋
を探求した労作です。 

脱コモディティ化を実現する価値づくり  
―競合企業による共創メカニズム― 

陰山 孔貴 著  

発行年 2019 

冊子版ISBN 9784502294815 

同時1アクセス(本体) ¥5,280 

同時3アクセス(本体) ¥6,600 

商品コード 1030590875 

日本の製造業が苦しむ「コモディティ化」
の罠。本書ではシャープのヘルシオブラ
ンドを事例に、競合企業と製品価値を共
創することで、脱コモディティ化を実現す
る方法を探ります。 
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組織を創るマネジメント・コントロール 
伊藤 克容 著  

発行年 2019 

冊子版ISBN 9784502286216 

同時1アクセス(本体) ¥8,360 

同時3アクセス(本体) ¥10,450 

商品コード 1030590873 

管理会計と密接に重なり合っていたマネ
ジメント・コントロールが、企業を取り巻く
環境の変化や、経営問題が高度化する
につれ、どのように変容してきたのかを考
察します。 

2019年新刊配信タイトル！ 

格付機関の役割と民事責任論  
=Die Rolle und zivilrechtliche Haftung von Ratingagenturen  
―EU法・ドイツ法の基本的視座― 

久保 寛展 著  

発行年 2019 

冊子版ISBN 9784502292514 

同時1アクセス(本体) ¥10,120 

同時3アクセス(本体) ¥12,650 

商品コード 1030590876 

格付機関の歴史的生成過程から説き起
こし、ＥＵ法・ドイツ法上を参照しながら、
格付けの失敗に起因する投資損失に対
する民事上の責任について、その法的
根拠を検討しました。 

エネルギーの未来 
 ―脱・炭素エネルギーに向けて― 

馬奈木 俊介 著  

発行年 2019 

冊子版ISBN 9784502285219 

同時1アクセス(本体) ¥6,160 

同時3アクセス(本体) ¥7,700 

商品コード 1030590877 

世界人口の増加に伴い、エネルギー消
費量も増加します。化石燃料を中心とす
る現在のエネルギー体勢ではやがて資
源が枯渇するでしょう。これを回避するた
めの最新動向と展望を検証します。 

2019年8月 
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会計の科学と論理 
上野 清貴 著  

発行年 2019 

冊子版ISBN 9784502308611 

同時1アクセス(本体) ¥12,320 

同時3アクセス(本体) ¥15,400 

商品コード 1030682565 

これまで論じられてきた会計の主題、たと
えば測定論や会計責任説、真実性の原
則等に関して、哲学的、科学的、論理的
思考を盛り込んで会計の本質の解明を
試みます。 

損益の区分シフト  
―経常利益の調整実態と株価への影響― 

木村 晃久 著  

発行年 2019 

冊子版ISBN 9784502294419 

同時1アクセス(本体)  ¥9,240 

同時3アクセス(本体) ¥11,550 

商品コード 1030682562 

経営者は「損益の区分シフト」による利益
マネジメントを行っているのか、またそれ
により投資家は誤導されるのか。日本固
有の区分損益計算書をもとにした実証研
究により解明します。 
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イノベーション&マーケティングの経済学 
金間 大介 著  

発行年 2019 

冊子版ISBN 9784502300813 

同時1アクセス(本体) ¥5,500 

同時3アクセス(本体) ¥6,875 

商品コード 1030682564 

イノベーションの発生から普及までのプロ
セスに着目して、各プロセスの詳細を
マーケティング論、組織論などの知見を
活用して体系的に整理し、経済学的な
見解を示します。 

2019年新刊配信タイトル！ 

マネジメント研究への招待  
―研究方法の種類と選択― 

須田 敏子 著  

発行年 2019 

冊子版ISBN 9784502296116 

同時1アクセス(本体) ¥6,600 

同時3アクセス(本体) ¥8,250 

商品コード 1030682563 

マネジメント（経営学）分野の研究におい
て、研究方法を適切に理解し、選択する
ことは不可欠です。代表的な研究事例、
各研究方法の強みと弱みなどを紹介しな
がら解説しました。 

観光と地域振興 ―その実践的応用― 
大久保 あかね 著  

発行年 2019 

冊子版ISBN 9784502298417 

同時1アクセス(本体) ¥5,500 

同時3アクセス(本体) ¥6,875 

商品コード 1030682561 

観光は重要な国家政策課題となっており、
全国の自治体や大学においてもその意
識や取り組みが変わってきています。大
学が関わってきた観光や地域振興への
取り組みを紹介します。 

2019年8月 



丸善雄松堂株式会社学術情報ソリューション事業部 Maruzen eBook Library 担当 
Tel：03-6367-6008 Fax:03-6367-6184 e-mail:ebook-i@maruzen.co.jp 
営業時間：9：00 ～ 17：30（土・日・祝日、年末年始を除く） 

● 表示価格は税抜きです。 2019年8月 

地方自治体の業績監査 

著編者名 石川  恵子 発行年 2011 

同時1アクセス（本体） ¥7,040 同時3アクセス（本体） ¥8,800 

冊子版ISBN 9784502435201  商品コード 1022706163 

日本の地方自治体において、財政赤字を克服するための業績監査が実施されなかったの
はなぜか。その原因を解明し、先進事例である英国のVfM監査を監査論から考察すること
で、日本の地方自治体の3E監査のあり方を提示する。 

新興大国ロシアの国際ビジネス 
 ―ビジネス立地と企業活動の進化― 

著編者名 今井  雅和 発行年 2011 

同時1アクセス（本体） ¥7,040 同時3アクセス（本体） ¥8,800 

冊子版ISBN 9784502683404  商品コード 1022706151 

巨大市場に眠る経営資源をいかに活用するか。激しく変化するロシア市場で外国企業は
どのように事業を行っているのか。ロシアにおける国際ビジネスの進展を踏まえ、新興市
場ビジネス論を構築する。 

品質コストの管理会計 

著編者名 梶原  武久 発行年 2008 

同時1アクセス（本体） ¥7,480 同時3アクセス（本体） ¥9,350 

冊子版ISBN 9784502282409  商品コード 1022706180 

日本企業はなぜ品質コストを利用するのか？ 品質コストの利用によって何がもたらされ
るのか？ 日本的品質コストの現状や課題を管理会計的な観点から解明する本格的実証
分析。 

政府・自治体・パブリックセクターの公監査基準 

著編者名 鈴木  豊 発行年 2004 

同時1アクセス（本体） ¥13,200 同時3アクセス（本体） ¥16,500 

冊子版ISBN 9784502199103  商品コード 1025649767 
【2004（平成16）年度 日本内部監査協会「青木賞」受賞】「公の資金(公金)」としての租税の収入とその支出に
ついての監視と評価が国民・納税者から要請されています。このために開示される情報には信頼性の保証が
必要とされ、公監査の機能が求められることになります。本書では、特に政府・地方自治体監査の構造を検討
し、そのフレームワークとその内容を明らかにして、「公監査基準」の体系と具体的要件を明らかにしていきま
す。 
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■中京大学大学院ビジネス・イノベーションシリーズ 

■メルコ学術振興財団研究叢書  

原価企画とトヨタのエンジニアたち （メルコ学術振興財団研究叢書 10） 

著編者名 小林  英幸 発行年 2017 
同時1アクセス（本体） ¥8,800 同時3アクセス（本体） ¥11,000 

冊子版ISBN 9784502247811  商品コード 1028112534 
本書は、原価企画を実践するエンジニアの発想を理解しようとした初の試みです。経理マターと思わ
れている原価企画に対して、トヨタ自動車の技術者はどのように取り組んでいるのでしょうか？インタ
ビューとアンケートの結果、理詰めの目標が与えられれば、エンジニアは「良品廉価」の実現に向け
た努力を惜しまないことがわかりました。 

医療管理会計 ―医療の質を高める管理会計の構築を目指して― 

（メルコ学術振興財団研究叢書 6） 
著編者名 衣笠  陽子 発行年 2013 

同時1アクセス（本体） ¥9,680 同時3アクセス（本体） ¥12,100 
冊子版ISBN 9784502482908  商品コード 1028112545 

課題が山積する医療機関経営に管理会計は救世主となりうるか？医療を対象とした管理会計研究
は、近年原価計算を中心に知見が蓄積されつつありますが、本書は、医療機関の経営をシステムと
して構成する医療管理会計の構築を目的としています。医療機関の経営課題や制度的環境をもとに
経営の特徴を解明し、真に医療の向上に資するマネジメント・システムを提示します。 

リーダーシップの本質 ―松下幸之助と稲盛和夫に学ぶ― 

著編者名 加藤  靖慶 発行年 2014 
同時1アクセス（本体） ¥7,040 同時3アクセス（本体） ¥8,800 

冊子版ISBN 9784502132711  商品コード 1028112547 
昭和の「経営の神様」である松下幸之助氏、平成の「経営の神様」である稲盛和夫氏の言動や決断
を分析し、両者に共通する「人間尊重の経営」から、日本企業にあるべきリーダーシップやマネジメン
トの本質を新しい視点で解き明かします。リーダーになる人、リーダーを育てる人に向け、リーダーの
意識改革、強いニューミドルマネジャーの育成にも言及しました。 

アメーバ経営の管理会計システム 

著編者名 潮  清孝 発行年 2013 
同時1アクセス（本体） ¥8,360 同時3アクセス（本体） ¥10,450 

冊子版ISBN 9784502470608  商品コード 1028112552 
時間あたり採算をはじめとするアメーバ経営における管理会計システムの歴史的な形成プロセスお
よび現場における実践を明らかにした研究書です。京セラ経営研究所(京都市山科区)の協力のもと、
ヒアリング調査や京セラの社内報および本社経営管理通達などを丹念に読み込んでまとめました。
研究者だけでなく実務家にも有用な一冊です。 
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■シリーズ国際ビジネス  

書名 発行年 冊子版ISBN 
同時１アクセス 

(本体) 
同時３アクセス 

(本体) 
商品コード 

国際ビジネス入門 （1） 2008 9784502396908 ¥8,624  ¥12,936  1013749072 

国際ビジネス理論 （2） 2008 9784502396106 ¥8,008  ¥12,012  1013749073 

グローバル企業の市場創造 （3） 2008 9784502664700 ¥8,008  ¥12,012  1013749074 

サービス産業の国際展開 （4） 2008 9784502664601 ¥9,856  ¥14,784  1013749075 

国際ビジネス研究の新潮流 （5） 2008 9784502398100 ¥9,856  ¥14,784  1013955228 

江夏  健一 著 

5冊揃価格 
同時1アクセス（本体） 同時3アクセス（本体） 

¥44,352 ¥66,528 
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■経済関連  

2019年8月 

東海地域の産業クラスターと金融構造 
 ―躍進する名古屋経済の強さを探る― 

同時1アクセス（本体） ¥3,960 

同時3アクセス（本体） ¥5,280 

冊子版ISBN 9784502654107  

著編者名 多和田  真 発行年 2005 商品コード 1008060891 

相次ぐビッグプロジェクトで好調を持続する東海地域を徹底検証。広範な企業アンケート調査の結果をふまえながら、
東海地域の金融構造と産業クラスターの現状と今後の課題を明らかにし、対応方法について具体的な提言を行う。 

ドイツ経済民主主義論史 
同時1アクセス（本体） ¥11,088 

同時3アクセス（本体） ¥16,632 

冊子版ISBN 9784502639357  

著編者名 大橋  昭一 発行年 1999 商品コード 1013955232 

ドイツの急速な発展を可能にしたものは、人々の組織的団結につとめ、統合をはかる努力であった。「経済民主主義論
の生成と発展」「経営協議会の生成」の二部構成で、第一次世界大戦後ドイツの経済民主主義論について考察する。 

日米英企業の品質管理史 
 ―高品質企業経営の原点― 

同時1アクセス（本体） ¥10,472 

同時3アクセス（本体） ¥15,708 

冊子版ISBN 9784502682407  

著編者名 由井  浩 発行年 2011 商品コード 1013955236 

1949年以降から1990年代前半までの日本の品質管理と、日本に学び発展させた1980年代後半から1990年代前半ま
での米英における品質管理を対象に、品質管理の先達が築いてきたQCの発展・展開過程を検討する。 

知識労働者のキャリア発達 
 ―キャリア志向・自律的学習・組織間移動― 

同時1アクセス（本体） ¥7,480 

同時3アクセス（本体） ¥9,350 

冊子版ISBN 9784502681707  

著編者名 三輪  卓己 発行年 2011 商品コード 1022706172 

知識・情報社会を支える「知識労働者」のキャリア発達を、インタビュー調査、参与観察、アンケート調査など複数の調
査を通じて分析。組織人的な労働者とは異なる彼らのキャリアや働き方の特徴を明らかにする。 

現代公共政策の経済分析 
同時1アクセス（本体） ¥7,040 

同時3アクセス（本体） ¥8,800 

冊子版ISBN 9784502654404  

著編者名 細江  守紀 発行年 2005 商品コード 1023374001 

政府による構造改革の掛け声もあり、道路関連公団民営化など、これまでの行政のあり方が大きく問われている今、
利害関係や法の制約を越えて望ましい公共政策が実行されるための課題を、ミクロ経済学的手法から検討・分析する。 

購買革新のマネジメント 
 ―企業間取引における信頼の形成― 

同時1アクセス（本体） ¥5,720 

同時3アクセス（本体） ¥7,150 

冊子版ISBN 9784502385209  

著編者名 神田  善郎 発行年 2006 商品コード 1025649770 

【2007（平成19）年度 中小企業研究奨励賞受賞】製品開発での中核技術の発揮のためには、自社で全てまかなう垂直
的な統合をする企業形態ばかりでなく、周辺の企業を巻き込んだ水平的な連携がより効率的です。この企業間の連携
において、とりわけ企業間取引の接点である購買活動に焦点をあてて電機、電子・計測産業の調査・研究を行い、自
社と仕入先における信頼の存在とその形成・維持に関するプロセスを解き明かします。 
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地方創生のための地域金融機関の役割 
 ―金融仲介機能の質向上を目指して― 

同時1アクセス（本体） ¥6,600 

同時3アクセス（本体） ¥8,250 

冊子版ISBN 9784502252716  

著編者名 家森  信善 発行年 2018 商品コード 1028112532 

地域経済を支える中小企業の生産性を向上させ、地方創生を実現していくため地域金融機関の役割に期待が高
まっています。独立行政法人経済産業研究所(RIETI)で実施してきた研究プロジェクトでは、全国の地域金融機関の
支店長向けに大規模なアンケート調査を実施し、約3,000人から回答を得ました。本書は、その結果に基づき、地域
金融の現場の事業性評価への取り組みの現状と課題を明らかにし、人事評価改革などの処方箋を提示しています。 

金融商品取引法の開示制度 
  ―歴史的変遷と制度趣旨― 
（大阪経済大学研究叢書 第67冊） 

同時1アクセス（本体） ¥13,200 

同時3アクセス（本体） ¥16,500 

冊子版ISBN 9784502991202  

著編者名 小谷  融 発行年 2010 商品コード 1028112540 

近年規制強化により注目を集めているディスクロージャー法規制について、昭和22年公布の証券取引法から現行
の金融商品取引法までの歴史的変遷と制度趣旨を整理し、開示規制の意義と今後の方向性を示しました。国税局
や証券取引等監視委員会等で証券行政に携わり、大蔵省証券局にて企画・立案に従事した著者がその全貌を究
明した意欲作です。 

投資家行動の実証分析 
 ―マーケット・マイクロストラクチャーに基づく 
会計学研究― 

同時1アクセス（本体） ¥8,360 

同時3アクセス（本体） ¥10,450 

冊子版ISBN 9784502293405  

著編者名 音川  和久 発行年 2009 商品コード 1022706157 

マーケットマイクロストラクチャーの分析手法を援用して、成行注文や指値注文などの投資家から出された売買注
文の動向を実証的に分析。投資家の株式売買行動を詳細に解明していく。 

IPO市場の価格形成 

同時1アクセス（本体） ¥5,500 

同時3アクセス（本体） ¥6,875 

冊子版ISBN 9784502971600  

著編者名 忽那  憲治 発行年 2008 商品コード 1022706174 

ＩＰＯ市場における公開価格の決定は効率的に行われているのか。また、どのような決定方式が効率的なのか。日
本のＩＰＯ市場における公開価格決定方式のあり方を、理論的かつ実証的に考察する。 

金融ビジネスの歴史 
 ―金融技術の制度化と再構築― 

同時1アクセス（本体） ¥9,240 

同時3アクセス（本体） ¥13,860 

冊子版ISBN 9784502650109  

著編者名 青野  正道 発行年 2003 商品コード 1013749089 

金融ビジネスの歴史的事例を取り上げることによって、金融技術が制度（慣行や法のようなルール）として定着する
過程を検討し、今後の金融制度改革の方向性を考え、役に立つ現実的な情報を提供する。 
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■シリーズ流通体系  

書名 著編者名 発行年 冊子版ISBN 
同時１アクセス 

(本体) 
同時３アクセス 

(本体) 
商品コード 

小売業の業態革新 （1） 石井  淳蔵 2009 9784502668807 ¥9,856  ¥14,784  1013749077 

流通チャネルの再編 （2） 崔  相鐵 2009 9784502668906 ¥9,856  ¥14,784  1013955235 

小売企業の国際展開 （3） 向山  雅夫 2009 9784502669002 ¥9,856  ¥14,784  1013749078 

地域商業の競争構造 （4） 加藤  司 2009 9784502669101 ¥8,624  ¥12,936  1013749079 

日本の流通政策 （5） 石原  武政 2009 9784502669200 ¥8,624  ¥12,936  1013749080 

5冊揃価格 
同時1アクセス（本体） 同時3アクセス（本体） 

¥46,816 ¥70,224 
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いま流通消費都市の時代 
 ―福岡モデルでみた大都市の未来― 

同時1アクセス（本体） ¥6,600 

同時3アクセス（本体） ¥8,250 

冊子版ISBN 9784502385100  

著編者名 阿部  真也 発行年 2006 商品コード 1023373999 
第３次産業化が進み、流通消費都市としての性格が急速に強まっている現代の日本の大都市。そのなかで、福岡市の
現状と将来性を分析した福岡モデルを提示し、日本の大都市の将来像を示唆する。 

日本流通マーケティング史 
 ―現代流通の史的諸相― 

同時1アクセス（本体） ¥7,040 

同時3アクセス（本体） ¥8,800 

冊子版ISBN 9784502380709  

著編者名 小原  博 発行年 2005 商品コード 1025649760 
【2006（平成18）年度 日本流通学会賞受賞】日本の流通システムにおいて流通系列化・流通支配はいかに進んだのか、システムの特
徴が明らかにされています。また、ういろうを事例としたブランド問題、ブーム的様相の消費者組織化問題、製販の関係性についてのリ
レーションシップ・マーケティングや、食の安全に関わる遺伝子組み換え食品の企業マーケティング問題など、多岐にわたる日本型マー
ケティングの特徴も解き明かしました。 

日本の小売業と流通政策 
同時1アクセス（本体） ¥9,856 

同時3アクセス（本体） ¥14,784 

冊子版ISBN 9784502653407  

著編者名 南方  建明 発行年 2005 商品コード 1013749093 
流通政策の歴史的な転換期にあって、大型店出店規制の変遷が小売業態の発展および大型店立地に与えてきた影響、
さらに大型店立地が小売構造に与えた影響について明らかにする。 

実践流通情報システム 
同時1アクセス（本体） ¥7,700 

同時3アクセス（本体） ¥9,625 

冊子版ISBN 9784502648908  

著編者名 秋山  哲男 発行年 2003 商品コード 1025649761 
【2004（平成16）年度 日本流通学会賞受賞】経営は成果が大切であり、そのためには的確な目標設定とその実践が必要です。本書は
流通分野の経営成果に直結した情報システムのあり方を体系的にまとめています。問題解決の原点である流通現場を生かし、欧米等
との同質化競争ではなく、わが国独自の協働主義をベースにさまざまな提言をしていますが、特に内容は活用しやすいように要点を箇
条書きにしてまとめました。 

次世代流通サプライチェーン ―ITマーチャン 

ダイジング革命―（次世代MBAシリーズ 5） 

同時1アクセス（本体） ¥7,700 

同時3アクセス（本体） ¥9,625 

冊子版ISBN 9784502359804  

著編者名 菅原  正博 発行年 2001 商品コード 1023374002 
ＳＣＭの事例研究から始まり方法論、理論へと展開した実学書。既世代型流通から次世代型流通へ大きく質的に変容さ
せるための戦略的武器としてＳＣＭの役割を位置づける。 

現代流通政策 
 ―流通システムの再編成と政策展開― 

同時1アクセス（本体） ¥9,240 

同時3アクセス（本体） ¥13,860 

冊子版ISBN 9784502639159  

著編者名 渡辺  達朗 発行年 1999 商品コード 1015968196 
流通システムと流通政策の相互規定的な関係を念頭に置きながら、日本における流通システムの展開経緯と現状を明
らかにした上で、流通政策を体系的に整理・分析。現状を歴史的発展過程のなかで位置づける歴史的視点を重視する。 

日本の商業流通 
同時1アクセス（本体） ¥8,971 

同時3アクセス（本体） ¥13,457 

冊子版ISBN 9784502625923  

著編者名 宮下  正房 発行年 1989 商品コード 1013955230 
わが国の商業部門、流通部門の本質的な問題とは何か、それはどのような実態の中から提起されているのか、また、な
ぜわが国の商業部門、流通部門が欧米諸国のものと比較して特異なシステムを形成しているのか。本書は、このような
問題のもとに、現代の生きた商業、生きた流通の実態を多面的にとりあげ、できるだけ正しく、判りやすく理解して頂くこ
とを目的にとりまとめたものである。 
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■経営学イノベーション  

経営学入門 （経営学イノベーション 1） 

著編者名 十川  廣國 発行年 2006 

同時1アクセス（本体） ¥3,630 同時3アクセス（本体） ¥4,840 

冊子版ISBN 9784502384103  商品コード 1008060886 

経営学の基本的考え方、経営学思想の発展・変化についての理解をもとに、戦略経
営のパースペクティブからみた現代企業経営の様々な課題についてわかりやすく解
説する、経営学基本テキストの決定版。 

経営戦略論 （経営学イノベーション 2） 

著編者名 十川  廣國 発行年 2006 

同時1アクセス（本体） ¥3,630 同時3アクセス（本体） ¥4,840 

冊子版ISBN 9784502384202  商品コード 1008060887 

現代の企業経営の課題とその解決に対する考え方の理解をめざすシリーズ。２巻で
は、戦略経営のパースペクティブから、戦略論発展の系譜、主要理論、経営戦略と組
織のインタラクション、グローバル化戦略などを解説する。 

経営組織論 （経営学イノベーション 3） 

著編者名 十川  廣國 発行年 2006 

同時1アクセス（本体） ¥3,630 同時3アクセス（本体） ¥4,840 

冊子版ISBN 9784502384301  商品コード 1008060888 

現代の企業経営の課題とその解決に対する考え方の理解をめざすシリーズ。３巻で
は、経営組織の特徴や基礎概念・構造と、組織運営の基本的テーマを明確にし、組
織が抱える現代的課題と政策を解説する。 

3冊揃価格 
同時1アクセス（本体） 同時3アクセス（本体） 

¥10,890 ¥14,520 
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自社株買いと会計情報 
 = Share repurchases and financial accounting information 

著編者名 島田  佳憲 発行年 2013 

同時1アクセス（本体） ¥9,240 同時3アクセス（本体） ¥11,550 

冊子版ISBN 9784502467806  商品コード 1028112543 

従来ファイナンスの側面から意義が論じられることが多かった自社株買いについて、
会計的視点から考察しました。自社株買いが経営者と株主の間の資本取引であるこ
とを踏まえれば、これらの経済取引主体の両方に対する自社株買いの経済的影響
を分析することの重要性は大きいことから、本研究では経営者と株主双方にとっての
自社株買いの意義を究明しています。 

eコマース・ビジネス = e-commerce business ―その展開と動向― 

著編者名 高橋  秀雄 発行年 2012 

同時1アクセス（本体） ¥7,920 同時3アクセス（本体） ¥9,900 

冊子版ISBN 9784502694103  商品コード 1028112541 

電子商取引の在り方、ネットビジネスの仕方は時とともに変化していきます。本書は、
過去の電子商取引への取り組みが、どのように整理され評価されているのかという
視点から電子商取引の問題を分析するとともに、現在どのような視点での電子商取
引が主流となっているのか、将来的に電子商取引はどのような方向に向かっていく
のかといった視点から論じました。 

配当政策の実証分析 

著編者名 石川  博行 発行年 2007 

同時1アクセス（本体） ¥9,680 同時3アクセス（本体） ¥12,100 

冊子版ISBN 9784502275708  商品コード 1022706181 

資本市場ベースの会計学研究の立場から、わが国企業の配当政策を実証的に分析
する。経営者の次期配当予想、連結ベースの配当政策、額面配当率主義、記念配
当の実証分析を中心とした前例のない配当研究書。 
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書名 著編者名 発行年 冊子版ISBN 
同時１アクセス 

(本体) 
同時３アクセス 

(本体) 
商品コード 

監査の品質 ―日本の現状と新たな規制― 町田  祥弘 2018 9784502262715 ¥8,800  ¥11,000  1028112553 

創業者一族の経営とコーポレート・ガバナンス 今村  明代 2017 9784502206313 ¥7,040  ¥8,800  1028112551 

インターネット時代の広告の機能・効果と展開 高橋  秀雄 2017 9784502221712  ¥7,920 ¥9,900 1028112537 

マンガビジネスの生成と発展 岡田  美弥子 2017 9784502229411  ¥6,160 ¥7,700 1028112535 

持分の会計 
―負債・持分の区分および資本取引・損益取引の区分― 

池田  幸典 2016 9784502194719 ¥10,560  ¥13,200  1028112550 

戦略経営における予算管理 堀井  悟志 2015 9784502156311 ¥8,360  ¥10,450  1028112548 

Yahoo!ファイナンスで速攻決算書分析 坂本  剛 2014 9784502122415 ¥2,805  ¥3,740  1018868018 

ドイツのコーポレート・ガバナンス 海道  ノブチカ 2013 9784502470202 ¥6,600  ¥8,250  1028112544 

財務会計研究の回顧と展望 徳賀  芳弘 2013 9784502468001 ¥14,520  ¥18,150  1028112539 

経営理念の機能 
―組織ルーティンが成長を持続させる― 

槙谷  正人 2012 9784502694707 ¥6,600  ¥8,250  1028112542 

英中韓3カ国語のすぐに使えるやさしい接客会話 徐  珍雅 2012 9784502460005 ¥2,640  ¥3,520  1018868017 

リスクマネジメントの実務 
 ―ISO31000への実践的対応― 

内田  知男 2011 9784502686801 ¥6,160  ¥7,700  1022706173 

7つのステップで考える戦略のトータルバランス 井上  善海 2011 9784502681905 ¥3,960  ¥4,950  1022706171 

ビジネスモデルのグランドデザイン 
 ―顧客価値と利益の共創― 

川上  昌直 2011 9784502691805 ¥5,720  ¥7,150  1025649764 

2019年8月 
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2018年 
新規配信 



丸善雄松堂株式会社学術情報ソリューション事業部 Maruzen eBook Library 担当 
Tel：03-6367-6008 Fax:03-6367-6184 e-mail:ebook-i@maruzen.co.jp 
営業時間：9：00 ～ 17：30（土・日・祝日、年末年始を除く） 

● 表示価格は税抜きです。 

書名 著編者名 発行年 冊子版ISBN 
同時１アクセス 

(本体) 
同時３アクセス 

(本体) 
商品コード 

社会的存在としての財務諸表監査 栗濱  竜一郎 2011 9784502237706 ¥7,480  ¥9,350  1022706162 

会計制度の解明 
 ―ドイツとの比較による日本のグランドデザイン― 

坂本  孝司 2011 9784502434709 ¥14,520  ¥18,150  1022706165 

ゲーム理論で考える企業会計 
 ―会計操作・会計規制・会計制度― 

田村  威文 2011 9784502237805 ¥7,480  ¥9,350  1022706176 

日本企業のグループ再編 
 ―親会社-上場子会社間の資本関係の変化― 

大坪  稔 2011 9784502683701 ¥7,920  ¥9,900  1022706170 

日本企業の利益調整 ―理論と実証― 首藤  昭信 2010 9784502225901 ¥10,120  ¥12,650  1022706177 

モノづくり企業の技術経営 
 ―事業システムのイノベーション能力― 

山田  基成 2010 9784502677502 ¥7,480  ¥9,350  1022706153 

暖簾の会計 = Accounting for goodwill 山内  暁 2010 9784502227202 ¥11,000  ¥13,750  1022706167 

アメリカSECの会計政策 
 ―高品質で国際的な会計基準の構築に向けて― 

杉本  徳栄 2009 9784502294501 ¥10,120  ¥12,650  1022706158 

知的資産の監査 池田  公司 2009 9784502294105 ¥10,120  ¥12,650  1022706168 

進化する環境会計 = The environmental accountancy of 
the evolving process  第2版 

柴田  英樹 2009 9784502297809 ¥4,290  ¥5,720  1008060882 

現代フランス管理会計 ―会計、コントロール、ガバナンス 
= Comptabilité de gestion française contemporaine― 

大下  丈平 2009 9784502297700 ¥7,920  ¥9,900  1022706155 

包括利益の実証研究 = Empirical research on 
comprehensive income 

若林  公美 2009 9784502298301 ¥6,600  ¥8,250  1022706156 

M&Aの会計システム 藤田  敬司 2009 9784502298202 ¥7,920  ¥9,900  1022706166 

病院原価計算 ―医療制度適応への経営改革― 荒井  耕 2009 9784502290602 ¥7,920  ¥9,900  1022706179 

2019年8月 
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書名 著編者名 発行年 冊子版ISBN 
同時１アクセス 

(本体) 
同時３アクセス 

(本体) 
商品コード 

経営者自己統治論 ―社会に信頼される企業の形成― 平田  光弘 2008 9784502398902 ¥11,000  ¥13,750  1022706154 

中国の企業統治制度 李  東浩 2008 9784502663000 ¥8,360  ¥10,450  1022706175 

レピュテーション・マネジメント 
 ―内部統制・管理会計・監査による評判の管理― 

櫻井  通晴 2008 9784502283109 ¥7,480  ¥9,350  1022706150 

QOE「利益の質」分析 一ノ宮  士郎 2008 9784502284908 ¥10,120  ¥12,650  1022706160 

アメリカ会計理論発達史 
 ―資本主理論と近代会計学の成立― 

桑原  正行 2008 9784502281600 ¥15,400  ¥23,100  1013955222 

会計基準の整合性分析 ―実証研究との接点を求めて― 米山  正樹 2008 9784502288609 ¥7,920  ¥9,900  1022706169 

企業リスクマネジメント ―内部統制の手法として― 吉川  吉衞 2007 9784502369100 ¥6,160  ¥7,700  1025649762 

企業評価の組織論的研究 
 ―経営資源と組織能力の測定― 

藤田  誠 2007 9784502396403 ¥7,040  ¥8,800  1022706152 

グローバル・イノベーションのマネジメント 
 ―日本企業の海外研究開発活動を中心として― 

岩田  智 2007 9784502392702 ¥7,920  ¥9,900  1022706159 

中小企業の技術マネジメント 
 ―競争力を生み出すモノづくり― 

弘中  史子 2007 9784502391705 ¥6,160  ¥7,700  1025649769 

制度変化の会計学 
 ―会計基準のコンバージェンスを見すえて― 

藤井  秀樹 2007 9784502276309 ¥7,480  ¥9,350  1022706161 

企業論の史的展開 高橋  俊夫 2007 9784502394904 ¥11,088  ¥16,632  1013955227 

日米コーポレート・ガバナンスの歴史的展開 新保  博彦 2006 9784502389108 ¥8,624  ¥12,936  1013955226 

新会社法が求める内部統制とその開示 第2版 長谷川  俊明 2006 9784502939907 ¥4,840  ¥6,050  1023374003 

2019年8月 
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■経営関連  

書名 著編者名 発行年 冊子版ISBN 
同時１アクセス 

(本体) 
同時３アクセス 

(本体) 
商品コード 

日本型人事管理 ―進化型の発生プロセスと機能性― 平野  光俊 2006 9784502385506 ¥7,040  ¥8,800  1025649763 

新会社法と中小会社会計 武田  隆二 2006 9784502260506 ¥4,290  ¥5,720  1008060881 

継続企業監査論 ―ゴーイング・コンサーン問題の研究― 林  隆敏 2005 9784502251108 ¥7,920  ¥9,900  1025649768 

会計基準の国際的統一 
 ―国際会計基準への各国の対応― 

平松  一夫 2005 9784502250507 ¥6,930  ¥9,240  1008060880 

医療バランスト・スコアカード 
 ―英米の展開と日本の挑戦― 

荒井  耕 2005 9784502252006 ¥7,040  ¥8,800  1025649773 

持続的競争優位をもたらす原価企画能力 吉田  栄介 2003 9784502219801 ¥8,360  ¥10,450  1025649774 

中小企業組合の再生 ―組織活性化の理論と実践― 山本  貢 2003 9784502368103 ¥5,280  ¥6,600  1025649771 

企業不正支出とコーポレート・ガバナンス 宮本  幸平 2002 9784502189005 ¥6,270  ¥8,360  1008060879 

ベンチャー企業の成長と戦略 井上  善海 2002 9784502364808 ¥6,600  ¥8,250  1025649772 

企業戦略評価の理論と会計情報 山本  達司 2002 9784502219207 ¥8,360  ¥10,450  1025649775 

国際会計論 ―相違と調和― 徳賀  芳弘 2000 9784502174636 ¥6,270  ¥8,360  1008060878 

リスク・アプローチ監査論 石原  俊彦 1998 9784502156359 ¥7,040  ¥8,800  1025649766 

現代管理会計論 古田  隆紀 1997 9784502214158 ¥10,560  ¥13,200  1025649776 

グローバル企業の史的展開 笠原  伸一郎 1995 9784502344930 ¥9,240  ¥13,860  1013955224 

会計理論生成史 中野  常男 1992 9784502122033 ¥18,538  ¥27,806  1013955221 
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■講座/経営教育  

ベーシック経営学辞典 

著編者名 片岡  信之 

発行年 2004 

同時1アクセス（本体） ¥4,290 

同時3アクセス（本体） ¥5,720 

冊子版ISBN 9784502375903  

商品コード 1008060885 

現代経営学の基本用語と最新のビジネス用
語１２００項目を精選してコンパクトに解説。
とくに著名な経営学者については顔写真を
掲載。経営学研究の歴史的な流れがわかる
略年表を巻末に収録する。 

イギリス経営学説史の探究 
 ―グレーシャー計画とブラウン=ジャックス理論― 

著編者名 幸田  浩文 

発行年 1996 

同時1アクセス（本体） ¥13,456 

同時3アクセス（本体） ¥20,183 

冊子版ISBN 9784502333330  

商品コード 1013955223 

公正という概念を基本に、イギリスの一企業
のリストラ計画を通じ、賃金管理論、人事管
理論、労務管理論、産業心理学、行動科学、
経営史等、多くの学問領域に視座を移しな
がら、仕事と能力と賃金の関係を探究する。 

3冊揃価格 
同時1アクセス（本体） 同時3アクセス（本体） 

¥33,264 ¥49,896 

■経済学関連  

実践経営学 （1） 

著編者名 日本経営教育学会 発行年 2009 

同時1アクセス（本体） ¥10,472 同時3アクセス（本体） ¥15,708 

冊子版ISBN 9784502667800  商品コード 1013955233 

実践経営学の立場から、現在求められている時宣にあった経営課題を論じる。１は、現代企業の経営行動、
マネジメントの経営実践、日本の経営文化など、実践経営学の方法と経営実践の課題を取り上げる。 

経営者論 （2） 

著編者名 日本経営教育学会 発行年 2009 

同時1アクセス（本体） ¥11,704 同時3アクセス（本体） ¥17,556 

冊子版ISBN 9784502667909  商品コード 1013749092 

実践経営学の立場から、現在求められている時宣にあった経営課題を論じる。２は、現代経営者と企業家
育成、日本のトップ・マネジメントとミドル・マネジメントなど、日本の経営者論のあり方と行動論理に迫る。 

経営教育論 （3） 

著編者名 日本経営教育学会 発行年 2009 

同時1アクセス（本体） ¥11,088 同時3アクセス（本体） ¥16,632 

冊子版ISBN 9784502668005  商品コード 1013955234 

実践経営学の立場から、現在求められている時宣にあった経営課題を論じる。３は、経営教育の理論、現
代企業の経営教育、経営教育と職能教育など、現代日本企業の経営教育論を発信する。 
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■環境経営イノベーション  

3冊揃価格 
同時1アクセス（本体） 同時3アクセス（本体） 

¥26,488 ¥39,732 

環境経営イノベーションの理論と実践 （1） 
著編者名 植田  和弘 発行年 2010 

同時1アクセス（本体） ¥8,624 同時3アクセス（本体） ¥12,936 

冊子版ISBN 9784502680304  商品コード 1013749082 

環境経済と環境経営の融合を、環境経営イノベーションを鍵概念として追究。1は、環境経営イノベーションを
定義するとともに、環境経営の先進企業を分析する。 

環境経営の経済分析 （2） 
著編者名 馬奈木  俊介 発行年 2010 

同時1アクセス（本体） ¥8,624 同時3アクセス（本体） ¥12,936 

冊子版ISBN 9784502680403  商品コード 1013749083 

地球温暖化問題とエネルギー問題を、企業にとって最重要の環境問題とし、これらへの対処方法を数々の定
量化された経済学的な分析により、多面的かつ実証的に示唆する。 

環境と金融・投資の潮流 （3） 
著編者名 水口  剛 発行年 2011 

同時1アクセス（本体） ¥9,240 同時3アクセス（本体） ¥13,860 

冊子版ISBN 9784502683800  商品コード 1013749084 

環境経済と環境経営の融合を、環境経営イノベーションを鍵概念として追究。3は、金融と投資の判断に環境
と社会の要素を組み込むためのファイナンス上の理論・制度を、先進事例によって解説する。 

書名 著編者名 発行年 冊子版ISBN 
同時１アクセス 

(本体) 
同時３アクセス 

(本体) 
商品コード 

脱「原発・温暖化」の経済学 明日香  壽川 2018 9784502241314 ¥6,380  ¥7,975  1028112533 

原子力発電と会計制度 金森  絵里 2016 9784502179815  ¥8,360 ¥10,450 1028112549 

環境概論 勝田  悟 2006 9784502656804 ¥4,290  ¥5,720  1008060893 

環境情報の公開と評価 
 ―環境コミュニケーションとCSR― 

勝田  悟 2004 9784502653308 ¥4,290  ¥5,720  1008060890 

循環型社会の公共政策 山谷  修作 2002 9784502646805 ¥10,472  ¥15,708  1013749088 

廃棄物とリサイクルの公共政策 山谷  修作 2000 9784502640537 ¥4,950  ¥6,600  1008060889 

■環境関連 
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■政治関連  

実践自治体財政の経済分析 
同時1アクセス（本体） ¥5,720 

同時3アクセス（本体） ¥7,150 

冊子版ISBN 9784502486906  

著編者名 衣笠  達夫 発行年 2013 商品コード 1028112538 
地方公共団体の仕事内容、予算の仕組み、職員の給料、財源、予算書や決算書を読むための基礎知識、財政診断の
指標などを具体的に解説しています。地方財政の仕組み、国や企業との違いがわかり、実際に財政診断できるようにガ
イドしました。関西の地方自治体職員の研修用のテキストがもとになっており、わかりやすく実践できます。 

公共政策のための政策評価手法 
同時1アクセス（本体） ¥9,240 

同時3アクセス（本体） ¥13,860 

冊子版ISBN 9784502664908  

著編者名 伊多波  良雄 発行年 2009 商品コード 1013749090 
望ましい公共政策を実施するための手段として政策評価を位置付け、さらに政策評価を充実したものにするために、各
種の政策評価手法について紹介・解説する。 

自治体の業績管理システム 
同時1アクセス（本体） ¥9,240 

同時3アクセス（本体） ¥11,550 

冊子版ISBN 9784502290701  

著編者名 松尾  貴巳 発行年 2009 商品コード 1022706178 
多くの自治体は果たして満足のいく行政評価を導入できているのか？ 豊富な事例をもとに、各自治体が直面している
業績管理システムの課題を考えるための情報を提供する。 

これからの都市・地域政策 
 ―「実験型都市」が未来を創る― 

同時1アクセス（本体） ¥6,600 

同時3アクセス（本体） ¥8,250 

冊子版ISBN 9784502652905  

著編者名 小林  潔司 発行年 2005 商品コード 1023374000 
北海道における２１世紀の都市・地域政策について議論する中で生まれた「実験型都市」をキーワードに、都市の変化を
理解しながら地域の望ましい将来像を描いていくという都市・地域政策を提唱する。 

都市政府のマネジメント 
 （地方自治・新世紀） 

同時1アクセス（本体） ¥4,950 

同時3アクセス（本体） ¥6,600 

冊子版ISBN 9784502366604  

著編者名 吉田  民雄 発行年 2003 商品コード 1008060884 
官僚的な統治を改革、既得権益のメカニズムを払拭し市民と共に社会を共治する起業家精神溢れるシステム設計を姉
妹編「都市政府のガバナンス」との２分冊により提唱。政策論と管理論の観点から都市政府の設計を試みる。 

交通ネットワークの公共政策  第2版 
同時1アクセス（本体） ¥10,780 

同時3アクセス（本体） ¥16,170 

冊子版ISBN 9784502637759  

著編者名 石井  晴夫 発行年 1999 商品コード 1013955231 
現代社会が抱える交通の諸問題を社会科学の方法論によって多面的に考察した初版を、現状に合わせて書き改め、最
新の情報と最近の動向をできる限り盛り込んだ９３年刊に次ぐ第２版。 

日本の社会政策史 
同時1アクセス（本体） ¥10,465 

同時3アクセス（本体） ¥15,698 

冊子版ISBN 9784502618345  

著編者名 保谷  六郎 発行年 1994 商品コード 1013955229 
明治・大正期から、わが国の労働法令が整備されていくまでの、政府の労働政策を中心とする社会政策の形成過程を
述べる。政府の労働問題への対応を、議会や民間啓蒙運動等とのかかわりやイギリスの社会政策の比較を通して検証。 
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■産学官連携関連  

産学官連携の研究開発 

著編者名 大阪府立大学 発行年 2009 

同時1アクセス（本体） ¥9,856 同時3アクセス（本体） ¥14,784 

冊子版ISBN 9784502667305  商品コード 1013749091 

大学と産業界が協同して人材を養成するという、新しい拡がりをみせる産学官連携活動。大阪府立大
学における産学官連携の実際のプロジェクトを詳しく紹介する。 

産学官連携活動の実際  
= Cooperative research activities among industry, government, and Osaka Prefecture University 

著編者名 大阪府立大学 発行年 2008 

同時1アクセス（本体） ¥11,088 同時3アクセス（本体） ¥16,632 

冊子版ISBN 9784502396809  商品コード 1013749094 

グローバル競争にしのぎを削る企業にとって他社に先駆けて研究機関の成果をいち早く取り入れるこ
とは、生き残りのための大命題である。大阪府立大学における産学官連携の実際のプロジェクトを詳し
く紹介する。 

競争力強化に向けた産学官連携マネジメント 

著編者名 長平  彰夫 発行年 2006 

同時1アクセス（本体） ¥13,552 同時3アクセス（本体） ¥20,328 

冊子版ISBN 9784502387104  商品コード 1013955225 

観念的議論ではなく産学官連携に実際に取り組んでいる「現場からの発想」で記述することを徹底し、
仕組みづくりから研究・開発・事業化のマネジメント手法を具体的に解説。理論、実務両面からあます
ところなく考察する。 

書名 著編者名 発行年 冊子版ISBN 
同時１アクセス 

(本体) 
同時３アクセス 

(本体) 
商品コード 

資産の交換・買換えの課税理論 阿部  雪子 2017 9784502998201 ¥19,800  ¥24,750  1028112536 

そうだったのか!税法条文の読み方 西村  美智子 2013 9784502070204 ¥3,960  ¥5,280  1018868019 

消費税の政治力学 ―tax politics― 岩崎  健久 2013 9784502074608 ¥10,120  ¥12,650  1028112546 

最適課税と環境税の経済分析 鎌苅  宏司 2005 9784502656200 ¥4,620  ¥6,160  1008060892 

■財政関連  

20 

2018年 
新規配信 

2018年 
新規配信 



丸善雄松堂株式会社学術情報ソリューション事業部 Maruzen eBook Library 担当 
Tel：03-6367-6008 Fax:03-6367-6184 e-mail:ebook-i@maruzen.co.jp 
営業時間：9：00 ～ 17：30（土・日・祝日、年末年始を除く） 

● 表示価格は税抜きです。 2019年8月 

■ビジネス関連  

Wordで10倍伝わる!英文ライティング 
 ―ビジネスEメールからIR・プレスリリースまで― 

著編者名 橘川  真澄 発行年 2013 

同時1アクセス（本体） ¥3,300 同時3アクセス（本体） ¥4,400 

冊子版ISBN 9784502483004  商品コード 1018868020 

今、世界のビジネスの常識はプレイン・イングリッシュにある。Word機能を活用して、伝
わる英語ビジネス文書=プレイン・イングリッシュを書く方法を明らかにし、ビジネスEメー
ルやプレスリリースも取り上げる。 

英文ビジネス・メールの作法 
 ―コミュニケーションリスクを抑えるテクニック― 

著編者名 大森  都史春 発行年 2014 

同時1アクセス（本体） ¥4,290 同時3アクセス（本体） ¥5,720 

冊子版ISBN 9784502107917  商品コード 1018868021 

業種や職種にとらわれないビジネス・シチュエーションを題材とした豊富な英文メールの
例文を掲載。戦略的に用いられたフレーズや表現などをTIPで細かく解説し、質問フレー
ズについては、想定返答例をRESで紹介する。 

センスのよい法律文章の書き方 

著編者名 木山  泰嗣 発行年 2012 

同時1アクセス（本体） ¥3,135 同時3アクセス（本体） ¥4,180 

冊子版ISBN 9784502051609  商品コード 1018868015 

読み手の心を動かす文章、訴訟で勝つための文章…。難解な税務訴訟で数多くの勝訴
判決をつかんだ著者が、法律専門家向けの文章作成術を公開。文章技術を高めるため
に参考になる書籍も紹介する。 

eビジネス用語英和辞典 

著編者名 菊地  義明 発行年 2002 

同時1アクセス（本体） ¥4,950 同時3アクセス（本体） ¥6,600 

冊子版ISBN 9784502361104  商品コード 1008060883 

ｅビジネス関連用語はもちろん、情報通信サービスや企業経営、経済・金融、契約、国際
取引等の各分野の基本用語と最新用語約５０００語を幅広く収録。重要キーワードの簡
潔・明解な説明、カレントな文例や的確な訳例も掲載。 
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丸善雄松堂株式会社学術情報ソリューション事業部 Maruzen eBook Library 担当 
Tel：03-6367-6008 Fax:03-6367-6184 e-mail:ebook-i@maruzen.co.jp 
営業時間：9：00 ～ 17：30（土・日・祝日、年末年始を除く） 

● 表示価格は税抜きです。 2019年8月 

■自然資源経済論入門   
農林水産業を見つめなおす （1） 

著編者名 寺西  俊一 発行年 2010 

同時1アクセス（本体） ¥11,088 同時3アクセス（本体） ¥16,632 

冊子版ISBN 9784502680601  商品コード 1013749086 

一橋大学の特別講義を再現。１では、日本および世界の農林水産業を改めて見つめなおし、それらの歴
史・現状・課題について、環境経済学の視点から解き明かす。 

農林水産業の再生を考える （2） 

著編者名 寺西  俊一 発行年 2011 

同時1アクセス（本体） ¥9,240 同時3アクセス（本体） ¥13,860 

冊子版ISBN 9784502691102  商品コード 1013749087 

一橋大学の特別講義を再現。2では、農林水産業の再生と持続可能な発展に向けた課題や論点を多角
的にとりあげ、その解決策となる指針を提示。東日本大震災による農林水産業の被害状況、復興・再生
に向けた取り組みにも言及。 
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■就活関連  

IR就活 ―就活生の誰もやっていない会社研究の極意― 

著編者名 前澤  秀忠 発行年 2013 

同時1アクセス（本体） ¥3,300 同時3アクセス（本体） ¥4,400 

冊子版ISBN 9784502481901  商品コード 1018868022 

プロの投資家が使っているIR情報を使えば、本当に良い会社、自分に合った会社がきっと見つかる。現代の就活の兵
法書「IR」を使った会社研究の極意を、企業の実例を挙げながら解説する。書き込み式「就喝レッスン」も収録。 

就活のリアル ―いまどき就活の歩き方― 

著編者名 福与  弘己 発行年 2012 

同時1アクセス（本体） ¥2,640 同時3アクセス（本体） ¥3,520 

冊子版ISBN 9784502698408  商品コード 1018868016 

なぜ就職できない人が多いのか、企業はどのような人材を求めているのか、その自己分析・自己PRは本当に正しい
のか…。延べ1万人以上と面接をした著者が、これからの就活戦略の思考法を伝授する。自己PR作成表つき。 

就活のための自分マーケティング 
 ―戦略的思考で内定を勝ちとる! = Self-marketing for your job hunting : get an official job offer by strategic thinking― 

著編者名 佐藤  正弘 発行年 2011 

同時1アクセス（本体） ¥3,135 同時3アクセス（本体） ¥4,180 

冊子版ISBN 9784502691607  商品コード 1018868014 

就職活動とは自分自身をマーケティングすること。マーケティングの理論や思考法を用いて、就職活動を実践する方
法を解説する。先輩たちのエントリーシート例も収録。 
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