
         

人材開発・組織経営関連の電子書籍コンテンツを精選してお届け致します 

人材開発・組織経営  

スマートフォンでも 
快適に閲覧可能 

未所蔵タイトルは試し読みやリクエストが可能。 
リクエストに基づく選書で利用される電子図書館に 

KinoDenは、紀伊國屋書店がご提供する学術和書電子図書館サービスです。
読みやすいビューア、未購入タイトルも含めた全文検索、試し読み・リクエスト機
能など、長年の経験を活かし「本当に使われる電子図書館」をご提供致します。 

KinoDenのメリット 

書き込みやマークが
出来る!無料アプリ 

※実際の画面をご覧になりたい場合はお気軽に紀伊國屋書店までお問い合わせ下さい 

精選20タイトル 

同時アクセス1： 

 168,028円(税込) 

同時アクセス3： 

 250,384円(税込) 
※1点からご購入可 
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NO 書影 

書名 Product ID 出版社名 
底本 

刊行年月 
フォーマット 

同時アクセス1
税込価 

同時アクセス2
税込価 
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著者 ISBN 内容紹介 

1   

ＨＲＭマスターコース KP00001700 
慶應義塾大学出
版会 

200512 PDF ¥9,123 - ¥13,685 

須田敏子 9784766412079 

人事の専門家に必要な、多岐にわたる知識・スキルを習得できるように設計されたＨＲＭマスター
コース。グローバル化時代に活躍する人事スペシャリストを目指す人のための本格テキスト。 

2   

経営人材を育てる！ KP00001755 
慶應義塾大学出
版会 

201310 PDF ¥5,987 - ¥8,981 

慶応義塾大学ビジネス・スクール 9784766420968 

失われた２０年―日本のビジネスはグローバル化の波に乗り遅れている。この国に足りないのは経
営人材。ＣＥＯを量産する慶應ビジネス・スクールが生み出す「地球を眺めてビジネスを創造する
人材」とは？ 

3   

ホスピタリティ・ビジネスの 
人材育成 

KP00004488 白桃書房 201211 PDF ¥4,989 ¥5,940 ¥6,771 

山上徹 9784561255987 

  

4   

グローバル人的資源管理論 KP00004500 白桃書房 200808 PDF ¥9,385 ¥11,167 ¥12,830 

古沢昌之 9784561264873 

本書の目的は、「現地適応―グローバル統合」論を鍵概念として、その構成要素を「規範的統合」
と「制度的統合」に求めつつ、多国籍企業のイノベーションに結実する「グローバル人的資源管理」
を理論的・実証的に研究することにある。（１）多数の文献（２）アンケート調査による豊富な
データ（３）日米１１社におよぶ優良企業の事例比較を用いながら、研究者はもとより実務家
にも役立つ示唆を抽出。 

5   

異文化経営の世界 KP00004514 白桃書房 201003 PDF ¥8,672 ¥10,216 ¥11,761 

馬越恵美子,桑名義晴,異文化
経営学会 

9784561265320 

多様な人材を活かす「異文化経営」こそ、内向きな日本を、競争力あるグローバル・プレイヤーに変
える、最善の道。多様な人材（ダイバーシティ）を束ねるグローバル・リーダーが求められる今、「異
文化経営学会」の精鋭による本書は、日本再起を願う人々の必読の書である。 

6   

組織的管理から自律的管理へ KP00004521 白桃書房 201009 PDF ¥7,365 ¥8,672 ¥9,979 

岡本英嗣 9784561265443 

厳しい雇用環境にある現在、働く人々は自らの力をどのように企業の中で発揮していけばよいのか、
また企業はどのような人材管理・人材開発を行っていくべきか―。戦後の日本企業に大きな影響を
与えてきたアメリカ経営学の伝統的な組織中心の管理論を踏まえつつ、キャリア開発論という個人
を視点とした「自律的管理」という考え方を取り入れ、これからの日本企業が進むべき方向性を提
示する。 

7   

人材イノベーション KP00004547 白桃書房 201305 PDF ¥10,454 ¥12,355 ¥14,256 

咸惠善 9784561266013 

  

8   

海外日本企業の人材形成 KP00005003 東洋経済新報社 200803 PDF ¥9,028 ¥11,286 ¥13,543 

小池和男 9784492260883 

日本企業の仕事方式は海外でも通用するのか。生産ラインの設計とその構築の担当者に焦点を
当て、米・英・タイの日本企業の事業所を比較調査。 

9   

女性はなぜ活躍できないのか KP00005020 東洋経済新報社 201503 PDF ¥4,752 ¥5,940 ¥7,128 

大沢真知子 9784492223536 

総合職でも一般職でも働き続けられないのはなぜ？若い女性に専業主婦願望が強いといわれて
いるのはなぜ？幹部候補生として採用した女性ほど辞めてしまうのはなぜ？日本企業で女性人材
が育たない原因を明らかにするとともに、女性の活躍を推進してきた資生堂、大和証券、セブン＆
アイ・ホールディングス、ファーストリテイリングなどの取り組みも紹介。多様な人材活用を実現するた
めの処方箋を提示する。 

10   

１８０日でグローバル人材に 
なる方法 

KP00005139 東洋経済新報社 201202 EPUBリフロー ¥3,564 ¥4,455 ¥5,346 

天野雅晴 9784492044520 

「語学の壁」と「ネットワークの壁」を乗り越えて、世界に通用するビジネスパーソンになる。シリコンバ
レーで起業し、在米３０年の著者が解き明かす新興国も実践するネットワークとイノベーションのノ
ウハウ。 
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11   

人材マネジメント論 新版 KP00005184 東洋経済新報社 200606 EPUBリフロー ¥5,702 ¥7,128 ¥8,553 

高橋俊介 9784492532119 

前著『人材マネジメント論』は、人材マネジメントを経営的な視点からとらえ、企業経営における人
材マネジメントの方向性を示したものであった。本書はその内容をさらに一歩進め、現在そして将来
予想される経営環境のなかで、企業が直面するであろう課題を考慮し、大幅に書き改めたもので
ある。 

12   

職業能力開発の経済分析 KP00007210 勁草書房 201404 PDF ¥10,098 - ¥15,147 

原ひろみ 9784326503957 

職業能力開発の機会に恵まれているのは誰なのか、人材育成に積極的なのはどのような企業なの
か。実証データを基に、自己啓発を含めた日本の職業能力開発の全体像を、マクロ的視点から綿
密に解き明かす！ 

13   

ワーク・ライフ・バランスと働き方
改革 

KP00007283 勁草書房 201103 PDF ¥8,078 - ¥12,117 

佐藤博樹/武石恵美子【編著】 9784326653607 

「ワーク・ライフ社員」を前提とした仕事管理・時間管理へ。社員が意欲的に仕事に取り組むために
不可欠な人材活用施策の実現に向けて。 

14   

価値創出をになう人材の育成：
コトつくりとヒトつくり 

KP00007579 
東京電機大学出
版局 

201611 PDF ¥4,971 - ¥7,457 

横幹〈知の統合〉シリーズ編集委
員会【編】 

9784501630201 

「横断型人材育成プログラム調査研究会」の十数年にわたる活動成果をもとに、知の統合を体
現・実現する横断型人材の育成法を提言する、シリーズ第三弾。多領域にわたる課題解決や、
革新的なイノベーション創出のために―異分野の知と積極的に連携し、俯瞰的な視点からアプロー
チできる人材とは？ 

15   

企業競争力と人材技能 KP00009431 
早稲田大学出版
部 

201307 PDF ¥11,689 - ¥17,534 

高橋弘幸 9784657137050 

社員の技能が企業の競争力にどのような影響を及ぼすのか。明治大正期の三井物産を事例に，
不確実性への対応という枠組みで探求する。 

16   

個性を活かす人材マネジメント KP00009721 勁草書房 201609 PDF ¥10,454 - ¥15,681 

谷内篤博 9784326550753 

集団主義から個性尊重主義へ。グローバル化した企業・社会で必要な人材マネジメントとは？従
来の人事管理論を超えて、今後求められるキャリア形成や新たなマネジメントシステムを具体的に
解説する。 

17   

人材開発研究大全 ☆ KP00009995 東京大学出版会 201704 EPUBリフロー ¥21,859 - ¥32,788 

中原淳 9784130402804 

日本型雇用慣行が崩壊しつつある現在、日本企業は「能力形成システム」を再構築する必要に
迫られている。人的資源開発論、産業組織心理学、経営学習論などさまざまな学問アプローチを
駆使し、組織への参入前から退出まで、医療職や教職までをも含め、人材開発の最新の知見をこ
こに集約する。人材育成の研究や現場のための一大リファレンス。 

18   

経営学習論 ☆ KP00016603 東京大学出版会 201208 EPUBリフロー ¥7,128 - ¥10,692 

中原淳 9784130402576 

長期化する不況の下、日本企業の人材育成は危機に瀕し、再構築のときを迎えている。いまこそ、
どうしたら有能な人材を育成できるのかを模索すべきときである。これまでの研究成果を紹介・総括
し、さらには独自の実証的な調査データを駆使して、組織経営における有効な人材開発・人材育
成施策を展望する。 

19   

職場学習論 ☆ KP00016604 東京大学出版会 201011 EPUBリフロー ¥6,652 - ¥9,979 

中原淳 9784130402507 

人生の多くの時間を費やす職場での学びが人間形成に果たす役割は大きい。アンケート調査とヒア
リング調査によって得られたデータに実証的アプローチを施すことで、これまで見過ごされ、印象論で
しか語られてこなかった職場の学習プロセスに寄与する要因を解明する。 

20   

産業・組織心理学 KP00017633 朝倉書店 200611 PDF ¥8,078 ¥12,117 ¥16,156 

海保博之【監修】 
古川久敬【編】 

9784254526738 

産業組織内の個人・集団の心理と行動の特質について基本的知識と応用的示唆を提供する。
〔内容〕採用と選抜／モチベーション／人事評価／人材育成／リーダーシップ／キャリアとストレス
／マーケティング／安全と労働／社会的責任。 



◆ご注意 
・インターネット通信費などは図書館様にてご負担ください。 
・トライアル環境ではPDFの印刷、ダウンロードが出来ません。 
 

◆認証方法 
・IPアドレス認証（機関内ネットワーク限定） 
・以下リモートアクセスにも対応しています。 
 ①学認 
 ②リファラ認証：マイライブラリ等のクローズドな特定URLからのアクセス 
 ③シリアル認証：KinoDen個人アカウント（メール＆PW） 
         またはGoogle、Twitter、Facebookのアカウントと 
         専用シリアルコードの組み合わせによる認証。 
         シリアルコードは図書館による管理・通知。（30日有効期限） 

◆お申込み方法 
 最寄の営業部または以下へご連絡下さい。 

  申込書ご提出後、約10日間でセットアップ致します。 

ICT営業本部 電子書籍営業部  
TEL：03-5719-2501 Fax：03-5436-6921 
〒153-8504 東京都目黒区下目黒3-7-10   

ict_ebook@kinokuniya.co.jp 

学術電子図書館KinoDen  
無料トライアルのご案内 

選書支援システム 
SmartPLATON 

（紙との横断検索・試し読み可） 

スマートフォンでも 
快適に閲覧！ 

◆トライアル内容 
本番環境を1ヶ月間お試しいただけます。 
 ・搭載全コンテンツを「試し読み」できます。 
 ・選書支援システム＜SmartPLATON＞で、実際に発注できます。 
 →発注した書籍は、即時に「全文閲覧」できます。 
 ・リクエスト機能をお試しいただくことで利用者のニーズも掴めます。 


