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四六判上製／228頁

血液型と母音と性格 定価（本体価格1600円+税）

2004年12月刊

浅尾哲朗 著 ISBN978-4-8460-0552-8 冊

四六判並製／168頁

阪堺電車物語 定価（本体価格1200円+税）

�̶̶我輩はモ161である 2011年11月刊

長岡靖久 著 ISBN978-4-8460-1033-1 冊

A5判並製／192頁

故玩館への招待 定価（本体価格2000円+税）
�̶̶ネットオークションで骨董・アンティークを蒐める 2013年2月刊

杉原利治 著 ISBN978-4-8460-1225-0 冊

A4判並製／64頁

市川正美のはじめての布絵 定価（本体価格1800円+税）

�̶̶端裂を活かす 2014年10月刊

市川正美 著 ISBN978-4-8460-1373-8 冊

四六判並製／168頁

30歳からの星占い 定価（本体価格1300円+税）

�̶̶愛もキャリアも手に入れる！ 2016年6月刊

村上さなえ 著 ISBN978-4-8460-1530-5 冊

四六判並製／352頁

漢字川柳 定価（本体価格2000円+税）

�̶̶五七五で漢字を詠む 2017年12月刊

長崎あづま 著 ISBN978-4-8460-1656-2 冊

Ｂ５判並製／196頁

一度は訪ねてみたい日本の原風景 定価（本体価格1800円+税）

�̶̶人・水・土が織りなす暮らし 2018年2月刊

一般財団法人日本水土総合研究所 著 ISBN978-4-8460-1696-8 冊

A5判並製／230頁

町自慢、マンホール蓋700枚 定価（本体価格1800円+税）

�̶̶新・デザインマンホール100戦 2018年10月刊

池上修・池上和子 著 ISBN978-4-8460-1759-0 冊

A5判並製／304頁

テレビ開放区 定価（本体価格2000円+税）

�̶̶幻の『ぎんざNOW！』伝説 2019年10月刊

加藤義彦 著 ISBN9784846018733 冊

四六判並製／336頁
歌謡曲が輝いていた時　昭和の作詞家20人100曲 定価（本体価格2000円+税）

2020年2月刊

塩澤実信 著 ISBN9784846019129 冊

日本最高齢、昭和三年生まれで八十余歳の「モ161」が恵
美須町̃浜寺駅前(阪堺線)と、天王寺駅前̃住吉公園(上町線)
を今日も元気一杯走り抜ける。「モ161」「モ501」「モ
701」による架空座談会も盛り上がる! 

いま第3次血液型ブームが到来している。ABO（AB）式血
液型は思考パターン（遺伝的要因）を決める、名前の母音
は気質（環境的要因）を決める、思考パターンと気質は性
格を決める、など血液型と性格の関係を考える。 

椿／つばき／慈姑／くわい／鯛／たい／蕪／かぶ／御雛様
／おひなさま／鬱金香／チューリップ／櫻／さくら／鯉幟
／こいのぼり〔ほか〕 

ネットオークション歴十余年、取引回数1000回を超え、無
数の故玩＝骨董を蒐集し、故玩館を設立した著者が、骨董
哲学を開示するとともに、ネットオークションのノウハウ
を伝授する。 

五七五で遊ぶ、頭の体操！　漢字を一つひとつ丁寧に分解
し、筆順にしたがって五七五、十七文字の川柳に。こじつ
け “漢字” 解体新書1452字。 

太陽＆火星星座が伝える自分だけのサクセス･ロードの進
み方。恋愛、結婚、仕事……全てをあきらめない30代女性
へ。ライフ・テーマを示す「太陽」と、「火星」の行動す
るパワーを使って、人生の波を上手くつかまえましょう！ 

町を知るには蓋を見よう！　メッセージが明快でデザイン
が素晴らしい、全国の下水道蓋１００枚を恣意的に選び、
それらとカテゴリーを同じくする仲間のデザイン蓋700枚
を掲載！【オールカラー】 

「日本の原風景」ともいうべき疏水やため池・ダム、棚
田・水田遺跡、段畑。全国80カ所を4つのテーマで選定し、
四季折々の美しい景観とともに地域の歴史や文化、人々の
暮らしも紹介する観光ガイドブック。【オールカラー】 

佐藤惣之助、西条八十、岩谷時子、星野哲郎、永六輔、阿
久悠、山口洋子、なかにし礼、千家和也…。昭和の大作詞
家20人の素顔とプロフィールを伝え、それぞれの代表作5
曲を紹介。全100曲のエピソードも付す。思い出の曲がよ
みがえる、昭和歌謡史の決定版。 

国内外の新人アイドル、バンドや一般学生に門戸を開き、
70年代に絶大な人気を博した素人参加番組『ぎんざ
NOW!』（TBS）の舞台裏！「ぼくは師匠なし芸人の第１
号。そのきっかけが『ぎんざNOW!』でした」(タレント・
関根勤）巻末に出演者リスト、放送データを掲載 
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四六判並製／336頁
歌謡曲が輝いていた時　昭和の作曲家20人100曲 定価（本体価格2000円+税）

2020年2月刊

塩澤実信 著 ISBN9784846019136 冊

新書判並製／344頁

鉛筆でなぞる『法華経』 定価（本体価格1500円+税）

�̶̶「方便本」と「如来寿量品」 2020年9月刊

江間浩人 著 ISBN978-4-8460-1915-0 冊

A5判上製／76頁

英国の喫茶文化 定価（本体価格1500円+税）

2021年1月刊

クレア・マセット 著／野口結加 訳 ISBN978-4-8460-2011-8 冊

冊

冊

冊

冊

冊

冊

冊

『法華経』の「方便品」「如来寿量品」は最上の経典とい
われています。『法華経』を書写しながらその真髄に触れ、
「あなただけの法華経」を体得してみてはどうでしょう。 

古賀政男、服部良一、浜口庫之助、遠藤実、船村徹、市川
昭介、平尾昌晃、筒美京平、_倉俊一…。昭和の大作詞家
20人の素顔とプロフィールを伝え、それぞれの代表作5曲
を紹介。全100曲のエピソードも付す。思い出の曲がよみ
がえる、昭和歌謡史の決定版。　  

お茶が大富豪にしか手が届かない贅沢品だった時代から、
華麗なティールームやアフタヌーンティーの浸透を経て、
誰もが気軽にティータイムを楽しむ時代へ──。英国で進
化を遂げてきた喫茶の歴史を豊富な図版と共にひもとく、
美しい“お茶の文化誌”。 
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四六変判並製／216頁

精撰　社長の手帳 定価（本体価格1300円+税）

2015年5月刊

佐藤満 著 ISBN978-4-8460-1429-2 冊

四六判並製／280頁

デザイナーの頭の中を覗く 定価（本体価格1600円+税）

�̶̶ビジネスで使える「デザイン思考」 2015年12月刊

榎本雄二 著 ISBN978-4-8460-1487-2 冊

四六判上製／216頁

「売れる商品」の原動力 定価（本体価格1500円+税）

�̶̶インナーブランディングの思想 2016年7月刊

井尻雄久 著 ISBN978-4-8460-1553-4 冊

四六判並製／268頁

自分らしく働くための　会社人の常識 定価（本体価格1600円+税）

2018年4月刊

齊藤紀夫 著 ISBN978-4-8460-1695-1 冊

A5判並製／288頁

例題で学ぶExcel VBA入門 定価（本体価格2400円+税）

2019年3月刊

加地太一 編著／大堀隆文・穴沢務 著 ISBN978-4-8460-1811-5 冊

四六判上製／256頁

生きたまま生まれ変わる 定価（本体価格1800円+税）
�̶̶〈知識〉に基づき〈この世界〉から〈高次の世界〉へ 2019年12月刊

齋藤佳子 著 ISBN978-4-8460-1877-1 冊

A5判並製／168頁

災害に負けない家を造ろう 定価（本体価格2000円+税）

2020年9月刊

保坂貴司 著 ISBN978-4-8460-1989-1 冊

冊

冊

冊

2009年の夏から著者の「昆明」での生活が始まる。中国人
同僚との生き生きとした会話を再現しながら、中国におけ
るビジネス成功のコツを「デザイン思考」をコンセプトに
伝授する！ 

海外で数社の社長を歴任した著者による、貴重な格言と
エッセイ。苦しい時、人生の岐路に立たされた時、成功の
ヒントを与えてくれる言葉の数々。未来を見据えるための
名著が遂に復刊！ 

長く会社経営に携わってきた著者が、真剣に働く人の立場
に立って伝授する「仕事の流儀」。激変する雇用環境のな
かでも疲弊せず働けるコツを基礎から解説。仕事は生活費
を稼ぐためのもの？　でもそれだけじゃつまらない！　す
べての「働く人」「働きたい人」に役立つ一冊です。 

元電通社員として、数多くの新商品の開発・事業戦略の構
築に関わった著者が、キーワード〈誇りと愛着〉を駆使し
て、ジェクトワン、ニビシ醬油、伊那食品など成功企業の
秘密を解明する。 

科学的な知識と言葉の力によってネガティブ思考をアンイ
ンストールし、もっと自由に、楽しく生きることをめざす
現代人の心のバイブル。悩める女性たちへ贈る、「生きた
まま生まれ変わるための27箇条」ほか。 

2020年度から小・中学校・高等学校で順次プログラミング
教育が必修化されていく。本書では、身近なExcelで利用
可能なプログラム言語Excel VBAを用い、初歩から実践的
なプログラムの作成までを分かりやすく解説する。【小樽
商科大学出版会発行、論創社発売】  

新築にしろ、リフォームをするにしろ、立地条件（地形、
地盤、環境）を把握することが何より大切。本書で一番に
伝えたいことは、木造住宅はほとんどの場合リフォームが
可能だという事です。震災地の被害事例、既存建物の問題
点、構造調査方法等の事例を解説してゆきます。 
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四六判上製／192頁

野球とシェイクスピアと 定価（本体価格1600円+税）

2007年4月刊

佐山和夫 著 ISBN978-4-8460-0344-9 冊

A5判上製／205頁

もうひとつのW杯　町田スカーレットFC 定価（本体価格1500円+税）

2003年4月刊

鳥飼新市 著／西田充良 写真 ISBN978-4-8460-0537-5 冊

四六判上製／284頁

サッカーの贈り物 定価（本体価格1000円+税）

�̶̶素顔のJリーガー 2004年6月刊

Jリーグ選手協会 編 ISBN978-4-8460-0547-4 冊

四六判並製／432頁

キャンバスの匂い 定価（本体価格2000円+税）

�̶̶ボクシング・コラム集 2009年4月刊

藤島大 著 ISBN978-4-8460-1010-2 冊

四六判並製／376頁

楕円の流儀 定価（本体価格1800円+税）

�̶̶日本ラグビーの苦難 2011年2月刊

藤島大 著 ISBN978-4-8460-1025-6 冊

四六判上製／216頁

ジャパンのために 定価（本体価格1600円+税）

�̶̶日本ラグビー9人の肖像 2011年7月刊

向風見也 著 ISBN978-4-8460-1030-0 冊

四六判上製／312頁

傭兵の告白 定価（本体価格2200円+税）

�̶̶フランス・プロラクビーの実態 2012年8月刊

ジョン・ダニエル 著／冨田ひろみ 訳 ISBN978-4-8460-1170-3 冊

四六判上製／264頁

代表的早稲田マン　増山瑞比古とその時代 定価（本体価格1600円+税）

�̶̶政経M組と早大ラグビー蹴球部 2012年12月刊

松田拓 著 ISBN978-4-8460-1195-6 冊

四六判上製／256頁

花園が燃えた日 定価（本体価格1600円+税）

�̶̶高校ラグビー�北野VS．伏見工 2013年5月刊

鎮勝也 著 ISBN978-4-8460-1246-5 冊

四六判並製／416頁

山　その日この人（上） 定価（本体価格2800円+税）

2015年1月刊

斎藤一男 著 ISBN978-4-8460-1402-5 冊

2002年初春、知的障害者たちの小さなサッカーチーム「町
田スカーレットＦＣ」が誕生した。そしてＦＩＦＡのＷ杯
の後に行なわれる知的障害者のサッカー世界大会で、エキ
ジビションマッチを戦った。本書では、そんな彼らスカー
レットたちの熱い夏を追った。 

メイフラワー号と野球はどう繋がるのか？　野球とシェイ
クスピアはどう繋がるのか？　日本開国と野球はどのよう
に繋がるのか？　時空を隔てた謎が一挙に解決する会心作。 

「散って、なお尊し」。無名の４回戦ボクサーから世界
チャンピオンまで『ボクシング・ワールド』連載を書籍化
した叙情的コラム集。 

サッカーの普及や振興のために選手として積極的に関わる、
社会貢献活動を行う……。選手の立場で語り、選手の意思
として活動する組織、Jリーグ選手協会(JPFA)が行う、J
リーガーたちの隠れた活動を紹介する。 

2011年9月、ラグビーW杯開幕。俺たちには彼らがいる !　 
大野、小野澤から畠山、山田まで、いかに生き、どう戦う
かを描いたルポ集。日本が誇る９人の物語。 

独自性の喪失、無策への失望、再生への期待……。ジャパ
ンのこの10年は “空白” なのか。日本ラグビーの危機と
その可能性。ジャパン、早稲田、明治などの他、新聞・HP
掲載コラムも精選収録。 

早大ラグビー部OBとして後輩の育成に力をそそぎ、ビジネ
スではその経営の才能を発揮し、“財は天国に貯蓄すべき
である”とのキリストの教えを身をもって実践しようとし
た、さわやか早稲田マンの、「男のロマン」 

移籍、給料、監督、レフェリー、目つぶし行為、禁止薬物
……NZ出身の著者が、フランスのプロ・クラブに身を置い
た日々を赤裸々に、淡々と、ユーモラスに語る。 

山学同志会をひきいて先端的登山を切り拓きつつ、自然と
人間の豊かな交流を求めつづけてきた著者が、ひたすら頂
上の征服をめざす西欧アルピニズムとは異なった日本の登
山文化の神髄を、登山史を解き明かしながら語りつくす。 

1988年1月1日、全国高校ラグビー３回戦。収容人数を大き
く上回る人々が近鉄花園ラグビー場へ詰めかけ、スタジア
ムは異様な熱気に包まれた。この日、花園で何が起きたの
か。伝説の名勝負を描くノンフィクション。 
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四六判並製／336頁

山　その日この人（下） 定価（本体価格2800円+税）

2015年1月刊

斎藤一男 著 ISBN978-4-8460-1403-2 冊

A5判並製／100頁

台湾プロ野球〈CPBL〉観戦ガイド 定価（本体価格1800円+税）

2015年11月刊

ストライク・ゾーン 著 ISBN978-4-8460-1506-0 冊

四六判並製／240頁

野球愛は日韓をつなぐ 定価（本体価格1800円+税）

�̶̶日本人が韓国紙に書いた取材コラム 2016年12月刊

室井昌也 著 ISBN978-4-8460-1583-1 冊

四六判並製／264頁

ノーサイドに乾杯！ 定価（本体価格1500円+税）

�̶̶ラグビーのチカラを信じて 2019年9月刊

松瀬学 著 ISBN978-4-8460-1872-6 冊

B6判並製／152頁

韓国プロ野球観戦ガイド＆選手名鑑2012 定価（本体価格1524円+税）

2012年5月刊

室井昌也 編著 ISBN978-4-8460-1139-0 冊

B6判並製／152頁

韓国プロ野球観戦ガイド＆選手名鑑2013 定価（本体価格1524円+税）

2013年5月刊

室井昌也 編著 ISBN978-4-8460-1218-2 冊

B6判並製／168頁

韓国プロ野球観戦ガイド＆選手名鑑2014 定価（本体価格1550円+税）

2014年5月刊

室井昌也 編著 ISBN978-4-8460-1337-0 冊

B6判並製／168頁

韓国プロ野球観戦ガイド＆選手名鑑2015 定価（本体価格1550円+税）

2015年5月刊

室井昌也 編著 ISBN978-4-8460-1435-3 冊

B6判並製／168頁

韓国プロ野球観戦ガイド＆選手名鑑2016 定価（本体価格1550円+税）

2016年5月刊

室井昌也 編著 ISBN978-4-8460-1529-9 冊

B6判並製／168頁

韓国プロ野球観戦ガイド＆選手名鑑2017 定価（本体価格1550円+税）

2017年5月刊

室井昌也 編著 ISBN978-4-8460-1621-0 冊

日本で唯一の台湾プロ野球観戦ガイド＆選手名鑑 ！  野球
観戦はもちろん旅行のおともにも最適。  

人間と自然の広く深い係わりの中で磨かれた日本の〈渓谷
登攀〉が人類未踏の大岩壁直登へと突き進む〈ヒマラヤ鉄
の時代〉と出会うとき、日本の登山家たちは……渦中に
あった著者が、すぐれたクライマーたちの激しい議論と実
践を活き活きと描き、読者をその渦に巻き込んでいく。 

日本大会開催のキセキとは。清宮克幸氏も絶賛！「この歴
史を読めば、日本ラグビーの未来が見える」 

あなたは知らない。日韓球界の深いつながりを。「韓国プ
ロ野球の伝え手」として活躍する著者が、現場取材にこだ
わって韓国紙に書き綴った、約500本のコラムから97本を
厳選！ 
 
 

日本でプレーした韓国人選手一覧・全９球団カラー写真名
鑑索引付き・全球場ガイドとチーム紹介。 

韓国プロ野球の伝え手による観戦ガイド。李大浩選手(オ
リックス・バッファローズ)インタビューの他、韓国プロ野
球観戦が10倍楽しくなるコラムを満載した2012年度版ガイ
ドブック。全９球団カラー写真名鑑 (索引つき) も収録。 

日本で唯一の韓国プロ野球選手名鑑！　野球好きにはもち
ろん、韓国旅行のお供にもこの１冊！ 

日本で唯一の韓国プロ野球ガイド！  これ１冊で韓国プロ
野球がすべてわかる！  オ・スンファン(阪神)のインタ
ビューも収録。 

日本で唯一の韓国プロ野球ガイド2017年版！　今年も最新
データ満載の内容で韓国プロ野球ファンの皆様にお届けし
ます。　野球関係の情報だけでなく、韓国旅行のお供にも
頼もしい１冊。 

日本で唯一の韓国プロ野球ガイド2016年版！　今年も最新
データ満載の内容で韓国プロ野球ファンの皆様にお届けし
ます。　野球関係の情報だけでなく、韓国旅行のお供にも
頼もしい１冊。 
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Ｂ６判並製／168頁

韓国プロ野球観戦ガイド＆選手名鑑2018 定価（本体価格1550円+税）

2018年5月刊

室井昌也 編著 ISBN978-4-8460-1727-9 冊

Ｂ６判並製／176頁

韓国プロ野球観戦ガイド＆選手名鑑2019 定価（本体価格1550円+税）

2019年5月刊

室井昌也 編著 ISBN978-4-8460-1825-2 冊

B6判並製／160頁

韓国プロ野球観戦ガイド＆選手名鑑2020 定価（本体価格1550円+税）

2020年5月刊

室井昌也 編著 ISBN978-4-8460-1935-8 冊

冊

冊

冊

冊

冊

冊

冊

日本で唯一の韓国プロ野球観戦ガイド。球団、選手情報は
もちろん、球場ガイド、コラムも充実。野球好きから韓国
ファンまで楽しめる。韓国野球のすべてが詰まった一冊！ 

日本で唯一の韓国プロ野球観戦ガイド。野球好きから韓国
ファンまで楽しめて、旅行のお伴にも最適。寸評、索引付
き。 

日本で唯一の韓国プロ野球観戦ガイド。球団、選手情報は
もちろん、球場ガイド、コラムも充実！　野球好きから韓
国好きまで、楽しめる。韓国野球の全てが詰まった一冊。
各選手寸評&索引付き！ 
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四六判上製／312頁

フランスのマンガ 定価（本体価格2500円+税）

2009年4月刊

山下雅之 著 ISBN978-4-8460-0323-4 冊

四六判並製／192頁

漢字漫画 定価（本体価格1200円+税）

2010年6月刊

漢字漫画倶楽部　大竹誠 編著 ISBN978-4-8460-0924-3 冊

四六判並製／320頁

タンタンのやさしくて不思議な冒険 定価（本体価格2400円+税）

2012年2月刊

山下雅之 著 ISBN978-4-8460-1125-3 冊

四六判上製／296頁

貸本マンガと戦後の風景 定価（本体価格2500円+税）

2016年11月刊

高野慎三 著 ISBN978-4-8460-1577-0 冊

冊

冊

冊

冊

冊

冊

漢字を四コママンガでアニメーションのように図像変容し
たらどうなるか。漢字漫画作品集。 

フランスのバンデシネ、アメリカのコミックス、そして日
本のマンガ。マンガという形式を共有しながらも、異質な
文化の諸相を、複雑に絡み合った歴史から浮かびあがらせ
る。 

戦後漫画史の生き字引のごとき著者の渾身の１冊。水木し
げるの「少年戦記の会」関与の問題、つげ義春の知られざ
る「忍者秘帳」への言及など、刺激的なテーマが繰り広げ
られている。東京経済大学教授　桜井哲夫氏　推薦 

1929年、ベルギーに登場し、世界中で親しまれてきたマン
ガ、タンタン。スピルバーグの手によって映画にもなった
タンタン。その冒険の全貌を解明することによってわかる、
タンタンが教えてくれるものとは？ 
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四六判上製／250頁

21世紀の情報とライフスタイル 定価（本体価格2500円+税）

�̶̶環境ファシズムを超えて 2001年3月刊

杉原利治 著 ISBN978-4-8460-0261-9 冊

B5並判並製／104頁

新木炭・竹炭大百貨　食育と炭やき 定価（本体価格2000円+税）
�̶̶炭と安全・安心の食品最新情報および商品総合ガイド 2005年11月刊

池嶋庸元 著／チャコール・コミュニティ 編 ISBN978-4-8460-0558-0 冊

B5変判並製／112頁

湘南住collect 定価（本体価格1200円+税）

�̶̶湘南の街を素敵に彩る家コレクション 2007年3月刊

湘南まちづくり家づくり研究所 編 ISBN978-4-8460-0561-0 冊

A5判上製／152頁

民家を改修する 定価（本体価格1800円+税）

2007年6月刊

小田光雄 著 ISBN978-4-8460-0562-7 冊

冊

冊

冊

冊

冊

冊

炭やきに関する情報と商品、設備の総合ガイド。炭やきの
知識・技術・関連製品の最新情報を満載し、また、食育関
連の知識・情報と安全・安心の食材・食品とその製造元・
発売元の紹介にも紙面を割く。 

人間社会システムは、モノやエネルギーの代謝を基盤とし
て成立しているが、近代化はこの代謝を歪め、環境問題を
深刻化させた。食料品・衣服・洗剤等身近な話題から環境
問題を見据え、持続可能な社会に必要な情報教育を考える。 

築60年の家は、どのように解体され、改修されたか?  設計
から施工まで、一部始終をみつめた “施主 ”による再生
への想いと、現場の肉声の貴重な記録。写真92枚。家づく
り２年のドキュメント、700日のドラマ。 

今すぐ真似したい湘南の住まいと暮らし、30の実例を写真
とともに紹介します。 
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新書判並製／260頁

留学生の日本就職ガイド２０２１ 定価（本体価格1600円+税）

2019年8月刊

南雲智・寺石雅英 編著 ISBN978-4-8460-1864-1 冊

四六判並製／236頁

愛・自由・平等　心やさしき闘士たち 定価（本体価格1600円+税）

�̶̶TENGAの革命 2024年5月刊

中島隆 著 ISBN978-4-8460-1921-1 冊

四六判並製／200頁

留学生の就活入門 定価（本体価格1600円+税）

�̶̶日本で就職したい留学生のために� 1904年1月刊

南雲智 編著 ISBN9784846019471 冊

四六判並製／256頁

会社を潰す経営者　会社を救う経営者 定価（本体価格1600円+税）

2020年12月刊

齊藤紀夫 著 ISBN978-4-8460-1997-6 冊

四六判上製／264頁

「地球市民」としての企業経営 定価（本体価格2200円+税）

�̶̶プラネタリー・カンパニーの時代 2020年10月刊

白井均 著 ISBN978-4-8460-1998-3 冊

冊

冊

冊

冊

冊

「性を表通りに、誰もが楽しめるものに変えていく」大真
面目に性を追究し、世界平和を標榜するアダルトグッズ
メーカー最大手「TENGA」。世界65カ国以上で展開する
グローバル企業のド根性物語。 

留学生本人や留学生に関わっている方たちが留学生の就職
活動に関する正しい知識を持ち、それぞれの時点で何をす
べきか、どんなアドバイスや支援をすべきかの判断ができ
るように必要不可欠な情報をコンパクトにまとめたガイド
ブック。 

痛快！なるほど、これが取締役かー数々のピンチから会社
を救ってきた非常識（？）な役員の経験から生まれた熱い
ビジネスバイブル！ 

留学生本人や留学生に関わっている方たちが留学生の就職
活動に関する正しい知識を持ち、それぞれの時点で何をす
べきか、どんなアドバイスや支援をすべきかの判断ができ
るように必要不可欠な情報をコンパクトにまとめたガイド
ブック。 

危機に対峙するグローバル経営！　逆流するグローバリ
ゼーション、世界経済を止めるコロナ感染、頻発する大規
模自然災害など、危機は一過性ではない。《地球市民とし
ての企業(プラネタリー・カンパニー)》がグローバル社会
の未来を拓く！ 
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