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実社会の課題を探求す
ることで学生のエンゲ

ージメントを向上
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EmeraldのeCase
実社会の課題を探求することで学生のエンゲージメントを向上
教材用事例を通じて、学生は実世界の課題を教室で探究し、知識を実際の職場で応用する前に自分の仮定と意
志決定スキルを試すことができます。

収録されている主題
•    会計および財務
•  建造環境
•  経済
•  起業家精神
•    環境管理
•  総合管理

•    人事管理
•   国際ビジネス
•  リーダーシップ
•   経営科学
•  マーケティング
•   運用および物流

•  運用管理および販売
•  組織行動学
•  戦略
•  観光およびホスピタ
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世界中のeCase Emeraldのコレクションには、学生に知名度の高い大企業だけでなく、学生が従事する環境を反映しやすい地域密
着型の中小企業も含まれています。

eCaseコレクション
eCaseの全コレクションを1つのリソースに集約
eCaseコレクションは、EmeraldのeCaseと、主要な事
例プロバイダーからライセンスを受けたeCaseの独自
コレクションで構成されています。

tk.emeraldgrouppublishing.com/tcc

コレクションとアクセスの種類 無制限、機関内の同時アクセスが可能です。

コレクションのオプション サービス内容 アクセスモデル

The eCase Collection 
(ECC)

新興市場のケーススタディ
The CASE Journal

The Case for Women

ライセンス付きeCase

12ヶ月間、全コンテンツにアクセス可能。

Emerging Markets 
Case Studies (EMCS)

個別コレクション 定期購読: EMCSの2022年定期購読には、ご購読期間中に出版されたコン
テンツへの恒久アクセスに加えて、2011年までのコンテンツに無料でアクセ
スできます。
買い切り型製品: 2011 年～ 2021 年の各年出版ケース集。

The CASE Journal  (TCJ) 個別コレクション 定期購読: 購読期間中に出版されたeCaseへの恒久アクセス、およびアーカ
イブコンテンツへの無料アクセス。

https://tk.emeraldgrouppublishing.com/tcc


Emerging Markets 
Case Studies (EMCS)
1,100件以上のeCaseスタディと、それに付
随するティーチングノートを収録した、新興
経済に特化したコレクションです。
EMCSは、新興市場や発展途上国の事例研
究を専門としています。これらの地域は、従
来、教育用の事例集ではあまり紹介されて
いませんでしたが、世界的に見てもユニーク
で重要な洞察を提供しています。

tk.emeraldgrouppublishing.com/emcs

一目でわかるEmerald eCase…

The CASE Journal 
(TCJ)
ケースライティングと教育を提唱し、初心者
と経験者の両方にフォーラムを提供してい
るThe CASE Associationが推奨する、300
以上の二重盲査読ずみのeCaseです。
ディスカッションベースの教育の現代的解
釈を学生に示し、企業における戦略的問題
を解決するための洞察力を備えた次世代の
ビジネスプロフェッショナルを育成します。

tk.emeraldgrouppublishing.com/tcj

The Case For 
Women (TCFW)
The Case for Women、Forté、MBA 
Roundtableとのパートナーシップで生ま
れた、女性の主人公に特化したケースラ
イティングコンテストで受賞歴のある事
例集です。
収録されている事例では、女性たちがリー
ダーシップを発揮し、その役割を効果的に
果たしながら他の女性たちと協働する姿が
示されています。

tk.emeraldgrouppublishing.com/tcfw

ライセンス付きeCase
Emeraldコンテンツの他にも、世界の主要なビジネススクー
ルや機関からeCaseのライセンスを取得しています。

Emerald Cases Hub 
無料の教材
• ケーススタディを教えるための準備方法
• 授業でのファシリテーション
• 事例のオンライン授業

tk.emeraldgrouppublishing.com/caseshub

すべての事例が 
見つけやすい 

Emerald Insightでアク
セス。Emeraldのすべて
のeCaseが主要な検索

システムで索引化されて
います。

二重盲査読ずみ 
EmeraldのeCaseは、す

べて二重盲査読プロセス
を経ています。

ティーチングノート 
eCaseの90％以上に付
属。ダイナミックなディス
カッションを促進する方
法や、学生が分析的・批

判的思考スキルを身につ
けるためのアイデアを指

導者に提供します。

バーチャル特別号 
Emerald eCaseでは、話

題のトピックや新しいトレ
ンドの事例を紹介するバ
ーチャル号を定期的に発

行しています。

教室での実績 
Emeraldの事例は出版前
に教室でテストし、ディス
カッションやアウトプット
をもとに著者が内容を修

正しています。

グローバル 
世界70カ国以上 

を網羅。

ダウンロード制限なし 
所属機関全体で教室で
の使用が無制限です。

高品質 
The CASE Journalと

Emerging Markets Case 
StudiesはScopusに収録

されています。

ショート事例 
学習成果を控えめに
したショートeCase

は、学部コースでの教
材として最適です。

ローカル言語
27件のスペイン語版

eCase。

https://tk.emeraldgrouppublishing.com/emcs
https://tk.emeraldgrouppublishing.com/tcj
https://tk.emeraldgrouppublishing.com/tcfw
https://tk.emeraldgrouppublishing.com/caseshub
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Emeraldは 50 年以上にわたって、新しい思考の擁護を事業の中心
に据えてきました。Emerald の中核精神は、違いを生み出すことによ
り、学術界と各業界の人々が協力して実世界で前向きな変化を起こ
せるようにすることです。

私たちの出版物と出版サービスは、研究者が有意義でタイムリーな
形で自らのストーリーを伝えることを支援し、インパクトのある研究
への自信と能力を高めるための革新的なツールとサービスを提供
します。

Emerald とつながるEmerald について

新しいコンテンツ/コレクション:
エメラルド・ジャパン epjapan@emerald.com

サポートへのお問い合わせ:
support@emerald.com

Web サイト
emeraldgrouppublishing.com

Join us in making a Real Impact.

図書館員用ツールキット
アクセス情報と認証情報、ユーザーガイド、図書館用プロモーション資料、利用統計レポート、検索用リソースなど。

tk.emeraldgrouppublishing.com/librarian-toolkit

インパクトのある 
社会科学研究の 
世界を発見・探求する

emerald.com/insight

優れた検索機能
•  ジャーナル、書籍、ケーススタディ、エキスパート・ブリーフィ

ング別に閲覧可能
•  特定の単語入力やフレーズ入力で、素早く高度な検索が可

能
•  検索結果を制限して、オープンアクセスか閲覧可能なコン

テンツのみを表示

快適なナビゲーション
•  予測しやすいナビゲーションとシンプルなインターフェース
•  検索結果の並び替えや、種別、日付、主題、国などのコンテ

ンツフィルタを適用可能
•  コンテンツのプレビューと構造化された要約により、読む

かどうかを容易に判断

新たな道すじを探索
•  関連コンテンツの提示から、新しいアイデアを刺激
•  学際的なテーマの研究には「キーワード」を選択
•  すべてのコンテンツが横並びで、シームレスな探索が可能

あなたのジャーニー
•  あらゆるデバイスでリモート、マルチユーザーアクセス
•  HTML、PDF、EPUB形式で表示、プラットフォームから直接

引用をダウンロード
•  ユーザープロフィールで、コンテンツアラートの設定や、検

索結果を保存して後ほど閲覧可能

ディスカバラビリティと利用状況
•  IP、EZproxy、Shibboleth/OpenAthensによる連携アクセス、

参照URL、Google CASAなど、主要な認証方法に対応。組織
アクセス番号もご要望に応じて提供

•  Emeraldのサービス提供を強化したSeamlessAccessで、参
加するすべての組織で連携したアクセスをサポート

•  LMA、EBSCO EDS、Primo、 Summon、WorldCATなどの主
要なディスカバリーサービスに対応

• KBARTとMARCレコードがダウンロード可能
•  Emerald Insightは、W3C AAおよび米国508条の準拠に努

めています

mailto:epjapan@emerald.com
mailto:support@emerald.com
https://emeraldgrouppublishing.com
https://tk.emeraldgrouppublishing.com/librarian-toolkit
https://emerald.com/insight

