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第271号 2011.9Nippon Academy of Management 会報

日本マネジメント学会第 64 回全国研究大会プログラム

統一論題　　「クライシス・マネジメントを考える　－いまなにが求められているか－」

開 催 校　　流通科学大学

第 1日　2011 年 10 月 28 日（金）

14:00 ～ 17:00 企業見学　シスメックス株式会社 ソリューションセンター
　　　　　〒 651-2241 兵庫県神戸市西区室谷 1丁目 3番地の 2
　　　　　※流通科学大学 本部棟前に 13:40までに集合して下さい。

17:30 ～ 19:00 理事会（3111会議室）

第 2日　2011 年 10 月 29 日（土）　会場：6301 教室（ 6棟 3Ｆ）

 9:00 受付

 9:50～  9:55 開会挨拶　　第 64回全国研究大会実行委員長　　木村 敏夫

 9:55～ 10:00 会長挨拶　　日本マネジメント学会会長　　松本 芳男

10:00～ 12:05 統一論題報告　　　（報告：45分　コメントおよび質疑：15分　計 60分）

10:00 ～ 11:00 統一論題報告　1

報告者 八木 俊輔 （神戸国際大学）

報告テーマ
現代企業の持続可能なマネジメントの体系と展開

－環境経営と CSRの統合理論の構築を目指して－

コメンテーター 平田 光弘 （中央学院大学）

司会者 井上 善海 （広島大学）

11:05 ～ 12:05 統一論題報告　2

報告者 李　志明 （流通科学大学）

報告テーマ ソーシャルロジスティックスの重要性　－災害の教訓－

コメンテーター 杉田 博 （石巻専修大学）

司会者 李 只香 （九州共立大学）

12:05～ 13:00 休　憩

13:00 ～ 14:00 基調講演

報告者 松本 芳男（日本マネジメント学会会長）

報告テーマ 有事における科学者・学会の果たすべき使命

司会者 小椋 康宏 (東洋大学）

14:10 ～ 16:40 統一論題シンポジュウム

神田 榮治 （兵庫県立大学政策科学研究所客員教授）

永田 孝司 （CGCジャパン物流事業部事業部長）

杉田 博 （石巻専修大学）

司会者 細川 進 （香川大学）

16:45 ～ 17:45 特別講演

報告者 佐伯 壽一（神鋼ケアライフ株式会社　顧問［前取締役社長］）

報告テーマ 高齢者支援事業の思い

司会者 木村 敏夫（流通科学大学）

18:00 ～ 20:00 懇親会（会場：みかんホール　6棟 1F）
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日本マネジメント学会（旧称：日本経営教育学会）第271号 2011.9

第 3 日　2011 年 10 月 30 日（日）

 9:00 受付

 9:30～ 13:55
自由論題報告（各報告　報告：30分　コメントおよび質疑：15分 計 45分）
韓国セッション（韓国経営教育学会からの派遣報告および日本マネジメント学会
海外〈韓国〉派遣報告　各報告　報告：45分  計 45分）

 9:30 ～ 10:15 自由論題Ａ会場（6301 教室） 自由論題Ｂ会場（6302 教室） 韓国セッションＣ会場（6303教室）

報告者
早川 淑人（札幌学院
大学大学院客員研究
員）

セダイン マダブ プラ
サド （創価大学大学院）

シン ムンシキ

（Myongji専門大学）

報告テーマ

『新・教育基本法』か
らみた PTAマネジメン
ト上の問題点 －保険
学的視点から安全補償
制度を中心に－

インドの自動車産業の
M＆ A戦略　－日本企
業との比較による考察
－

退職年金市場におけ

る投資者教育に関す

る研究

コメンテーター 小山 修（札幌大学） 宮島 裕（共栄大学）

司会者 加藤 茂夫（専修大学） 樋口 弘夫（和光大学） 中村 公一（駒澤大学）

10:25 ～ 11:10 自由論題 自由論題 韓国セッション

報告者
孫 美麗（流通科学大
学）

佐藤 聡彦 （明治大学大
学院）

チョ オッヒ
（Changshin大学）

報告テーマ
中国における内部統制
制度導入の実態分析

専 門 経 営 者 の「 プ ロ
フェッショナル」と「事
業経営家精神」

老人専門養護院の経

営戦略強化に関する

研究コメンテーター
本間 利通（大阪経済
大学）

松村 洋平 (立正大学）

司会者
杉田 あけみ（千葉経
済短期大学）

萩原 道雄（萩原経営研
究所）

文 載皓（富士常葉大学）

11:20 ～ 12:05 自由論題 自由論題 韓国セッション

報告者
時 鍵（北海道大学大
学院）

山岸 裕（東洋大学大学
院）

中村 久人（東洋大学）

報告テーマ

日本企業の中国におけ
る研究活動に関する分
析 －株式会社資生堂
の事例－

大都市水道事業者の上
流域事業者への協調的
関与による新たなビジ
ネスモデルに関する一
考察

経営教育における

リーダーシップ開発

論とサーバント・リー

ダーシップ
コメンテーター

大野 和巳（青森中央
学院大学）

吉村 孝司（明治大学）

司会者 平屋 伸洋（敬愛大学）
新免 圭介（青森中央学
院大学）

手塚 公登（成城大学）

12:05～ 13:10 休　憩

13:10 ～ 13:55 自由論題 自由論題

報告者
曹 佳潔（京都産業大
学大学院）

世良 和美（広島大学大
学院）

報告テーマ
BOP層におけるビジネ
スモデルの転換 : 住友
化学の事例分析

企業の「社会戦略」検
討のための一考察

コメンテーター 福田 好裕（和光大学）
堀田 友三郎（東海学園
大学）

司会者
森川 信男（青山学院
大学）

小野瀬 拡（九州産業大
学）

13:55 閉会挨拶　日本マネジメント学会組織委員長　吉村 孝司（6301教室）


