日本マネジメント学会
第 76 回全国研究大会
統一論題

原点回帰のマネジメント
～地方企業からの発信～

2017 年 10 月 13 日(金)～15 日(日)
会場 : 広島経済大学
広島市安佐南区祇園五丁目 37 番 1 号

全体スケジュール
13：45～16：00
企業見学
＜㈱サタケ＞

10 月 13 日
（金）

10 月 14 日
（土）

9:00
受付
開始

10 月 15 日
（日）

9:00
受付
開始

10:00～11:25
自由論題 Ⅰ

11:35～12:15
統一論題 Ⅰ
（基調報告）

10:10～11:40
特別講演
＜㈱アイグラン＞

12:15～
13:15
昼食

11:40～
12:40
昼食
(大会委)

13:15～
13:25
開会挨拶
12:40～14:50
自由論題Ⅱ

13:30～15:40
統一論題 Ⅱ
（３企業報告）

17:45～
理事会
＜広島経済大立町キャンパス＞

16:05～17:35
統一論題シンポジウム
（ﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ）

14:50
閉会

日本マネジメント学会 第 76 回全国研究大会 実行委員会委員長 瀬戸正則

18:00～
懇親会

日本マネジメント学会 第 76 回全国研究大会
統一論題

原点回帰のマネジメント―地方企業からの発信―
会場：広島経済大学

2017 年 10 月 13 日（金）

第

13：45～16：00 株式会社サタケ 本社
東広島市西条西本町 2－30
現地集合（ＪＲ西条駅 13：30）
17：45～19：00 理事会
広島経済大学 立町キャンパス（サテライト）

1日

2017 年 10 月 14 日（土）

第

9:00～
10:00～11:25
11:35～12:15
12：15～13：15
13：15～13：25

受付 【明徳館 1 階】
自由論題セッションⅠ
明徳館 10 階「A・B・C 会場」
統一論題セッションⅠ
6 号館 3 階「631 教室」
昼食
明徳館 5 階/リブレ 1 階
開会挨拶 第 76 回全国研究大会実行委員会委員長 瀬戸正則
会長挨拶 日本マネジメント学会会長 柿崎洋一
6 号館 3 階「631 教室」
13：30～15：40 統一論題セッションⅡ
6 号館 3 階「631 教室」
16:05～17:35 統一論題シンポジウム
懇親会
明徳館 5 階
18:00～

2日

自由論題セッション Ⅰ
10：00～10：40
自由論題報告 １ Ａ会場
報告者
奧山雅之 氏（明治大学）

明徳館 10階「A・B・C会場」 （各40分）
自由論題報告 ２ Ｂ会場
自由論題報告 ３ Ｃ会場
吉本悟史 氏（東洋大学大学院）
青木 崇 氏（兵庫県立大学）
大学のキャリア教育におけるイ
グローカルビジネス・マネジメ 中小企業における IT 投資モデル
ンターシップ研修の効果、影
テーマ
ントに関する一考察 －分析の に関する一考察 －IT 経営実践企
響、背景に関する一考察
業を対象とした調査をもとに－
視点と理論的枠組－
－愛知淑徳大学の例－
コメンテーター 大野和巳 氏（文京学院大学） 中西哲 氏 (株)ディールクリエイション 水野清文 氏（奈良学園大学）
杉田あけみ 氏（千葉経済短期
司会者
佐藤一義 氏（立正大学）
今井重男 氏（千葉商科大学）
大学部）
10：45～11：25
自由論題報告 ４ Ａ会場
自由論題報告 ５ Ｂ会場
自由論題報告 ６ Ｃ会場
報告者
木村敏夫 氏（流通科学大学） 土谷幸久 氏（いわき明星大学）
西釜義勝 氏（九州大学）
テーマ
中小企業の強みについての一 環境適応に向けた組織変革の
フィンランド事業運営会社と運
考察 －福島県の企業を中心 考察 －ダイナミック・ケイパビリ
営機関
として
ティ論の知見をもとにして－
コメンテーター 市古 勲 氏（東海学園大学） 井上善海 氏（東洋大学）
槇谷正人 氏（東海大学）
司会者
松村洋平 氏（立正大学）
東 俊之 氏（金沢工業大学）
大平浩二 氏（明治学院大学）
統一論題セッション
11：35～12：15
報告者
テーマ
司会者

13：15～13：25

Ⅰ
6 号館 3 階「631 教室」 （報告 40 分）
統一論題シンポジウム １
櫻澤 仁 氏（文京学院大学）
事業創造と起業家精神 －「起業の少子化」時代の日本型スタートアップの復権と原点回帰－
大平義隆 氏（北海学園大学）

開会挨拶 第 76 回全国研究大会実行委員会委員長 瀬戸 正則
会長挨拶 日本マネジメント学会会長 柿崎洋一

統一論題セッション
13：30～14：10
報告者
テーマ
司会者

Ⅱ
6 号館 3 階「631 教室」 （各報告 40 分）
統一論題報告 １
森光孝雅 氏（株式会社 八天堂 代表取締役社長）
人生今日が始まり 良い品 良い人 良い会社つくりへの挑戦
田中雅子 氏（帝塚山大学）

14：15～14：55
報告者
テーマ
司会者
15：00～15：40
報告者
テーマ
司会者

統一論題報告 ２
岩田知真 氏（株式会社 イワタ木工 代表取締役社長）
伝統を次の未来へつなげるものづくり
佐々木利廣 氏（京都産業大学）
統一論題報告 ３
新宅光男 氏（株式会社 コーポレーションパールスター 代表取締役社長）
目指すは人の人生に直結するもの作り会社
佐々木利廣 氏（京都産業大学）

統一論題シンポジウム
6 号館 3 階「631 教室」 （90 分）報告者各 5 分、コーディネーター各 15 分の後、質疑応答
16：05～17：35
統一論題シンポジウム ２
櫻澤 仁 氏(文京学院大)，森光孝雅 氏（株式会社 八天堂），
パネリスト
岩田知真 氏（株式会社 イワタ木工），新宅光男 氏（株式会社 コーポレーションパールスター）
コーディネーター 佐々木利廣 氏（京都産業大学），田中雅子 氏（帝塚山大学）
司会者
篠原 淳 氏（熊本学園大学）
18：00～ 懇親会

広島経済大学 明徳館 5 階

2017 年 10 月 15 日（日）

第

9:00～
受付 【明徳館 1 階】
10：10～11：40 特別講演
11：40～12：40 昼食 明徳館 5 階/ﾘﾌﾞﾚ 1 階
「第 77 回全国研究大会」大会委員会
６３２（ﾘﾌﾞﾚ３階）
1 2 ： 4 0 ～ 1 4 : 5 0 自由論題セッション Ⅱ
明徳館 10 階「A・B・C 会場」
14：50
閉会

3日

特別講演
10：10～11：40
講演者
テーマ
司会者
11：40～12：40

6 号館 3 階「631 教室」 （90 分）
特別講演
重道泰造 氏（株式会社 アイグラン 代表取締役）
行動こそ真実 －決意したことに一歩踏み出す－
瀬戸正則 氏（広島経済大学）

昼食 明徳館 5 階/ﾘﾌﾞﾚ 1 階
「第 77 回全国研究大会」大会委員会

自由論題セッション Ⅱ
12：40～13：20
自由論題報告 ７ Ａ会場
細萱伸子 氏，新井範子 氏，
報告者
竹内明香 氏（上智大学）
日本人女性自発的海外赴任
者のキャリア・コンピテンシー
テーマ
－企業派遣者との相違に着目
して
コメンテーター 原口恭彦 氏（広島大学）
司会者
庄司貴行 氏（立教大学）
13：25～14：05
自由論題報告１０ Ａ会場

６３２（ﾘﾌﾞﾚ３階）

明徳館 10 階「A・B・C 会場」 （各 40 分）
自由論題報告 ８ Ｂ会場
自由論題報告 ９ Ｃ会場
今井範行 氏（名城大学）

日本の自動車産業のイノベー
ション戦略に関する一考察 －
イノベーションの源流化と利益
改善をめぐって－
手塚公登 氏（成城大学）
樋口弘夫 氏（和光大学）
自由論題報告１１ Ｂ会場
藤井辰朗 氏（中部大学），
報告者
池田玲子 氏（羽衣国際大学）
清水健太 氏（松蔭大学）
仕事と治療の両立支援のあり ベンチャー企業から見た CVC
テーマ
方についての一考察
出資の成功要因
コメンテーター 当間政義 氏（和光大学）
野長瀬裕二 氏（摂南大学）
司会者
青淵正幸 氏（立教大学）
董 晶輝 氏（東洋大学）
14：10～14：50
自由論題報告１３ Ａ会場
自由論題報告１４ Ｂ会場
報告者
小松智子 氏（小松建設工事） 平井直樹 氏（立教大学大学院）
テーマ
コメンテーター
司会者

松藤賢二郎 氏（福岡工業大学）

小売業における環境配慮行動
粟屋仁美 氏（敬愛大学）
小野瀬 拡 氏（駒沢大学）
自由論題報告１２ Ｃ会場
菊池宏之 氏（東洋大学）
買物弱者対応策の経営的課
題
大驛 潤 氏（東京理科大学）
川野祐二 氏（下関市立大学）
自由論題報告１５ Ｃ会場
世良和美 氏（東洋大学大学院）

中小企業の女性経営者の特
日本のソフトウエア開発の分業 ステイクホルダー論に基づく分
性について －起業と事業承
構造における価値の所在
析の枠組みを用いた事例研究
継の比較を軸に－
大杉奉代 氏（香川大学）
相原 章 氏（成城大学）

馬場晋一 氏（長崎県立大学）
濱田初美 氏（立命館大学）

金綱基志 氏（南山大学）
郭 智雄 氏（九州産業大学）

参加要領（ご返信・お振込みは 9 月 25 日(月)迄にお願いいたします）
【大会申込み】
同封の返信ハガキに該当事項をご記入の上、9 月 2５日（月）までにご返送ください。

【参加費等】
事前申込み
大会参加費（一般）
大会参加費（院生）
懇親会費
弁当（14 日、15 日）

6,000 円
3,000 円
6,000 円
各々1,000 円

当日受付
6,500 円
3,500 円
6,500 円
当日受付なし

※お弁当は事前申し込みのみです。
当日受付によるご用意はありません。土曜日・
日曜日の両日、学内のコンビニエンスストアが
営業しております（土・日 16 時迄）。

【郵便振込口座】
口座番号：01320-8-100131 口座名義：日本マネジメント学会 第 76 回全国研究大会
※同封の郵便振込用紙をご利用の上、9 月 25 日（月）までにお振込みください。当日は念のため、振込用紙の控えもしくは
コピーをお持ちください。

【企業見学】
株式会社サタケ 広島県東広島市西条西本町 2 番 30 号 http://www.satake-japan.co.jp/ja/
＜集合＞10 月 13 日(金) 13:30 時間厳守 ＪＲ山陽本線「西条駅」集合（見学先まではタクシー移動：約 5 分）
「西条駅」アクセス：「西条駅」広島空港からＪＲ連絡バス+ＪＲで約 30 分、JR 広島駅よりＪＲで約 40 分
＜定員＞25 名（大会参加者限定）応募者多数の場合には、先着順とさせていただきます。
＜申し込み方法＞参加希望の方は必ず携帯電話番号・メールアドレスを、大会出欠票ハガキにご記入ください。
＜当日緊急連絡先＞企業見学ご参加の皆様には、別途お知らせします。

【会場：広島経済大学までのアクセス】
＜広島空港から＞
●広島空港リムジンバス利用の場合
［広島空港］→空港リムジンバス（中筋駅経由便）に乗換えて
［中筋駅］→アストラムラインに乗換えて［中筋駅］→［大町駅］→
スクールバスへ乗換えて［広島経済大学］着

●ＪＲ山陽本線利用の場合
［広島空港］→JR 連絡バス又はタクシーに乗換えて［白市駅］へ
JR 山陽本線に乗換えて［広島駅］へ→JR 可部線に乗換えて
［下祇園駅］へ→スクールバスに乗換えて［広島経済大学］着

＜ＪＲ広島駅から＞
●［JR 広島駅］→JR 可部線に乗換えて［下祇園駅］へ
→スクールバスに乗換えて［広島経済大学］着

●タクシー「広島駅」→「広島経済大学」約 20 分
※詳しくは、本学ＨＰ↓参照ください。
http://www.hue.ac.jp/access/index.html

【お問い合わせ先】
広島市安佐南区祇園 5-37-1
広島経済大学 経済学部
大会実行委員長 瀬戸正則 （SETO Masanori）
E-mail ms-seto@hue.ac.jp
電話 082-871-1105（研究室直通）
大会事務局長
餅川正雄 （MOCHIKAWA Masao）
E-mail ms-mochi@hue.ac.jp
電話 082-871-1576（研究室直通）

