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日本マネジメント学会第85回全国研究大会は、統一論題「ニューノーマル時代の企業経営 ～ひとを中心にした組

織マネジメント～」のもと、2022年6月24日（金）～26日（日）の日程で、Zoomによるオンライン形式にて実施

することになりました。 

初日の企業見学は、二日目に特別講演を行っていただくMIC株式会社の“360°FULL SERVICE ICT Innovation”の

基盤となる「多摩ファクトリー」と「るのパレット」を見学します。当日は、水上光啓会長によるプレゼンテーショ

ンも予定されております。 

二日目の統一論題セッション1は、実務家の3名の方々に、社員の自らマインド、社員が輝く風土づくり、社員の

幸せづくりの観点より報告、およびディスカッションをしていただきます。 

特別講演では、斜陽産業の印刷業で異例の10期連続増収を遂げているMIC株式会社の河合克也社長に、業態変革

とひとづくりの経営についてお話していただきます。 

三日目の統一論題セッション2では、若手の3名の研究者より、ダイナミック・ケイパビリティを中心とした研究

成果の報告、およびディスカッションをしていただきます。 

実務家の方々の“実践”と研究者の方々の“理論”研究により、ニューノーマル時代における「ひとを中心にした

組織マネジメント」の在り方に大きな示唆を与えていただけると確信しております。 

また、自由論題報告においても企業経営の多様な視点からの報告がなされ、アドバイザリーボードによる産学交流

セッションも予定されております。 

 

今回の全国研究大会も前回同様のオンライン開催であるため、大会参加費は無料です。 

全国研究大会予稿集は、後日ホームページからダウンロードできるようにし、事前質問も受け付けるようにいたし

ます。 

 Zoom のミーティング ID とパスワードにつきましては郵送にて皆様にお届けする予定です。 

オンライン開催のデメリットをできるだけ排除しつつ、オンラインならではの実り多き全国研究大会にすべく、実

行委員一同取り組みますので、会員の皆さま方におかれましては、万障お繰り合わせの上、ふるって今大会にご参加

くださいますようお願い申し上げます。 

 

 

日本マネジメント学会第 85回全国研究大会 実行委員会 

大会実行委員長・法政大学大学院中小企業研究所所長 井上 善海 

          大会実行副委員長  田中 克昌 

 

◇お問い合わせ先 E-mail zenkai.inoue.68@hosei.ac.jp 

〒102-0073 東京都千代田九段北3-3-9 

           法政大学 大学院政策創造研究科 井上善海研究室 

  



 

 

日本マネジメント学会 第 85回全国研究大会プログラム 
統一論題 「ニューノーマル時代の企業経営 ～ひとを中心にした組織マネジメント～」 

 

6月24日（金） 

■13：00～17：00 企業見学 

   MIC株式会社（旧 水上印刷株式会社）東京都新宿区西新宿5-14-3 

参加定員：30名（先着順） 

訪問先：多摩ファクトリー（西多摩郡日の出町平井20-2）、るのパレット（あきる野市牛沼1100番地） 

※集合と解散は、上記訪問先と異なります。詳細は別途参加者にお知らせします。 

 

6月25日（土）  ※オンライン開催（Zoom） 

11：10～12：20 昼休憩（理事会開催） 

 

■12：20～12：30 開会の挨拶 

学 会 長   松村 洋平氏（立正大学） 

大会実行委員長 井上 善海氏（法政大学） 

■12：30～14：40 統一論題セッション１ 

司会：櫻澤 仁氏（文京学院大学）             

［報告：40分、討論70分 計190分］            

12：30～13：10 

報告者１：橋本 久美子氏（株式会社吉村 代表取締役社長） 

テーマ１：ゼロからイチを創る 

～社員の「自らマインド」は経営のエンジン～ 

13：15～13：55 

報告者２：堀切 勇真氏（株式会社ATホールディングス 代表取締役グループCEO） 

テーマ２：なぜこの会社に人財が殺到するのか  

～「心のM＆A」による成長と社員が輝く風土づくり～ 

14：00～14：40 
報告者３：樋山 証一氏（株式会社ウイング 代表取締役会長） 

テーマ３：社員の幸せづくりを応援し、お客様から選ばれる企業に変わる 

 ■9：30～11：20 自由論題セッション１［報告：25分、コメントおよび質疑：20分 計45分］ 

 Ａ会場 Ｂ会場 Ｃ会場 

9：30 

～ 

10：15 

報告者 
鈴木 みみこ氏 

（法政大学大学院） 

魏 書凱氏 

（専修大学大学院） 

川野 祐二氏 

（下関市立大学） 

テーマ 

女性企業家の海外進出におけるビジ

ネス・パートナーシップの構築 ～

Asia Pacific Foundation of Canada(APF 

Canada)の取り組みを事例に～ 

職業価値観に関する実証研究 ～

中国新世代農民工を例に～ 

企業における財団の機能 ～CSR・

統治・経営理念の検討～ 

コメンテーター 
横山 恵子氏 

（関西大学） 

鈴木 岩行氏 

（和光大学） 

柴田 仁夫氏 

（岐阜大学） 

司 会 
堀野 亘求氏 

（敬和学園大学） 

塗茂 克也氏 

（千葉経済大学） 

東 俊之氏 

（長野県立大学） 

10：25 

～ 

11：10 

報告者 
高田 真也氏 

（早稲田大学） 

高田 由紀子氏 

（東京医療保健大学） 

世良 和美氏 

(東洋大学現代社会総合研究所) 

テーマ 

流通業における合併相手選択と効果

に関する分析 ～連続的な水平・垂直

型合併の事例を通じて～ 

病院における看護職副院長の経営

に対する意識 

日本のメセナ活動の実態に関する

一考察 ～メセナアソシエイトレ

ポートを参考に～ 

コメンテーター 
村橋 剛史氏 

（朝日大学） 

大平 義隆氏 

（北海学園大学） 

佐々木 利廣氏 

(京都産業大学) 

司 会 
石毛 昭範氏 

（拓殖大学） 

糟谷 崇氏 

（杏林大学） 

野林 晴彦氏 

(金沢星稜大学) 



 

 

14：40～14：50  休憩 

■14：50～16：00 統一論題セッション１(パネルディスカッション)  

パネラー：橋本 久美子氏、堀切 勇真氏、樋山 証一氏 

代表質問者：田中 雅子氏（帝塚山大学） 

司会：櫻澤 仁氏（文京学院大学）               

16：00～16：10休憩 

■16：10～16：50 総会                   

16：50～17：00休憩  

■17：00～18：00 特別講演                 

講演者：河合 克也氏 MIC株式会社（旧 水上印刷株式会社） 代表取締役社長 

テーマ：10期連続増収を遂げた業態変革とひとづくり経営 

司会者：井上 善海氏（法政大学） 

 

 

6月26日（日）  ※オンライン開催（Zoom） 

10：15～10：25休憩 

■10：25～13：40 統一論題セッション２    

司会：小嶌 正稔氏（桃山学院大学）            

［報告：40分、討論70分 計190分］           

10：25～11：05 

報告者１：木下 耕二氏（九州産業大学） 

テーマ１：組織能力におけるヒト：機能とその限界に基づく処方 

～ダイナミック・ケイパビリティ事例研究を通じた思案～ 

11：10～11：50 

報告者２：西釜 義勝氏（大阪成蹊大学） 

テーマ２：複雑化した企業における環境適応に向けた組織変革に関する考察 

～ダイナミック・ケイパビリティを機能させる企業家行動～ 

11：50～13：00 昼休憩（第86回大会委員会開催） 

 

13：00～13：40 
報告者３：小沢 和彦氏（慶応義塾大学） 

テーマ３：組織変革研究における環境適応 

13：40～13：50休憩 

■13：50～15：00 統一論題セッション２(パネルディスカッション)  

パネラー：木下 耕二氏、西釜 義勝氏、小沢 和彦氏 

代表質問者：辻村宏和氏（中部大学） 

司会：小嶌 正稔氏（桃山学院大学）                        

■15：00 閉会の挨拶 組織副委員長 瀬戸 正則氏（広島経済大学） 

 

 ■9：30～10：15 自由論題セッション２［報告：25分、コメントおよび質疑：20分 計45分］ 

 Ａ会場 Ｂ会場 Ｃ会場【産学交流セッション】 

9：30 

～ 

10：15 

報告者 
奥山 雅之氏 

（明治大学） 

我妻 芳徳氏 

（山形大学大学院） 

今井 正彦氏 

（山城経営研究所）  

テーマ 

「越境のれん分け」のマネジメン

トに関する一考察 ～有効 性、

課題、および担い手～ 

新科目「ビジネス・マネジメント」

の指導に関する予備的考察 ～山

形県内中小製造企業５社のケース

教材作成とそれを活用したケース

スタディによる指導例～ 

現代における実践経営学のいかし方

～サステナビリティに寄与する対境

経営～ 

コメンテーター 
加藤 巌氏 

（和光大学） 

平田 博紀氏 

(文京学院大学) 

堀越 勝氏 

（山城経営研究所） 

司 会 
中村 圭氏 

（島根県立大学） 

芳賀 英明氏 

(国学院大学) 

松村 洋平氏 

（立正大学） 


