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2012.9第277号 Nippon Academy of Management 会報

日本マネジメント学会第66回全国研究大会プログラム

統一論題　「地域産業の発展と後継者育成マネジメント」

第１日　2012 年 11 月 2 日（金）

13:45 ～ 15:45 企業見学　サッポロビール恵庭工場　　※先着 25 名

17:30 ～ 19:00 理事会（北海学園大学７号館６階　行動科学実験室１）

第２日　2012 年 11 月 3 日（土）

 9:30 ～ 16:00 受付

10:00 ～ 10:05 開会挨拶　　第 66 回全国研究大会実行委員会委員長　大平義隆

10:05 ～ 10:10 会長挨拶　　日本マネジメント学会会長　　加藤茂夫

10:10 ～ 15:40 統一論題報告（７号館２階　Ｄ 20 教室）　（報告 :40 分　質疑 :20 分　計 60 分）

10:10 ～ 11:10 統一論題　１

報告者 堀田友三郎（東海学園大学）

報告テーマ 食品サンプル産業の発展と後継者育成

コメンテーター 小嶌正稔（東洋大学）

司会者 小山　修（札幌大学）

11:20 ～ 12:20 統一論題　２

報告者 細川　修（北海道中小企業家同友会　専務理事）

報告テーマ 北海道同友会の人材育成、後継者育成の取り組み

コメンテーター 佐藤一義（立正大学）

司会者 細野賢治（広島大学）

12:20 ～ 13:30 休　憩（控室 :７号館３階　Ｄ 30 教室）

13:30 ～ 14:30 統一論題　３

報告者 内田　賢（東京学芸大学）

報告テーマ 地場産業と後継者育成

コメンテーター 亀倉正彦（名古屋商科大学）

司会者 森川信男（青山学院大学）

14:40 ～ 15:40 統一論題　４

報告者 神野裕三（北海道オフィスマシン株式会社　代表取締役社長）

報告テーマ 後継者育成は、夢を承継する企業風土の育成から

コメンテーター 宮田則夫（宮田電工株式会社 会長）

司会者 早坂明彦（聖徳大学）

15:50 ～ 17:00 特別講演

報告者 井上一郎（株式会社光合金製作所　代表取締役会長）

報告テーマ ものづくり・人づくり・まちづくり

司会者 大平義隆（北海学園大学）

18:00 ～ 懇親会（札幌全日空ホテル）
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第３日　2012 年 11 月 4 日（日）

 9:00 受付

 9:30 ～ 11:30 統一論題バネルディスカッション（７号館２階　Ｄ 20 教室）

（パネリスト問題提起　各 15 分　指定討論者とのディスカッションおよび質疑 :50 分　総括 :10 分　計 120 分）

 9:30 ～ 11:30 統一論題パネルディスカッション（７号館Ｄ 20 教室）

報告者 堀田友三郎（東海学園大学）

神野裕三氏（北海道オフィスマシン株式会社）

内田　賢（東京学芸大学）

細川　修氏（北海道中小企業家同友会）

指定討論者 小嶌正稔（東洋大学）

佐藤一義（立正大学）

亀倉正彦（名古屋商科大学）

宮田則夫（宮田電工株式会社）

コーディネーター 小椋康宏（東洋大学）

11:30 ～ 12:25 　休　憩　　(控室 :７号館３階　Ｄ 30 教室）

12:25 ～ 15:20   自由論題報告・院生セッション報告（各報告　報告 :25 分　コメントおよび質疑 :15 分　計 40 分）

韓国セッション報告 （各報告　報告 :40 分　計 40 分）

12:25 ～ 13:05 A会場（自由論題） B 会場（自由論題） C会場（自由論題） Ｄ会場（韓国セッション）

（７号館４階　Ｄ 40 教室） （７号館４階　Ｄ 41 教室） （７号館４階　Ｄ 42 教室） （７号館３階　Ｄ 31 教室）

報告者 中村久人（東洋大学） 木村　弘（広島修道大学）木村敏夫（流通科学大学）
Lee Limjung (Yonsei 
University)

報告テーマ
ボーングローバル企業経
営の特徴に関する一考察

自 動 車 部 品 サ プ ラ イ
ヤー・ネットワークの多
面的分析視座

資本市場と監査人の責任
A study on the new 
paradigm of leadership 
- Centered on value of 
relation-oriented -コメンテーター 今井雅和（専修大学） 中村公一（駒澤大学） 篠原　淳（日本経済大学）

司会者 水野基樹（順天堂大学）小川達也（東京富士大学）児玉敏一（札幌学院大学）手塚公登（成城大学）

13:10 ～ 13:50 （自由論題） （自由論題） （自由論題） （韓国セッション）

報告者 須田敏子（青山学院大学）柳川高行（白鴎大学） 藤井辰朗（東洋大学） 鄭ビョンム（建国大学）

報告テーマ
個別組織フィールドにお
ける外部環境・企業戦略・
人事戦略の関連

キャリアの自己責任化と
戦略的キャリアデザイン
の必要性と可能性－経営
学部における職業教育の
在り方を求めてー

株式の所有構造による金
庫株消却への影響の一考
察

柳ソンキョン（東西大学）

韓国鉄鋼企業の競争戦略

コメンテーター 福田好裕（和光大学） 櫻澤　仁（文京学院大学）太田三郎（千葉商科大学）

司会者 齋藤幹雄（東北福祉大学）石毛昭範（拓殖大学） 大野和巳（文京学院大学）石井泰幸（千葉商科大学）

13:55 ～ 14:35 （自由論題） （院生セッション） （院生セッション）

報告者 武内龍二（株式会社インテージ） 四宮夕香（東洋大学大学院）岩崎真之介（広島大学大学院）

報告テーマ
組織風土と欲動からみた
モチベーション構造に関
する一考察

わが国企業における女性
従業員比率と企業業績の
関係－先行研究成果の比
較・検討を中心としてー

青果物産地の競争構造と
マーケティング戦略

コメンテーター 松村洋平（立正大学） 田口智子（北翔大学短期大学部） 當間政義（和光大学）

司会者 萩原道雄（萩原経営研究所）池田玲子（羽衣国際大学）杉山三七男（静岡産業大学）

14:40 ～ 15:20 （院生セッション） （院生セッション） （院生セッション）

報告者 朱　亮（東洋大学大学院） 加藤和美（北海学園大学大学院） 杉山正樹（東洋大学大学院）

報告テーマ
キヤノン電子経営者・酒
巻久氏に与えたドラッ
カーの影響に関する研究

「チーム医療」専門技能
の階層－組織横断チーム
としてのヨコ関係―

複雑ネットワーク論から
の視点によるメディカ
ル・クラスターの有用性
について

コメンテーター 辻村宏和（中部大学） 間嶋　崇（専修大学） 佐々木利廣（京都産業大学）

司会者 佐久間信夫（創価大学）東　俊之（金沢工業大学）早川淑人（札幌学院大学）

15:20 閉会挨拶　　日本マネジメント学会組織委員会委員長　辻村宏和
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第66回全国研究大会開催校案内

本学（北海学園大学）は、1885 年設立の北海英語学校を礎とする学校法人北海学園により

1952 年に北海道で初めての四年制私立大学として誕生しました。北海道の地に生まれた本学

は「開拓者精神」を建学の精神とし、教員・職員・学生が創設期よりこの精神を掲げ続け、

これを共有し、今日に至ります。現在北海学園大学には、経済学部、経営学部、法学部、人

文学部（ここまで豊平校地）、工学部（山鼻校地）の５学部に、それぞれに大学院（修士課

程と博士課程）を加え、さらに法科大学院があります。本学の卒業生数は 1900 人、同窓生

は７万５千人を超えています。

本学の特徴を紹介します。一つは、建学の精神から、本学は北海道の働く人の学びの場を

２部教育として継続的に提供していることです。２部は工学部を除く４学部に設置され、校

舎は夜になっても学生たちの声で満ち満ちています。また、１部２部の学生募集も青森まで

となり、現在の学生の出身地のほとんどは道内になっています。北海道の人材教育に徹して

いる点は 1885 年の昔から変わっていません。

もう一つ、お越しになるとすぐにお分かりになると思いますが、札幌駅より東豊線で３つ

目の近さに加えて、地下鉄駅が本学６号館の地下にあるのです。札幌駅から来た場合、進行

方向前方の階段を上がり改札を出ると、すぐに大学の敷地になります。大学校舎の地下に駅

があるのは国内で本学だけです。きわめて地の利の良い大学ではありますが、今回ご利用の

７号館は新しい校舎ではありますが、残念ながら唯一屋根でつながっておりません。

最後に、系列高校の一つが甲子園最多出場校にもなったことのある北海高校です。大学か

ら見ると系列高校ですが、旧制北海中学からすると 107 年の歴史があり、高校の先生たちに

すれば、大学は附属大学（という特徴を持っているの）だそうです。

皆様のお越しをお待ちしております。

アクセスマップ


