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Op/338!
第227号紙面案内
第２面〜第３面…理事会報告
第４面…関東部会開催のご案内
第５面…関西部会開催日程変更のお知らせ
第７面…第49回全国研究大会日程のご案内

去る平成16年３月25日（木）、福岡県北九州市で第６回産学交流研究集会が行われま
した。当日は多くの会員が出席され、盛会となりました。参加者の八島先生から感想を
頂戴しましたので、紹介いたします。

第６回産学交流研究集会（北九州市）の感想
八島雄士（九州共立大学）
第６回産学交流研究集会は、九州共立大学教授増田卓司氏のコーディネートのもとで
「実学一体の〜町づくりは人づくり」と題して、北九州市町づくりの「場」であった西
日本工業倶楽部−国指定重要文化財・旧松本家住宅（北九州市）で開催された。
まず、西日本経済研究所工藤憲男氏より基調講演として、都市の原点はカレッジの
「門前町」であり、町づくりには徳川時代の「藩校」にあたる「市民カレッジ」をモデ
ルとして、 生きるための人づくり が必要であると提言された。
また、パネラーの北九州市立大学教授斉藤貞之氏がこれまでの経営理論の変遷および
日本がおかれている状況を整理され、その上で、文化論、価値論、人づくりをキーワー
ドとして、「効率概念」よりも「価値共有概念」が重要であることを指摘された。
さらに、パネラーのシャボン玉石鹸社長森田光徳氏が社内教育において「何のために
この会社で働いているのか」「何のために生きているのか」を説くことが重要であると
提言され、人づくりにも寄与すると主張された。
その後フロアーからも活発に意見交換が行われ、 生きるための人づくり を実・学
で共有認識できたことは、実学一体を掲げる本学会の理念に合致するだけでなく、地域、
社会の発展に寄与するものであり、大変有意義な会となった。
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理事会報告
●常任理事会報告（平成16年３月９日開催）
平成16年３月９日（火）、文京学院大学本郷キャンパスにて常任理事会が開催され
ました。以下、審議の結果を報告します。
１．第49回全国研究大会について
アメリカ経営学会よりの代表派遣が中止となったことが報告された。
２．本年度の米国経営学会年次大会派遣について
内田賢氏（東京学芸大学）の派遣が報告され、承認された。
３．第50回全国研究大会について
九州国際大学（北九州市、実行委員長 篠原淳氏）において10月上旬に開催され
ることが報告され、承認された。
４．委員会委員の補充について
会員拡充委員会委員として、高田雄司氏（福山大学）が承認された。
会報委員会委員として、加藤賢次郎氏（和光大学）が承認された。
５．入退会について
12名の入会、９名の退会が承認された。
６．その他
①部会について
関東部会は、年４回の開催を予定していることが報告された。
中部部会は、秋に30回目の部会を予定していることが報告された。
②機関誌編集委員会より、第７号が入稿済みであることが報告された。
●常任理事会報告（平成16年４月10日開催）
平成16年４月10日（土）、立教大学池袋キャンパス12号館にて平成16年度第１回常
任理事会が開催されました。以下、審議の結果を報告します。
―議事―
１．会員入退会について
12名の入会および10名の退会について報告があり、承認された。本常任理事会承
認分を合わせて、個人会員815名、法人会員10社となった（平成16年４月10日現
在）。
２．第50回全国研究大会開催について
①第50回全国研究大会は、九州国際大学にて、平成16年10月８日（金）〜10日
（日）に開催されることが決定した。
②第50回全国研究大会の準備に関して、第50回大会委員会（佐久間信夫委員長）
の発足が報告され、承認された。
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３．記念出版について
学会創立25周年記念の出版事業として、事典の編纂・出版を行うことが報告され、
承認された。さらに、これに伴って、25周年記念本編集委員会（齋藤毅憲委員
長）の発足が報告され、承認された。齋藤委員長から、編集委員会委員を必要に
応じて追加することが提案され、承認された。
―報告事項―
１．第49回全国研究大会の開催準備について
第49回全国研究大会（東洋大学）の開催準備について、すでに発送された大会プ
ログラム等の説明と、準備の進捗状況、及び今後の予定について報告があった。
２．第6回産学交流研究集会について
去る平成16年３月25日（木）に九州で開催された第６回産学交流研究集会につい
て、46名の参加があり、盛会であったことが報告された。
３．その他
①平成16年度第１回関東部会が平成16年４月10日（土）立教大学にて開催され、
そこでは新たな試みとして国内のビジネス・スクール在籍・修了の方々によ
るシンポジウムを設けたことが報告された。また、次回関東部会は平成16年６
月26日（土）立教大学池袋キャンパスにて開催され、国際交流委員会との協力
のもとにAcademy of Managementとの交流としてCharles Wankel氏をお招きする
ことが報告された。
②中部部会について、第30回中部部会を11月６日（土）中京大学八事キャンパス
にて開催する予定であることが報告された。
③その他
新しい会員名簿の作成・発送について報告があった。
学会事務局の住所移転について、事務局が平成16年５月中旬に、東京都千代田
区有楽町１丁目７番１号有楽町電気ビル南館13階（財）企業経営通信学院内に
移転することが報告された。

米国経営学会・経営教育部会からの派遣報告者の紹介（６月26日関東部会で報告）
国際交流委員会
米国からの派遣報告者であるチャールズ・ワンクル氏（St.John's Univ.）は、
報告者交換プログラムの創設に積極的に貢献した元部会長である。氏は熱心な部
会メンバーとしてばかりでなく、The Research in Management Education and
Development Seriesの編者としても知られている。なお、８月にニューオリンズで
開催される米国経営学会には内田賢氏（東京学芸大学）が派遣され、報告する。
（文責：吉田優治）
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平成16年度第２回関東部会のご案内
関東部会長 亀川雅人（立教大学）
下記の日程にて、第２回関東部会を開催いたします。関東地区の会員はもとより、全
国から多くの会員の参加をお待ちしています。非会員でもテーマに興味をお持ちの方が
いらっしゃいましたら、お誘い合わせの上ご参加いただけますようお願い申し上げます。
記
開催日時：平成16年６月26日(土）14:00〜20:00
（受付：13:30〜）
会

場：立教大学 池袋キャンパス
７号館１階 7102教室
JR線池袋駅西口より徒歩10分

参 加 費：¥3,000（懇親会費を含む）
なお、部会のみ参加の場合は、¥1,000となり
ます。
◇ 第１報告 14:00〜15:00
テーマ：「米国コミュニティ開発法人とリレーション

懇親会会場

部会会場

シップ・バンキング」
報告者：松田岳氏（金融庁金融研究研修センター専門研究員）
司会・コメンテータ：中川智久氏（IBMビジネスコンサルティングサービス）
◇ 第２報告 15:10〜16:10（米国経営学会への派遣予定者報告）
テーマ：「海外拠点への技術移転と経営教育」
報告者：内田賢氏（東京学芸大学）
司会・コメンテータ：鈴木岩行氏（和光大学）
♪♪コーヒー・ブレイク（16:10〜16:40）♪♪
◇ 第３報告 16:40〜18:10（米国経営学会・経営教育部会からの派遣報告）
（通訳が入るため通常の報告時間より余裕を持たせています）
テーマ：The Cutting‑edge of International Management Education
報告者：Charles Wankel氏（St.John's Univ.）
司会・コメンテータ：大野木猛氏（立教大学）
通 訳：田中良拓氏（千葉商科大学）
◇ 懇親会 18:30〜20:00（会場：立教大学内「藤だな」）
以上
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関西部会開催日程変更のお知らせ
関西部会長 王耀鐘（関西大学）
都合により、本年度第１回関西部会の開催日を平成16年５月22日（土）から下記のよ
うに変更致します。なお、報告会の終了後には懇親会も予定されておりますので、万事
お繰り合わせの上、多数のご出席を賜りますようお願い申し上げます。
記
開催日時：平成16年６月26日（土）13:30〜 に変更致します。
会

場：関西大学百周年記念会館第３会議室（阪急千里山線関大前駅下車徒歩５分）
☆17:00から懇親会を行います。

※ 報告者は２名ですが、現在１名の報告者を募集中です。報告を希望される方は、５
月末までに下記のいずれかへご連絡ください。
○部会幹事 松本大輔（京都産業大学大学院）
携帯：080（3101）9464

E‑mail：chandai@cc.kyoto‑su.ac.jp

○部会長 王耀鐘（オウ ヨウショウ）（関西大学）
電話：06（6368）1121 ex 5534

E‑mail：oh@kansai‑u.ac.jp

※ なお、発表者が決まり次第、会員の方には別途ご案内を致します。
以上

中部部会だより
＜第28回中部部会報告（平成15年11月開催）＞
津田秀和（愛知学院大学）
平成15年11月８日（土）に愛知学院大学楠元キャンパスで開催された第28回中部部会
では、３名の報告があった。椙山三七男氏（静岡産業大学）の「A Skillへの道程−レ
スリスバーガーが目指したもの」は、経営学の在り方にまで到る報告であり、会場を十
分に納得させるものがあった。また、箕浦晃氏（東海学園大学）の「経営革新をうむマ
ネジメントの在り方 −経営風土作りの重要性を中心として−」では、経営革新を阻む
条件と促す条件、および経営革新の事例としての「トヨタのカイゼン」が示されたが、
実体験に基づく強みが感じられた。
辻村宏和氏（中部大学）の The Academy of Managementにおける報告の帰国レポー
ト」では、米国経営教育学界でも経営理論と経営手腕との因果性、ビジネス・スクール
におけるカリキュラムの在り方など、経営学の本質に関わる議論に高い関心が寄せられ
たことが語られ、興味をひいた。議事で櫻井克彦部会長と増田茂樹本学会副会長より報
告とお願いがあったあと、懇親会が行われた。
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関東部会だより
＜平成15年度第２回関東部会報告（平成15年12月開催）＞
加藤賢次郎（和光大学）
平成15年12月６日（土）、和光大学校舎にて経営教育学会の関東部会が開催された。
当日はとても寒い日だったが40名近い参加者があり、大変活気のある部会となった。
第１報告は、高千穂大学の高橋克己氏による「これからの銀行に必要とされる人事戦
略について」の報告であった。銀行での人事戦略における成果主義賃金制度などについ
ての興味深い内容であった。そのため、質疑においても活発な議論がなされた。第２報
告は、駒澤大学の中村公一氏による「M&Aの組織的推進体制の発展」の報告であった。
M&A推進体制の確立とM&Aプロセスのシステム化の段階に分け、報告された。質疑では、
様々なM&Aプロセスに対しての一般化方法やM&Aを適応するかどうかの決定方法について
の議論が交わされた。第３報告は、和光大学の小林稔氏による「情報通信技術（ICT）
導入による経済的効果に関する研究−情報サービスのサプライサイドからの考察−」の
報告であった。質疑は、1997年以降の分析結果についての動向やICTサービスについて
の詳細分析の難しさについての活発な議論がなされた。いずれの報告も、興味深い話で
大変勉強になった。
18時過ぎから懇親会会場に場所を移して、懇親会が行われた。上野哲郎先生による乾
杯が行われ、その後、会長の飫冨順久先生からの挨拶、大会会場校の代表である長谷川
先生からの挨拶が行われ、懇親会が始まった。30名弱の参加者があり、にぎやかな会と
なった。最後に増田先生からの締めのお言葉をいただき、懇親会は無事に終了した。
＜平成15年度第３回関東部会報告（平成16年３月開催）＞
坂本義和（立教大学）
平成16年３月９日（火）文京学院大学にて今年度第３回関東部会が開催され、30余名
の参加がみられた。
第１報告は、米山万里枝氏（文京学院大学大学院・東京女子医大母子センター看護士
長）による「看護管理におけるストレス対処能力SOCの有用性の検討」、コメンテータ
は宮下清氏（東京都立短期大学）であった。第２報告は、加藤賢次郎氏（和光大学）に
よる「高等教育現場におけるｅラーニングシステムの現状と課題」、司会・コメンテー
タは中村公一氏（駒澤大学）であった。第３報告は、福留民夫氏（文京学院大学）によ
る「期待される職業人像と行動基準」、司会・コメンテータは亀川雅人氏（立教大学）
であった。それぞれの発表において非常に有意義な報告がなされ、また報告後に活発な
質疑応答が行われた。
報告終了後、同大学センタービルの最上階サロン･ド･ブンキョウにおいて懇親会が開
催された。関東部会長亀川雅人氏（立教大学）の挨拶、開催校を代表しての文京学院大
学経営学部長清水春樹氏の挨拶、学会長のA冨順久氏（和光大学）の乾杯挨拶の後、都
心の夜景を望む会場にて20余名の参加者が会員同士の交流を深めた。
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九州部会だより
＜平成15年度第１回九州部会報告（平成15年12月開催）＞
新川本（長崎県立大学）
平成15年の年末、定例研究会が12月20日（土）13時より、アクロス福岡で開催された。
初めての場所での開催でもあり、参加者が揃うのを待ち、若干遅れて開始された。
日本文理大学の山邑陽一先生による「多国籍企業の法務戦略とリスク管理」というテ
ーマによる報告がなされた。企業法務を予防・コンプライアンス・臨床の３分野に分け
た上で予防法務に関し、法務戦略とリスク管理について報告された。さらに法学部教育
の中で企業法務に関する教育の必要性を説くものであった。この分野の研究・教育の重
要性を実感した報告であった。
引き続き、久留米大学の米永隆司先生の「経営診断論を担当して」というテーマの報
告が行われた。大学においての経営診断論の講義を通して、報告者が感じている経営教
育の現状が報告された。
その後、ワークショップとして「経営教育改革の一方向」というテーマのもと行われ
た。この席においても意見交換の風景がみられた。

第49回 全国研究大会日程のご案内
日程：平成16年５月28日（金）〜30日（日）
５月28日（金）は工場見学（キリンビール㈱横浜工場）
会場：東洋大学白山キャンパス（東京都文京区白山５‑28‑20）
都営地下鉄三田線 白山駅下車徒歩５分
東京地下鉄（東京メトロ）南北線 本駒込駅下車 徒歩５分
○５月28日(金) キリンビール㈱横浜工場
13:45

16:30 16:30
工場見学

18:00

理事会

○５月29日(土) 東洋大学白山キャンパス
9:30

11:05 11:15

自由論題

12:00

総会

13:00
昼食

16:30 16:40
統一論題

特別講演

○５月30日(日) 東洋大学白山キャンパス
9:30

11:05 11:15

自由論題

12:15

統一論題

13:00 14:00 14:10
昼食

統一論題
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学会事務局からのご連絡
◇◇年会費の納入について◇◇
平成16年度年会費の納期限は６月30日（会則第６条）となっておりますので、同
封の請求書にて期限までにお手続きください。また、口座から自動振替のお手続
きをされている方は５月10日（月）に振替えさせていただきましたので、通帳に
てご確認ください。

◇◇日本経営教育学会 事務所移転のお知らせ◇◇
このたび、本学会の事務所が移転することになりましたので、お知らせいたし
ます。
● 移転時期：平成16年５月中旬
● 住
所：東京都千代田区有楽町１丁目７番１号
有楽町電気ビル南館13階 （財）企業経営通信学院内
● 電話番号：03（3282）6211（学会専用）
● FAX番号：03（5220）4869
● E‑mail：name@yutori.or.jp（メールアドレスに変更はありません）

◇◇会員名簿の発行について◇◇
平成16年４月15日に会員名簿を発行いたしました。お名前が「す行」の一部の
方々（P.24に記載の方々）のメールアドレス欄に記載ミスがございましたので、お
手数ですが別添の要旨を貼付してご利用ください。また、記載事項（役員名簿、
個人会員名簿、法人会員名簿、所属機関別一覧）の誤りにお気づきの方は、学会
事務局まで電子メールまたはFAXにてご連絡いただければ幸いです。

お 詫 び
会報第226号（平成16年３月発行）第６面の「機関誌投稿論文募集」ならびに同「第
50回全国研究大会自由論題報告募集のお知らせ」で、問い合わせ先・応募先である学会
事務局の住所、電話番号、FAX番号に誤りがございました。会員の皆様にはこの場をお
借りしましてお詫び申し上げますとともに、会報委員一同、一段と気を引き締めて原稿
の校正に当たることをここにお約束いたします。
会報委員長 上野哲郎

編集後記
新緑の時期となりました。会員の皆様にはご健勝にてご活躍のことと存じます。今月下
旬には東洋大学にて第49回全国研究大会が行われます。多くの方々のご参加をお待ちして
います。
青淵正幸・細萱伸子
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