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【第265号　紙面案内】
第２面…………第 62 回全国研究大会開催校案内
第３面…………第 62 回全国研究大会プログラム

第62回全国研究大会統一論題解題

大会実行委員長　櫻井 克彦（東海学園大学）

　この度、東海学園大学が当番校となって、「長寿企業の経営とその今日的意義―伝統と革

新―」を統一論題として、10月29日（金）、30日（土）、31日（日）の 3日間にわたり、日本経営

教育学会の第62回全国研究大会を開催させていただくことになりました。初日の29日は企業

見学と理事会を、30日は東海学園大学の三好キャンパスで統一論題報告と特別講演、また、

場所を移して懇親会を、そして31日は三好キャンパスで自由論題報告と統一論題シンポジウ

ムを予定しております。

　世界的な市場競争の展開と激化のなかで、いかにして成長し、生き残るかが、企業には求

められています。他方、地球環境問題の深刻化をはじめとする、さまざまな社会問題の発生

により、企業は経済的・物的な成長をひたすら追求するというこれまでの経営姿勢を見直す

とともに、社会経済および自然と動的に調和しつつその存続・維持に努めることを社会から

強く要請されております。こうした状況をどう理解すべきか、また、どのようにして課題の

解決を図るべきかが、喫緊の経営課題となっています。なお、わが国企業の場合、グローバ

ル化と価値変化の時代における日本的経営の行方について改めて考えることも、重要となっ

ております。

　日本には一世紀以上にわたって存続する長寿企業が数多く存在しますが、そうした長寿企

業にあっては、社会との調和を通じて企業の存続・維持を図ることが基本的目標として強調

される傾向にあります。また、長寿企業は長年にわたり環境変化の中を生き抜いてきた企業

であり、伝統を重視しつつも革新に積極的に取り組むことによって、市場と社会の支持を得

てきました。わが国の長寿企業について研究することは、日本的経営に対する理解を深める

ことにも寄与すると思われます。本大会では長寿企業に焦点を当てつつ、その特質や経営に

ついて論じるとともに、そこでの知見をもとに、現代の企業と経営を巡る上記の課題につい

て考えていきたいと思います。なお、特別講演では、ブラザー工業株式会社の社長、会長を

歴任され、現在、同社の相談役である安井義博氏の講演を予定しております。また、企業見

学では、徳川家康公の菩提寺である大樹寺の参詣と、カクキュー・ブランドで知られる合資

会社八丁味噌の工場見学を計画しています。いずれも統一論題のテーマに相応しい内容のも

のであり、会員の皆さまのご来聴とご参加を期待しております。
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開催校案内

東海学園大学

大会実行副委員長　堀田 友三郎（東海学園大学）

　東海学園大学についてご紹介します。東海学園は浄土宗の僧侶教師養成校をルーツとしま

す。明治21（1888）年に浄土宗学愛知志校として創設され、明治42（1909）年、学制改革により「私

立東海中学」と改称して新発足しました。校訓「勤倹誠実」のもと「ともいき（共生）」の

教えが推し進められました。

　東海中学・東海高校に加え、昭和37（1962）年には東海女子高校、昭和39（1964）年には東海

学園女子短大を設立しました。また、みよし市に5万坪の広大な敷地を得て、平成 7（1995）年、

東海学園大学（現）を開学しました。東海学園大学は、現在、大学院経営学研究科、大学三学

部五学科を擁しています。

　名古屋駅から伏見乗り換えで45分ほどかかりますが、伏見駅からは地下鉄鶴舞線一本（名

鉄豊田新線直結）で来校できます。多数の皆様方のご参加を期待しています。

　なお、10月29日午後には徳川家康公の菩提寺として名高く初代親氏以下の松平 8代当主の

ものと、家康公から14代家茂までの将軍の位牌（本人の等身大とされる）が安置されている

大樹寺と、家康公生誕の岡崎城より西へ八丁はなれた八町村（現：岡崎市八帖町）にある早

川久右ヱ門勝久が味噌の仕込みを始めたカクキュー八丁味噌の工場見学会とを企画していま

す。理事会は名古屋市中区にあります名古屋ガーデンパレス（午後 6時半開催予定）を予定

しています。

　10月30日、31日の両日は東海学園大学三好キャンパスで大会を開催いたします。30日夜の

懇親会は名古屋市昭和区八事にありますサーウィンストンホテル（http://ygw.jp/）で午後

6時半から開会します。多数の会員の皆さまのご出席をお待ちしています。

　なお、宿泊場所は名古屋駅から地下鉄一駅の伏見駅近辺、地下鉄鶴舞線沿線のホテルが便

利です。名古屋ガーデンパレス（052-957-1022）および名古屋伏見モンブランホテル（052-

232-1121）では学会名を言えば便宜が図られることになっています。

東海学園大学三好キャンパスへのご案内

名古屋駅から地下鉄伏見駅乗

り換え地下鉄・名鉄豊田新線

（名古屋市地下鉄鶴舞線直結）

三好ヶ丘駅下車徒歩 10 分（地

下鉄 290 円＋名鉄 330 円を通

しで購入可能です。）

【住所】

愛知県みよし市福谷町西ノ洞

21-233（TEL 0561-36-5555）

http://www.tokaigakuen-u.ac.jp/
で地図をご覧ください。
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日本経営教育学会第62回全国研究大会プログラム

統一論題「長寿企業の経営とその今日的意義 ―伝統と革新―」

第 1日　2009 年 10 月 29 日（金）

14：00～ 17：00 企業等見学　八丁味噌カクキューおよび大樹寺（徳川家菩提寺）

18：30～ 20：00 理事会（名古屋ガーデンパレス）

第 2日　2009 年 10 月 30 日（土）

9：30～ 16：00 受　付

10：20～ 10：25 開会挨拶　第 62回全国研究大会実行委員会委員長　櫻井 克彦

10：25～ 10：30 会長挨拶　日本経営教育学会会長　松本 芳男

10：30～ 14：30 統一論題報告

10：30～ 11：20 統一論題　1

11：30～ 12：20 統一論題　2

12：20～ 13：40 休　憩

13：40～ 14：30 統一論題　3

14：50～ 15：50 韓国経営学会からの派遣報告

16：00～ 17：00 特別講演

18：30～ 20：00 懇親会（会場：サーウィンストンホテル）

第 3日　2010 年 10 月 31 日（日）

9：00 受　付

9：30～ 11：40 自由論題報告

海外派遣報告

9：30～ 10：10 Ａ会場（自由論題） Ｂ会場（自由論題） Ｃ会場（（自由論題）

11：00～ 11：40 （自由論題） （自由論題） （自由論題）

11：40～ 12：30 （自由論題） （海外派遣） （自由論題）

12：30～ 14：30 休　憩

12：30～ 14：30 統一論題パネルディスカッション

12：30～ 14：30 統一論題パネルディスカッション（大講義室）

14：30 閉会挨拶　日本経営教育学会組織委員会委員長　吉村 孝司
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八島 雄士（九州共立大学）

　平成22年度第 1回九州部会が 7月10日（土）、13時30分より、27名の出席をえて，お茶の水

医療福祉専門学校（福岡市中央区）において開催され、下記の特別講演および報告が行なわ

れました。

特別講演：増田卓司（元 九州共立大学教授）

「私の経理パースン教育」 

第 1報告：本山晴子（有限会社 コ・リード）

「コーチングを活用した経営者教育の可能性」 

第 2報告：細野賢治（広島大学）

「タイにおけるアグロツーリズムの展開と政策支援」 

第 3報告：世良和美（広島大学・大学院生）

「企業と NPO の協働による社会貢献に関する一考察」 

　上記の報告について、フロアーからの質疑応答が活発に行なわれ、議論は懇親会までつづ

き、大変盛り上がりのある会となりました。参加された会員の皆さまに感謝申し上げます。

今後ともご協力をお願いいたします。

平成22年度第 1回九州部会報告

A	事務局【教務課・総務課】
 （ 1号館 1 F）

B	学生生活支援センター室
 （ 1号館 1 F）

C	就職課（ 2号館 1 F）

D	学生相談室保健センター
 （ 2号館 1 F）

E	電子掲示板（ 3号館 1 F）

F	情報教室（コンピュータ教室）
 （ 3号館 3・4 F）

G	図書館（ 3号館 1～ 3 F）

H	電子掲示板（ 4号館 1 F）

I	製図室（ 4号館 3 F）

J	 	健康教育学実習室・養護活動実習室
（ 4号館 3 F）

K	介護臨床実習室（ 4号館 3 F）

L	学生食堂（厚生棟 1・2 F）

M	コンビニ（厚生棟 2 F）

N	プール

O	トレーニングルーム

三好キャンパス　キャンパス地図
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◇◇関東部会開催のご案内◇◇
開催校担当教員： 松本 芳男（日本大学）

●日　時：2010年11月27日（土）13:30 ～ 17:00
●場　所：日本大学商学部　 1号館 2階　1202教室
●報告プログラム
　　　※報告：40分、コメント・質疑20分

第 1報告：13:30 ～ 14:30
報 告 者：小山 大介（神奈川大学大学院 経営学研究科 博士前期課程）
テ ー マ：「アジア型コーポレート・ガバナンス―資本市場の整備と監査体制の確立―」
コメンテーター：田中 信弘（杏林大学）
司 会 者：高橋 宏誠（英国国立ウェールズ大学）
　　（10分休憩）

第 2報告：14:40 ～ 15:40
報 告 者：森内 みね子（よこはま看護専門学校）
テ ー マ： 「自治体病院の組織文化の研究―神奈川県Ａ地域における民間病院との比較

を通して―」
コメンテーター：小川 達也（東京富士大学）
司 会 者：野村 佐智代（創価大学）
　　（20分休憩：コーヒーブレイク）

第 3報告：16:00 ～ 17:00
報 告 者：芦澤 成光（玉川大学）
テ ー マ：「シャープの全社レベル戦略の転換」
コメンテーター：安田 賢憲（東京富士大学）
司 会 者：石井 泰幸（千葉商科大学）

●参加費等：参加費500円、懇親会費3000円
●お問い合わせ：関東部会長・佐久間信夫（042-691-6994　nsakuma@soka.ac.jp）

◇◇中部部会開催のご案内◇◇
　日本経営教育学会中部部会では、第42回中部部会開催を、下記のとおり予定いたしており
ます。皆さま奮ってご参加くださいますようお願い申し上げます。
●日　時：平成22年11月20日（土）14:00 ～ 17:30

プログラムに下記のとおり一部変更があります。
変更後→第 1報告　司会・コメンテーター：藤木善夫氏（愛知産業大学）
他のプログラムに変更はありません。前号に記載しておりますので、ご参照ください。

●お問い合わせ：中部部会長・堀田 友三郎
　　　　　　　　（0561-36-5555, hottat@tokaigakuen-u.ac.jp）

　詳細につきましては、中部部会事務局・藤木善夫（愛知産業大学 岡崎市岡町原山12-5　
TEL;0564-48-4511, yfujiki@asu.ac.jp）までお問い合わせください。
また中部部会では随時報告者を募集しております。ご希望の方も上記藤木宛お知らせくだ
さい。

◇◇関西部会開催予定のご案内◇◇
●日　時：平成22年11月20日（土）または12月 4日（土）13：30～ 16：45に開催予定
●場　所：大阪府立女性総合センター（ドーンセンター）4階

〒540-0008 大阪市中央区大手前1-3-49（TEL 06-6910-8500）
JR 東西線大阪城北詰駅 2号出入口から西へ550ｍ
京阪天満橋駅・地下鉄谷町線天満橋駅 1番出口から東350ｍ。

●懇親会：報告会終了後17時30分より例年通り懇親会も行います。
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会場は東天紅 OMM ビル店（谷町線天満橋駅 1番出口すぐ、京阪天満橋駅東出口
徒歩 1分、TEL 06-6944-1015）を予定しています。

●報告者の募集：  ご報告を希望される方は、部会幹事までお知らせください。3名に達し次
第、締め切らせていただきます。

●連絡先：部会幹事　陳 惠貞（関西大学大学院）E-mail : eb8d101@kansai-u.ac.jp
● 会場予約が抽選のため、現時点では日程が確定しておりませんので、詳細は別途ご案内を
申し上げます。

◇◇九州部会開催のご案内◇◇
　平成22年度第2回九州部会を、経営行動研究学会九州部会との共催で、次のように開催い
たします。開催日が近づきましたら、部会所属の会員には、メールまたは郵送にてご案内い
たします。なお、九州部会事務局では、随時報告者を募集しております。希望される方は、
八島雄士（yashima@kyukyo-u.ac.jp）までご連絡ください。
　日 時： 平成23年 3月 5日（土）13:30より
　場 所：  お茶の水医療福祉専門学校福岡校（地下鉄 赤坂駅 4番出口下車徒歩 3分、西鉄福

岡駅中央口下車徒歩 8分 http://www.ochanomizu-f.ac.jp）

機関誌投稿論文、日本経営教育学会山城賞および山城賞奨励賞、アメリカ
経営学会経営教育部会への派遣報告者、韓国経営教育学会への派遣報告者
のお申し込みやお問い合わせは、下記までお願いいたします。

日本経営教育学会事務局（担当：魚住 良三）

〒102-0072　東京都千代田区飯田橋 4-8-4　㈱山城経営研究所内

TEL 03(3264)2100　FAX 03(3234)9988　E-Mail　name@kae-yamashiro.co.jp

郵便自動払込をご利用ください
手続：イ）郵便口座の取得
　　　ロ）最寄りの郵便局に出向き『自動払込利用申込書』に記入
　　　　　　払込先加入者名：日本経営教育学会
　　　　　　払込先口座番号：００１５０－７－５３５０６４
　　　　　　払込開始月：平成 23年 4月から
　　　　　　払込日：毎年 4月 10日（再払込日　25日）
　なお、領収書が必要な方はＥメールでご連絡ください。
ぜひご協力ください。

日本経営教育学会事務局

年
会
費
の
支
払
い
に
つ
い
て

編集後記

　会報第265号をお届けします。10月29日（金）～ 31日（日）、東海学園大学において第62回全国研

究大会が開催されます。会員の皆さまの多数のご参加により、ご発表を踏まえての活発な議論が

できますことを期待しております。 樋口弘夫・杉田あけみ

発行　日本経営教育学会
〒102-0072 東京都千代田区飯田橋 4-8-4
株式会社山城経営研究所（担当：魚住）
TEL 03-3264-2100　 FAX 03-3234-9988
E-mail:name@kae-yamashiro.co.jp
URL:http://www.j-keieikyoiku.jp/
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