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第73回全国研究大会統一論題解題
実行委員長

中村 公一（駒澤大学）

第73回全国研究大会は、6月17日～ 19日に駒澤大学にて開催されます。統一論題は、「企業
変革と戦略マネジメント」とし、環境の変化が企業のマネジメントにどのような変革をもた
らし、戦略を変えていくのか、ということを多面的に議論します。統一論題セッションでは、
3つを予定しています。①規制や制度が企業のガバナンスやマネジメント、戦略をどう変え
るのか。②企業に対する支援機関は、マネジメントにどのような影響を与えるのか。③厳し
い競争にある業界のなかで、中小企業にはどのような変革が求められるのか。こうしたさま
ざまな視点から、現在の企業の直面している課題について検討します。
統一論題でもご登壇頂く近藤宣之氏の経営されている株式会社日本レーザーは、企業見学
先でもあります。同社は、「キャリア支援企業表彰 2015」（厚生労働省）に選定され、従業
員の自律的なキャリア形成の支援に取り組む企業として高く評価されています。実際に企業
を見学し、その後にご講演頂くことによって、その取り組みについての理解を深めます。
特別講演では、本学の仏教学部教授である石井清純氏に禅の考えから見る実践についての
テーマでご講演頂きます。本学会の使命は、マネジメントに関するアカデミックな原理研究
と実務的経験との交流を通じて、「新たな知の創造」と「有能な人材育成」を図ること、と
しています。つまり、経営に関する学術的な原理と、実務の経験が合わさることによって、
実践能力・新しい知が向上していくと考えています（KAE の原理）。禅の世界では長い歴史を
通して、実践についての探求が行われており、本学会のアイデンティティに関わることを異
分野から勉強していきたいと考えています。
以上のように、盛り沢山の内容ではありますが、駒澤大学開催だからできることを考えて
企画を進めております。皆様のお越しをお待ちしております。
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◇◇関東部会からのお知らせ◇◇
佐藤 一義（立正大学）
日本マネジメント学会関東部会を下記の通り、開催いたします。会員の皆様、奮ってご参
加くださいますよう、よろしくお願いいたします。
日

時：平成 28 年 4 月 16 日（土） 14：00 ～ 17：30

会

場：立正大学・品川キャンパス（品川区大崎 4 － 2 － 16）11 号館 8 階・第 6 会議室

参加費：1000 円

懇親会費：3000 円

問い合わせ先：関東部会長

佐藤一義（sato@ris.ac.jp:03-3429-7255）

報告プログラム
第 1 報告：14：00 ～ 15：00
報告者：文載皓（常葉大学）
テーマ：「多国籍企業の CSV 戦略」
第 2 報告：15：10 ～ 16：10
報告者：平井宏典（和光大学）
テーマ：「博物館評価における経営の自立性に関する一考察」
第 3 報告：16：30 ～ 17：30
報告者：董晶輝（東洋大学）
テーマ：「不確実性下の投資決定基準」
終了後：懇親会（18：00 ～）

※関東部会では、随時、報告者を募集しております。関東部会会長・佐藤一義（sato@ris.
ac.jp）または、関東部会幹事・當間政義（和光大学 m-toma@wako.ac.jp）まで、報告者の
お名前、ご所属、報告テーマ等をお知らせください。ご連絡をお待ちしております。
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◇◇中部部会からのお知らせ◇◇
水野 清文（奈良学園大学）
日本マネジメント学会中部部会では、第 53 回中部部会を、経営行動研究学会、経営哲学
学会との 3 学会合同により開催予定です。皆様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 28 年 5 月 28 日（土）

●場

所：中京大学

●お問い合わせ：中部部会長・藤木

善夫

（0561-36-5555, fujiki@tokaigakuen-u.ac.jp）
詳細につきましては、中部部会事務局・水野清文（奈良学園大学 〒636-8503 奈良県生駒
郡三郷町立野北 3 丁目12-1 TEL;0745-73-7800, k-mizuno@nara-su.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。ご希望の方も上記水野宛にお知らせく
ださい。

◇◇国際委員会からの報告◇◇
国際委員会では日本マネジメント学会と協定を結んでいる韓国経営教育学会の秋季学術大
会に派遣者を送った。今回の韓国経営教育学会は 2015 年 11 月 21 日に韓国大田市にある
KAIST（Korea Advanced Institute of Science and Technology）で開催された。この KAIST とい
う大学は理工系の専門家を育成することで名声が高いが、経営学や会計学の分野でも優れた
教育機関として知られている。
日本マネジメント学会からの派遣者は中村久人氏（東洋大学現代社会総合研究所客員研究
員 ） で あ り、 発 表 テ ー マ は ‘The Emergence of Born Global Companies: the Secret of Early
Internationalization and Sustainable Competitive Advantages’ であった。
日本の経営学関連学会が一般的に土日の二日間にかけて発表時間を持つことに対し、韓国
経営学関連学会は土曜日に集中する傾向があるのが特徴である。このような傾向は韓国経営
教育学会も同様、土曜日に日程が集中していた。特筆すべき内容は、米国の経営学会に倣い、
社会的に優れた企業や組織を選抜し、経営大賞を授賞することであった。今回の経営大賞の
受賞者は、企業 2 カ所、商工会議所１カ所であった。
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山城賞等の審査結果について
山城賞委員会
平成 28 年 11 月度会報にて山城賞及び山城賞奨励賞の募集をしておりましたが、審査の結
果、両賞とも該当者がいない結果となりましたので、お知らせします。
次回の応募時には、自薦・他薦を含めて積極的に応募されることを期待しております。

会費の自動引落しに関するお願いについて
会費の支払いに関しては、現在ゆうちょ銀行の自動引落し制度があり、100 数十名の方が
登録をされております。今年は 4 月 11 日（月）に引落しがなされ、この日に十分な口座残高
がないために引落しが出来ない場合は、4 月 25 日（月）に再度引落しがなされることになっ
ております。
せっかく自動引落しの登録をされても、毎年２回の引落し日に引落しが出来ない方が多数
おられますので、会費引落しが可能となるように残高を確認頂き、不足額がある場合には、
引落し日までに必要金額を補充して頂きたくお願い申上げます。

住所変更・勤務先変更等は速やかにご連絡ください
現在会報、機関誌、会費の請求書等は、費用や使い勝手のために、宅配ＤＭ便（旧メール
便）を利用して発送していますが、転居先等の変更の連絡がないために、事務局に返送され
てくるケースがたびたび発生しています。（郵便の場合と異なって、ＤＭ便は転居先には転
送されません。）このために、これらの資料・文書を再度郵便で送付するなど、事務処理に
大変支障が生じています。
自宅住所、勤務先、電話、メールアドレス等の人事情報は、会員データの更新、維持、管
理の点からも大変重要なものです。つきましては、人事情報の変更がありましたら、必ずメ
ールやゆうちょ銀行の払込取扱票の通信欄に記載して、速やかに学会事務局までご連絡を頂
きたくお願い申し上げます。
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会員の新刊著書を紹介します
水野清文著『PB 商品戦略の変遷と展望』株式会社晃洋書房

2,900 円＋税

清剛治著『Educational System Innovation for Regional Economic and Social Development―
Revitalization in Lowell、Massachusetts―』
弘前大学出版会 5,600 円＋税
※会員の皆様の新刊著書を紹介しますので、事務局へ献本（１冊）をお願い致します。

編集後記
もうすぐ新年度です。ご住所やご所属の変更がございましたら事務局までお知らせくだ
さい。お待ちしております。
（会報委員会）
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