第310号

日本マネジメント学会

2018.3

No.310
【第310号 紙面案内】
第２面……第77回全国研究大会開催校案内
第３面……各部会から
第５面……各種連絡

第77回全国研究大会統一論題解題
第 77 回全国研究大会長
大会実行委員長

髙橋 淑郎（日本大学）
児玉

充（日本大学）

日本マネジメント学会第 77 回全国研究大会は、平成28年 6 月22日（金）から24日（日）まで
日本大学商学部において開催されます。「規制産業におけるイノベーションマネジメント
～医療・教育分野の新潮流～」という統一論題の下に、「医療と医療経営のイノベーション
の新潮流」「イノベーション経営の実践（ 1 ）
」「イノベーション経営の実践（ 2 ）」「教育の破
壊的イノベーション」という 4 つのセッションを設定しました。
世界的には国により程度の差はあれ、金融、保険、電力、電気通信、建設、運輸、医療、
教育などの産業が規制産業として広く認識されています。これら規制産業における産業政策
や競争戦略などを対象とした学術面での先行研究は主に産業組織論や産業・技術政策論の分
野で蓄積されてきています。一方、わが国では最近、楽天による携帯通信キャリアへの新規
参入や KDDI や NTT ドコモによる保険・銀行・証券業界との協業など異なる規制業界間で
のコンバージェンスも生じています。このような規制産業への新規参入や規制産業間でのコ
ンバージェンスは新たなビジネスモデルやイノベーションを生み出すトリガーともなってい
ます。
本統一論題では規制産業においてどのようにイノベーションを実現していくのかという命
題に対して、理論と実践のフレームワークの視点から議論していく予定です。特に少子・高
齢化に直面している日本の医療と教育分野のビジネスやサービスに対して、具体的な事例を
取り上げ、報告と討議を行います。
特別講演は、ICT 分野の R&D で世界最先端である NTT の是川幸士 理事にお願いし、
「NTT の R&D 戦略

－健康・医療× ICT を中心に（仮題）」と題してご講演いただきます。

活発で有益な議論が展開されることを期待しております。
期日：2018年 6 月22日（金）～ 24日（日）
会場：日本大学商学部キャンパス
東京都世田谷区砧 5 － 2 － 1
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第 77 回全国研究大会開催校案内
第 77 回全国研究大会長
大会実行委員長

髙橋 淑郎（日本大学）
児玉

充（日本大学）

日本マネジメント学会第 77 回全国研究大会は、平成28年 6 月22日（金）～ 24日（日）にかけ
て日本大学商学部で開催されます。第 65 回全国研究大会を本学部で開催し、今回は２度目
の開催となります。本学部は、新宿駅から小田急線急行で約 15 分の「成城学園前駅」で下
車、駅前から「渋谷行き」バスで約５分の所にあります。快速急行は成城学園前駅で停車し
ませんのでご注意ください。新宿駅から各駅停車でご来校の際は、約 25 分の「祖師ヶ谷大蔵」
で下車し、徒歩 10 分でキャンパスに着きます。
本学部は、1904年（明治37年）に創設され、2019年には 115 周年を迎えます。「21 世紀に
おける学びと創造の場」「滞留時間の長いキャンパス」をコンセプトにしたキャンパスの再
開発に着手し、新校舎が 2009年 9 月の新講義棟の完成に続き、2011年 9 月に講堂と学生食堂
を備えた新３号館と、アリーナやトレーニングルーム，部室等を完備した新体育館棟が完成
し、新しいキャンパスライフがスタートしました。
統一論題については、「規制産業におけるイノベーションマネジメント

～医療・教育分

野の新潮流～」というテーマを予定しています。ぜひ、多くの会員の皆さまにご参加いただき、
活発な議論が展開されますことを期待しております。
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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 30 年（2018 年）3 月 17 日（土）14：30 ～ 18：00

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（報告 40 分、質疑 20 分）
第 1 報告：14：30 ～ 15：30
テーマ：ダイナミック・ケイパビリティ構築におけるミドルマネジメントの貢献研究に向け
た概念整理
報告者：木下 耕二氏（東洋大学大学院経営学研究科博士後期課程）
第 2 報告：15：40 ～ 16：40
テーマ：M&A 戦略とビジネスモデル
報告者：大野 和巳氏（文京学院大学）
第 3 報告：17：00 ～ 18：00
テーマ：非営利法人における「創業者統治」の概念整理とガバナンス問題
報告者：川野 祐二氏（下関市立大学）
終了後：懇親会 18：15 ～

◇◇中部部会からのお知らせ◇◇
水野 清文（奈良学園大学）
中部部会では随時報告者を募集しております。
ご希望の方は中部部会部会長・蕎麦谷
市岩崎町竹ノ山 57

TEL：0561-74-1111

または、中部部会事務局・水野

茂（名古屋外国語大学

愛知県日進

E-mail：sobatani@nufs.ac.jp）

清文（奈良学園大学

立野北 3 丁目 12-1 TEL：0745-73-7800

〒 470-0197

〒 636-8503

奈良県生駒郡三郷町

E-mail：k-mizuno@nara-su.ac.jp）までお問い

合わせください。
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◇◇関西部会からのお知らせ（報告者の募集）◇◇
関西部会長

佐々木 利廣

平成 30 度第 1 回関西部会を以下の日程で開催予定です。現在報告者を募集しております。
報告を希望される方は、報告タイトル等（仮題でも結構です）を 5 月末までに下記の幹事あ
るいは佐々木まで御連絡くださいますようにお願い申し上げます。
なお関西部会では随時報告者を募集しております。
記
１．日時：平成 30 年 7 月 7 日（土）午後 1：30 分～
２．場所：大阪芸術大学スカイキャンパス（あべのハルカス 24 階）
〒 545-6090

大阪市阿倍野区阿倍野筋 1-1-43

24 階

３．その他（報告の応募先）
部会会長

佐々木利廣（京都産業大学）E-mail : sasaki@cc.kyoto-su.ac.jp

部会幹事

堀野亘求（大阪 NPO センター）E-mail : horino@osakanpo-center.com

携帯電話：090-8165-1809
以上

◇◇マネジメント実践研究部会報告◇◇
下境 芳典（東洋大学）
2018 年 1 月 6 日にマネジメント実践研究部会が東洋大学白山キャンパス 6 号館 6206 教室
において開催された。部会長の小椋康宏氏の挨拶ののち、和光大学の當間政義氏が「社会の
問題解決とビジネスデザイン

―植物工場への着目を事例として―」のタイトルで報告した。

當間氏の報告は、社会の問題解決に着眼を置いてビジネスをデザインするとどうかという問
題意識から、その可能性を示したものであった。食料に関する社会問題や植物工場ビジネス
をもととした考察から、ビジネスで直面する課題には既存の学問体系や蓄積された知見だけ
では見通せないものが多いこと、そのため仮説やモデルの探索や検証によって知識化するこ
とが重要であること、が指摘された。
休憩ののち司会の鈴木岩
行氏のコーディネートのも
と、フロアとの白熱した議
論がなされた。終了後は場
所を移しての懇親会であっ
たが、ここでも充実した議
論がなされた。

(4)

第310号

日本マネジメント学会

2018.3

山城賞の審査結果について
山城賞委員会委員長

松本 芳男

平成 29 年 11 月度会報にて山城賞（本賞）および山城賞奨励賞の募集をしておりましたが、
その応募状況および審査結果についてお知らせいたします。
１）山城賞（本賞）
4 名の会員から応募があり（自薦 3 名、他薦 1 名）、山城賞委員会において山城賞推薦
基準に基づいて応募作品を慎重に審査しました結果、柴田仁夫氏（自薦、埼玉学園大学
経済経営学部 専任講師）が受賞されました。受賞作品等は下記の通りです。
柴田仁夫著『実践の場における経営理念の浸透』（株式会社創成社）
なお、次の第 77 回全国研究大会（日本大学にて開催）において、受賞者を表彰し、表
彰状および記念品を授与いたします。
２）山城賞奨励賞
今回は応募がありませんでした。
次回の募集に当たっては、自薦・他薦を含めて会員の方々の積極的な応募を期待しており
ます。

会費支払方法の変更のお知らせ
学会事務局
平成 30 年 1 月度会報の送付時に、会費支払方法の変更について、柿崎会長より会員の皆
様方に文書でお知らせしましたが、改めて告知をいたします。
1）変更の実施時期
平成 30 年度会費より実施します。（ 5 月に会費請求書をご送付します。）
2）変更後の支払方法
①ゆうちょ銀行の振替口座による支払い ( 現行通り )
振替口座番号：0 0 1 5 0－7－5 3 5 0 6 4
振替口座名義：日本マネジメント学会
②みずほ銀行への振込みによる支払い（現行通り）
金融機関名：みずほ銀行

飯田橋支店（店番：0 6 1）

振込口座名義：日本マネジメント学会
口座種目・番号：普通 1 3 8 8 4 1 8
③他の金融機関からゆうちょ銀行への振込みによる支払い（新設、平成 30 年度実施）
金融機関名：ゆうちょ銀行（金融機関コード：9 9 0 0）
店名：〇一九（ゼロイチキュウ）店
口座種目・番号：当座 0 5 3 5 0 6 4
※ゆうちょ銀行での自動引落しによる支払いは、上記の会長文書にてお知らせしまし
たように、廃止となりました。
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平成29年度会費未納の方は至急納入をお願いします!!
学会事務局
平成 29 年度末（平成 30 年 3 月 31 日）まであとわずかとなりましたので、会費未納の方
は、会費の納入を至急お願いします。また平成 28 年度会費も未納の方は、2 年分の会費の納
入を折返しお願いします。なお、年度末に平成 28 年度、29 年度の 2 年間の会費を未納の方は、
自然退会となりますので、くれぐれもご留意下さい。
会費の納入方法は、①ゆうちょ銀行の振替口座による支払い、②みずほ銀行への振込みに
よる支払い、のいずれかです。①、②の口座種目・番号等は、本会報に別途記載の「会費支
払方法の変更のお知らせ」をご覧下さい。なお、①の場合は、本会報に同封の払込取扱票を
利用すれば、振込手数料は学会負担となります。

会員情報の変更は速やかにご連絡ください
学会事務局
従前から、会員の転居先等の変更連絡がないために、事務局に会報や機関誌が返送されて
くるケースがたびたび発生しており、会員情報の再確認や資料・文書の再送付など、学会の
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会員情報は、会員データの更新、維持、管
理等から大変重要なものです。また毎年春は、異動の時期に当たっておりますので、会員情
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。

10月19 日㈮から 21日㈰にかけて常葉大学において全国研究大会が開催される予定で
す。自由論題募集は 6 月締めで、詳細は 5 月の会報でお知らせします。積極的にご応
募ください。

編集後記
現在のパナソニックは、事業が軌道にのりはじめた松下幸之助が設立した松下電気器具
製作所にはじまります。その設立は今から100年前の1918年 3 月 7 日です。100年後のこの春、
会員皆々様にはどんな新しいドラマがはじまるのでしょうか？ ご所属ご住所の変更の際
は学会事務局にお知らせください。

発行

（会報委員会）

日本マネジメント学会
（旧称：日本経営教育学会）

〒162-0814 東京都新宿区新小川町 6-36
Ｓ＆Ｓビルディング３Ｆ
株式会社山城経営研究所内（担当：武市）
TEL 03-6674-1836 FAX 03-5228-1233
E-mail:name@kae-yamashiro.co.jp
URL:http://www.nippon-management.jp/
印刷

(6)

㈱ドットケイズ ℡03-5206-1626
E-mail : win@good-ks.co.jp

