日本マネジメント学会 第 72 回全国研究大会プログラム
統一論題

産学連携のマネジメント

会場 : 香川大学幸町南キャンパス

第 1 日 2015 年 10 月 23 日（金）

13:45 企業見学（アオイ電子株式会社） 現地集合
香川県高松市香西南町 455-1
17:00 理事会 （香川大学 又信記念館 3 階 第 1 会議室）

第 2 日 2015 年 10 月 24 日（土）

9:30～16:00 受付【1 号館 1 階】
10:00～10:05 開会挨拶 第 72 回全国研究大会実行委員会委員長 大杉奉代
会長挨拶 日本マネジメント学会会長 柿崎洋一
産学シンポジウム 1
1 号館 21 講義室
（報告者 30 分、各予定討論者 15 分、討議 70 分 計 130 分）
10:10～12:30
産学シンポジウム 1
報告者
坂井貴之氏（株式会社テクノネットワーク四国 代表取締役社長）
テーマ
産学連携のマネジメントと地域活性化
予定討論者
東俊之氏（金沢工業大学）
、戸前壽夫氏（岡山大学）
コーディネーター 大平義隆氏（北海学園大学）
、櫻澤仁氏（文京学院大学）
12:30～13:30 昼食 1 号館 11 講義室 大学内生協
産学シンポジウム 2
1 号館 21 講義室
（報告者 30 分、各予定討論者 15 分、討議 70 分 計 130 分）
13:30～15:40
産学シンポジウム 2
報告者
中住慎一氏（株式会社アドメテック 代表取締役社長）
テーマ
産学連携のマネジメントとライフサイエンス・ベンチャー
予定討論者
櫻井敬三氏（日本経済大学大学院）
、中野剛治氏（東洋大学）
コーディネーター 加藤茂夫氏（専修大学）
、佐藤一義氏（立正大学）
特別報告
15:50～16:30
報告者
テーマ
司会者
記念講演
16:40～17:40
講演者
テーマ
司会者

1 号館 21 講義室
特別報告
河野重榮氏（獨協大学）
山城学説の展望とその後の展開
小椋康宏氏（東洋大学）
1 号館 21 講義室
記念講演
上田昌孝氏（株式会社ディノス・セシール 相談役）
人材開発と企業の競争力
大杉奉代氏（香川大学）

18:00～ 懇親会

第 3 日 2015 年 10 月 25 日（日）

9:00～12:00 受付【1 号館 1 階】

産学シンポジウム 3
1 号館 21 講義室
（報告者 30 分、予定討論者 15 分、討議 45 分 計 90 分）
9:20～10:50
産学シンポジウム 3
報告者
三宅徹氏（株式会社未来機械 代表取締役社長）
テーマ
産学連携のマネジメントの原理
予定討論者
瀬戸正則氏（広島経済大学）
コーディネーター 櫻井克彦氏（東海学園大学）

自由論題報告 1

（報告 25 分、コメントおよび質疑 15 分 計 40 分）
A 会場
1 号館 12 講義室

10:55～11:35

B 会場
1 号館 13 講義室

C 会場
1 号館 23 講義室

D 会場
1 号館 24 講義室

報告者

山口裕之氏
（東洋大学）

兪成華氏
（中国福建工程学院）

三宅章介氏
（東海学園大学）
、
大鹿哲郎氏
（名古屋大学大学院）

細萱伸子氏（上智大学）
、
新井範子氏（上智大学）
、
竹内明日香氏（上智大学）
、
大内章子氏（関西学院大学）

テーマ

組み込みシステムの
肥大化と開発組織

日本企業の国際人的資源
マネジメント
－南アフリカにおける日
系４社の事例を中心に

我が国におけるキャリア教
育の導入と社会との連携に
ついての一考察－特に、勤労
観・職業観育成の観点より－

高学歴専門職女性のキャリ
ア中断変更と子育て負担

児玉充氏（日本大学）

木村有里氏（杏林大学）

杉田あけみ氏
田口智子氏
（千葉経済大学短期大学部） （北翔大学短期大学部）

コメンテーター

司会者

羽田明浩氏（国際医療福祉大学） 辻村宏和氏（中部大学）

上野哲郎氏（和光大学）

速水智子氏（中京大学）

11:35 分～12:25 昼食 1 号館 11 講義室 大学内生協
自由論題報告 2
12:25～13:05
報告者
テーマ

（報告 25 分、コメントおよび質疑 15 分 計 40 分）

A 会場
1 号館 12 講義室
梅木眞氏
（流通経済大学）
制度への戦略的適応、選択
及び変革のマネジメント

B 会場
1 号館 13 講義室
フンディンチョン氏
（和光大学）
ベトナム企業のコーポレート・ガ
バナンスに関する一研究－日本企
業の実態調査との比較において

C 会場
1 号館 23 講義室
佐藤聡彦氏
（明治大学大学院）
石坂泰三と土光敏夫の事
業哲学の探求

D 会場
1 号館 24 講義室
石井清香氏
（立教大学大学院）
女性の管理職登用を阻む要
因－日米人事制度の観点か
らの考察－

コメンテーター

佐々木利廣氏（京都産業大学） 加藤里美氏（愛知工業大学）

杉田博氏（石巻専修大学）

司会者

日野隆生氏（東京富士大学） 篠原 淳氏（熊本学園大学）

大平浩二氏（明治学院大学） 市古勲氏（東海学園大学）

自由論題報告 3

（報告 25 分、コメントおよび質疑 15 分 計 40 分）
A 会場
1 号館 12 講義室

13:10～13:50

池田玲子氏（羽衣国際大学）

B 会場
1 号館 13 講義室

C 会場
1 号館 23 講義室

D 会場
1 号館 24 講義室

報告者

石毛昭範氏（拓殖大学）

早坂明彦氏（聖徳大学）

河野律子氏（埼玉県庁）

テーマ

経営者にとってのワークル
ール教育のあり方

男性社員のワークライフバラ
ンスについて

農業者における戦略的意思
決定

樋口弘夫氏（和光大学）

小原久美子氏（県立広島大学） 細野賢治氏（広島大学）

コメンテーター

司会者

岡部勝成氏（日本文理大学） 郭智雄氏（九州産業大学）

自由論題報告 4
13:55～14:35

A 会場
1 号館 12 講義室

槇谷正人氏（摂南大学）

（報告 25 分、コメントおよび質疑 15 分 計 40 分）
B 会場
1 号館 13 講義室

C 会場
1 号館 23 講義室
芳賀英明氏
（東京経営短期大学）

D 会場
1 号館 24 講義室

報告者

相原章氏（成城大学）

テーマ

ファーストリテイリング経営
労働対価情報による行動 者・柳井正による経営戦略の形
変容の検証：
「社会規範」 成に関する研究
行動と「市場規範」行動 －DC 戦略論を実現したドラッ
カー経営論－

準拠集団が自己とブランドの
結びつきに及ぼす影響
－活性化された自己を取り込
んだマーケティング・コミュニ
ケーションへの戦略的適応

研究開発効率に関する一考
察

粟屋仁美氏（敬愛大学）

大野和巳氏（文京学院大学）

木村敏夫氏（流通科学大学）

田中雅子氏（帝塚山大学）

大東正虎氏（岡山商科大学）

コメンテーター

司会者

14:35 閉会

朱亮氏（東洋大学大学院）

松藤賢二郎氏（福岡工業大学）

川野祐二氏（下関市立大学） 仁平晶文氏（千葉経済大学）

藤井辰朗氏（中部大学）

