
 

日本マネジメント学会第 73回全国研究大会プログラム 

統一論題 「企業変革と戦略マネジメント」 

会場：駒澤大学 駒沢キャンパス 

 

第 1日 2016年 6月 17日（金） 

15:00～17:00 企業見学 株式会社日本レーザー（東京都新宿区西早稲田 2－14－1） 

18:00～ 理事会 駒澤大学 大学会館 246 6－2会議室  

 

第 2日 6月 18日（土） 

9:00～ 受付 本部棟・中央講堂 

9:30～9:35 会長挨拶  日本マネジメント学会会長  柿崎 洋一氏 

9:35～9:40 開会挨拶  第 73回全国研究大会実行委員会委員長  中村 公一氏 

 

9:40～15:40 統一論題セッション （報告:各 40分 討論 70分 計 150分）本部棟・中央講堂 

9:40～12:10 統一論題セッション 1 ＜企業システムの変革と戦略＞ 

報告者（1） 大石 孝氏（三菱ＵＦＪ国際投信株式会社 専務取締役） 

報告テーマ（1） 国際的な金融規制改革（仮） 

報告者（2） 市古 勲氏（東海学園大学） 

報告テーマ（2） コーポレート・ガバナンス関連新制度に対する日本企業の対応状況 

コメンテーター 大野 和巳氏（文京学院大学） 

司会者 佐久間 信夫氏（創価大学） 

12:10～13:00 休 憩 （1－204）  

13:00～15:30 統一論題セッション 2＜零細企業の変革と戦略＞ 

報告者（1） 乾 進一氏 （株式会社日本政策金融公庫 上席グループリーダー代理） 

報告テーマ（1） 国民生活事業における事業再生の取組み 

報告者（2） 野長瀬 裕二氏（摂南大学） 

報告テーマ（2） ＭＯＴ教育による地域ものづくり中小企業の変革支援 

コメンテーター 堀田 友三郎氏（東海学園大学） 

司会者 石毛 昭範氏（拓殖大学） 

15:40～16:50 会員総会 本部棟・中央講堂 

 

17:00～18:00 特別講演 本部棟・中央講堂 

報告者 石井 清純氏（駒澤大学仏教学部教授・元学長） 

報告テーマ 禅における理論と実践 ―「行解相応(ぎょうげそうおう)」ということ― 

司会者 中村 公一氏（駒澤大学経営学部教授） 

 

 18:10～19:40 懇親会 学生食堂・2階 

  



第 3日  6月 19日（日） 

9:00 受付 本部棟・中央講堂 

 

9:30～12:00 統一論題セッション （報告：各 40分 討論 70分 計 150分） 本部棟・中央講堂 

9:30～12:00 統一論題セッション 3 ＜厳しい状況に立ち向かう中堅企業の変革と戦略＞ 

報告者（1） 近藤 宣之氏（株式会社日本レーザー 代表取締役） 

報告テーマ（1） 厳しい経営環境を克服する ―社員と企業の自己革新― 

報告者（2） 村山 元理氏（常磐大学）  

報告テーマ（2） スピリチュアリティとリーダーシップ ―意思決定の背後にあるもの 

コメンテーター 大杉 奉代氏（香川大学） 

司会者 渡辺 伊津子氏（駒澤大学） 

12:00～13:00 休 憩   9号館（9－173、9－174） 

12:00～13:00 第 74回大会委員会  9号館（9－172） 

 

13:00～15:10 自由論題報告・国際セッション （各報告 報告：25分 コメント及び質疑:15分 計 40分） 

13:00～13:40 A会場 9－170（自由論題） B会場 9－177（自由論題） C会場 9－280（自由論題） 

報告者 水野 清文氏（奈良学園大学） 草野 千秋氏（文京学院大学） 後藤 浩士氏（福岡大学大学院） 

報告テーマ グループ内企業における企業文化

の管理方法 

研究開発チームにおける創造性を

高めるメカニズム 

まちづくり会社の理念と現実： 

マネジメントとガバナンスの観点

から 

コメンテーター 郭 智雄氏（九州産業大学） 間嶋 崇氏（専修大学） 石井 泰幸氏（千葉商科大学） 

司会者 松村 洋平氏（立正大学） 大東 正虎氏（岡山商科大学） 大平 義隆氏（北海学園大学）  

13:45～14:25 （自由論題） （自由論題） （国際セッション） 

報告者 奥山 雅之氏（多摩大学） 

陳 俊甫氏（広島大学） 

羽田 明浩氏（国際医療福祉大学） 1. Hyoung-Goo Kang (Hanyang 

University) “Corporate Social 

Responsibility: A Behavioral 

Theory of the Firm Perspective” 

2. Jun-Hwan Yang (Dankook 

University) “Relational Support 

as Moderator in Self-Efficacy 

and Entrepreneurial Intention 

of Korean University Students” 

司会：文 載皓氏（常葉大学）  

報告テーマ 中小企業の技能教育における教育

者と学習者の認知差についての一

考察 

2025年問題に向けた病院経営戦

略 

コメンテーター 遠藤 真紀氏（九州情報大学） 小島    愛氏（立命館大学） 

司会者 村橋 剛史氏（朝日大学） 早川 淑人氏（札幌学院大学）  

14:30～15:10 （自由論題） （自由論題） （自由論題） 

報告者 松岡 次弘氏（中小企業診断士） 堀野 亘求氏（京都産業大学大学

院） 

木下 耕二氏（東洋大学大学院） 

報告テーマ グローバル・ニッチトップ中小企

業における競争優位の研究 

中間支援組織のパートナーシップ

形成について―ＮＰＯ等を支援す

る中間支援組織の多様なパートナ

ーシップ調査より― 

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 

コメンテーター 金綱 基志氏（南山大学） 松藤 賢二郎氏（福岡工業大学） 石坂 庸祐氏（九州共立大学） 

司会者 東 俊之氏（金沢工業大学） 佐藤 一義氏（立正大学） 亀倉 正彦氏（名古屋商科大学） 

閉会挨拶  日本マネジメント学会組織委員会委員長 亀川 雅人氏 


