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開催校案内   

 

アメリカ聖 公 会 の宣 教 師 、チャニング・ムー

ア・ウィリアムズ主教が日本 に渡 ってきたのは、

まだキリスト教の布教が禁じられていた 1859 年

のことです。偉大 な志 を持 って伝道に従事 した

ウィリアムズ主教は 1874 年、東京築地の外国

人居留地に英学 と聖書を教える私塾を開 きま

した。わずか数人の生徒で始まったこの小 さな学校は「立教学校 」と呼 ばれまし

た。これが現在の立教大学の始まりです。1907 年、専門学校令により、「立教

大学 」（英語名セントポールズカレッジ）として文部大臣から設立の許可を受け、

文科 、商科および予科が置かれました。すべて原書による宣教師たちの授業は

人気を呼び、学生数も増加していきました。  

立教大学が、池袋に移転したのは 1918 年 9 月 11 日のことです。翌年 5

月 31 日、本館 、礼拝堂、図書館、食堂 、寄宿舎の落成式が盛大に行われま

した。当時のライフスナイダー総理は「本校の教育は元来 ３つの要点に着目して

いる。即ち体育 、智育 、霊育である。…されど本校教育の眼目点は霊育にある」

として、キリスト教 の信仰に裏付けられた全人教育 を促 しています。これは智育

偏重を戒め、知性 、感性 、そして身体のバランスのとれた本当の意味での教育

を意味 し、そこには人を愛することや、人の痛みを分かち合える豊かな感受性を

育む姿勢が表れています。このような教育者達に導かれ、立教は広い視野と将

来への展望を培い、総合的な判断力を養成する、いわゆる”リベラル・アーツ”の

学校としてその地位をゆるぎないものにしました。  

“自 由の学府 ”とも呼 ばれる立教大学 。自由 とは、無秩序や、恣意的なもの

ではありません。教育理念 としての自由 とは、人間 をある一定の型に当てはめる

のではなく、それぞれの人が生まれながらに与 えられた資質を育み、それが伸び

伸びと開花できるよう、できるかぎりの援助を惜 しまないというものです。高度な学

問を修めるということは、それだけ知識の照 らす視野が広がり、制 限から解放 さ

れるということで新 しい何かを創造するには不可欠な条件です。現象 にとらわれ

ず、常にその本質に迫ろうとする自由の精神こそが立教の精神といえます。  
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日本マネジメント学会  

会員各位  

大会実行委員長  

 鈴木秀一 （立教大学 ）  

 

日本マネジメント学会第 79 回全国研究大会のご案内  
 

日本マネジメント学会第 79 回全国研究大会を、2019 年 6 月 7 日 （金 ）、8

日 （土 ）、9 日 （日 ）に立教大学池袋キャンパスにて開催することとなりました。  

立教大学池袋キャンパスは 1918 年に築地から池袋へ移転し、1919 年 5

月 31 日、本館、礼拝堂、図書館 、食堂 、寄宿舎 （現 2 号館、3 号館 ）の落成

式が開かれ、池袋キャンパスとしての歩みを開始 しました。それからちょうど 100

年を経て、今回の大会が開かれるのも、ただの偶然とはいえない気がします。  

すでに会報第 314 号でお知らせした通 り、統一論題は「実 ・学一体の経営

教育 」です。４人の実務家から経営学の必要性や問題点を論 じていただき、そ

の議論の上に４人の研究者から実務 と理論の関係や経営教育のあり方 につい

て発表 していただきます。双方向からの対話を通 じて、経営実務 と経営理論は

ともに発展するものと考えるからです。  

学会創立 40 周年に当たる今大会では、記念講演として齊藤毅憲氏 （横浜

市立大学名誉教授 ）と櫻井克彦氏 （名古屋大学名誉教授 ・東 海学園大学

名誉教授 ）にご登壇いただきます。  

また、前年 と同じく、韓国経営教育学会より派遣報告があります。  

企業見学は株式会社 フジサワ・コーポレーションを訪問 します。同社は高品

質なグラフィックスプリントへのこだわりを強みとして、革新的な制作物を生み出 し

ている企業です。なお、工場規模の関係から参加人数に制限を設けさせていた

だきます。  

会員の皆様のご参加を、大会実行委員一同、お待ち申 し上げます。  
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日本マネジメント学会 第 79回全国研究大会プログラム 
6月 7日（金） 企業見学 14：00～15：30 

株式会社フジサワ・コーポレーション  https://fujisawa-corp.co.jp/ 

（屋内外広告・看板・店舗などサイン・ディスプレイの総合企画・制作・施工など） 

参加定員：20名（※参加申込の方法は、本大会プログラム 6ページをご覧ください） 

訪問先：東京都北区中里 2-7-5（最寄駅：JR山手線・東京メトロ南北線 駒込駅） 

※集合と解散は、上記訪問先と異なります。詳細は別途参加者にお知らせします。 

  

6月 8 日（土） 受付 9：00～18：00 ［５号館１階 5122教室前］ 

■ 9：40～10：00 開会の挨拶 ［５号館１階 5122教室］  

         学  会  長   亀川雅人氏（立教大学） 

         大会実行委員長 鈴木秀一氏（立教大学） 

■10：00～12：00 統一論題セッション(1) ［５号館１階 5122教室］  

司会 谷内篤博氏（実践女子大学） 

10：00～10：30 
中島弘晶氏（株式会社中島商会 代表取締役社長） 

経営学と実学～閉鎖的同族経営からの脱却～ 

10：30～11：00 
林 征治氏（株式会社ニコン） 

実務家がリカレント教育に期待すること－MBA取得者へのインタビューをもとに－ 

11：00～11：30 
浜野慶一氏（株式会社浜野製作所 代表取締役） 

産学地域連携のモノづくりと価値創造 

11：30～12：00 
和田成史氏（株式会社 OBC 代表取締役） 

デジタルトランスフォーメーションによる産業構造の変化 

12：00～13：00 理 事 会 ［５号館１階 第１・第２会議室］ 

■13：00～14：30 統一論題セッション(1)パネルディスカッション ［５号館 1階 5122教室］ 

司会 村井 淳氏（東急電鉄株式会社 取締役・執行役員） 

        代表質問者：木村有里氏(中央大学） 

14：30～14：50 コーヒーブレイク ［５号館 1階 5122教室前］ 

■14：50～16：30 学会創立 40周年記念講演 ［５号館 1階 5122教室］  

テーマ：「経営学への思い」 

14：50～15：40 

報告者 ： 齊藤毅憲氏（横浜市立大学名誉教授） 

テーマ ： 山城「実践経営学」の継承と発展 

司 会 ： 加藤茂夫氏（専修大学名誉教授） 

15：40～16：30 

報告者 ： 櫻井克彦氏（名古屋大学名誉教授・東海学園大学名誉教授） 

テーマ ： 経営学研究の今日的課題―「企業と社会」論を切り口に― 

司 会 ： 小椋康宏氏（東洋大学名誉教授） 

■16：40～17：50 会員総会 ［５号館 1階 5122教室］ 

■18：00～19：30 懇 親 会 ［５号館地下１階 レストランアイビー］ 
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6月 9日（日） 受付 9：00～14：00 ［マキムホール３階 Ｍ301教室前］ 

■ 9：30～11：30 自由論題報告 

■10：10～11：30 国際セッション 

 
Ａ会場 

［11号館 3階 A301教室］ 

Ｂ会場 

［11号館 3階 A304教室］ 

Ｃ会場 

［マキムホール3階M301教室］ 

Ｄ会場 

［マキムホール3階M302教室］ 

9：30～ 

10：10 
自由論題報告 自由論題報告 自由論題報告 自由論題報告 

報告者 
早川和幸氏 

（法政大学大学院）  

河合博子氏 

（高崎商科大学） 

平屋伸洋氏 

（明治大学） 

小川寛子氏 

（京都産業大学大学院）   

テーマ 

中小製造業における定住
外国人の転職行動と雇
用形態に関する一考察 

日本金融機関のブロック
チェーン破壊的イノベーシ
ョン-理論と実践- 

経営者能力がＭ＆Ａにあ
たえる影響-実証分析とケ
ース分析を用いた検証-  

組織間協働による社会課
題解決への一考察－孤
立死の現状分析と社会
的孤立－ 

コメン 

テータ 

池田玲子氏 

（羽衣国際大学） 

児玉 充氏 

（日本大学） 

槇谷正人氏 

（東海大学） 

間嶋 崇氏 

（専修大学） 

司 会 
内田 賢氏 

（東京学芸大学） 

早川淑人氏 

（札幌学院大学） 

細野賢治氏 

（広島大学） 

川野祐二氏 

（下関市立大学） 

10：10～ 

10：50 
自由論題報告 自由論題報告 自由論題報告 ＜国際セッション＞ 

報告者 
遠藤真紀氏 

（九州情報大学）     

土屋幸久氏 

（いわき明星大学） 

鍋谷操一氏 

（中小企業診断士） 

Yong-Seung Park 
(Kyung Hee Univ.)  

 Ju-Won Kim 
(Kyung Hee Univ.) 

テーマ 

中小企業における ISO 
2015年版の活用と課題 

福島イノベーション・コースト
構想参加企業の強みの研究：
オートポイエテック生存可能
システムモデル上での考察 

専門職集団における組織
形態に関する一考察～テ
レビ番組制作会社の事例
を中心として～ 

Toward to wisdom 
unleading company 

コメン 

テータ 

田中信弘氏 

（杏林大学） 

小沢和彦氏 

（早稲田大学） 

上岡史郎氏 

（目白大学短期大学部） 

細萱伸子氏 

（上智大学） 

司 会 
篠原 淳氏 

（九州共立大学） 

尹 卿烈氏 

（福島大学） 

田口智子氏 

（北翔大学短期大学部） 

鈴木秀一氏 

（立教大学） 

10：50～ 

11：30 
自由論題報告 自由論題報告 自由論題報告 ＜国際セッション＞ 

報告者 
村橋剛史氏 

（朝日大学）      

佐脇英志氏 

（亜細亜大学）  

高垣行男氏 

（駿河台大学）  

Na-Youn Kim 
（Sogang Univ.） 

Kook-Jae Hwang 
（Sogang Univ.） 

テーマ 

中小企業に対する事業承
継支援と後継者教育 

ASEAN日本人起業家
の研究：フィリピンの事例 
A study on Japanese 
Entrepreneur ： Case 
Study in Philippine 

レストランビジネスの海外展
開に対する分析手法につ
いて  

The Impact of 
underwriter’s 
Reputation on IPO 
Firms Audits Fees and 
Audit Hours 

コメン 

テータ 

小嶌正稔氏 

（桃山学院大学） 

佐々 徹氏 

（横浜商科大学） 

庄司貴行氏 

（立教大学） 

馬場晋一氏 

（長崎県立大学） 

司 会 
小野 琢氏 

（愛知産業大学） 

田中雅子氏 

（帝塚山大学） 

水野清文氏 

（九州共立大学） 

文 載皓氏 

（常葉大学） 

 

11：30～12：30 第 80回全国研究大会委員会 ［11号館３階 Ａ302教室］  

 

6/9（日）の大会プログラムは次頁へ続きます 
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■12：30～14：30 統一論題セッション(2) ［マキムホール３階 Ｍ301教室］  

司会 今井重男氏（千葉商科大学） 

12：30～13：00 
相原 章氏（成城大学） 

人的資源研究と実務との関係：「社会」実験・調査の視点から 

13：00～13：30 
田中道昭氏（立教大学） 
米中プラットフォーマー企業に打ち勝つための実・学一体の経営教育 
～「大胆なビジョン設定×スピード経営」を実現するためのマネジメント手法～ 

13：30～14：00 
大平浩二氏（明治学院大学） 

今“実学”をいかに捉えるべきか～実務(経験)と理論(知識)の往復過程を考える～ 

14：00～14：30 
辻村宏和氏（中部大学） 

「実学一体を経営教育にて可能とする経営学＝経営教育学」の模索 

14：30～14：45 コーヒーブレイク ［マキムホール３階 Ｍ301教室前］ 

■14：45～16：15 統一論題セッション(2)パネルディスカッション ［マキムホール３階 Ｍ301教室］ 

司会 杉田 博氏（石巻専修大学）     

        代表質問者：牛窪 恵氏(有限会社インフィニティ代表取締役 マーケティングライター） 

■16：15 閉会の挨拶 組織委員長 松村洋平氏（立正大学）［マキムホール３階 Ｍ301教室］  

 

［立教大学池袋キャンパス構内図］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

マキムホール（15号館）３階・11号館３階 

［6/9（日）の会場］ 

５号館１階 

［6/8（土）の会場］ 

大学正門 
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勝手ながら、見学先のご都合により、参加定員を 20名（先着順）とさせていただきます。

参加ご希望の方は、以下の URLよりお申し込みください。お名前、ご所属、電子メールアド

レス、携帯電話番号のご登録をお願いします。 

参加申込の締切は、準備の都合上、5月 24日（金）23：59とさせていただきます。 

申し込まれた会員のご所属が、見学先企業と同業や関連業種であるなどの理由により、見

学をお断りする場合がございます。あらかじめご了承ください。 

お申し込みの結果につきましては、5月 29日（水）より、順次電子メールにて回答いた

します。 

 

企業見学申込 URL ： https://questant.jp/q/XGGWXV4I 

 

 

→ こちらのＱＲコードからのアクセスも可能です 

 

申込内容の修正や、参加申込の取消も、上記ＵＲＬよりお申し出ください。 

ご不明な点は、大会実行委員会（name79@ml.rikkyo.ac.jp, @の後ろはエムエル）までお問い合わ

せください。 

［池袋駅から立教大学までのルート］ 

 

6月 7日（金） 企業見学のお申し込みについて 



 

 

 

◇◇ 参 加 要 領 ◇◇ 
【お申込方法・大会参加費等】 

 同封またはゆうちょ銀行・郵便局にある払込票にて、大会参加費等（下表）をお振り込みください。ご送金手続き

をもって参加申し込みとさせていただきます。 

準備の都合上、5 月 31 日（金）までにお手続きをお願いいたします。念のため、払込票の控えなど（コピー可）を

ご持参ください。なお、大会参加費は、事前申込と当日申込では金額が異なりますのでご注意ください。 

非会員の方もご参加いただけます。お誘い合わせの上ご参加ください。 

【大会参加費等の払込口座のご案内】 

郵便振替口座 記号番号：００１４０－２－６３５５８１ 

口座名称：日本マネジメント学会第 79回全国大会 

  ○ゆうちょ銀行以外の金融機関から送金される場合は、以下の口座情報をご利用ください。 

 金融機関名：ゆうちょ銀行  店  名：〇一九店 

 預 金 種 目：当座     口座番号：０６３５５８１ 

 口 座 名 称：ニホンマネジメントガツカイダイナナジユウキユウカイゼンコクタイカイ 

【大会参加費等一覧】 

申込区分 
事前申込（振込：5/31まで） 当日申込（現金払） 

会  員 会  員 非会員 

大会参加費※ １ 
一般 ￥１０，０００ ￥１１，０００ ￥１２，０００ 

院生※２ ￥５，０００ ￥６，０００ ￥６，０００ 

昼食 （弁当 ）※ ３ 一般／院生 ￥１，０００ ― ― 

※１：大会参加費のみにて懇親会にご参加いただけます。 

※２：大学院生の方は院生会費にてご参加いただけます。事前申込の方（会員）は払込票の通信欄に、在籍大学院名を

ご記入ください。当日申込の方（会員／非会員）は受付時に学生証をご提示ください。 

※３：昼食（弁当）が必要な方はお申し込みください。１食につき 1,000 円です。6/8 と 6/9 の両日をご希望の場合は 2,000

円となります。6/8（土）は学内の学生食堂もご利用いただけます。ただし、学生食堂は混雑が予想されますので、予め

ご了承ください。立教大学正門の向かいにはローソンがございます。また、大学周辺には食堂などが多数ございます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本マネジメント学会第 79回全国研究大会 実行委員会 

大会実行委員長 鈴木秀一（立教大学） 

   大会実行委員  青淵正幸（立教大学）  亀川雅人（立教大学） 

       斎藤 明（立教大学）  庄司貴行（立教大学） 

       平井直樹（立教大学）  山中伸彦（立教大学） 

    

◇お問い合わせ先 E-mail name79@ml.rikkyo.ac.jp（@の後ろはエムエルです） 

〒171-8501 東京都豊島区西池袋 3-34-1 

立教大学経営学部 鈴木秀一研究室 


