2020.4.1 現在

2020 年度

日本マネジメント学会
第 81 回全国研究大会
統一論題:「2020 年代の経営革新と事業創造」

2020 年 6 月５日（金）～６月 7 日（日）
後援：日本ニュービジネス協議会連合会(JNB)、東京ニュービジネス協議会(東京 NBC)

文京学院大学 本郷キャンパス
〒113-8668

東京都文京区向丘 1-19-1

地下鉄南北線「東大前」駅 2 番出口前

日本マネジメント学会第８１回全国研究大会＜大会日程とプログラム＞
●６／５（金）

企業見学 13:30~15:30
㈱ワイエムジーワン…車両のラッピング企業
https://www.yamaga-net.co.jp
〒130-0026 東京都墨田区両国 2-12-2 TEL：03-3635-1266
★見学先: 同社 LAPPS 施工スタジオ…錦糸町駅北口徒歩 10 分、現地集合予定
東京都墨田区横川 1-1-10 鈴木興産内（墨田パークスタジオ）
・カーラッピングというニッチ市場のリーディング企業
・SNS や YouTube 等を事業展開に積極活用

●６／６（土） 受付 9:00~10:00 B 館 1F ロビー
■ 9:20~9:30 開会挨拶（B 館 8F ウィングホール）
学会会長
亀川雅人氏（文京学院大学）
大会実行委員長 大野和巳氏（文京学院大学）
■ 9:30~12:00 統一論題セッションⅠ（B 館 8F ウィングホール）
「2020 年代の経営革新の分析枠組の方向性を探る」
9:30~10:00 中村公一氏（駒澤大学）「戦略の革新と組織の融合」
10:00~10:30 吉村孝司氏（明治大学）「イノベーションの展開時空」
10:30~11:00 瀬戸正則氏（広島経済大学）「理念主導型経営の制度的機能」
11:10~12:00 質疑応答とパネルディスカッション
＜司会：細萱伸子氏（上智大学）、コメンテーター：小嶌正稔氏（桃山学院大学）＞
（12:05~12:55 理事会 6F B-614 教室）
■13:00~15:35 統一論題セッションⅡ（B 館 8F ウィングホール）
「急成長企業の戦略行動から考える 2020 年代の経営革新と事業創造」
13:00~13:40 ㈱ベアーズ 取締役副社長 高橋ゆき氏
13:40~14:20 ㈱OKAN 代表取締役 CEO 沢木恵太氏
14:35~15:35 質疑応答とパネルディスカッション
＜司会：櫻澤 仁氏（文京学院大学）、コメンテーター：井上善海氏（法政大学）＞
■15:50~16:35 会員総会（B 館 8F ウィングホール）
■16:50~17:50 特別講演（B 館 8F ウィングホール）
『僕はミドリムシで世界を救うことに決めました。--ユーグレナの事業創造--』
㈱ユーグレナ 代表取締役社長 出雲 充氏
＜司会：柿崎洋一氏（東洋大学）＞
＜略歴＞
駒場東邦中・高等学校、東京大学農学部卒業後、2002 年東京三菱銀行入行。
2005 年株式会社ユーグレナを創業、代表取締役社長就任。
同年 12 月に、世界でも初となる微細藻類ミドリムシ（学名：ユーグレナ）
の食用屋外大量培養に成功。
世界経済フォーラム（ダボス会議）Young Global Leaders
第一回日本ベンチャー大賞「内閣総理大臣賞」（2015 年）受賞。
著書に『僕はミドリムシで世界を救うことに決めた。』（小学館新書）がある。
■18:00~19:45 懇親会（B 館 1F B’s Dining）
19:00~19:15:「特別アトラクション」

＜本業は会社社長なのだが、夜になるとプロ顔負けのジャズメンに変身する人たちによるミニセッション開催予定＞

●６／７（日） 受付 9:00~10:00
B 館 1F ロビー
■ 9:10~12:05 自由論題報告セッション
（B 館 8F ウィングホール、7F B-713 & B-714 教室

6F B-613 教室）

第 1 報告

8F ウィングホール
早川和幸氏

B-713
青木崇氏

B-714
小松智子氏

9:10~9:50

（法政大学大学院・株式会社静

（大阪国際大学）

（立教大学大学院・小松建設

会場

工事株式会社）

岡県セイブ自動車学校）

<報告テーマ>

<コメンテーター>
<司会>

中小製造業における定

日本企業・団体の SDGs 達

住外国人の雇用意識に

成に向けた経営実践にお

と経営について －電気機器

関する一考察

ける方法と課題

企業を中心に－

鈴木岩行氏

井上善博氏

瀬本博一氏

（和光大学）

（神戸学院大学）

（PRENET21 経営戦略機構）

村井

淳氏

上場ファミリー企業の所有

高田由紀子氏

篠原

（東急株式会社）

（日本赤十字看護大学）

（園田学園女子大学）

第 2 報告

平井直樹氏

三木田尚美氏

大東正虎氏

9:55~10:35

（立教大学）

（法政大学大学院・社会人）

（岡山商科大学）

<報告テーマ>

過疎地域における交通

「三方よし」概念の変化

商業地域における歩行者の

サービスの問題 ―デマン

に関する一考察 ～類 型 化

視線と記憶に関する調査 －

ド 型 の 次 世 代交 通 の 可 能

と共起ネットワーク分析～

岡山市の表町商店街を事例と

性―
<コメンテーター>

淳氏

して－

大平義隆氏

村山元理氏

柴田仁夫氏

（北海学園大学）

（駒澤大学）

（岐阜大学）

北見幸一氏

西釜義勝氏

田中克昌氏

（東京都市大学）

（大阪成蹊大学）

（日本経済大学）

第３報告

安宅真由美氏

芳賀英明氏

黒澤佳子氏

10:40~11:20

（東洋大学）

（松山大学）

（法政大学大学院・中小企業診断士）

<報告テーマ>

組織 内 コ ミ ュニ ケ ー シ ョ

擬人化が消費者の自己と

中小企業における女性への

ンの 文 化 と 仕事 に 対 す る

ブランドの結びつきに及

事業承継に関する一考察 ～

意欲 の 関 係 につ い て ～ ア

ぼす影響− 自尊感情に着目

女性経営者の障壁克服を中心

サー シ ョ ン の効 用 に 関 す

した考察−

に～

草野千秋氏

新井範子氏

小野瀬拡氏

（文京学院大学）

（上智大学）

（駒澤大学）

杉山三七男氏

田口智子氏

藤井辰朗氏
（中部大学）

<司会>

B-613

るインタビュー調査～
<コメンテーター>
<司会>

（静岡産業大学）

（北翔大学短期大学部）

第４報告

塗茂克也氏

今井範行氏

11:25~12:05

（新潟経営大学）

（名城大学）

<報告テーマ>

東南アジアにおける日系中

ジャストインタイム生産

社会性と経済性をともに達

Managerial Ability

小企業の人的資源管理―どの

の進化―ビジネスプロセ

成するプロセスの類型

Score の可能性

ような日本型 HRM が現地従業

スマネジメントの視点か

員に受容されるのか－

ら―

奥山雅之氏

遠藤真紀氏

田中信弘氏

青淵正幸氏

（明治大学）

（九州情報大学）

（杏林大学）

（立教大学）

松本潔氏

佐藤一義氏

松原茂仁氏

木村敏夫氏

（自由が丘産能短期大学）

（立正大学）

（星城大学）

（流通科学大学）

<コメンテーター>
<司会>

世良和美氏
（東洋大学現代社会総合研究所）

平屋伸洋氏
（明治大学）

＊予定していた韓国からのゲストスピーカーによる国際セッション開催は、今般の諸事情により、今年度は秋の大会に移行する
こととなりました。

（12:10~12:55 大会委員会 6F B-614 教室）

■13:00~16:00 統一論題セッションⅢ（B 館 8F ウィングホール）
「事業創造と事業モデル再構築の方向性を探る」
13:00~13:30 大野和巳氏（文京学院大学）「M&A によるビジネスモデル革新の理論と実践上の課題」
13:30~14:00 木下耕二氏（九州産業大学）「M&A によるビジネスモデルの構築: グローバルニッチトッ
プ企業，車両輸送企業，医薬販売会社の事例分析」
14:05~14:45 塩川哲也氏（元 Xerox 在日代表・大学院大学至善館）
「M&A による事業構造の変革: ゼロックスの事例分析」
15:00~16:00 質疑応答とパネルディスカッション
＜司会：松村洋平氏（立正大学）、コメンテーター：文堂弘之氏（常磐大学）＞
■16:00 閉会の辞 組織委員長

松村洋平氏（立正大学）

参加要領・ご案内・お願い
＜大会参加費等＞
大会参加費及び昼食弁当代金は以下の通りです。この大会参加費のみにて懇親会にご参加いただけます。
なお、大学近隣にコンビニエンスストアは立地しておりますが、飲食店はごく少数です。
大会参加費：＜事前申込（振込）＞ 会員 \10,000 院生 \5,000
(懇親会費含) ＜当日申込（現金）＞ 会員 \11,000
院生 \6,000 非会員 \12,000
弁当代：
＜事前申込（振込）＞ 会員・院生 ¥1,100
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。弁当代は 1 食につき¥1,100
となります。土日の両日ともにご希望の場合は¥2,200 となります。
＜お申し込み方法＞
同封のハガキにてご出欠の連絡をお願いするとともに、ご参加の場合は以下の郵便振替口座に同封の振込
取扱票にて事前の送金手続きをお願いいたします。なお、事前準備の都合上、5 月 30 日（土）までのお手続
き完了をお願いいたします。念のため、支払票の控えをご持参ください。
＜ご理解を賜わりたい事項＞
大学近隣の郵便局より、
「ゆうちょ銀行の規程変更により、期間限定型の振替口座の新規開設は(詐欺行為等
への予防策として)、約 1 年半前から許可していない」とのこと。このためやむなく、休眠状態にあった大会
会長・櫻澤の大学ゼミ OB 会口座を、大会参加費等の振込口座として有効活用いたします。本件の例外的対応
にご理解を賜りたく、お願い申し上げます。
(大会参加費等振込用の振替口座の名称と番号) 『文京学院大学 櫻文会』(00160-7-323341)
＜６／５の企業見学会の件＞
車両ラッピングの現場を見学するとともに、同社の山家一繁社長よりニッチ市場での事業展開発想や SNS
活用型のマーケディング戦略の実態等の説明を受けます。質疑応答あり。詳細は同社ホームページ等をご確認
ください。なお、この見学会は先着順・15 名限定といたします。参加ご希望の方は、下記担当までメールで
お申し込みください。
（お名前、ご所属、メルアド、携帯電話番号をお知らせください。
）折り返し、詳細を連
絡いたします。（企業見学会担当: 櫻澤 sakurazawa@bgu.ac.jp）
日本マネジメント学会第 81 回全国研究大会 大会実行委員会
大会会長
櫻澤 仁（文京学院大学）
大会実行委員長 大野和巳（文京学院大学）
大会実行委員
草野千秋（文京学院大学）・武田和久（文京学院大学）
・亀川雅人（文京学院大学）
吉村修司（堀川産業）
・細谷美正（郷土建設）
・廣澤芙月（テクノプロ·コンストラクション）
お問い合わせ先 113-8668 東京都文京区向丘 1-19-1 文京学院大学経営学部 大野和巳研究室
大野和巳 Tel:03-5684-4652(研究室) kohno@bgu.ac.jp

