
実践経営学会 第 63 回全国大会プログラム 

テーマ：新型コロナ禍の影響下における企業経営 

2021 年 3 月６日（土曜日） 

1)常任理事会 15:00～16:00  2)理事会  16:00～17:00  

2021 年 3 月７日（日曜日）10:00～18:00 

オンライン Zoom 開催（学会員の参加費無料) 

  
A 報告会場 

Zoom ミーティング 
（会議 ID 等は、メールで送付します） 

B 報告会場 
Zoom ミーティング 

（会議 ID 等は、メールで送付します） 
10:00
～

10:15 

板倉宏昭大会実行委員長―開会宣言 
夏目重美会長―ご挨拶 

  

10:15
～

10:55 
 
第 1 
報告 
  

(テーマ) 
古代共同体の運営（経営） 
―老舗を中心として― 
(報告者) 横澤利昌 
(ハリウッド大学院大学) 

(テーマ) 
スポーツビジネスの展開と展望に関する 
考察～いわゆるスポーツテックと身体性

の観点から～ 
(報告者) 久富健治(武庫川女子大学) 

(座長・コメンテータ) 
夏目重美(亜細亜大学) 

(座長・コメンテータ) 
田中敬一(近畿大学) 

10:55
～

11:35 
 
第 2 
報告 

(テーマ) 
企業長寿の意味と意義 
(報告者) 後藤俊夫 
(日本経済大学大学院) 

(テーマ) 
独立型自動車ティア２企業Ｋ社が異分野

での共同開発に至る発展軌跡 
(報告者) 佐藤政行 
(経済経営都市研究所) 

(座長・コメンテータ) 
夏目重美(亜細亜大学) 

(座長・コメンテータ) 
田中敬一(近畿大学) 

11:35
～

12:15 
 
第 3 
報告 

(テーマ) 
科学批判と環境運動からみる 
ソーシャル・ガバナンスの研究 
－中山茂と吉岡斉の思想を軸に 
(報告者) 川野祐二(下関市立大学) 

(テーマ) 
コロナ禍以前と以後における、 
地域ブランド食材を支える取組の比較 
(報告者) 藤代 典子 
(八戸学院地域連携研究センター) 

(座長・コメンテータ) 
根岸裕孝(宮崎大学) 

(座長・コメンテータ) 
井形浩治(大阪経済大学) 

12:15 (テーマ) (テーマ) 



～

12:55 

第 4 
報告

広域的な地域連携による地域資源の付

加価値化に関する考察

(報告者) 田村正文(八戸学院大学) 
丹羽浩正(八戸学院大学) 

新型コロナ禍に挑む ASEAN の日本人 
起業家経営者：ピボット戦略(事業転換)
の駆使

(報告者) 佐脇英志(都留文科大学)  
(座長・コメンテータ) 
根岸裕孝(宮崎大学) 

(座長・コメンテータ) 
井形浩治(大阪経済大学) 

休憩

13:00
～

13:40 

第 5 
報告

(テーマ)
個人レベルの双面性とイノベーション

：従業員の双面的行動と双面的リーダー

シップの役割

(報告者) 山田敏之(大東文化大学)

(テーマ)
大手と非大手のコンビニエンスストアの

対比にみる店舗数と資産除去債務額との

増減の連動性について

(報告者) 西村好文 
(名古屋経済大学大学院博士後期課程) 

(座長・コメンテータ) 
吉野忠雄(大阪経済大学) 

(座長・コメンテータ) 
武居奈緒子(摂南大学) 

13:40
～

14:20 

第 6 
報告

(テーマ)
ESG経営と市場評価－ESG指数とPBR
の関係から

(報告者) 渡辺基之(東京国際大学) 

(テーマ)
小売企業の国際化における標準化と適応

化に関する考察

―イオン東南アジアを事例にする―

(報告者) 楊樂華 
(京都大学大学院博士後期課程) 

(座長・コメンテータ) 
奥村実樹(金沢星稜大学) 

(座長・コメンテータ) 
宮辻渉(広島経済大学) 

14:20
～

15:00 

第 7 
報告

(テーマ)
日本企業における ESG 経営の構造 
分析-E、S、G の関係性を中心に-  
(報告者) 竹原正篤(法政大学) 

(テーマ)
日本の音楽著作権管理事業におけるメガ

マーケティング― 制度的実践の連鎖に

よる競合優位性の確立 ―
(報告者) 榎澤 祐一 
(嘉悦大学大学院博士後期課程)  

(座長・コメンテータ) 
奥村実樹(金沢星稜大学) 

(座長・コメンテータ) 
宮辻渉(広島経済大学) 

休憩

15:10
～

15:40 

第 8 

(テーマ)
中小企業・小規模事業の戦略的な企業提

携と RBV/rBV の関係性について 
(報告者) 鈴木信幸(亜細亜大学) 

(テーマ)
地方公共交通維持税（仮称）の創設に

ついて－岩手県を中心として―

(報告者) 岩田 智 
(岩手県立大学宮古短期大学部) 



報告 (座長・コメンテータ) 
伊佐 淳(久留米大学) 

(座長・コメンテータ) 
小原久美子(県立広島大学) 

 
 
 
15:40
～

16:20 
 
第 9 
報告 

 
 
 
(テーマ) 
中期経営計画のテキスト計量分析の 
試み 
‐大和ハウス工業の事例を用いて‐(報
告者) 平井孝志(筑波大学大学院) 
木野泰伸(筑波大学大学院) 

 
 
 
(テーマ) 
中国における民営企業のイノベーション

戦略の転換と発展について 
(報告者) 細沼藹芳(ＳＢＩ大学院大学) 

(座長・コメンテータ) 
伊佐 淳(久留米大学) 

(座長・コメンテータ) 
小原久美子(県立広島大学) 

16:20
～

17:00 
 
第 10
報告 

(テーマ) 
百貨店の社会的受容プロセス 
―イノベーションと百貨店 
ブランドの浸透― 
(報告者) 武居 奈緒子(摂南大学) 

井形 浩治(大阪経済大学) 

  

(座長・コメンテータ)  
丹羽浩正(八戸学院大学) 

休憩     

17:10
～

17:50 

1)会員総会（議長・夏目重美会長） 
2)事務連絡（副会長・常任理事） 
・学会賞決定のお知らせ 
・次期（64 回）全国大会校のお知らせ 

  

17:50
～

18:00 
板倉宏昭大会実行委員長―閉会宣言   

実践経営学会会長 夏目重美 
実践経営学会副会長 田中敬一(オンライン開催拠点校) 

実践経営学会事務局長 板倉宏昭(第 63 回全国大会実行委員長) 
  



オンライン開催にあたってのご注意事項 
    
（＊1）■オンライン報告会への参加方法      
 Zoom 配信にて実施します。      
 初めて Zoom をご利用の方は、事前にアプリをダウンロードしてください。      
 （ダウンロード方法は下記（＊2）参照）    
 
  ①リンクにアクセスする。  
        https://us02web.zoom.us/j/xxxxxxxxxxxx 
        パスワード「xxxx」を入力してください。   
   ※開始 10 分前からアクセス出来ます。      
  ②接続完了後、報告会画面に切り替わりますので、そのままお待ちください。  
    ③報告会画面の「参加者」を選び、自分の名前ところにマウスポインタを合わせ 
   詳細より「名前の変更」を選択し、名前（所属）としてください。 
   例）実践 太郎（東西大学） 
 
※発表される方やコメンテータの先生方は、ヘッドホンセットの利用をお勧めいたします。 
※PC などの操作に関しては、事前に設定などをご自身でご確認ください。  
※会員以外の方への ID・パスワード通知などでの二次利用はお断りしております。  
※発表の不正な録音・録画、資料の転載は禁止します。 
※参加者は原則ミュートでお願いします。（システム側で強制的に対応することがありま

す）。 
※コメントやご質問等については、Zoom のチャット機能をご利用ください。ただし、コメ

ンテータの先生の裁量によります。 
※発表の際には、パワーポイント等の資料はご自分で Zoom の共有機能を使ってプレゼン

テーションしてください。 

 
（＊2）■Zoom アプリのダウンロード方法     
パソコン（PC／Mac）の場合     https://zoom.us/download#client_4meeting 
「ミーティング用 Zoom クライアント」をダウンロードしてください。 
パソコンの場合はアプリのインストールをしなくてもブラウザのみでも参加ができます。 
iOS アプリ（iPhone／iPad） https://apps.apple.com/us/app/id546505307 
Android アプリの場合 

https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings  
  
 ■Zoom（ズーム）とは米国 Zoom Video Communications が提供する WEB 会議室システ

ム（Zoom）です。  
Zoom(https://zoom.us/)は皆さんのパソコン等に事前にアプリケーション等とのインストー

ルを必要とせず、 



WEB 上で簡単に動画・音声でのコミュニケーションが行えるシステムです。 
最近ではテレワーク活用の他、大手企業等の会議等でも活発に活用されております。  
尚、Zoom に関してはシステムの脆弱性が最近指摘されていますが、発見後即システムも修

正されており、通常のコミュニケーションにおいての安全性は担保されていると考えてい

ます。  
関連記事例： 
https://japan.zdnet.com/article/35151756/ 
https://pc.watch.impress.co.jp/docs/news/1244817.html  

但し、万が一 Zoom においてコミュニケーション内容やパソコンデータ等の漏洩等のリ

スクもゼロとは言えず、もし漏洩等が発生した場合でも当学会（実践経営学会第 63 回全国

大会）では責任を負うことは出来ません。その点をご了承頂いた上での Zoom による遠隔相

談をご活用ください。  
  
■オンライン環境等で支障がある方やご質問は、下記までご問い合わせください。 
問い合わせ先：実践経営学会第 63 回全国大会実行委員会  
jsam63.ronbun@gmail.com 
 


