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9 月 9 日（金） 理 事 会 『近畿大学ＥキャンパスＢ館 10階』 

16：00～17：00常任理事会 

17：00～18：00理事会 

18：00～19：00現理事と次期理事の合同理事会 

9 月 10日（土） 自由論題報告 10：30～12：10 （ＥキャンパスＢ館６階各教室）

（発表時間：報告 20分，コメント 5分，フロア 5分） 

● 第 1会場 ６０２教室 座長：田中 道雄 （大阪学院大学） 

No 時間 報告者 所 属 テーマ コメンテーター

1 10:30～11:00 三森 敏正 石巻専修大学 
ドイツにおける機関構造の取締役違法行

為防止機能 

鬼頭 俊泰 

（日本大学） 

2 11:05～11:35 宮重 徹也 富山高等専門学校 
バイオ医薬品企業における研究開発戦略 
―ジェネンテック社の事例― 

井原 久光 

（東洋学園大学） 

3 11:40～12:10 菊池 真一 北海商科大学 ロシアの流通システムの転換
李  為 

（京都産業大学） 

● 第 2会場 ６０３教室 座長：高橋 量一 （亜細亜大学） 

No 時間 報告者 所 属 テーマ コメンテーター

4 10:30～11:00 寺部  優 

早稲田大学大学院

博士後期課程 

（株）ウォータックイン

ターナショナル

協調戦略の理論研究－競争優位の視

点からの理論と現象の分析枠組み－ 

高橋 量一 

(亜細亜大学) 

5 11:05～11:35 松井 温文 追手門学院大学 

サービス・マーケティング的管理型商業

集積の形成－大丸神戸店を事例として

－

濱田 恵三 

(流通科学大学) 

6 11:40～12:10 井上 和子 税理士 
中小企業の成長に資する支援の探究 
―京都地域における金融・地域支援を手がかりに― 

今野 彰三 
(宮城大学大学院) 

● 第 3会場 ６０４教室 座長：岩田 智 （岩手県立大学宮古短期大学部） 

No 時間 報告者 所 属 テーマ コメンテーター

7 10:30～11:00 奥田  航 
東洋学園大学大学院 

修士課程 

伝統的工芸品の課題と今後の展望 

‐伝統的事例と先進的事例について‐ 

島田 裕司 

(元駒沢女子大学) 

8 11:05～11:35 上住 好章 
高付加価値戦略支

援センター 

モノのインターネット（IoT）出現の経緯と今

後の企業経営への影響

名渕 浩史 

(エヌ・エフェクト)

9 11:40～12:10 山田 敏之 大東文化大学 

ダイナミック・ケイパビリティの定量的測定

に関する予備的考察 

－先行研究における測定指標の日本企

業への適用可能性－ 

土屋 博之 

（関西外国語大学） 
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● 第 4会場 ６０５教室 座長：丹羽 浩正 （八戸学院大学） 

No 時間 報告者 所 属 テーマ コメンテーター

10 10:30～11:00 

北川 敬一 

青山  敦 

立命館大学大学院博士

後期課程 

立命館大学大学院 

学校に対する要求価値の変化について

の考察－定性分析による結果を尺度とし

た因子分析をとおして－ 

丹羽 浩正 

(八戸学院大学) 

11 11:05～11:35 小池 慎介 
港湾職業能力開発短期

大学校 

転職についての理論的考察―経理関連

職種を中心とした事例― 

平野 賢哉 

(東洋学園大学) 

12 11:40～12:10 細沼 藹芳 ＳＢＩ大学院大学 

近代中国における儒教文化の企業経営

への浸透について―偉業を成し遂げた華

僑経営者 陳嘉庚の生き方に見るー 

賈   軍 
(仙台白百合女子大学) 

※なお,座長・コメンテーターにつきましては,変更となる可能性があります。

12：10～13：10  休憩・各自昼食 （学内食堂等, ＥキャンパスＢ館７階 705 教室,706 教室） 

13：10～13：25  開 会 式      （本部キャンパス３８号館２階多目的利用室） 

歓迎の辞  近畿大学経済学部学部長 三田村 けんいち 

会長挨拶  実践経営学会会長 井形 浩治（大阪経済大学） 

13：30～17：40  統一論題シンポジウム  （本部キャンパス３８号館２階多目的利用室） 

＜趣旨説明＞ 大会実行委員長  田中 敬一（近畿大学）13：30～13：45 

＜基調講演＞ 

１．情報セキュリティ―情報セキュリティガバナンスと監査― 

吉冨眞也（NTTLS・ＩＴ監査エバンジェリスト） 

13：50-14：40 講演 

14：40-15：30 体験 

15：30-15：40 質疑 

15：40～16：00   休    憩   

２．教育 ICT活用のコーディネートについて 

北田 薫（NTTLS・教育 ICT活用コーディネーター） 

16：00-16：50 講演 

16：50-17：30 体験 

17：30-17：40 質疑 

17：40～18：00    移 動・休 憩 

18：00～20：00  研究・情報交換会 （11月ホール地下食堂） 

総合司会：稲田 賢次（大阪学院大学） 

新入会員の紹介、乾杯、各地支部長からの挨拶など 
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9 月 11日（日） 自由論題報告 9：55～12：10 （ＥキャンパスＢ館６階各教室） 

（発表時間：報告 20分，コメント 5分，フロア 5分） 

● 第１会場 ６０２教室 座長：大島 俊一（中部大学） 

No 時間 報告者 所属 テーマ コメンテーター

13 9:55～10:25 向井 由美 株式会社美キャリア 

インターナルマーケティングによる顧客ロイヤリ
ティ獲得の一考察 ～全日本空輸における賞
賛獲得欲求の影響力と組織風土の事例研究
を踏まえて

村上 則夫 

(長崎県立大学) 

14 10:30～11:00 鳥羽 達郎 富山大学 
ファストファッション企業の商品調達と社
会的責任 -インディテックス社における
共通価値の創造-

稲田 賢次 

(大阪学院大学) 

15 11:05～11:35 

赤岡  功 
平野  実 
井村 直恵 
陳  韻如 
朴  唯新 
赤岡 広周 
中岡 伊織 

星城大学 
県立広島大学 
京都産業大学 
滋賀大学 
県立広島大学 
京都産業大学 
宇部工業高等専門学校 

コーポレート・ガバナンスとオメガ型（新日

本的）経営
大島 俊一 
(中部大学) 

16 11:40～12:10 川野 祐二 下関市立大学 
社会運動の変遷－環境運動から脱原発

運動への経営変遷－ 

平野 実 

(県立広島大学) 

● 第 2会場 ６０３教室 座長：寺石 雅英（大妻女子大学） 

No 時間 報告者 所属 テーマ コメンテーター

17 9:55～10:25 丹生 晃隆 宮崎大学 
ビジネスインキュベーション施設の 

パフォーマンス評価に関する研究 

増山 正紀 

(増山人事労務センター) 

18 10:30～11:00 寺脇 由紀 ハリウッド大学院大学
ソフトウェアシステムの品質要求定義に

関する実践的な手法の提案

矢野 芳人 

(近畿大学) 

19 11:05～11:35 谷藤 真琴 岩手県立大学 
自律協働システムとしての地域プロジェクトに

おける「場」の戦略：石狩地域の事例 

根岸 裕孝 

(宮崎大学) 

20 11:40～12:10 菅原 浩信 北海学園大学 地域サロンを支える仕組みのあり方 
寺石 雅英 

(大妻女子大学) 

● 第 3会場 ６０４教室 座長：夏目 重美（亜細亜大学） 

No 時間 報告者 所属 テーマ コメンテーター

21 9:55～10:25 井村 直恵 京都産業大学 
日米におけるリスク認知・伝達の組織・文

化的相違 

安井 裕司 

(日本経済大学) 

22 10:30～11:00 小泉 修平 （株）日本経営システム 
マーケティング心理における日米中の比較的

考察－行動経済学の実証実験を通して－

日野 隆生 

(東京富士大学) 

23 11:05～11:35 金  琦 東京国際大学 
インバウンド消費における中国人訪日客の購
買行動に関する考察―日用品の爆買いの背
景とその意味を中心に―

夏目 重美 

(亜細亜大学) 

24 11:40～12:10 矢野 芳人 近畿大学 
中小企業におけるマイナンバーのセキュリティ
対策―実務担当者へのインタビュー調査によ

る考察― 

田中 敬一 

(近畿大学) 

● 第 4会場 ６０５教室 座長：小原 久美子（県立広島大学） 

No 時間 報告者 所属 テーマ コメンテーター

25 9:55～10:25 後藤 俊夫 日本経済大学 
ファミリービジネスにおける親族関与の推

移

小原久美子 

(県立広島大学) 

26 10:30～11:00 大野 貴司 東洋学園大学 
大学運動部における監督の役割の組織

論的研究 

浅野浩子 

(仙台白百合女子大学)  

27 11:05～11:35 喜多 幹貢 
特定非営利活動法人

日本経営士協会 
近代的な経済生活の検証と報告 

久富健治 

(神戸山手大学) 

28 11:40～12:10 名渕 浩史 
大阪市立大学大学院

博士後期課程 

ネットショッピングにおける地域特性に関する考

察－家計消費状況調査による分析－

稲田 賢次 

(大阪学院大学) 

※なお,座長・コメンテーターにつきましては,変更となる可能性があります。

12：20～13：20 会 員 総 会 （ＥキャンパスＢ館６階６０１教室） 

13：30～ フェアウエル・パーティ（軽食を用意します） 




