実践経営学会第 64 回大会のご案内
第 64 回大会実行委員長
高石 光一(亜細亜大学)
第 64 回大会事務局長
鈴木 信幸(亜細亜大学)
ご

挨

拶

実践経営学会第 64 回大会は，2021 年 9 月 11 日（土）[常任理事会・理事会]と 12
（日）[自由論題報告・会員総会]の 2 日間，亜細亜大学（WEB リモートオンライン）
にて開催されます。限られた制約内で、力の限り皆様をお迎えしたいと存じます。
自由論題報告者のみならず、多くの方々のご参加をお待ちしております。
開催日程： 2021 年 9 月 11 日（土）～12 日（日）
開催場所；亜細亜大学[WEB リモートオンライン]
【統一論題】「ニューノーマル時代の日本企業の生き残り策と実践経営」
【解 題】
新型コロナウイルスの感染拡大は依然衰えをみせず、我々のライフスタイルや価値
観を大きく影響しています。消費行動や働き方が変化し、規模や業種を問わず、企業
は DX の加速化、人材の採用や教育の強化、サプライチェーンの見直し、商品・サービ
ス創り、時代の求めるマーケティング、そしてビジネスモデルや戦略の変更等あらゆ
る経営分野における変革と実践が急務になっています。
このようなことから今回の統一論題では、これらが常態化するニューノーマル時代
の中で、いかに負の連鎖を断ち切り、チャンスを見出し、我が国の企業が革新を伴う
永続性を発揮するための実践経営を扱いたく思います。
基調講演では、本学周辺を創業とする「すかいらーく」創業者の一人であり、同社
の元代表取締役会長兼社長兼最高経営責任者を務め、現在も高倉町珈琲会長である横
川竟様に、これまでの逆境の中での革新と成長を振り返り、現在のコロナ禍における
経営の実践を語っていただきます。
統一論題セッションでは、統一論題関連の諸分野がご専門の先生方に、不透明な状
況におけるこの難局を乗り越えうる論点をご提供いただきます。
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【プログラムの概要

[予定]】

＊詳細なプログラムは，9 月 1 日までに学会 HP に掲載します。
●9 月 11 日（土）常任理事会・理事会
1)常任理事会 15:00～16:00 [WEB リモートオンライン]
2)理事会

16:00～17:00 [WEB リモートオンライン]

(いずれも参加招待につきましては別途お知らせします。また、議事進行上、
理事会開催につきましては、若干の時間が遅れる場合もございます。ご了承
くださいませ。)
※本大会 WEB(ZOOM)管理者: 高石 光一・鈴木信幸・高橋量一(亜細亜大学)
●9 月 12 日（日）:自由論題報告・会員総会
[午前の部]

(A 報告会場)

時間
A 報告会場
10：00 高石 光一 大会実行委員長 開催宣言
～
夏目重美会長 ご挨拶
10:10
～
11:10
11:10
～
12:10

基調講演
株式会社高倉町珈琲 代表取締役会長 横川 竟（きわむ）先生
（仮題）外食ビジネスにおけるチャレンジと発展：
危機の時代に対応しうる創業者の姿勢と行動
統一論題セッション
「ニューノーマル時代の日本企業の生き残り策と実践経営」

(討論者)
板倉宏昭 (東京都立産業技術大学院大学)
伊佐 淳 (久留米大学)
鈴木信幸 (亜細亜大学)
(司会予定) 高石 光一(亜細亜大学)
午後の部 13:00 まで休憩

↓
午後の部(予定)
1]

A・B・C の 3 報告会場にて自由論題報告(13:00～16:45)

2]

近畿大学田中敬一研究室 WEB 会場にて会員総会(17:00～)
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[午後の部]
(A 報告会場)

(報告 20 分 :

コメント 5 分 :

フロア質疑応答 5 分)

A 報告会場
13:00～13:30
[第 1 報告]

13:35～14:05
[第 2 報告]

14:15～14:45
[第 3 報告]

14:50～15:20
[第 4 報告]

15:30～16:10
[第 5 報告]

16:15～16:45
[第 6 報告]

(テーマ)
「企業の持続的成長とビジネスシステム革新」
(報告者) 落合康裕(静岡県立大学)
(コメンテータ・座長)
小原久美子(県立広島大学)
(テーマ)
「テキスト分析によるアメリカ主要産業の経営システム比較」
(報告者) 井村直恵 他(京都産業大学)
(コメンテータ・座長)
小原久美子(県立広島大学)
休
憩
(テーマ)
「起業家教育におけるオンライン授業の効果に関する一考察」
(報告者) 馬込 正 (株式会社ハーモニーリンク)
(コメンテータ・座長)
根岸裕孝(宮崎大学)
(テーマ)
「賭博の違法性と世界のカジノ合法化への軌跡～欧州、米国、
アジアのカジノ事情からみた賭博合法化の根拠～」
(報告者) 小泉修平 ((株)日本経営システム)
(コメンテータ・座長)
根岸裕孝(宮崎大学)
休
憩
(テーマ)
「DX 時代における中国企業の取り組みについて」
(報告者) 細沼藹芳(ＳＢＩ大学院大学)
(コメンテータ・座長) 稲田賢次（大阪学院大学 ）
(テーマ)
「ベトナム小売市場における日系小売企業の挑戦」
(報告者) 鳥羽達郎(富山大学)
(コメンテータ・座長) 稲田賢次 (大阪学院大学 ）
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[午後の部]
(B 報告会場)

(報告 20 分 :

コメント 5 分 :

フロア質疑応答 5 分)

B 報告会場
13:00～13:30
[第 1 報告]

13:35～14:05
[第 2 報告]

(テーマ)
「三越の販売促進戦略―イノベーションと情報伝達―」
(報告者) 武居奈緒子(摂南大学)
井形浩治 (大阪経済大学)
(コメンテータ・座長)
丹羽浩正 (八戸学院大学)
(テーマ)
「企業不祥事に関する第三者委員会報告書に対する一考察」
(報告者) 横井久美子
(コメンテータ・座長)
休
憩

14:15～14:45
[第 3 報告]

14:50～15:20
[第 4 報告]

15:30～16:10
[第 5 報告]

16:15～16:45
[第 6 報告]

丹羽浩正 (八戸学院大学)

(テーマ)
「コンピテンシートラップを克服するための理論的要件
～Covid19 の影響を克服するために」
(報告者) 谷田貝孝(宮崎大学)
(コメンテータ・座長) 宮辻渉(広島経済大学)
(テーマ)
「独立型 T2 企業の関係特殊的技能の蓄積に関する実証研究」
(報告者)佐藤政行(経済経営都市研究所)
(コメンテータ・座長)
宮辻渉(広島経済大学)
休
憩
(テーマ)
「企業品質における生産性分析の展望」
(報告者) 今野彰三 (今野彰三経営工房)
(コメンテータ・座長) 奥村美樹(金沢星稜大学)
(テーマ)
「業種別の租税特別措置の適用実態調査の考察」
(報告者) 井藤哉 (宮崎大学)
(コメンテータ・座長) 吉野忠男(大阪経済大学)
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[午後の部]
(C 報告会場)

(報告 20 分 :

コメント 5 分 :

フロア質疑応答 5 分)

C 報告会場
13:00～13:30
[第 1 報告]

13:35～14:05
[第 2 報告]

14:15～14:45
[第 3 報告]

14:50～15:20
[第 4 報告]

15:30～16:10
[第 5 報告]

(テーマ)
「オープンイノベーションによる社会的プラットフォームの形成
プロセス」
(報告者) 吉野忠男 (大阪経済大学)
(コメンテータ・座長) 板倉宏昭(東京都立産業技術大学院大学)
(テーマ)
「サービスドミナントロジックに基づく価値創造のための
人間中心設計に関する考察」
(報告者) 平田貞代 (芝浦工業大学)
(コメンテータ・座長) 板倉宏昭(東京都立産業技術大学院大学)
休
憩
(テーマ)
「個人の双面性メカニズムにおけるクロスレベル分析
－先行要因、媒介要因、モデレータ要因、成果要因の解明－」
(報告者) 山田敏之(大東文化大学)
(コメンテータ・座長) 名渕浩史(近畿大学)
(テーマ)
「働き方改革の評価に対する一考察
～ワークライフバランスシートによる定量的評価の試み～」
(報告者) 田畑智章(東海大学)
(コメンテータ・座長) 名渕浩史(近畿大学)
休
憩
(テーマ)
「地方における経営のデジタル化に関する考察」
(報告者) 杉山智行(財団法人みやぎん経済研究所)
(コメンテータ・座長) 田中敬一(近畿大学)
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会員総会(近畿大学田中敬一研究室 WEB 会場)
17:00～17:40

17:40～

(近畿大学田中敬一研究室 WEB 会場)
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・その他)
・今年度の機関紙『実践経営』発行と学会賞選定についての
お知らせ
・次期(65 回)全国大会校のお知らせ
高石 光一大会実行委員長 ―閉会宣言
以上
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