日
場

時
所

３月１７日 （土）
中京大学 名古屋キャンパス
〒466-8666 名古屋市昭和区八事本町101-2
TEL 052-835-7111（代）
地下鉄鶴舞線「八事」駅5番出口前
※駐車場は利用できません。公共交通機関をご利用下さい。

「バイオベンチャーの戦略的提携事業モデルのリアルオプション分析」

１
報告者とテ
ーマ
２

豊橋技術科学大学／藤原 孝男氏
※コメンテーター 愛知学院大学／内藤 勲氏

「On the Management Business in Thailand: Focus on Domestic and
Foreign Companies' Practices」
南山大学／Khondaker Mizanur Rahman氏
※コメンテーター

中部大学／枡山 誠一氏

次回例会

１２月８日（土）

日

時

１２月３日 （土）
名古屋大学 東山キャンパス

場

所

中京大学にて開催予定

〒464-8601 名古屋市千種区不老町
TEL 052-781-5111（代）
地下鉄名城線「名古屋大学」下車 1番出口を出てすぐ

「社会企業家による地域資源動員プロセス」

１
報告者とテ
ーマ

名古屋大学／水野 清氏
※コメンテーター

中京大学／速水 智子氏

「日アジア連携経営試論：イスラム圏工場進出の可能性」

２

名古屋工業大学／竹野 忠弘氏
※コメンテーター 南山大学／Khondaker Mizanur Rahman氏

次回例会

３月１７日（土）

日

７月２３日 （土）

時

中京大学にて開催予定

富山県民会館 （主催校：富山大学）

場

所

〒930-0006 富山県富山市新総曲輪4-18 TEL:076-432-3111
JR「富山」駅（南口）徒歩10分 。
地鉄バス主要路線 市役所前下車。

地鉄バス主要路線 市役所前下車。

「国際標準化プロセスにおける「知財の無償化」」
報告者とテーマ １
次回例会

日

時

富山大学／内田康郎氏
※コメンテーター 創価大学／安田 賢憲

１２月３日（土）

名古屋大学にて開催予定

１０月１６日 （土） 午後１時３０分～
中部大学 名古屋キャンパス
〒460-0012 名古屋市中区千代田5-14-22

場

所

J R中央本線「鶴舞」駅 名大病院口（北口）下車すぐ。
地下鉄「鶴舞」駅下車 北へ約100m。
※駐車場はありません。公共交通機関をご利用下さい。

１
報告者とテーマ

「日系中小メーカーの経営現地化にみる中間管理層のリーダーシップ
像－欧米型（才）と中国型（徳）の新たなる結合－」
名古屋学院大学大学院／程 永帥氏
※コメンテーター

中部大学／辻村 宏和氏

「組織の硬直化の理論的分析－組織変革に関する一考察－」 （仮）

２

中部大学／寺澤 朝子氏
※コメンテーター

次回例会

静岡産業大学／杉山 三七男氏

平成２２年１２月開催予定

日

時

７月２４日 （土） 午後１時３０分～
富山県民会館 ７０４会議室

場

所

〒930-0006 富山県富山市新総曲輪4-18 TEL:076-432-3111
JR「富山」駅（南口）徒歩10分 。
地鉄バス主要路線 市役所前下車。

「グローバル市場とCSRマネジメント」
１
報告者とテーマ

「中国日系自動車メーカーのロジスティック戦略」
２

次回例会

日

時

富山県立大学／久里 徳泰氏
※コメンテーター 愛知学院大学／津田 秀和氏

富山大学／李 瑞雪氏
※コメンテーター 中部大学／趙

１０月１６日（土）

偉氏

中部大学にて開催予定

４月２４日 （土） 午後１時３０分～
中部大学 名古屋キャンパス
〒460-0012 名古屋市中区千代田5-14-22

場

所

J R中央本線「鶴舞」駅 名大病院口（北口）下車すぐ。
地下鉄「鶴舞」駅下車 北へ約100m。

※駐車場はありません。公共交通機関をご利用下さい。

「多国籍企業の組織文化」（仮）

１

中部大学大学院／段
※コメンテーター

報告者とテーマ
２

宏鳴氏
中京大学／中條

秀治氏

「戦略的CSRとコーポレート・ガバナンス制度の精緻化を巡る動向の批
判的検討」（仮）
愛知学院大学／津田 秀和氏
※コメンテーター 富山大学／水谷内 徹也氏

次回例会

７月２４日（土）

日

１０月１７日 （土） 午後１時３０分～

時

富山県民会館にて開催予定

名古屋学院大学 さかえサテライト 第８講義室
場

所

〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄4-1-1 中日ビル7階 TEL:052-242-5300
※公共交通機関をご利用下さい。
◆地下鉄東山線・名城線「栄」駅12・13番出口徒歩1分。中日ビル南玄関より、南側エレベーターを
利用して7階で降りると「さかえサテライト」があります。

「社会起業家における社会性に関する一考察」
１

報告者とテーマ ２

中京大学／速水 智子氏
※コメンテーター 中部学院大学／河野 篤氏

「海外病院にみる医療機関ガバナンス－経営学的コーポレート・ガバ
ナンスからの接近」（仮題）
名古屋市立大学（院）／老平 崇了氏
※コメンテーター 名古屋商科大学／亀倉 正彦氏

「自然法と経営倫理との交錯－経営倫理学の基底－」
３

名古屋学院大学／平手 賢治氏
※コメンテーター 静岡産業大学／杉山 三七男氏

次回例会

１２月５日（土）

日

７月２５日 （土） 午後１時３０分～

時

名古屋商科大学にて開催予定

石川四校記念文化交流館 多目的利用室２
場

所

金沢市広坂2-2-5 TEL 076-262-5464
・JR金沢駅東口バスターミナルよりバスにて「香林坊（アトリオ前）」下車後、徒歩で約2分
・JR金沢駅より車で約10分

「知識の共有共用とインセンティブ」
１
報告者とテーマ

「コーポレート・ガバナンス論の課題と方向」
２

次回例会

金沢大学／白石 弘幸子氏
※コメンテーター 星稜女子短期大学／安藤 信雄氏

星城大学／平田 光弘氏
※コメンテーター 富山大学／水谷内 徹也氏

１０月１７日（土）

名古屋学院大学にて開催予定

日

時

４月２５日 （土） 午後１時３０分～
中部大学 名古屋キャンパス

場

所

〒460-0012 名古屋市中区千代田5-14-22
JR中央本線「鶴舞」駅 名大病院口（北口）下車すぐ。
地下鉄「鶴舞」駅下車 北へ約100m。
※駐車場はありません。公共交通機関をご利用下さい。

「コミュニティ活用した消費者のパラダイム転換モデル」（仮）
１

名古屋市立大学大学院／後藤 恵美氏
※コメンテーター 中部大学／小山 太郎氏

「フリーエージェント社会の組織－広告代理店の事例をもとに－」
報告者とテーマ ２

愛知工業大学／吉成 亮氏
※コメンテーター 中部大学／辻村 宏和氏

「東アジアにおけるナレッジワークの国際分業の再配置」（仮）
３

名古屋商科大学／徳丸 宜穂氏
※コメンテーター 朝日大学／加藤 里見氏

次回例会

７月２５日（土）

日

１２月１３日 （土） 午後２時～

時

金沢大学にて開催予定

中京大学 名古屋キャンパス センタービル（０号館）６階０６０４教室
場

所

〒466-8666 名古屋市昭和区八事本町101-2
TEL 052-835-7111（代）
地下鉄鶴舞線「八事」駅5番出口前
※駐車場は利用できません。公共交通機関をご利用下さい。

「コトづくりに関する一考察－かすがいキズナを事例として」（仮題）
１
報告者とテーマ

中部大学／寺澤 朝子氏
※コメンテーター 名古屋大学／湧田 幸宏氏

「LED照明分野における競争戦略」（仮題）
２

名古屋市立大学大学院／住田 公明氏
※コメンテーター 名古屋学院大学／林 淳一氏

次回例会

４月２５日（土）

日

１０月４日 （土） 午後１時３０分～

時

中部大学にて開催予定

愛知学院大学 学院会館 会議室
場

所

〒470-0195 愛知県日進市岩崎町阿良池12
TEL 0561-73-1111
地下鉄東山線「藤が丘駅」から名鉄バス「愛知学院大学」行きにて約10分。
名古屋ICから猿投グリーンロードを瀬戸方面へ。「杁ヶ池」交差点を右折して直進。約15分。

「研究開発の特質に基づく日本製薬企業の合併の類型化」
１

富山商船高等専門学校／宮重 徹也氏
※コメンテーター 愛知学院大学／谷 保範氏

「経営学におけるキャリア支援論の意味」（仮題）
報告者とテーマ ２

３

高田短期大学／手嶋 慎介氏
※コメンテーター 中部大学／辻村 宏和氏

「百貨店経営史の再検討－松坂屋と高島屋における創業者一族の役
割と限界－」

３

中部大学／末田 智樹氏
※コメンテーター 愛知産業大学／佐藤 英達氏

次回例会

１２月１３日（土）

日

７月２６日 （土） 午後１時３０分～

時

中京大学にて開催予定

富山県民会館 ５０９会議室
場

所

〒930-0006 富山県富山市新総曲輪4-18
TEL 076-432-3111
JR「富山」駅（南口）徒歩5分。地鉄バス主要路線市役所前下車。

１
報告者とテーマ
２

「マーケティングのパラダイム革新－認知科学的アプローチによる消
費者モデルの構築－」
名古屋市立大学大学院／後藤 恵美氏
※コメンテーター 富山大学／内田 康郎氏

「シナノケンシの多角化と金子八郎－エレクトロニクスへの多角化をめ
ぐって－」
岡崎女子短期大学／祝田 学氏
※コメンテーター 中部大学／末田 智樹氏

次回例会

１０月４日（土）

日

４月２６日 （土） 午後１時３０分～

時

愛知学院大学にて開催予定

中部大学 名古屋キャンパス
場

所

〒460-0012 名古屋市中区千代田5-14-22
JR中央本線「鶴舞」駅 名大病院口（北口）下車すぐ。
地下鉄「鶴舞」駅下車 北へ約100m。
※駐車場はありません。公共交通機関をご利用下さい。

１

「技術のマネジメントとしての原価企画－イノベーションを促進・阻害す
る目標原価－」
名古屋大学大学院／林 久嗣氏
※コメンテーター 愛知淑徳大学／浅井 敬一朗氏

「管理会計による中小企業の経営計画策定支援について」
報告者とテーマ ２

３

名古屋学院大学大学院／朝原 邦夫氏
※コメンテーター 中京大学／中垣 昇氏

「バイオベンチャーのデスバレー戦略へのリアルオプションの応用につ
いて」
豊橋技術科学大学／藤原 孝男氏
※コメンテーター 名古屋工業大学／竹野 忠弘氏

次回例会

７月２６日（土）

日

１２月１５日 （土） 午後１時３０分～

時

富山大学にて開催予定

愛知大学 名古屋校舎 研究館 ２階 第６会議室
場

所

〒470-0296 愛知県西加茂郡三好町黒笹370
TEL 0561-36-1111
名鉄豊田線黒笹駅下車、スクールバスにて約５分。

「近年の企業形態に関する一考察」（仮題）
１
報告者とテーマ
２

名古屋商科大学／亀倉 正彦氏
※コメンテーター 金城学院大学／小室 達章氏

「経営論と芸術論の接点－ビジネス・アンソロポロジーの1つの試み－
」（仮題）
中京大学／村山 元英氏
※コメンテーター 中京大学／中條 秀治氏

次回例会

４月２６日（土）

日

１０月２７日 （土） 午後１時３０分～

時

名古屋大学
場

所

中部大学にて開催予定

東山キャンパス 経済学部棟２階 第１会議室

〒464-8601 名古屋市千種区不老町
TEL 052-781-5111（代）
地下鉄名城線「名古屋大学」下車 1番出口を出てすぐ

「人的資源概念の検討－ドラッカー、HRM、SHRM」
１

名古屋大学大学院／山下 剛氏
※コメンテーター 中部大学／辻村 宏和氏

「電力会社のガス事業戦略」（仮題）
報告者とテーマ ２

名古屋大学大学院／秋山 健太郎氏
※コメンテーター 愛知学院大学／谷

保範氏

「『製造と販売』に関する企業の社会的責任」（仮題）
３

名古屋大学／榁田 智子氏
※コメンテーター 名古屋商科大学／亀倉 正彦氏

次回例会

１２月１５日（土）

日

７月１４日 （土） 午後１時３０分～

時

愛知大学にて開催予定

金沢大学 サテライト・プラザ

場

所

〒920-0913 石川県金沢市西町三番丁16番地
金沢市西町教育研修館内
TEL 076-232-5343
JR金沢駅から
○タクシー［約5分］○バス（北陸鉄道）［約5分］→武蔵ヶ辻で下車後、徒歩［約5分］（北國銀行本店
角から尾崎神社方向へ進み、左側）
地図等については、金沢大学サテライト・プラザホームページ にてご確認下さい。
※駐車場は利用できませんので、公共交通機関をご利用下さい。

１
報告者とテーマ

「経営資源についての一考察
～リソースト・ベースト・ビューとの関連で」
金沢学院大学／田中 晴人氏
※コメンテーター 富山大学／内田 康郎氏

「現代企業と企業価値」
２

中京大学／櫻井 克彦氏
※コメンテーター 富山大学／水谷内 徹也氏

次回例会

１０月２７日（土）

日

５月２６日 （土） 午後１時３０分～

時

名古屋大学にて開催予定

中京大学 名古屋キャンパス センタービル（０号館）６階０６０４教室
〒466-8666 名古屋市昭和区八事本町101-2

場

所

TEL 052-835-7111
地下鉄鶴舞線『八事』駅5番出口前
※駐車場は利用できませんので、公共交通機関をご利用下さい。

１
報告者とテーマ
２

「ユーザー起動法を活用した商品開発の有効性
－学習理論による説明－」
名古屋市立大学大学院／後藤 恵美氏
※コメンテーター 愛知学院大学／古澤 和行氏

「近世後期日本のマニュファクチュアにおける経営組織の成立
－西海捕鯨業の生産活動の事例から－（仮）」
中部大学／末田 智樹氏
※コメンテーター 岡崎女子短期大学／祝田 学氏

次回例会

７月１４日（土）

日

３月２４日 （土） 午後１時３０分～

時

名古屋工業大学
場

所

金沢大学にて開催予定

２号館 １階 F１講義室

〒466-8555 名古屋市昭和区御器所町
TEL 052-735-5121
中央本線「鶴舞 名大病院口」徒歩約7分：地下鉄「鶴舞4番出口」徒歩約10分

「社会的企業とソーシャルバリュー」
１

中京大学大学院／速水 智子氏
※コメンテーター 中部大学／辻村 宏和氏

「個人と組織の統合」
報告者とテーマ ２

名古屋大学／加地 唯文氏
※コメンテーター 愛知産業大学／藤沼 司氏

「SCM戦略の展開と産業集積」
３

名古屋工業大学／竹野 忠弘氏
※コメンテーター 名古屋文理大学／江見 和明氏

次回例会

５月２６日（土）

日

１月１３日 （土） 午後１時３０分～

時

中京大学にて開催予定

名古屋商科大学大学院 伏見キャンパス
場

所

〒460-0003 名古屋市中区錦一丁目20-1
TEL 052-203-8111
地下鉄伏見駅8番出口より納屋橋方向へ徒歩30秒
※駐車場は利用できませんので、公共交通機関をご利用下さい。

１
報告者とテーマ

「組織の学習障害とその克服に向けて
－組織学習プロセスに生じる断絶と結合－」
名古屋大学大学院／伊藤 なつこ氏
※コメンテーター 名古屋大学／湧田 幸宏氏

「ハイブリッド型経営者の特性」
２
次回例会

中部大学／趙 偉氏
※コメンテーター 名城大学／伊藤 賢次氏

３月２４日（土）

名古屋工業大学にて開催予定

日

時

場

所

１２月１６日 （土） 午後１時３０分～
愛知学院大学 学院会館 会議室
〒470-0195 愛知県日進市岩崎町阿良池12
TEL 0561-73-1111

「ITアウトソーシング活用時の組織構造に関する一考察」
１

愛知大学大学院／板倉 文彦氏
※コメンテーター 富山大学／水谷内 徹也氏

２

中京大学大学院／稲垣 伸子氏
※コメンテーター 名古屋大学／湧田 幸宏氏

報告者とテーマ

「中小企業研究とマーケティング：理論的伝統の邂逅」

次回例会

１月１３日（土）

日

１０月２１日 （土） 午後１時３０分～

時

名古屋商科大学にて開催予定

愛知大学 名古屋校舎 研究館 ２階 第６会議室
場

所

〒470-0296 愛知県西加茂郡三好町黒笹370
TEL 0561-36-1111
名鉄豊田線黒笹駅下車、スクールバスにて約５分。

「看護師業務の機能に関する組織論的一考察」
１
報告者とテーマ

愛知大学大学院／久米 龍子氏
※コメンテーター 中部大学／辻村 宏和氏

「高田保馬の勢力論と組織」（仮）
２

四日市大学／林 徹氏
※コメンテーター 愛知大学／南 龍久氏

次回例会

１２月１６日（土）

日

７月１５日 （土） 午後１時３０分～４時３０分

時

愛知学院大学にて開催予定

富山県民会館７０１会議室
場

所

〒930-0006 富山県富山市新総曲輪4-18
TEL 076-432-3111
JR富山駅南口徒歩約5分

「デジタルカメラ産業における競争と共進化」
１
報告者とテーマ

愛知学院大学／古澤 和行氏
※コメンテーター 金城学院大学／小室 達章氏

「技術標準の戦略と課題」
２

富山大学／内田 康郎氏
※コメンテーター 名古屋大学／涌田 幸宏氏

次回例会

１０月２１日（土）

日

５月１３日 （土） 午後１時３０分～

時

愛知大学にて開催予定

中京大学 名古屋キャンパス センタービル（０号館）８階０８０１教室
場

所

〒466-8666 名古屋市昭和区八事本町101-2
TEL 052-835-7111
地下鉄鶴舞線『八事』駅5番出口前
※駐車場は利用できませんので、公共交通機関をご利用下さい。

「固有の資源獲得と依存の回避

１

報告者とテーマ

－ヒュンダイ自動車の固有モデル開発過程を中心に－」
星城大学／李 存鎬氏
※コメンテーター 愛知学院大学／谷 保範氏

「製品安全情報に関する企業と消費者の解釈の相違」
２

名古屋商科大学／榁田 智子氏
※コメンテーター 中部大学／辻村 宏和氏

「航空業界のアライアンスについての一考察」
３

愛知工業大学／小橋 勉氏
※愛知大学／田中 英式氏

次回例会

７月１５日（土）

日

３月２５日 （土） 午後１時３０分～

時

富山大学にて開催予定

名古屋工業大学 ２号館１１階（南側フロアー）ラウンジ会議室
場

所

〒466-8555 名古屋市昭和区御器所町
TEL 052-735-5121
中央本線「鶴舞 名大病院口」徒歩約7分：地下鉄「鶴舞4番出口」徒歩約10分

１

報告者とテーマ ２

３

「ヘルスケアの産業モデル：介護サービス企業の経済的社会的な経営
環境」
中京大学大学院／稲垣 伸子氏
※コメンテーター 中部学院大学短期大学部／河野 篤氏

「創造性における企業文化の役割とメカニズム
－複雑系アプローチに基づく－」
星城大学／横山 正博氏
※コメンテーター 愛知工業大学／小橋 勉氏

「自動車製造業における技術経営戦略の展開
－プロセス展開・プロダクト展開としての企業行動－」
名古屋工業大学／竹野 忠弘氏
※愛知淑徳大学／浅井 敬一朗氏

次回例会

５月１３日（土）

日

１月２８日（土）

時

中京大学にて開催予定

午後１時３０分～

愛知学院大学 本部棟３F 第一会議室
場

所

〒470-0195 愛知県日進市岩崎町阿良池12
TEL 0561-73-1111
※例年の学院会館と会場が異なりますのでお気をつけください。

１
報告者とテーマ

「自動車産業におけるドイツモデル
－作業組織の変遷に基づく－」
中部大学／趙 偉氏
※コメンテーター 滋賀大学／弘中 史子氏

「倫理主導の企業行動と経営者の課題」

２
次回例会

富山大学／水谷内 徹也氏
※コメンテーター 星城大学／平田 光弘氏

３月２５日（土）

名古屋工業大学にて開催予定

日

時

１２月１７日 （土） 午後１時３０分～
中部大学 名古屋キャンパス

場

所

〒460-0012 名古屋市中区千代田5-14-22
TEL 052-251-8551
JR中央線「鶴舞」駅下車 北口すぐ前。
地下鉄鶴舞線「鶴舞」駅下車 北へ約100m。
※駐車場は利用できませんので、公共交通機関をご利用下さい。

１
報告者とテーマ

「分業と非対称情報
－標準化の役割について－」
星稜女子短期大学／安藤 信雄氏
※コメンテーター 名古屋工業大学／竹野 忠弘氏

「グローバル化とスキルの捉え方
－中国金型メーカーのケースを中心に－」
２
愛知淑徳大学／浅井 敬一朗氏
※コメンテーター 名城大学／伊藤 賢次氏

次回例会

１月２８日（土）

日

１０月２２日 （土） 午後１時３０分～

時

愛知学院大学にて開催予定

愛知大学 名古屋校舎 研究館 ２階 第６会議室
場

所

〒470-0296 愛知県西加茂郡三好町黒笹370
TEL 0561-36-1111
名鉄豊田線黒笹駅下車、スクールバスにて約５分。
スクールバス時刻：12:38、12:48、12:58、
13:08、13:20、13:38、13:50

１
報告者とテーマ

「中国における日系企業の技術移転
～企業内技術移転と現地企業への二次移転～」
愛知大学／田中 英式氏
※コメンテーター 愛知学院大学／内藤 勲氏

「戦略的アライアンスと組織」
２

名古屋学院大学／林 淳一氏
※コメンテーター 愛知工業大学／小橋 勉氏

次回例会

１２月１７日（土）

日

７月３０日 （土） 午後１時３０分～

時

中部大学鶴舞キャンパスにて開催予定

金沢大学 サテライト・プラザ

場

所

〒920-0913 石川県金沢市西町三番丁16番地
金沢市西町教育研修館内
TEL 076-232-5343
JR金沢駅から
○タクシー［約5分］○バス（北陸鉄道）［約5分］→武蔵ヶ辻で下車後、徒歩［約5分］（北國銀行本店
角から尾崎神社方向へ進み、左側）
地図等については、金沢大学サテライト・プラザホームページ にてご確認下さい。
※駐車場は利用できませんので、公共交通機関をご利用下さい。

「プラットフォーム型の事業成長：ナノテク・ビジネスの事例をもとに」
１

名古屋商科大学／伊佐田 文彦氏
※コメンテーター 富山大学／内田 康郎氏

「ネットワーク外部性と企業の情報戦略」
２

金沢大学／白石 弘幸氏

報告者とテーマ

※コメンテーター

３

大阪商業大学／松村 政樹氏

「経営学と経営者育成
－『経営教育学派』の認知向上－
中部大学／辻村 宏和氏
※富山大学／水谷内 徹也氏

次回例会

１０月２２日（土）

日

５月２８日 （土） 午後１時３０分～

時

愛知大学にて開催予定

中京大学 名古屋キャンパス センタービル（0号館）6階0604教室
場

所

〒466-8666 名古屋市昭和区八事本町101-2
TEL 052-835-7111
地下鉄鶴舞線『八事』駅5番出口前
※駐車場は利用できませんので、公共交通機関をご利用下さい。

「サービス業におけるリーンシステム（ホワイト急便の事例）」
１

星城大学／李 存鎬氏
※コメンテーター 愛知淑徳大学／浅井 敬一朗氏

「中国物流企業の3PL業態転換と技術学習」
報告者とテーマ ２

３

富山大学／李 瑞雪氏
※コメンテーター 名古屋大学／湧田 幸宏氏

「トヨタの競争力のメカニズム
－組織文化と知識創造活動と創造的破壊－」
名城大学／伊藤 賢次氏
※名古屋工業大学／竹野 忠弘氏

次回例会

７月３０日（土）

日

３月２６日 （土） 午後１時３０分～

時

金沢大学にて開催予定

名古屋商科大学大学院 伏見キャンパス
場

所

〒460-0003 名古屋市中区錦一丁目20-1
TEL 052-203-8111
地下鉄伏見駅8番出口より納屋橋方向へ徒歩30秒
※駐車場は利用できませんので、公共交通機関をご利用下さい。

１

報告者とテーマ ２

３

「企業の社会的責任
－『経営自主体』論の観点から－」
愛知産業大学／小野 琢氏
※コメンテーター 愛知学院大学／津田 秀和氏

「現代の人間像を考える
－組織行動論の知見から－」
中部大学／寺澤 朝子氏
※コメンテーター 愛知大学／南 龍久氏

「アメリカにおける経営管理の近代化について
－19世紀から1920年代まで－
名城大学／今井 斉氏
※愛知産業大学／藤沼 司氏

次回例会

５月２８日（土）

日

１月２２日 （土） 午後１時３０分～

時

中京大学にて開催予定

中部大学 名古屋キャンパス ５階 会議室

場

所

〒460-0012 名古屋市中区千代田5-14-22
TEL 052-251-8551
JR中央線「鶴舞」駅下車 北口すぐ前。
地下鉄鶴舞線「鶴舞」駅下車 北へ約100m。
※駐車場は利用できませんので、公共交通機関をご利用下さい。

１
報告者とテーマ
２

「戦略提携による競争優位の構築
－在中日系電子企業を中心に－」
愛知大学大学院／劉 暁慧氏
※コメンテーター 日本福祉大学／張 淑梅氏

「アントレプレナーの心理的特性」
中部大学／大津 誠氏
※コメンテーター 愛知学院大学／芝 隆史氏

次回例会

３月２６日（土）

名古屋商科大学にて開催予定

日

時

１２月１８日 （土） 午後１時３０分～

場

所

愛知学院大学 学院会館 会議室
〒470-0195 愛知県日進市岩崎町阿良池12
TEL 0561-73-1111

１
報告者とテーマ
２

「歴史的使命を終えた郷鎮企業
－行政上の便宜主義と学術タクソノミーの混乱－」
名古屋大学大学院／岩田 奇志氏
※コメンテーター 豊田スチールセンター（株）／村瀬 伸二氏

「集団の概念と団体の概念
―合名会社と株式会社―」
中京大学／中條 秀治氏
※コメンテーター 元・中部大学／加藤 昭二氏

次回例会

１月２２日（土）

日

１０月１６日 （土） 午後１時３０分～

時

中部大学にて開催予定

愛知大学 車道校舎 F1 第一会議室
場

所

〒461-8641 名古屋市東区筒井2丁目10-31
TEL 052-937-8111
地下鉄桜通線 車道下車 1番出口 徒歩2分。

「Barnard権威理論の現代的意義（仮）」
１
報告者とテーマ
２
次回例会

愛知産業大学／藤沼 司氏
※コメンテーター 中部大学／辻村 宏和氏

「作業組織の変遷
―トヨタの事例を中心とした国際比較―」
中部大学／趙 偉氏
※コメンテーター 中部大学／寺澤 朝子氏

１２月１８日（土）

愛知学院大学にて開催予定

日

時

７月１７日 （土） 午後２時００分～４時３０分
富山大学 経済学部大会議室（７F）

場

所

〒930-8555 富山市五福3150
TEL 076-445-6458
FAX 076-445-6419
JR富山駅から市内電車（大学前行）またはバス（③④乗り場）で約20分。

１
報告者とテーマ

「産業クラスターと人材育成
―新潟県清酒製造業のケース―」
愛知学院大学／関 千里氏
※コメンテーター 京都大学／日置 弘一郎氏

「オンラインゲーム業界の現状：各社の取り組みを比較して」
２

金沢学院大学／松村 政樹氏
※コメンテーター 富山大学／清家 彰敏氏

次回例会

１０月１６日（土）

日

５月１５日 （土） 午後１時３０分～

時

愛知大学にて開催予定

中京大学 名古屋キャンパス センタービル（０号館）６階０６０４教室
場

所

〒466-8666 名古屋市昭和区八事本町101-2
TEL 052-835-7111（代）
地下鉄鶴舞線『八事』駅1番出口を左折 徒歩3分。

「プラットフォーム・リーダーシップ・モデルの研究」
１

名古屋商科大学／伊佐田 文彦氏
※コメンテーター 交渉中

「内部通報制度とコーポレート・ガバナンス」
報告者とテーマ ２

東海学園大学／市古 勲氏
※コメンテーター 愛知学院大学／津田 秀和氏

「生命科学の事業化手段としてのスタートアップ」
３

豊橋技術科学大学／藤原 孝男氏
※コメンテーター 中京大学／櫻井 克彦氏

次回例会

７月１７日（土）

日

３月２７日 （土） 午後１時１０分～

時

富山大学にて開催予定

愛知学泉大学 豊田学舎 管理棟２Ｆ 大会議室
〒471-8532 豊田市大池町汐取1
TEL 0565-35-1313

場

名古屋駅から

地下鉄東山線「伏見」で「鶴舞線」に乗換え、名鉄豊田線「豊田市」行きに乗車
して「三好ヶ丘」まで約40分。三好ヶ丘駅ロータリーからスクールバス7分。

高蔵寺方面から

愛知環状鉄道「高蔵寺」から「新豊田」まで35分。新豊田駅ロータリーからスク
ールバス13分。

豊橋方面から

名鉄名古屋線「豊橋」から「知立」まで特急で31分。名鉄三河線で「豊田市」ま
で24分。愛知環状鉄道「新豊田駅」ロータリーからスクールバス13分。

所

※スクールバス運賃100円/片道が必要です。

１

「異文化における日本の小型NGOの経営について
―ある団体の事例を中心に―」
南山大学／コンダカル・ミザヌル・ラハマン氏
※コメンテーター 名古屋商科大学／高浦 康有氏

「人的資源管理におけるコーチング」
２

愛知学院大学／江見 和明氏
※コメンテーター 滋賀大学／澤木 聖子

報告者とテー
マ

３

「知力人材の開発
―革新的創造力の開発を中心として―」
愛知学泉大学／川端 大二氏
※コメンテーター 中京大学／櫻井 克彦氏

「ファミリーフレンドリー施策と組織の戦略的反応」
４

中部大学／咸 惠善氏
※コメンテーター 南山大学／安藤 史江氏

次回例会

※今回、4名の先生方にご報告いただきます。したがって、開始時刻を
13:10と通常より20分早くいたしました。どなた様も遅れないようご出席下さ
い。
５月１５日（土） 中京大学にて開催予定

日

１月３１日 （土） 午後１時３０分～

時

日本福祉大学 名古屋キャンパス
場

所

〒460-0012 名古屋市中区千代田5-22-35
TEL 052-242-3022
地下鉄鶴舞線『鶴舞』駅2番出口・JR中央線『鶴舞』駅公園口より徒歩2分。車でお越しになる場合
は、鶴舞公園駐車場をご利用下さい。

「企業間パートナーシップと組織間学習」
１

報告者とテーマ

２

日本福祉大学／張 淑梅氏
※コメンテーター 中部大学／辻村 宏和氏

「サプライヤーシステムにおける、モジュール化の意味
―韓国現代自動車の事例―」
星城大学／李 在鎬氏
※コメンテーター （交渉中）

「アントレプレナーの心理的特性と企業業績」
３

中部大学／大津 誠氏
（共同研究者 宇部フロンティア大学／西田 豊昭氏）
※コメンテーター 愛知学院大学／松原 敏浩氏

次回例会

３月２７日（土）

日

１２月１３日 （土） 午後１時３０分～

時

愛知学泉大学にて開催予定

名古屋商科大学大学院 伏見キャンパス
場

所

〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦一丁目20-1
TEL 052-203-8111
地下鉄伏見駅8番出口より納屋橋方向へ徒歩30秒。

１

報告者とテーマ ２

「異質な組織のコラボレーション
―“NPOと企業による協働”ケースの評価・分析―」
名古屋商科大学／高浦 康有氏
※コメンテーター 愛知工業大学／小橋 勉氏

「製造現場における暗黙知と形式知に関する一考察
―海外モノづくり85拠点の現地調査をもとに―」
中京大学／浅井 紀子氏
※コメンテーター 名古屋工業大学／竹野 忠弘氏

「中国郷鎮企業の役割と課題」
３
次回例会

名古屋市立大学／村瀬 伸二氏
※コメンテーター 愛知大学／川井 伸一氏

１月３１日（土）

日本福祉大学名古屋キャンパスにて開催予定

日

時

場

所

１０月１８日 （土） 午後１時３０分～
愛知学院大学 学院会館会議室
〒470-0195 愛知県日進市岩崎町阿良池１２
TEL 0561-73-1111

１

報告者とテーマ ２

３

「派遣ビジネスを取り巻く環境と成長戦略
―ある中堅派遣会社の事例を中心に―」
愛知学院大学／谷 保範氏
※コメンテーター 愛知産業大学／堀田 友三郎氏

「利害関係者間の相互作用と企業行動
―雪印乳業の事例研究―」
名古屋大学／榁田 智子氏
※コメンテーター 富山大学／水谷内 徹也氏

「The Academy of Management での報告を終えて
―経営教育に寄せる関心に確かな手応え―」
中部大学／辻村 宏和氏
※コメンテーター 静岡産業大学／杉山 三七男氏

次回例会

１２月１３日（土）

名古屋商科大学にて開催予定

日

時

７月１９日 （土） 午後１時３０分～

場

所

金沢大学 サテライトプラザ２Ｆ集会室
〒920-0913 石川県金沢市西町3-16 金沢市西町教育研修会館内
TEL 076-232-5343

「日本企業と経営戦略」
１

報告者とテーマ ２

金沢学院大学／田中 晴人氏
※コメンテーター 金沢大学／澤田 幹氏

「『ステイクホルダー・ガバナンス』試論
―社会志向の企業統治構想―」
富山大学／水谷内 徹也氏
※コメンテーター 立命館大学／仲田 正機氏

「コストダウンの方法論とその評価」
３

愛知学院大学／荻原 洋太郎氏
※コメンテーター 金沢工業大学／石井 和克氏

次回例会

１０月１８日（土）

愛知学院大学にて開催予定

日

時

５月１７日 （土） 午後１時３０分～

場

所

中京大学 名古屋キャンパス 本館（１１号館）４Ｆ 第１会議室
〒466-8666 愛知県名古屋市昭和区八事本町101-2
TEL 052-832-2151

「コミットメントから見た人間行動の二段階モデル」
１

名古屋大学／岩田 一哲氏
※コメンテーター 中部大学／寺澤 朝子氏

「コンテンツ制作組織の分析：ゲームソフトの事例から」
報告者とテーマ ２

金沢学院大学／松村 政樹氏
※コメンテーター 愛知大学／山本 大造氏

「バーチャル・プロジェクト・カンパニーのビジネス・モデルに関する一考
察」

３

名古屋商科大学／伊佐田 文彦氏
※コメンテーター 愛知学院大学／内藤 勲氏

次回例会

７月１９日（土）

金沢大学にて開催予定

日

時

３月２２日 （土） 午後１時３０分～

場

所

名城大学 天白キャンパス タワー７５ １３０７号室（１３階）
〒468-8502 愛知県名古屋市天白区塩釜口1-501
TEL 052-832-1151

「企業における製品革新・市場革新の成功可能性と技術シナジー」
１

報告者とテーマ ２

朝日大学／宇野 誠一氏
※コメンテーター 椙山女学園大学／澤田 善次郎氏

「資源コーディネーションと組織変革に関する一考察
―松下電器産業における『破壊と創造』―」
名古屋商科大学／亀倉 正彦氏
※コメンテーター 名古屋大学／涌田 幸宏氏

「トヨタとホンダにおける自社技術開発路線と経営理念」
３

岐阜聖徳学園大学／伊藤 賢次氏
※コメンテーター 名古屋大学／山田 基成氏

次回例会

５月１７日（土）

中京大学にて開催予定

日

時

１２月２１日 （土） 午後１時３０分～

場

所

愛知学院大学 学院会館会議室
〒470-0195 愛知県日進市岩崎町阿良池12
TEL 05617-3-1111（代）

１

「現代航空企業における勤務基準と労使関係
―「日本企業社会論」からのアプローチ―」
愛知大学／山本 大造氏
※コメンテーター 中京大学／竹田 昌次氏

「組織変化のプロセスと組織メンバーの役割
―生き残りを模索する中小企業の事例を中心として―」
報告者とテーマ ２

３

中部大学／寺澤 朝子氏
滋賀大学／弘中 史子氏
※コメンテーター 愛知学院大学／内藤 勲氏

「モノ造りのマネジメント再考
―グローバルニッチ企業の探求―」
名古屋大学／山田 基成氏
※コメンテーター 中京大学／古田 秋太郎氏

次回例会

１月１５日（土）

日

１０月１９日 （土） 午後１時３０分～

時

中部大学にて開催予定

愛知大学 名古屋校舎（三好） 研究館2階第6会議室
〒470-0296 愛知県西加茂郡三好町黒笹370
＜地下鉄＞「名古屋」－「伏見」－（名鉄豊田線）－「黒笹」下車
＜名鉄＞（名古屋本線）豊橋発＝「知立」－（三河線）－「豊田」－（豊田線）－「黒笹」下車

場

所

＜名鉄＞（名古屋本線）豊橋発＝「知立」－（三河線）－「豊田」－（豊田線）－「黒笹」下車
黒笹駅よりスクールバス有り
※問い合わせ先：愛知大学経営学部南研究室
TEL 05613-6-1111（代）
FAX 05613-6-5553

「持続可能な社会システムと企業経営」
１

報告者とテーマ

２

３

名古屋大学／涌田 幸宏氏
※コメンテーター 愛知学院大学／津田 秀和氏

「インターネットを利用したマーケティングの新しい動き
―キリンビバレッジのFireの事例研究―」
三重大学／渡邊 明氏
※コメンテーター 岐阜経済大学／岩坂 和幸氏

「中国のコーポレートガバナンス原則
―その特徴と現実的意義―」
愛知大学／川井 伸一氏
※コメンテーター 日本福祉大学／岩田 龍子氏

次回例会

１２月２１日（土）

日

７月２７日 （土） 午後１時３０分～

時

愛知学院大学にて開催予定

富山県民会館 ７０４会議室
場

所

〒930-0006 富山県富山市新総曲輪4-18
JR富山駅より南へ徒歩5分 TEL 076-432-3111（代）
※問い合わせ先：富山大学経済学部水谷内研究室
TEL 076-445-6458
FAX 076-445-6419

「起業活動における人的資源の役割と資金制約」
１

富山大学／馬 駿氏
※コメンテーター 愛知学院大学／松原 敏浩氏

「『柔軟な組織化』に関する一考察：環境変動の高まりをふまえて」
報告者とテーマ ２

金沢学院大学／松村 政樹氏
※コメンテーター 愛知大学／山本 大造氏

「新医療福祉複合体の市場創出効果」
３

名古屋学院大学／梅津 和郎氏
※コメンテーター 富山大学／清家 彰敏氏

次回例会

１０月１９日（土）

愛知大学にて開催予定

日

時

５月１１日 （土） 午後１時３０分～

場

所

名古屋市立大学 人文社会学部 1F 103会議室
〒467-8501 名古屋市瑞穂区瑞穂町字山の畑1番地
地下鉄桜通線桜山駅5番・6番出口から徒歩10分

「イノベーション政策と企業間競争」
１

愛知学院大学／島本 実氏
※コメンテーター 名古屋商科大学／高浦 康有氏

「情報通信大企業のグローバル戦略」
報告者とテーマ ２

３
次回例会

名城大学／西山 賢一氏
※コメンテーター 龍谷大学／夏目 啓二氏

「日産自動車の発展と労働組合
―昭和40年代の労使協調路線を中心に―」
岐阜聖徳学園大学／伊藤 賢次氏
※コメンテーター 南山大学／藤原 道夫氏

７月２７日（土）

富山大学にて開催予定

日

時

場

所

３月２３日 （土） 午後１時３０分～
名古屋商科大学大学院 伏見キャンパス
〒460-0003 名古屋市中区錦1丁目20-1 TEL：052-203-8111
地下鉄伏見駅8番出口より納屋橋方向へ徒歩30秒

１

報告者とテーマ ２

「表象文化としてのグローバリゼーション
―多国籍企業批判の現在―」
名古屋商科大学／高浦 康有氏
※コメンテーター 愛知学院大学／島本 実氏

「ハイパーモデル
―ITに従った経営システムの枠組み―」
名城大学／堀川 新吾氏
※コメンテーター 名古屋大学／湧田 幸宏氏

「ISOマネジメントシステムの体系化についての一考察」
３

椙山女学園大学／澤田 善次郎氏
※コメンテーター 三重大学／渡邊 明氏

次回例会

５月１１日（土）

日

１月２６日 （木） 午後１時３０分～

時

名古屋市立大学にて開催予定

名古屋学院大学 さかえサテライト
場

所

〒460-0008 名古屋市中区栄4丁目1番1号 中日ビル７階 南側のエレベーターをご利用下さい
。TEL：052-242-5300

「マネジメント研究方法に関する一考察」
１

報告者とテーマ ２

名古屋学院大学／平手 賢治氏
※コメンテーター 南山大学／安藤 史江氏

「官公庁のシステム開発アウトソーシング
―コンソーシアム方式の提案―」
愛知学院大学／鵜飼 宏成氏
※コメンテーター 三重大学／今尾 雅博氏

「ITネットワーク・イレギュラーとモジュール生産システム」
３

名古屋工業大学／竹野 忠弘氏
※コメンテーター 名古屋大学／山田 基成氏

次回例会

３月２３日（土）

名古屋商科大学にて開催予定

日

時

１２月２０日 （木） 午後１時３０分～

場

所

愛知学院大学 学院会館 会議室
〒470-0195 愛知県日進市岩崎町阿良池１２

TEL：05617－3-1111

「WTO加盟における中国郷鎮企業の位置」
１

報告者とテーマ

２

名古屋学院大学／村瀬 伸二氏
※コメンテーター 日本福祉大学／岩田 龍子氏

「コンテンツ開発に関する一考察
―ゲームソフトを中心に―」
金沢学院大学／松村 政樹氏

※コメンテーター

３

愛知学院大学／内藤 勲氏

「経営戦略の創発プロセス
―ある企業の事例を中心に―」
愛知学院大学／芝 隆史氏
※コメンテーター 中部大学／辻村 宏和氏

次回例会

１月２６日（土）

日

時

１０月２０日 （土） 午後１時３０分～

場

所

愛知学院大学 学院会館 会議室
〒470-0195 愛知県日進市岩崎町阿良池１２

１

報告者とテーマ

名古屋学院大学にて開催予定

TEL：05617－3-1111

「企業と地域住民の交渉プロセスに関する研究の視点
―企業と社会の相互行為分析について―」
愛知学院大学／津田 秀和氏
※コメンテーター 名城大学／瀬川 新一氏

「経営者の育成と経営技能の非実証性」
２

中部大学／辻村 宏和氏
※コメンテーター 静岡産業大学／杉山 三七男氏

「インテグリティ・マネジメント―新時代の経営システムの探求―」
３

富山大学／水谷内 徹也氏
※コメンテーター 名古屋大学／湧田 幸宏氏

次回例会

１２月２２日（土）

愛知学院大学にて開催予定

日

時

7月２1日 （土） 午後１時～

場

所

石川県文教会館内 ４Ｆ 職員会館（第２会議室）
〒920-0916 石川県金沢市尾山町10-5

尾山神社表参道

TEL：076-261-9821

「環境変化と商工会」
１

２
報告者とテーマ

４

時

場

所

「正当性の構築と期待の形成
－産直型住宅運動の形成と持続化プロセスについての一考察－」
名古屋大学／涌田 幸宏氏
※コメンテーター 富山大学／内田 康郎氏

「認知と行為の因果関係に関する組織論的分析」
３

日

金沢学院大学／田中 晴人氏
※コメンテーター 富山大学／水谷内 徹也氏

中部大学／寺澤 朝子氏
※コメンテーター 南山大学／安藤 史江氏

「社会環境の転換期における経営学の課題と展望
－企業経営とステーク・ホルダー アプローチ－」
名古屋大学／櫻井 克彦氏
※コメンテーター 東洋大学／平田 光弘氏

５月１９日（土）

午後１時３０分～
中京大学 研究棟２Ｆ中会議室
〒466-8666 名古屋市昭和区八事本町101-2

１

TEL：052-832-2151

「調達マーケティング：
生産財の開発購買における信頼構築について」
中京大学／神田 善郎氏
※コメンテーター 椙山女学園大学／澤田 善次郎氏

報告者とテーマ ２

「企業の成長過程における労働組合と労使協調
－昭和４０年代のトヨタ自動車を中心に－」
岐阜聖徳学園大学／伊藤 賢次氏
※コメンテーター 南山大学／藤原 道夫氏

「トップマネージメントのリーダーシップの実証的研究」
３

日

時

場

所

３月３１日（土）

午後１時３０分～
愛知学院大学 学院会館 会議室
〒470-0195 日進市岩崎町阿良池１２

１

報告者とテーマ

愛知学院大学／松原 敏治氏
※コメンテーター 京都大学／田尾 雅夫氏

TEL：05617-3-1111(代)

「中国自動車産業における品質管理の一考察
－１個別企業の事例研究を通して－」
愛知大学／張 慧娟氏
※コメンテーター 愛知学院大学／内藤 勲氏

「イノベーティブな企業福祉施策導入の規定要因」
２

中部大学／咸 恵善氏
※コメンテーター 南山大学／藤原 道夫氏

「ＩＳＯマネジメントシステムと審査登録制度に関する一考察」
３

椙山女学園大学／澤田 善次郎氏
※コメンテーター 朝日大学／国沢 英雄氏

日

時

１月２７日 （土） 午後１時～

場

所

名古屋大学 経済学部 ２Ｆ 第１会議室
愛知県名古屋市千種区不老町 TEL：052-789-4920

１

２
報告者とテーマ

「日本企業における経営者コントロール・メカニズムの分析
－経営者エントレンチメント概念の適用－」
名古屋大学／市古 勲氏
※コメンテーター 中部大学／辻村 宏和氏

「海外生産拠点競争力向上におけるスキル育成の意義
－アジア経済危機後の現地調査５０社の事例をもとに－」
中京大学／浅井 紀子氏
※コメンテーター 豊橋技術科学大学／藤原 孝男氏

「文化経営論のパラダイムについて」
３

鈴鹿国際大学／川上 剛太郎氏
※コメンテーター 中京大学／西郷 幸盛氏

「原価企画と品質展開の理論」
４

朝日大学／持本 志行氏
※コメンテーター 愛知学院大学／萩原 洋太郎氏

日

時

１２月１６日 午後１時３０分～

場

所

愛知学院大学 学院会館会議室
愛知県日進市阿良池12 TEL：05617-3-1111（代）

「在中日系企業の人材育成 －松下電器の事例を中心として－」

１

報告者とテーマ ２

中京大学／胡 桂蘭氏
※コメンテーター 愛知大学／山本 大造氏

「中小企業における環境問題への対応
－陶磁器産地の試みを例として－」
愛知学院大学／林 伸彦氏
※コメンテーター 滋賀大学／戸田 俊彦氏

「自動車部品モジュール化と経営戦略」
３

名古屋工業大学／竹野 忠弘氏
※コメンテーター 名古屋大学／山田 基成氏

日

時

１０月２８日 午後１時３０分～

場

所

愛知大学
「フリー・キャッシュフローのエージェンシー・コスト削減効果」
１ 愛知大学／上木 敏正氏
※コメンテーター

名古屋市立大学／奥村 雅史氏

「日本企業の昇進昇給システムは年功的なのか？
－ある日本大手企業のブルーカラー従業員コーホート分析を通じ
て－」
報告者とテーマ ２
富山大学／馬 駿氏
※コメンテーター 南山大学／高橋 潔氏

３

「組織・人材・教育
-２１世紀の環境変化と対応－」
日本福祉大学／岩田 龍子氏
※コメンテーター 中部大学／辻村 宏和氏

日

時

７月２２日 午後１時３０分～

場

所

富山県民会館７０１号室
TEL：076-432-3111
「動機付け理論の近年の動向に関する一考察
－組織論におけるウォームなアプローチの意義－」
１
中部大学／寺沢 朝子氏
※コメンテーター 愛知学院大学／松原 敏浩氏

報告者とテーマ

「サプライチェーン・マネジメントと生産管理」
２

椙山女学園大学／澤田 善次郎氏
※コメンテーター 名古屋大学／涌田 幸宏氏

「中堅企業の海外直接投資」
３

富山大学／田中 祥子氏
※コメンテーター 愛知大学／堀 彰三氏

日

時

５月２０日 午後１時３０分～

場

所

名古屋学院大学 第２研究棟第２会議室
「ワーク/ファミリー・プログラム導入の実証分析」
１ 中部大学／咸 恵善氏
※コメンテーター

滋賀大学／澤木 聖子氏

「欧米に於ける経営開発の諸理論とテクニックの考察」
報告者とテーマ ２

日本福祉大学／コンダカル・ミザヌル・ラーマン氏
※コメンテーター 名古屋工業大学／竹野 忠弘氏

「中国石油企業の経営戦略」

３

名古屋学院大学／梅津 和郎氏
※コメンテーター 愛知大学／川井 伸一氏

日

時

３月２５日 午後１時３０分～

場

所

愛知学院大学 学院会館会議室
「組織化の背景
─技術・制度・文化─」
１

愛知学院大学／内藤 勲氏
※コメンテーター 中部大学／辻村 宏和氏

報告者とテーマ

「技術経営の課題と新世紀における可能性について」
２

豊橋技術科学大学／藤原 孝男氏
※コメンテーター 三重大学／今尾 雅博氏

「製品の価値・品質・価格に関する一研究」
３

朝日大学／持本 志行氏
※コメンテーター トヨタ車体株式会社／国沢 英雄氏

日

時

１月２２日 午後１時３０分～

場

所

南山大学 第２研究棟会議室
「組織学習論における３つの系統」
１ 南山大学／安藤 史江氏
※コメンテーター

富山大学／水谷内 徹也氏

「２０世紀と経営学、その軌跡と課題」
報告者とテーマ ２

名古屋市立大学／森 哲彦氏
※コメンテーター 名城大学／小林 康助氏

「経営学１００年の回顧と展望」
３

中京大学／三戸 公氏
※コメンテーター 愛知学院大学／島袋 嘉昌氏

日

時

１２月１８日 午後１時３０分～

場

所

名城大学 １０号館３Ｆ会議室
「東アジアの貿易、投資と日本多国籍企業」
１ 名城大学／田中 武憲氏
※コメンテーター

愛知大学／川井 伸一氏

「団体の概念と組織の概念」
報告者とテーマ ２

３

中京大学／中條 秀治氏
※コメンテーター
四日市大学／林 徹氏

「日本的生産システムの移転と変容
─グローバル時代の新パラダイムに向けて─」
東海学園大学／下川 浩一氏
※コメンテーター 名古屋大学／山田 基成氏

日

時

１０月１６日 午後１時３０分～

場

所

中京大学 研究棟２F 中会議室
「リスクマネジメント研究の今日的課題
－環境リスクとリスクコミュニケーションを中心に－」
１
名古屋大学／小室 達章氏
※コメンテーター 名城大学／瀬川 新一氏

報告者とテーマ ２

「人事評価は納得できるものなのか
－連合調査と日本能率協会調査との比較分析－」
南山大学／高橋 潔氏
※コメンテーター 愛知学院大学／松原 敏浩氏

「アジア経済危機と日本企業の新アジア政策」
３

中京大学／古田 秋太郎氏
※コメンテーター 愛知大学／川井 伸一氏

日

時

５月１５日 午後１時３０分～

場

所

名古屋商科大学 ＣＧＣ棟（マルルチメディア教室棟）
「企業グループにおける人材育成
－若年・中堅層出向の意義－」
１
名古屋商科大学／団 泰雄氏
※コメンテーター 南山大学／高橋 潔氏

報告者とテーマ

「経営者の育成と『良質なケース』開発の意義」
２

中部大学／辻村 宏和氏
※コメンテーター 椙山女学園大学／上嶋 正博氏

３

北陸先端科学技術大学院大学／寺本 義也氏
※コメンテーター 愛知学院大学／佐藤 義信氏

「経営のグローバルスタンダードとグループ経営の革新」

日

時

３月２０日 午後１時３０分～

場

所

四日市大学 大会議室
「経営者の特性についての調査
－三重県北勢地域の特徴を中心に－」
１
四日市大学／林 徹氏
※コメンテーター 愛知学院大学／今光 廣一氏

報告者とテーマ

「製品開発における製品コンセプトの形成と役割」
２

名古屋大学／大脇 史恵氏
※コメンテーター 豊橋技術科学大学／藤原 孝男氏

「アジア地域におけるリージョナル・マネジメントの可能性について」
３

名古屋工業大学／竹野 忠弘氏
※コメンテーター 札幌大学／中山 健一郎氏

日

時

１月３０日 午後１時３０分～

場

所

愛知大学 車道校舎 ２Ｆ第三会議室
「現代航空企業の労資関係研究序説
－技術の発展とフライト・エンジニアー－」
１
愛知大学／山本 大造氏
※コメンテーター 中京大学／竹田 昌次氏

「マクロ経済政策と規定因determinantといての経営行動
－識別可能性、成立の条件ｅｔｃをめぐって－」

報告者とテーマ ２

３

名古屋市立大学／加藤 昭二氏
※コメンテーター 日本福祉大学／岩田 龍子氏

「革新･能力アップ･リーン生産方式に関する考察
－ トヨタにおける40年の体験から－」
愛知学院大学／根本 正夫氏
※コメンテーター 東京大学／藤本 隆宏氏

