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日本経営学会第９１回大会

統一論題テーマ
公共性と効率性のマネジメント

― これからの経営学 ―

大会実行委員会委員長挨拶

盛夏の候、日本経営学会の会員の皆様におかれましてはご清栄のことと存じます。

この８月31日（木）～９月２日（土）（８月30日は常任理事会・理事会・各種委員会開催）の間、岡山大学津島キャン

パスにおきまして日本経営学会第91回大会が開催されます。この大会は、統一論題テーマとして「公共

性と効率性のマネジメント−これからの経営学−」を掲げて、各種のセッションが行われます。

２年前に開催の受諾を致しまして以来、第91回大会プログラム委員長を中心に当委員会での討議・

検討を基に、準備を進めてまいりました。そして、本大会実行委員会としましては、地方で足の便が悪く、

また提供する施設・機器の老朽化等を懸念しておりますが、「不便はおかけするかもしれません。でも、

コンパクト・低コスト…そして知的興奮は一杯」をスローガンに盛会になることを念頭に尽力して参り

ました。

当日、会場で、多くの参加会員の皆様にお逢いできますことを大会実行委員会一同、心待ちしております。

なお、終了後、本大会の内容の一部をまとめました経営学論集第88集（2018年春・千倉書房刊行の

予定）が全会員の皆様に送付される予定です。その掲載に関係されます報告者の会員は、本大会終了後、

原稿提出につきましてご協力をお願い致します。

大会実行委員会・委員長　松田 陽一
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全体スケジュール

８月３０日○㊌

8月31日○㊍～9月2日○㊏

統一論題テーマ ： 公共性と効率性のマネジメント ― これからの経営学 ―
サブテーマ①医療・福祉組織のマネジメント
サブテーマ②ソーシャルビジネスのマネジメント
サブテーマ③公共性と効率性のマネジメントからみたCSR

8月30日○㊌
12：00 14：00 16：00

常任委員会 各種委員会 理事会

8月31日○㊍
9：00受付
13番講義室

9：30 10：00 13：00～15：30 16：00
開会式

20番講義室
・ 院生セッション
・ 英語セッション
各講義室

休 憩
・ 理事会他
各講義室

・ 統一論題サブテーマ①
医療・福祉組織のマネジメント
20番講義室

会員総会
創立五十周年記念館
金光ホール　（13頁地図）

10：30
・ ワークショップ
各講義室

9月1日○㊎
9：00受付
13番講義室

9：30～12：00 12：00 13：00 15：20～17：50 18：30
・ 統一論題サブテーマ②

ソーシャルビジネスのマネジ
メント

20番講義室

休 憩
・ 理事会他
各講義室

自由論題Ⅰ−１・２
各講義室

・ 統一論題サブテーマ③
公共性と効率性のマネジメ
ントからみたCSR

20番講義室

懇親会
ＡＮＡクラウン
プラザホテル
岡山

9月2日○㊏
9：00受付
13番講義室

9：30 12：00 13：00（～40）13：50 15：30
・ 自由論題Ⅱ−１・２
各講義室

休 憩
・ 理事会他
各講義室

・ 学会賞
セッション
20番講義室

自由論題Ⅲ−１・２
各講義室

閉会式
20番講義室

12：00 常任委員会 17番講義室

14：00 各種委員会 12番講義室
14番講義室

16：00 理事会 17番講義室
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8月31日○㊍

受　付（13番講義室） 9：00開始

開会式（20番講義室） 9：30開始

院生セッション ： 報告20分 ・ 質疑10分
会　場 11番講義室 12番講義室 14番講義室 22番講義室
司会者 櫻田涼子（甲南大学） 古田成志（中京学院大学） 團泰雄（近畿大学） 戸前壽夫（岡山大学）

○①
10：00
〜

10：30

加瀬部強（岡山大学大学院） 片桐邦彦（立命館大学大学院） 川上佐智子（岡山大学大学院） 橋村政哉（明治大学大学院）

中小企業等の後発優位に
関する研究

診療放射線技師の役割の
実態と可能性

組織変革の抵抗における
類型化に関する研究−事
例分析による仮定的な２軸
と4類型の提示− 

CSRの欠如と克服−日本
企業の従業員考慮に着目
して−

○②
10：45
〜

11：15

暁艶（名古屋大学大学院） 水野未宙也（一橋大学大学院） 佐々木博之（早稲田大学大学院）

技術統合による新事業創
出の成功要因−デンソー
における「農業支援事業」
と「ヘルスケア事業」の比
較−

新規参入を契機とする既存
企業間の競争関係の変動
−眼鏡小売業界を事例と
して−

保険販売実績の落ち込み
と資産運用のリスクテイキ
ングのパフォーマンス・フィー
ドバック−生命保険会社の
パネルデータでの統計的
分析−

○③
11：30
〜

12：00

伊藤泰生（早稲田大学大学院） 浅井希和子（神戸大学大学院）フヤル モハン（創価大学大学院）

ビデオゲーム産業におけ
る産業内多角化と業績の
関係性−アウトソーシング
のモデレート効果−

日本企業の意思決定シス
テムについての一考察−組
織階層を超えた意思統一
のプロセス−

インドのインフラ整備にお
ける官民パートナーシップ

（PPP）の現状と課題

会　場 21番講義室 23番講義室 25番講義室
司会者 上野恭裕（関西大学） 加藤志津子（明治大学） Manoj Shrestha（甲南大学）

○①
10：00
〜

10：40

井形元彦（高知工科大学）
桂信太郎（高知工科大学） 葉山彩蘭（淑徳大学） George Y. Wang（創価大学）

An Overview of the Application 
o f  Know-how inc luded  in 
Manufacturing Industry to 
agricultural business

Cross-Cultural Impact on Japanese 
MNEs’ Localization Strategies in 
Asian Countries

Tak i ng  Co rpo r a t e  S o c i a l 
Responsibility as Growth Strategy

○②
10：45
〜

11：25

加藤和彦（名古屋商科大学） 渡部吉昭（文京学院大学） Lara Makowski（Kobe University）
Ralf Bebenroth（Kobe University）

R e s e a r c h  o n  e c o s y s t e m 
destruction and commoditization 
by dominant platform products

Design for Downstream to 
Integrate R&D and Downstream 
Opportunities

Job Satisfaction of Returnees to 
Japan

○③
11：30
〜

12：10

畑中艶子（立命館大） Shohei Yamamoto（Universitat Pompeu Fabra）
Daniel Navarro- Martinez（Universitat Pompeu Fabra）

Tree-Style Strategy for the 
Growth of Corporations−A kind of 
Analysis Framework of Corporate 
Strategy−

The Endowment Effect in the 
Future

英語セッション ： 報告25分 ・ 質疑15分
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13：00～15：30
２０番講義室

司会者　玉井健一（小樽商科大学）

報告者 タイトル 討論者

江尻行男（東北福祉大学） 介護人材不足の問題とその影響−主として介護
経営の観点から−

川村尚男（大阪市立大学）高橋淑郎（日本大学）
非営利組織としての病院経営の方向−医療制
度、病院価値、バランスト・スコアカード（BSC）を手
掛かりに−

瓜生原葉子（同志社大学） 医療の質評価と人材育成

10：30～11：50
22番講義室

オーガナイザー テーマ ： 医療、モノづくりの新たなマネジメントを考える

松田陽一（岡山大学）

第１報告 ： 十河 浩史氏（公益財団法人倉敷中央病院地域医療連携・広報部長）「（仮）
医療における公共性と効率性」
第２報告 ： 中島 義雄氏（ナカシマホールディングス株式会社常務取締役）「（仮）ものづ
くりにおける公共性と効率性」

10：30～11：50
24番講義室

オーガナイザー テーマ ： 北方バーナーディアンの挑戦－組織の境界に再度注目しよう－

玉井健一（小樽商科大学）
第１報告 ： 西村友幸（小樽商科大学）「組織の境界問題への経営学説的接近」
第２報告 ： 大平義隆（北海学園大学）「組織の境界への組織行動論的接近」

ワークショップ1

ワークショップ2

会員休憩 ・ 控室 ： 10番講義室

理事会 ： 17番講義室

統一論題サブテーマ○① ： 「医療・福祉組織のマネジメント」
　報告３０分 ・ コメント１５分 ・ 質疑４０分

会員総会　１６：００開始　創立五十周年記念館 金光ホール
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9月1日○㊎

受付（13番講義室） 9：00開始

統一論題サブテーマ○② ： 「ソーシャルビジネスのマネジメント」
　報告30分 ・ コメント15分 ・ 質疑40分

9：30～12：00
20番講義室

司会者　北真収（岡山大学）

報告者 タイトル 討論者

出見世信之（明治大学） ソーシャルビジネスの二面性−主体と活動のマネジ
メント−

伊佐淳（久留米大学）藤原孝男（豊橋技術科学大学）クラウドファンディングによるネグレクテッド疾病薬開発
ベンチャーの存続可能性について

橋本理（関西大学） 社会的企業のマネジメントの困難と可能性−協同
組合による介護・生活支援を事例にして−

会　場 11番講義室 12番講義室 14番講義室 21番講義室
司会者 勝部伸夫（専修大学） 浦野倫平（九州産業大学） 藤田誠（早稲田大学） 涌田幸宏（名古屋大学）

○①
13：00
〜

13：40

谷祐児（旭川医科大学） 月岡靖智（関西学院大学） 奥野賢志（長崎大学大学院） 芝香（小樽商科大学大学院）

中小規模医療法人病院経
営改善における重要要因
−全国対象病院アンケート
調査からの考察−

The Impact of Japan,s 
Stewardship Code on 
Shareholder Voting

先進的農業経営の課題−
大島トマトと高島トマトの事
例−

シェアビジネスの利用動機
にSNSの信頼性が及ぼす
影響−SNSの信頼性に関
する実証研究−

○②
13：45
〜

14：25

楊成寧（名古屋大学） 山縣宏寿（諏訪東京理科大学） 岸保行（新潟大学） 平澤賢一（会津大学短期大学部）

介護・福祉における経験
知伝達の課題と改善

ソーシャル・インパクト・ボンド
の可能性と課題−英国ピー
ターバラプロジェクトに関す
る調査結果に基づいて−

日本酒の海外市場への浸
透過程−情報伝播のアプ
ローチから−

上場企業IR部門の社外
対応と企業業績−日経225
構成銘柄企業の実態調査
を中心として−

○③
14：30
〜

15：10

亀井克之（関西大学） 馬場晋一（長崎県立大学） 遠藤雄一（北海道情報大学） Manoj Shrestha
（甲南大学）

中小企業経営者の健康
資産−日仏比較研究−

創業基金と資本市場の
アンプリカシオン−初期調
達における期待形成の
一つの試論−

食のブランド化における
農商工連携の再考

変貌するアフリカと日系企業
−対外直接投資と技術移
転をめぐって−

自由論題Ⅰ－１ ： 報告25分 ・ 質疑15分

会員休憩 ・ 控室 ： 10番講義室

理事会 ： 17番講義室



7

15：20～17：50
20番講義室

司会者　中條秀治（中京大学）

報告者 タイトル 討論者
足立辰雄（近畿大学） 中小企業CSR実態調査結果とCSR経営の展望

津久井稲緒（長崎県立大学）桜井徹（国士舘大学） 『効率性』による『公共性』包摂としてのCSR経営と
その限界−企業不祥事に関連して−

三戸浩（長崎県立大学）「社会的器官」としての企業のCSR

会　場 22番講義室 23番講義室 24番講義室 25番講義室
司会者 中瀬哲史（大阪市立大学） 谷本啓（同志社大学） 細川孝（龍谷大学） 信夫千佳子（桃山学院大学）

○①
13：00
〜

13：40

上西聡子（九州産業大学） 柴田聡（山形大学）
玉井由樹（福山市立大） 原武治（早稲田大学） 崔麗超

（大阪市立大学大学院）

町工場の計算装置
トリプルヘリックスの陥穽−
利益相反するコミュニティ
アクターの問題−

大原孫三郎・原澄治にみ
る公共性と効率性のマネ
ジメント論

M&A交渉過程における
企業戦略の論理−日台企
業の買収事例に関する一
考察−

○②
13：45
〜

14：25

浅井紀子（中京大学） 森俊也（長野大学） 久原正治（久留米大学） 坂本恒夫（明治大学）

製造業における現場概念
の変容−桁違いの技術変
化が惹起する生産拠点再
定義−

成熟期企業におけるステー
クホルダーマネジメント−主
たる利害関係者を全体とし
て調整する方針をもつこと
の意味−

公共性と効率性のミスマネ
ジメントから生じる危機を
分析する「ミクロ的基礎」の
枠組み−金融危機と原発
事故の事例から考える−

合併・買収・事業連携と
「社会的価値」

○③
14：30
〜

15：10

牧良明（茨城大学） 村田大学（創価大学） 菅原浩信（北海学園大学） 瀬戸正則（広島経済大学）

戦時期における日立製作
所自動車部品事業

バイエルにおける株主の
圧力と監査役会の独立性

ふれあいサロンの存 続
方策としての地域プラット
フォームの構築

ベンチャー型中小企業に
おける理念経営に関する
一考察−経営者の言行に
着目して−

自由論題Ⅰ－２ ： 報告25分 ・ 質疑15分

統一論題サブテーマ○③ ： 「公共性と効率性のマネジメントからみたＣＳＲ」
　報告30分 ・ コメント15分 ・ 質疑40分

懇親会　１８：３０開始　ANAクラウンプラザホテル岡山（12頁地図参照）
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9月2日○㊏

受付（13番講義室） 9：00開始

自由論題Ⅱ－１ ： 報告２５分 ・ 質疑１５分

自由論題Ⅱ－２ ： 報告２５分 ・ 質疑１５分

会　場 11番講義室 12番講義室 14番講義室 21番講義室
司会者 守屋貴司（立命館大学） 咲川孝（新潟大学） 菊澤研宗（慶應義塾大学） 高橋正泰（明治大学）

①
9：30
〜

10：10

渡部順一
（宮城学院女子大学） 山田幸三（上智大学） 長島直樹（東洋大学）

長島芳枝（大東文化大学） 内藤孝紀（四日市大学）

女性活躍推進のマネジメ
ント−東北６県庁等の試み
−

先駆的組織間協働と産地
の存続−有田焼陶磁器産
地の事例を中心として−

日本のサービス企業による
新興国進出と消費者理解
の試み

「非階層」組織はありうる
か−リゾームの秩序形成と
階層−

②
10：15
〜

10：55

加藤恭子（芝浦工業大学） 川崎綾子（名古屋大学） 小松原聡（青森中央学院大学） 庭本佳子（神戸大学）

駐在経験者の仕事と家庭
の両立に関する意識調査
−2009年−2017年の間に
何が変わり、何が変わらな
かったのか−

映画産業における企業間
境界役割のフィルター行動
−芸術イノベーションを実
現する境界維持機能の発
揮−

二つの国際的事業展開モ
デルにおける戦略マネジメ
ント・コントロールに関する
考察

共有型リーダーシップの戦
略的意義

③
11：00
〜

11：40

黒川秀子（桃山学院大学）
中本龍市（椙山女学園大学）
野口寛樹（福島大学）
高井計吾（京都大学大学院）

江婷婷
（大阪市立大学大学院） 水野由香里（国士舘大学）

CSRに対する意識の変遷
とその本質−1970年代と
2000年代以降の比較を通
じて−

顧客と取引特性は知識の
範囲にどのように影響する
か−知識集約型組織を対
象に−

バンドリング・モデルに基づ
く自動車部品企業の国際
事業展開に関する分析

経営学におけるresilience
研究の理論的展開可能性

会　場 22番講義室 23番講義室 24番講義室 25番講義室
司会者 池内秀己（九州産業大学） 田口直樹（大阪市立大学） 上林憲雄（神戸大学） 田中一弘（一橋大学）

①
9：30
〜

10：10

渡辺周（東京外国語大学） 井上隆一郎（桜美林大学） 芦澤成光（玉川大学） 円城寺敬浩（東京富士大学）

経営者は誰か−経営陣の
交代が撤退の意思決定に
与える影響の比較−

アジア現地企業へのTPS
普及状況に関する研究

認知的視点からの戦略形
成とコミュニケーション形成
の分析−長野県の中小企
業３社の事例から−

北欧のCSRとコーポレート・
ガバナンス−デンマークを
中心にして−

②
10：15
〜

10：55

小野瀬拡（駒澤大学） 信夫千佳子（桃山学院大学） 佐藤佑樹（流通経済大学）
島貫智行（一橋大学） 後藤俊夫（日本経済大学）

創業後の業績に影響する
企業家の経験

セル生産システムの自律化
−トヨタの開発試作工場の
事例−

インクルージョン風土と従
業員の創造性の関係にお
ける知覚された組織的支
援（POS）の媒介効果

ファミリービジネスにおける
ファミリーガバナンスについて

③
11：00
〜

11：40

三嶋恒平（慶應義塾大学） 劉仁傑（台湾東海大学） 志賀敏宏（多摩大学）

リスクマネジメントを通じた
競争優位の構築−熊本地
震における企業行動−

台湾におけるパナソニック
と地場サプライヤーの協
力関係−レッツノードとタフ
ブックの底力を探る−

セレンディピティ研究のた
めのプラットフォームの提言

会員休憩 ・ 控室 ： 10番講義室

理事会 ： 17番講義室
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自由論題Ⅲ－１ ： 報告２５分 ・ 質疑１５分

自由論題Ⅲ－２ ： 報告２５分 ・ 質疑１５分

会　場 11番講義室 12番講義室 14番講義室 21番講義室
司会者 吉成亮（愛知工業大学） 福永文美夫（久留米大学） 原拓志（神戸大学） 岩波文孝（駒澤大学）

①
13：50
〜

14：30

志田崇（株式会社東芝） 鈴木修（関西学院大学） 竹野忠弘（名古屋工業大学） 鈴木由紀子（日本大学）

パリ協定発行後社会にお
ける企業のCSV経営可能
性の考察−水素社会への
コレクティブ・インパクトアプ
ローチを事例として−

組織スラックとイノベーショ
ンとの関係に関する実証
研究

日本自動車メーカーのグ
ローバル戦略にいたる多
国籍製造経営論の展開

社会的企業に関する一考
察−ハイブリッド型企業の
可能性と課題−

②
14：35
〜

15：15

山田雅俊（玉川大学） 太田啓介（長崎大学大学院） 加藤厚海（広島大学）
下野由貴（名古屋市立大学） 木村隆之（九州産業大学）

エネルギー業界におけるイ
ノベーション戦略−クリーン
エネルギー普及の経営課
題−

データマイニングによる産
業動態分析−わが国、建
設機械レンタル業界の事
例−

海外展開を進める日系企
業の企業間関係構築パ
ターンに関する研究−タイ
の日系自動車産業におけ
るサプライチェーンの事例
研究−

厚生概念を通じた我が国
におけるソーシャル・イノ
ベーション研究の再考

会　場 22番講義室 23番講義室 24番講義室
司会者 田淵泰男（国士舘大学） 所伸之（日本大学） 平野恭平（神戸大学）

①
13：50
〜

14：30

笹本香菜（小樽商科大学大学院） 三浦大介（神戸大学） 岡本哲弥（滋賀大学）

企業組織におけるドメイン
の深化と転換−パイオニア
ジャパングループの事例か
ら−

医薬品イノベーションにお
けるバイオクラスターの機
能−神戸、彩都、筑波の比
較事例分析−

自動車産業における部品
サプライヤーの取引品目
間のオーバーラップ

②
14：35
〜

15：15

森谷周一（関西学院大学） 亀岡京子（東海大学）
江向華（就実大学） 犬塚篤（名古屋大学）

創発戦略の再検討による
競争優位の探求

普遍的な製品に顧客ニー
ズを取り込むイノベーショ
ン・プロセス−菅公学生服
によるマス・カスタマイゼー
ションのジレンマの克服−

完成車メーカーと１次サプ
ライヤー間の取引依存関
係

学会賞セッション　１３：００～１３：４０　２０番講義室　司会 ： 田淵泰男（学会賞審査委員会委員長 国士舘大学）

閉会式（２０番講義室）　１５：３０開始
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大会開催要領

1 大会会場
岡山大学津島キャンパス　〒700−0082 岡山市北区津島中三丁目１番1号
※各セッション会場の講義室等につきましては13頁地図参照

2 大会期間
８月30日各種委員会
８月31日（木） ・ ９時受付開始～９月２日（土） ・ 16時閉会式（終了予定）

※8月30日（水）は、常任理事会 ・ 各種委員会 ・ 理事会開催のみです。

3 懇親会会場
ANAクラウンプラザホテル岡山（12頁地図参照） ・ ９月１日（金）18時30分開始

4 大会参加 ･ 懇親会参加費
　以下表の金額にてお願いします。 なお、振込に際してのクレジットの扱いはございません。

種別 ・ 支払時期 一般会員 大学院生会員

大会参加費
振込前納 5,000円 2,500円
当日支払 6,000円 6,000円

懇親会参加費
振込前納 6,000円 6,000円
当日支払 7,000円 7,000円

　また、以下に御留意ください。
⑴ 大会参加費あるいは懇親会参加費の振込後の返金には、いかなる理由がありましても応じられませんの

で、御理解のほどよろしくお願いいたします。
⑵ 振込前納の締切は７月31日（月）です。この日の翌日（８月１日）以降は下記振込先１には振込することが

できません。参加される場合は、当日支払になります。

5 振込先
　下記の振込先１にお願いします。
振込先１ ： 振込用紙を同封しております。また、振込手数料をご負担願います。
　① 振込銀行 ： ゆうちょ銀行
　② 口座名 ： 日本経営学会第91回大会委員会
　③ 口座記号番号 ： ０１３７０－４－１０５２３８

6 USBによる報告要旨集
　本大会では、報告要旨集（PDFファイル）として、そのデータをインストールしたUSBを郵送（配布）します。
紙媒体での配布は一切ございませんので、予めご了承ください。つきましては、必要資料を事前に印刷等をし、
大会時にご持参いただけますようにお願い申し上げます。
　上記USBにつきまして、大会参加費を振込前納いただいた会員には、大会前に郵送します。また、当日
支払の会員には、受付・本部（13番講義室）にてお渡しします。
　なお、大会当日は、会員休憩・控室（10番講義室）に、パソコンとプリンターを用意します。
※ＵＳＢだけを希望される会員への頒布
　諸事情にて本大会に参加できず、上記USBだけをご希望の会員には、９月11日（月）までに下記振込先２に

「2,000円（郵送料込）」振り込んでください。同時に、91okayama@gmail.comあてに「①振込んだ旨②
郵送先希望住所」を送信してください。大会終了後、確認できしだい、実行委員会より、郵送させていただ
きます。
振込先２ ：
　① 振込銀行 ： 三菱東京UFJ銀行岡山支店（店番号 ： ７４１）
　② 口座名 ： 日本経営学会第91回大会委員会
　③ 口座番号 ： ０３７４９５２
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参加者へのご案内

報告者へのご案内

1 ホルダーの携帯
　大会参加費を前納された会員には、前記USB（報告要旨集）と併せて、参加ホルダー（首掛型）を郵送
します。お手数ですが、そのホルダーに所属名と氏名をご記入いただき、各会場に携帯ください。当日お支払い
の会員には、受付でホルダーをお渡しします。

2 お願い
⑴ 本大会の各セッション会場は、狭い廊下をはさんで近接しております。セッション間の移動には会話等

にご留意ください。また、各セッション間には「５分」の移動時間を設けてあります。
⑵ 各セッションの質疑時間は、統一論題を除いて、院生セッションは10分、自由論題・英語セッションは15分

です。報告者が、できるだけ多くの参加者からの質問を受けることができますように、「短時間・簡潔な
質問」へのご協力をお願いします。

1 報告時間・ベル
　本大会プログラム集に掲載しております各報告時間・厳守にご協力ください。またベルは、報告終了の５分前

（１ベル）と終了時（２ベル）に鳴らします。

2 プロジェクターとノートＰＣ
　プロジェクターとノートPCは、各報告会場に用意しております。ただし、機器間の相性等の問題で不具合の
生じる場合（例 ： 映写できない）がありますので、各自でノートPCの用意、および代替手段等の用意をお願い
します。また、接続とテストにつきましては、他セッションに時間的な影響が生じないようにお願いします。
※ノートPCの環境は以下のとおりです。
　① OS ： Windows10Pro・HomeあるいはWindows７Professional
　② office2013あるいはoffice2016をインストール済
　③ USB端子有

3 経営学論集第８８集への原稿提出
　本大会終了後、上記論集の原稿について、関係された報告者の会員には依頼させていただきます。
ご協力のほどよろしくお願いします。
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報告会場
文法経講義棟 マスカットユニオン・北施設

ピーチユニオン・南施設
コンビニ

会員総会会場
創立五十周年記念館 金光ホール

18番 16番

講義室

全学
共有スペース 講義室 講義室

19番講義室
17番

講義室

13番
講義室

受 付

会員休憩 ・ 控室

大会本部

報告会場 報告会場

女性
専用

15番
講義室

14番
講義室

W.C

渡廊下
⇩

文法経1号館へ

入口

26番講義室

12番

報告会場報告会場報告会場

報告会場

報告会場

講義室

21番
講義室

25番

20番講義室

23番
講義室Ｗ.Ｃ

男性
専用
Ｗ.Ｃ

10番講義室

22番

報告会場

報告会場

講義室

Ｗ.Ｃ
11番講義室

24番
講義室

コンビニ●

コンビニ●

津島キャンパスマップ岡山大学 アクセスマップ

ホテル案内

報告会場図（文法経講義棟）

岡山県
総合グラウンド

岡山大学津島キャンパス
岡山IC 津山線

山陽新幹線

山陽本線

至岡山空港

53

180 済生会病院

所
判
裁

岡大西門

後楽園口（東口）

運動公園口（西口）

N

53

駅
山
岡

岡山大学筋

津島キャンパス

髙島屋

ANAクラウン
プラザホテル岡山

❶

❷

❶ リーセントカルチャーホテル

❷ 岡山ロイヤルホテル

❸ 東横INN岡山駅西口右

❹ 東横INN岡山駅西口広場

❺ ANAクラウンプラザホテル岡山

❻ ヴィアイン岡山

❼ ホテルグランヴィア岡山

❽ 三井ガーデンホテル岡山

❾ ダイワロイネットホテル岡山駅前

1 東横INN岡山駅東口

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

086-253-2233

086-255-1111

086-253-1045

086-251-1045

086-898-1111

086-251-5489

086-234-7000

086-235-1131

086-803-0055

086-224-1045

・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・

・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・

・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・

❸❹
❺

❻
❼
❽

❾


⑴ JR岡山駅よりバス利用
JR岡山駅「運動公園口（西口）」バスターミナ
ル22番乗り場から岡電バス47系統に乗車し、
「岡大西門」で下車（バス所要時間約10分。
徒歩約2km）。

⑵ 飛行機利用
岡山空港から「岡山駅方面行」・ノンストップ
バスに乗車し、「岡山駅」で下車し、上記⑴へ
（バス所要時間約30分）。なお、ノンストップ
バス以外のバスの場合は「岡山大学筋」で
下車し、徒歩約7分。
（羽田空港から1時間15分、新千歳空港から
1時間50分、那覇空港から1時間55分）

⑶ 自動車利用
山陽自動車道「岡山IC」下車。岡山駅方面
に国道53号を南下し、岡山大学筋交差点を
左折し、約600mで「岡大西門」。

岡山城

後楽園

…駐車場（有料）

2F

1F
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1 東横INN岡山駅東口

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

086-253-2233

086-255-1111

086-253-1045

086-251-1045

086-898-1111

086-251-5489

086-234-7000

086-235-1131

086-803-0055

086-224-1045

・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・

・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・

・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・

❸❹
❺

❻
❼
❽

❾


⑴ JR岡山駅よりバス利用
JR岡山駅「運動公園口（西口）」バスターミナ
ル22番乗り場から岡電バス47系統に乗車し、
「岡大西門」で下車（バス所要時間約10分。
徒歩約2km）。

⑵ 飛行機利用
岡山空港から「岡山駅方面行」・ノンストップ
バスに乗車し、「岡山駅」で下車し、上記⑴へ
（バス所要時間約30分）。なお、ノンストップ
バス以外のバスの場合は「岡山大学筋」で
下車し、徒歩約7分。
（羽田空港から1時間15分、新千歳空港から
1時間50分、那覇空港から1時間55分）

⑶ 自動車利用
山陽自動車道「岡山IC」下車。岡山駅方面
に国道53号を南下し、岡山大学筋交差点を
左折し、約600mで「岡大西門」。

岡山城

後楽園

…駐車場（有料）

2F

1F
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大会案内事項

1 宿泊
　宿泊先の手配は行っておりません。12頁のホテル案内を参考に手配のほど、よろしくお願いします。

2 昼食
　本大会期間中、弁当は用意しておりません。昼食につきましては、生協食堂（13頁地図参照。営業時間
の下記表に留意ください）、あるいは大学近辺のコンビニ・飲食施設等をご利用ください。

生協営業時間表
施設名称 店舗名 ８月３１日（木） ９月１日（金） ９月２日（土）

マスカットユニオン
・
北施設

１階 ブックストア・売店 １０：００～１８：００ １０：００～１８：００ 閉店
２階

カフェテリア・食堂
１１：００～２０：００ １１：００～２０：００ １１：００～２０：００

３階 閉店 閉店 閉店

ピーチユニオン
・
南施設

１階
ピ－チショップ １０：００～１７：００ １０：００～１７：００ 閉店

コンビニ １０：００～１７：００ １０：００～１７：００ 閉店
２階

カフェテリア・食堂
１０：００～１４：００ １０：００～１４：００ １１：００～１４：００

３階 閉店 閉店 閉店
４階 レストラン １１：００～１４：００ １１：００～１４：００ 閉店

3 インターネット ・ ＬＡＮ ・ Wi-Fi環境
　岡山大学では岡山県と連携し、公衆無線LANサービス『おかやまモバイルSPOT』をキャンパス内で利
用可能にしています。どなたでもインターネットを使えます。
　利用案内の詳細は、http://www.citm.okayama-u.ac.jp/citm/service/okayama_mobilespot.
htmlのWebページをご覧ください。
　また、岡山大学には「au Wi-Fi SPOT」、「docomo Wi-Fi」、「ソフトバンク Wi-Fiスポット」が設置され
ています。各サービス加入者はこのアクセスポイントを使ってインターネットに接続できます。
詳細は、http://www.citm.okayama-u.ac.jp/citm/service/au_wifi_spot.htmlのWebページをご覧
ください。

4 コピー機
　受付・本部（13番講義室）に用意しております。これ以外に、マスカットユニオン（北施設・13頁地図参照）
の１階、および大学周辺のコンビニ内にあります。

5 掲示板
　受付13番講義室の前に掲示版を設けます。セッションの変更事項、大会に関するお知らせや落し物、
バス時刻表、観光等の紹介・案内を掲示する予定です。

6 車いす対応(各講義室の状況)
　少数ですが、各講義室に車イス対応のスペースはあります。また、講義棟・２階の各講義室に行くに際しま
しても、遠回りにはなりますが、講義棟の隣接・文法経１号館のエレベーターを使って行くことができます。

7 託児室
　まことに申し訳ございません。ご用意しておりません。

8 駐車場
　大会関係者用の駐車スペースはご用意しておりません。なお、大学構内の駐車場は1日・1,000円で利用
できます（13頁地図参照）。また、バイク・自転車は無料で駐輪できますが、指定スペースに駐輪してください。
詳しくは、西門守衛室にお尋ねください。
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9 手荷物預かり
　ご用意しておりません。ホテルの一時預り、あるいは岡山駅のコインロッカーをご利用ください。

10 傷病発生・トラブル等
　大会本部に直接連絡してください。

11 喫煙
　会場の敷地内は全て禁煙です。

12 ＡＴＭ
　ATMは、①ピーチユニオン（南福利施設・13頁地図参照）の１階・セブンイレブン内（セブン銀行）、
②上記①の近隣建物に中国銀行、③西門守衛室西側にトマト銀行のATMがあります。
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