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日本経営学会 

第 92回大会プログラム 

2018年９月５日（水）・６日（木）・７日（金）・８日（土） 
新潟国際情報大学 新潟中央キャンパス 
〒951-8068 新潟市中央区上大川前通 7番町 1169 

※９月 5日（水）は、常任理事会、理事会、各種委員会のみ。 
※９月７日（金）午後の統一論題、特別講演は、「ＡＮＡクラウンプラザホテル新潟」で開催。 

 

統一論題 
『日本的経営の現在－日本的経営の何を残し、何を変えるか－』 

 

サブテーマ 
① 『日本的経営とは何だったのか？』 

② 『日本的経営の何を残し、何を変えるのか？』 

③ 『日本の「会社主義」はどうなるのか？ 
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1. 全体スケジュール 

 

 

2. 懇親会 

日時： 2018年 9月 7日（金）19:00～ 

会場： ANAクラウンプラザホテル新潟 （〒950-8531 新潟県新潟市中央区万代５丁目 11-20） 

・新潟国際情報大学 新潟中央キャンパスより徒歩約 15分、新潟駅より徒歩 10分。 

・新潟らしいおもてなしで、地の食材を使ったお料理、地酒、地ビールをご用意しております。 

・参加人数にあったお料理を提供したいと思っておりますので、事前振込へのご協力をお願いいたします。 

  

9月５日（水） 
 12:00 

常任理事会 
14:00 
各種委員会 

16:00 
理事会 

 

9月６日（木） 
9:00 - 受付 

9:30 
開会式 

10:00-11:20 
（80分） 
英語セッション 

11:20-12:30 (70分) 

昼食 
理事会 
各種委員会 

12:30-15:15（165 分） 
統一論題 サブテーマ① 
『日本的経営とは何だったのか？』 
基調報告者：勝部伸夫（専修大学） 
司会： 大平義隆（北海学園大学） 
討論者：高橋公夫（関東学院大学） 
報告者：池内秀己（九州産業大学） 

片岡信之（龍谷大学・名誉教授） 
佐藤和（慶應義塾大学） 

休
憩
（
15
分
） 

15:30-16:50（80分） 
自由論題Ⅰ 
 

休
憩
（
10
分
） 

17:00-18:30
（90分） 
会員総会 
 

 

10:00-11:20 
（80分） 
ワークショップ 
10:00-11:15  
(75分) 

院生セッション 

 

9月７日（金） 
9:00 - 受付 

9:30-11:30（120分） 
自由論題Ⅱ 
 

11:30-13:00 (90分) 
昼食 
理事会 
各種委員会 

 
 
 
 
 
【ANAクラウンプラザホテル 
新潟へ移動】 ※徒歩 15分  

13:00-15:30（150 分） 
統一論題 サブテーマ② 
『日本的経営の何を残し、何を変えるのか？』 
司会： 三井泉（日本大学） 
討論者：林正樹（中央大学・名誉教授）  
報告者：上林憲雄（神戸大学） 

黒田兼一（明治大学） 
咲川孝（新潟大学） 

 
【ANAクラウンプラザホテル新潟 

3F飛翔の間】 

休
憩
（
15
分
） 

15:45-18:15（150 分） 
特別講演 
『新潟企業の力 －地域との共存とグローバル展開』 
司会： 岸保行（新潟大学） 
講演者：田中通泰 氏 亀田製菓（株） 

中山輝也 氏（株）キタック 
玉川基行 氏（株）玉川堂  
葉葺正幸 氏（株）和僑商店 
 

【ANAクラウンプラザホテル新潟 
3F飛翔の間】 

休
憩
（
45
分
） 

19:00-20:30（90分） 
懇親会 
 

 

 

 

 

 
 

【ANA クラウンプラザホテ
ル新潟 3F飛翔の間】 

9月 8日（土） 
9:30 - 受付 

 10:00-12:00（120 分） 
自由論題Ⅲ 
 

12:00-13:00 
(60分)  

昼食 
理事会 
各種委員会 

13:00-15:30（150 分） 
統一論題 サブテーマ③ 
『日本の「会社主義」はどうなるのか？』 
司会： 吉村典久（大阪市立大学） 
討論者：菊澤研宗（慶應義塾大学） 
報告者：市古勲（東海学園大学） 

小松章（一橋大学・名誉教授） 
Franz Waldenberger  

（ミュンヘン大学・ドイツ日本研究所） 

休
憩
（
10
分
） 

15:40-16:20（40分） 
学会賞セッション 
 
 

16:20 
閉会式 
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2018年７月７日時点のプログラムを

印刷しております。これ以降の変更

に関しましては、QR コードで、最新

版をご確認ください。 

3. プログラム 

 

【9 月 6 日（木）】受付開始 9:00～（1F 入口正面） 

 

9:30-10:00 (30 分) 開会式：A 会場（9F） 

 
10:00-11:20 (80 分) 
  英語セッション 
（報告:25 分，質疑:15 分） 

G 会場 (4F) 
司会者: 石井真一（大阪市立大） 

H 会場 (4F) 
司会者: 加藤志津子（明治大学） 

10:00-10:40 渡部吉昭 
(文京学院大学） 

Sophia Ali（Kobe University） 
Ryuta Suzuki（Kobe University） 

Value Co-Creation from B2B and B2C Service Contexts Quality of Work life and Subjective Career of Japanese 
Employees 

10:40-11:20 遠藤哲哉 
(青森公立大学) 

Shimpei Komaki (Soka University) 
George Y. Wang (Soka University) 

Inbound Strategy of Local Management to Produce Local 
Innovations after the Great East Japan Earthquake: From the 
Viewpoint of Community Tourism Development (MICE) 

Evaluating JR’s Chuo Shinkansen Project with Real Options 
Analysis 

 
10:00-11:20 (80 分) 
  ワークショップ 

D 会場  (6F) E 会場  (6F) 

10:00-11:20 佐々木純一郎(弘前大学） 
岩淵護・中村和彦（青森大学） 
岸保行・堀籠崇（新潟大学） 

西村友幸（小樽商科大学） 
大平義隆（北海学園大学） 
藤沼司（青森公立大学） 

東北部会発—誘致企業と地場企業の現状と可能性 北方バーナディアンの挑戦２ 非公式組織を問う 

 
10:00-11:15 (75 分) 
  院生セッション 
（報告:15 分，質疑:10 分） 

B 会場  (8F) 
司会者: 涌田幸宏（名古屋大学） 

I 会場  (3F) 
司会者:  西村香織（九州産業大学） 

J 会場  (3F) 
司会者: 宮尾学（神戸大学） 

10:00-10:25 

  

朴亨珠（大阪大学大学院） 寺本有輝（一橋大学大学院） 東史恵（専修大学大学院） 
韓国型経営の構造的特徴に関する一考察 ：財閥
における支配と承継を中心に 

トップマネジメント・チームの異質性と戦略変更  イノベーションに関与する主体の多様化 －ロボ
ットを活用した介護サービスを事例として－  

10:25-10:50 

  

長野亘孝（神戸大学大学院） 長谷川直樹（東京国際大学大学院） 野田亨（筑波大学大学院） 
研究開発における知識移転とイノベーションの文
献レビュー 

Avolio & Bass のフルレンジ・リーダーシップ理
論：経営学の視点 

企業再建の統合プロセスモデル：日本の小売チェ
ーンの比較事例 

10:50-11:15 

  

劉瑩（立命館大学経営学研究科） 趙怡純（大阪市立大学大学院）  
産業クラスターにおけるビジネスインキュベータ
のネットワーク構築に関する分析フレームワーク  

海外子会社における現地人経営者の登用に関する
一考察 
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2018年７月７日時点のプログラムを

印刷しております。これ以降の変更

に関しましては、QR コードで、最新

版をご確認ください。 

【9 月 6 日（木）】 
 

11:30-12:30 (60 分) 理事会：バンケットホール（7F），各種委員会 

 

12:30-15:15 (165 分) 

  統一論題 
 
  基調報告者:15 分 

    報告者:30 分 

    討論者:15 分 

     質疑:40 分 

A 会場（9F） 

サブテーマ① 日本的経営とは何だったのか？ 

 基調報告者：勝部伸夫（専修大学） 『日本的経営の過去・現在・未来 －新・日本的経営の可能性－』 

 司会者：大平義隆（北海学園大学） 

 討論者：高橋公夫（関東学院大学） 

 報告者：池内秀己（九州産業大学）『日本的経営をどう捉えるか －「家」としての日本企業:その原理・構造、問題』 

     片岡信之（龍谷大学・名誉教授）『「日本的経営」論の射程』 

     佐藤和（慶應義塾大学）『日本型経営とその変化 －企業文化の層から考える－』 

 
15:30-16:50 (80 分) 

  自由論題 
（報告:25 分，質疑:15 分） 

B 会場 (8F) 
司会者: 田中信弘 

   （杏林大学） 

C 会場  (6F) 
司会者: 國島弘行（創
価大学） 

D 会場  (6F) 
司会者: 浦野倫平 

   （九州産業大学） 

E 会場  (6F) 
司会者:  森田雅也 

   （関西大学） 

F 会場  (6F) 
司会者: 石川伊吹 

   （立命館大学） 

15:30-16:10 西村晋 
（河南農業大学） 

浦倫彰 
（名古屋大学大学院） 

後藤俊夫 
（日本経済大学） 

石毛昭範 
（拓殖大学） 

加藤佳奈 
（九州産業大学） 

中国大手企業の主要株主の
変化と国有資産管理の現状 

地方自治体における組織の
学習展開プロセスモデル －
鯖江市はなぜ先進的な政策
に取り組むことができるの
か－ 

ファミリービジネスの多様
性について 

企業におけるワークルール
の知識普及・遵守と労務監
査・労働条件審査 

対人サービス企業における
サービス提供の仕組みの最
適化に関する研究 －旅館業
を事例に－ 

16:10-16:50 範鵬達 
（九州大学大学院） 
内田交謹 
（九州大学） 

阿部裕香里 

（神戸大学大学院） 

荒尾正和（ほがらか信託株式会社） 
後藤俊夫（日本経済大学大学院） 
西村公志（アップスマート株式会社）
落合康裕（静岡県立大学） 

渡部あさみ 
（岩手大学） 

安達房子 
（京都学園大学） 

信用危機と新規株式公開の
タイミングに関する実証研
究 

製品開発におけるソーシャ
ル・メディアの活用：先行
研究レビューと事例研究 

上場ファミリービジネスに
おける株価パフォーマンス 

労務管理の見直しを通じた
働きやすい職場づくりに関
する一考察 ｰ働きやすい
職場づくりへ向けた取り組
み事例をもとにｰ 

マネジメントの視点からの
テレワークの分析 
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2018年７月７日時点のプログラムを

印刷しております。これ以降の変更

に関しましては、QR コードで、最新

版をご確認ください。 

15:30-16:50 (80 分) 

  自由論題 
（報告:25 分，質疑:15 分） 

G 会場  (4F) 
司会者: 宮本琢也 

   （久留米大学） 

H 会場  (3F) 
司会者: 細川孝 

   （龍谷大学） 

I 会場  (3F) 
司会者: 福永文美夫 

   （久留米大学） 

J 会場  (3F) 
司会者: 渡部直樹 

   （慶應義塾大学） 

15:30-16:10 長谷川英伸 
（玉川大学） 

宮重徹也 
(富山高等専門学校) 

福原康司（専修大学） 
間嶋崇（専修大学） 
堀野賢一郎（専修大学） 

竹岡志朗 
(桃山学院大学)  

中小企業のネットワーク形成に関す
る一考察 －多摩地域の事例を中心
に－ 

バイオ医薬品の研究開発における規
模的分離 

リーダーシップ開発プログラムのリ
フレクティブ・プロセス ー専修大
学での取り組みを中心にー 

「機械学習を活用したテキストマイ
ニング―外形的データを併用するこ
とによる特徴分析」 

16:10-16:50 竹野忠弘 
（名古屋工業大学） 

小久保欣哉 
(二松學舍大学) 

戸田信聡 
（奈良佐保短期大学） 

小林崇秀 
(姫路獨協大学) 

中小製造現場への『カイゼン』展開
における課題 

非連続な技術変化に対応する OI と
CVC 機能の有効性 －日本の製薬企
業を対象にした実証分析― 

リーダーのダブル・ループ学習はど
のように行われるのか ー食品メー
カーX 社のリーダーの事例から－ 

多数事例を対象にした質的比較分析
の方法論的課題 

 

17:00-18:30 (90 分) 会員総会：A 会場（9F） 

 

【9月 7日（金）】受付開始 9:00～（1F入口正面） 

9:30-11:30 (120 分) 

  自由論題 

（報告:25 分，質疑:15 分） 

B 会場 (8F) 
司会者:中條秀治 
   （中京大学） 

C 会場 (8F) 
司会者:勝部伸夫 
   （専修大学） 

D 会場  (6F) 
司会者:守屋貴司 
   （立命館大学） 

E 会場  (6F) 
司会者: 所伸之 
   （日本大学） 

F 会場  (6F) 
司会者: 玉井健一 
   （小樽商科大学） 

9:30-10:10 柴田健一・平坂透・ 
立本博文（筑波大学大学院） 

林侑輝 
（大阪市立大学大学院） 

高橋哲也 
(東京富士大学) 

尾田基 
（東北学院大学） 

角田美知江 
（函館大学） 

米国航空会社における競争
行動の種類による競合の反
応スピードへの影響と企業
毎の反応スピードの違いに
ついての研究 

長寿企業の存亡を分けた戦
略的条件 

日本的雇用慣行の規制的側
面と動機づけ的側面 －アー
キテクチャの視点から－ 

イノベーションによる生命
倫理の変容プロセス 

地域企業の国際化について
～人材交流から始める適応
化～ 

10:10-10:50 日野健太 
（駒澤大学） 

嶋根政充 
（明海大学） 

三崎秀央 
（兵庫県立大学） 

志賀敏宏 
（多摩大学） 

鈴木信貴 
（長岡技術科学大学） 

富士フイルムは言われてい
る意味で戦略的だったか 
－計画や創発は主力事業の縮小に
有効な戦略か－ 

技術先行型企業の事業承継 
－２社のケースとその比較－ 

戦略と人事の適合関係と公
正感 

イノベーションにおけるセ
レンディピティ研究の全体
像 

東アジアリンケージと産業
集積の再々生 ―新潟県中越地
域の産業集積の事例分析― 

10:50-11:30 加藤崇徳 
(茨城大学) 

小野寺美希子 
（北海道大学大学院） 

田中秀樹 
（京都学園大学） 

水野清 
（愛知学泉大学） 

唐木宏一 
（事業創造大学院大学） 

M&A 後の発見・学習：社内
報のテキスト分析による検
討 

職業的アイデンティティが
ケアリングに与える影響 

中小企業における中途採用
者の組織への適応を促す施
策及び職場風土とその効果
についての研究 

地域創生の担い手としての
社会企業家－社会的イノベ
ーションの普及の視点から
－ 

地域課題の解決と金融機能
―ソーシャルファイナンス
の実践から考える射程― 
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2018年７月７日時点のプログラムを

印刷しております。これ以降の変更

に関しましては、QR コードで、最新

版をご確認ください。 

【9月 7日（金）】受付開始 9:00～（1F入口正面） 
 

9:30-11:30 (120 分) 

  自由論題 
（報告:25 分，質疑:15 分） 

G 会場  (4F) 
司会者: 平野恭平 
   （神戸大学） 

H 会場  (4F) 
司会者:高橋正泰 
   （明治大学） 

I 会場  (3F) 
司会者: 藤田誠 
   （早稲田大学） 

J 会場  (3F) 
司会者:榊原研互 
   （慶應義塾大学） 

9:30-10:10 高木修一 
（富山大学） 

髙木孝紀 
（豊橋創造大学） 

三輪卓己 
（京都産業大学） 

蒋博文（名古屋大学） 
王亦軒（名古屋大学） 

軽トラックの製品開発に関する研究 組織論におけるマルチパラダイムの可
能性 

知識労働者のミドル期以降のキャリア
発達プロセス －M-GTA による転機
とその後の変化の分析－ 

ウェブ上における「知」の形 
－集合的「知識」と「知性」に
関する考察－ 

10:10-10:50 青山允隆 
（就実大学） 

橋本倫明 
（東京都市大学） 

栗原道明 
（愛知淑徳大学） 

中本龍市（九州大学） 
野口寛樹（福島大学） 
陳浩政（東海大學：台湾） 

産業財メーカーにおける間接顧客との
協働体制 

ダイナミック・ケイパビリティ論にお
ける企業境界の設定 

経営者と医薬品研究開発-画期的新薬
研究開発の実証研究を通じて- 

顧客範囲の国際化は組織の知識
にどのような影響を持つのか 

10:50-11:30 石井真一 
(大阪市立大学） 

李東浩 
（流通科学大学） 

青木幹喜 
（大東文化大学） 

松尾健治 
（熊本学園大学） 

製品開発プロジェクトにおける国際拠
点間の協働：トヨタの事例 

模創理論の提起：模倣と創造のダイナ
ミクス 

日本企業のエンパワリング・リーダー
シップ－その先行要因の検討－ 

レトリカル・ヒストリーとその
失敗のメカニズム 

 

11:30-13:00 (90 分) 理事会：バンケットホール（7F），各種委員会 

ANAクラウンプラザホテル新潟へ移動（徒歩 15分） 

 
13:00-15:30 (150 分) 

  統一論題 
 

   報告者:30 分 

   討論者:15 分 

    質疑:40 分 

ANAクラウンプラザホテル新潟（3F 飛翔の間） 
 サブテーマ② 『日本的経営の何を残し、何を変えるのか？』 
  司会者：三井泉（日本大学） 
  討論者：林正樹（中央大学・名誉教授）  
  報告者：上林憲雄（神戸大学） 

『消えゆく日本的経営 －グローバル市場主義に侵食される日本企業－』 
      黒田兼一（明治大学） 

『日本の人事労務管理の変容 －競争民主主義的労働者支配から自己責任とフレキシブル化の労働者支配へ－』 
      咲川孝（新潟大学） 

『日本的経営 －過去、現在、その向こう』 
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2018年７月７日時点のプログラムを

印刷しております。これ以降の変更

に関しましては、QR コードで、最新

版をご確認ください。 

15:45-18:15 (150 分) 

  特別講演 
 
   講演者:30 分 
    質疑:30 分 

ANAクラウンプラザホテル新潟（3F 飛翔の間） 

  テーマ 『新潟企業の力 －地域との共存とグローバル展開』 
  司会者：岸保行（新潟大学） 
  講演者：田中通泰 氏 亀田製菓（株） 
      中山輝也 氏 （株）キタック 
      玉川基行 氏 （株）玉川堂  
      葉葺正幸 氏 （株）和僑商店 

 

19:00-20:30 (90 分) 懇親会：ANA クラウンプラザホテル新潟（3F 飛翔の間） 

 

 

【9月 8日（土）】受付開始 9:30～（1F入口正面） 
 
10:00-12:00 (120 分) 

  自由論題 

（報告:25 分，質疑:15 分） 

B 会場 (8F) 
司会者:三戸浩 
  （長崎県立大学） 

C 会場 (8F) 
司会者:岩波文孝 
   （駒澤大学） 

D 会場  (6F) 
司会者: 辻村宏和 
   （中部大学） 

E 会場  (6F) 
司会者:渡辺敏雄 
   （関西学院大学） 

10:00-10:40 中島幸介（エムエイチアイオー
シャニクス株式会社） 

八木俊輔 
（追手門学院大学） 

野口寛樹 
（福島大学） 

森俊也 
（長野大学） 

中小企業における内部統制システム
の研究：モニタリング機能を中心と
して 

企業のサステナビリティ戦略とマネ
ジメント・コントロール－ESG、統
合報告、SDGs への対応－ 

組織存続と組織ルーチン：高齢者の
みで運営される非営利組織を対象と
した探索的研究 

成熟期企業の「癖」と，それを理解
し，直すことによるイノベーション
の創出：癖を直す方針としてどのよ
うなものを持てばよいのか？ 

10:40-11:20 安達巧 
（県立広島大学） 

藤井大児 
（岡山大学） 

奥井秀樹 
（久留米大学） 

黃雅雯 
（北星学園大学） 

ベトナム子会社での実効あるコーポ
レート・ガバナンスの構築 －中小
製造業Ｆ社における不正防止対策の
事例を中心に－ 

資源循環型経済へのパラダイム転換
試論 －プラスチック製食品用トレ
イの事例分析－ 

仕事の専門性と組織市民行動の生起
メカニズム 

ペンローズの企業成長理論の再検討 

11:20-12:00 黒川秀子 
（桃山学院大学） 

増田靖  
（光産業創成大学院大学） 

矢澤健太郎 
(東京国際ビジネスカレッジ) 

吉成亮 
（愛知工業大学） 

上場会社のガバナンスから見た日本
的経営 －何を残そうとし，何を変
えようとしてきたのか－ 

報徳思想・仕法におけるエフェクチ
ューション的側面 

人本資本の概念-外国人雇用の実態を
問題意識として- 

イノベーションにおける補完資産の
保持効果 
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2018年７月７日時点のプログラムを

印刷しております。これ以降の変更

に関しましては、QR コードで、最新

版をご確認ください。 

10:00-12:00 (120 分) 

  自由論題 

（報告:25 分，質疑:15 分） 

F 会場  (6F) 
司会者: 中瀬哲史 
   （大阪市立大学） 

G 会場  (4F) 
司会者: 田口直樹 

   （大阪市立大学） 

H 会場  (4F) 
司会者:原拓志 

   （神戸大学） 

J 会場  (3F) 
司会者:咲川孝 

   （新潟大学） 

10:00-10:40 秋池篤 
（東北学院大学） 

伊藤嘉浩 
（長岡技術科学大学） 

加藤康 
（京都経済短期大学） 

鈴木修 
（関西学院大学） 

デザインの典型性の形成プロセス 大企業における資源獲得のための正
当化を利用した組織間の新規事業開
発:成功と失敗の事例 

ロジスティクスとタイミングコント
ロール 

組織スラックの決定要因の実証分
析、および内生性、裁量性に関する
考察 

10:40-11:20 渡部順一 
（宮城学院女子大学） 

陰山孔貴（獨協大学） 
竹内竜介（横浜国立大学） 

横井克典（九州産業大学） 
東正志（京都文教大学） 

日向浩幸 
(羽衣国際大学) 

技術の不連続期におけるマネジメン
ト －マネジメントの遅れと新たな
マネジメントー 

製品カテゴリーを越えた製品開発—
社会・知識の立脚基盤と製品コンセ
プトの変化を軸にして— 

二輪車部品サプライヤーの国際生産
分業体制の最適化にむけて ー完成
車メーカーと部品サプライヤー間に
生じる差異ー 

学習アプローチに基づく安全文化醸
成に関する研究 

11:20-12:00 長内厚 
（早稲田大学） 

岸本太一（東京理科大学） 
岸保行（新潟大学） 

藤岡豊 
(西南学院大学) 

渡辺泰宏 
（東京富士大学） 

新規事業における既存技術のバラン
ス 

文化製品における国際展開戦略 〜
「製慣不適合」解消への三つのアプ
ローチ〜 

多国籍企業における生産技術の間接
移転の分析モデル 

バーナード組織論における自律的な
道徳的制度の検討 

 
 
 
 

 
 

 

16:20- 閉会式：A 会場（9F） 

12:00-13:00 (60 分) 理事会：バンケットホール（7F），各種委員会 

13:00-15:30 (150 分) 

  統一論題 

    

報告者:30 分 

   討論者:15 分 

    質疑:40 分 

A 会場（9F） 

 サブテーマ③ 日本の「会社主義」はどうなるのか？ 

  司会者：吉村典久（大阪市立大学） 

  討論者：菊澤研宗（慶應義塾大学） 

  報告者：市古勲（東海学園大学） 

『日本企業の「会社主義」の実態と今後の方向性  ―アンケート・データおよびインタビューによる分析―』 

      小松章（一橋大学・名誉教授） 

『日本株式会社の再設計 ―生産共同体への回帰― 』 

      Franz Waldenberger （ミュンヘン大学・ドイツ日本研究所） 

『ドイツから見た日本的経営の長所と短所』 

『Japanese Management - Its strength and weaknesses from a German perspective』 

15:40-16:20 (40 分) 学会賞セッション：A 会場（9F） 
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4. 会場へのアクセス 

 
 

5. 会場案内図 
新潟国際情報大学 新潟中央キャンパス 

フロア 
会場（収容人数） 

会場 イベント案内 

９F 

A 会場（210+20） 

 
W.C.

W.C.

講堂

階段

EV

ロビー

 

9/6（木） 

09:30-10:00 開会式 

12:30-15:15 統一論題：基調報告，サブテーマ① 

『日本的経営とは何だったのか？』 

17:00-18:30 会員総会  

 

9/8（土） 

13:00-15:30 統一論題：サブテーマ③ 

『日本の「会社主義」はどうなるのか？』 

15:40-16:20 学会賞セッション 

16:20-17:00 閉会式 

ANAクラウンプラザ 
ホテル新潟 

新潟国際情報大学 
新潟中央キャンパス 新潟国際情報大学 新潟中央キャンパス 

JR新潟駅下車 万代口より 

・徒歩 約 24分 

・路線バス「本町」まで約 5分（210円）。「本町」下車、徒歩約 1分。 

 

ANAクラウンプラザホテル新潟 

新潟国際情報大学 新潟中央キャンパスより 

・徒歩 約 15分 

・路線バス「万代シティ」まで約3分（210円）。 「万代シティ」下車、徒歩約3分。 

JR新潟駅下車 万代口より 

・徒歩 約 10分 

・市内バス「万代シティ」まで約 3分（100円）。「万代シティ」下車、徒歩約 3分。 

 

A 会場 
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2018 年７月７日時点の会場案内図

を印刷しております。これ以降の変

更に関しましては、QR コードで、最

新版をご確認ください。 

フロア 
会場（収容人数） 

会場 イベント案内 

８F  

B 会場（20+10） 

C 会場（60） 

 

 

委員会①（16） 

 会員控室 

セミナー室
84

セミナー室
83

セミナー室
82

セミナー室
81

階段W.C.
EV

会議室

 

9/5（水） 
12:00-13:50 常任理事会（委員会①） 

9/6（木） 
10:00-11:15 院生セッション（B 会場） 
12:30-15:15 統一論題：基調報告，サブテーマ① 

（Ｃ会場：ライブ中継会場） 
15:30-16:50 自由論題Ⅰ（B,C 会場） 

9/7（金） 
09:30-11:30 自由論題Ⅱ（B 会場） 

9/8（土） 
10:00-12:00 自由論題Ⅲ（B,C 会場） 

７F 

バ ン ケ ッ ト ホ ー ル

（130） 

 

※会議室（22） 

バンケットホール

会議室

階段W.C.
EV

 

9/5（水） 

16:00-17:00 理事会（バンケットホール） 

9/6（木） 

11:30-12:30 理事会（バンケットホール） 

9/7（金） 

12:00-12:50 理事会（バンケットホール） 

9/8（土） 

12:00-12:50 理事会（バンケットホール） 

６F 

D 会場（50） 

E 会場（40） 

F 会場（40） 

 

 

セミナー室
61

セミナー室
65

セミナー室
64

セミナー室
63

セミナー室
62

階段W.C.
EV

会議室

 

9/6（木） 

10:00-11:20 ワークショップ（D,E 会場） 

15:30-16:50 自由論題Ⅰ（D,E,F 会場） 

 

9/7（金） 

09:30-11:30 自由論題Ⅱ（D,E,F 会場） 

 

9/8（土） 

10:00-12:00 自由論題Ⅲ（D,E,F 会場） 

 

 

 

 

会員 

控室 

C 
会場 

B 
会場 

委員会 

① 

F 会場 

E 会場 D 会場 

 
バンケットホール

（理事会） 
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2018 年７月７日時点の会場案内図

を印刷しております。これ以降の変

更に関しましては、QR コードで、最

新版をご確認ください。 

フロア 
会場（収容人数） 

会場 イベント案内 

４F 

G 会場（38） 

H 会場（40+10） 

 

委員会②（14） 

委員会③（20） 

セミナー室
45

セミナー室
44

セミナー室
43

セミナー室
42

階段W.C.
EV

教員研究室

セミナー室
41

 

9/5（水） 

15:00-16:00 国際委員会（委員会②） 

 

9/6（木） 

10:00-11:30 英語セッション（G,H 会場） 

15:30-17:50 自由論題Ⅰ（G,H 会場） 

 

9/7（金） 

09:30-11:30 自由論題Ⅱ（G,H 会場） 

 

9/8（土） 

10:00-12:00 自由論題Ⅲ（G,H 会場） 

３F 

I 会場（20+10） 

J 会場（40+10） 

 

 

セミナー室
31

セミナー室
36

セミナー室
35

セミナー室
34

セミナー室
33

セミナー室
32

パソコン実習室

階段W.C.
EV

 

 

9/6（木） 

10:00-11:15 院生セッション（I,J 会場） 

15:30-17:50 自由論題Ⅰ（I,J 会場） 

 

9/7（金） 

09:30-11:30 自由論題Ⅱ（I,J 会場） 

 

9/8（土） 

10:00-12:00 自由論題Ⅲ（J 会場） 

２F 

コワーキング・ラボ 

 

委員会④（8） 

委員会⑤（8） 

階段EV

コワーキング・ラボ

事務室

 

 

9/6（木）-9/8（土） 

懇談（コワーキング・ラボ） 

 

 

 

 

H 会場 

委員会 

② 

委員会 

③ G 会場 

J 
会場 

I 
会場 

 
 

コワーキング・ラボ 
 

委員会 

④ 

委員会 ⑤ 
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2018 年７月７日時点の会場案内図

を印刷しております。これ以降の変

更に関しましては、QR コードで、最

新版をご確認ください。 

フロア 
会場（収容人数） 

会場 イベント案内 

１F  

入口 

受付 

エレベーター 

大学紹介資料展示コーナー

カフェテリア

階段EV

 

9/5（水） 

11:00-17:00 受付（入口正面） 

 

9/6（木） 

09:00-18:00 受付（入口正面） 

 

9/7(金) 

09:00-13:00 受付（入口正面） 

 

9/8（土） 

09:30-15:00 受付（入口正面） 

 

 
ANAクラウンプラザホテル新潟 

フロア 
会場（収容人数） 

会場 イベント案内 

３F 

飛翔の間 

講演会（390） 

懇親会（200） 

 

 

 

 

9/7（金） 

13:00-15:30 統一論題：サブテーマ③ 

『日本的経営の何を残し，何を変えるのか？』 

 

15:45-18:15 特別講演 

『新潟企業の力－地域との共存とグローバル展開』 

 

19:00-20：30 懇親会 

 

 

 

 

 
 
 
 

懇親会 
 

 
 
 

統一論題 
 

特別講演 
 

受付 

入口 

エレベーター 
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6. 大会参加費と懇親会費 

 

 会員種別 
事前振込 

8 月 20 日まで 
当日払 

 

大会参加費 
一般 5,000円 6,000円 

大学院生 2,500円 6,000円 

懇親会費 

（ＡＮＡクラウンプラザホテル新潟） 

一般 6,000円 7,000円 

大学院生 6,000円 7,000円 

 

7. 料金振込先と振込期限 

大会の円滑な運営と参加人数の把握のため、事前振込へのご協力をよろしくお願いいたします。お振込の際は、同封の「払込取扱票」をご利用くだ

さい（振込手数料は大会事務局負担）。振込期限は、2018年 8月 20日（月）です。これ以降は、大会当日、受付にてお支払いください。 

振込先： ゆうちょ銀行 

   口座名： 日本経営学会 大会委員会 

記号： 00560 

番号： 52442 

※他金融機関からのお振込みの場合 

店名：０五九（ゼロゴキュウ）店，店番号：059，預金種目：当座，口座番号：0052442 

※大会参加費、懇親会費の振込後の返金には応じることができませんので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。 

 

8. 参加者名簿の作成およびデータ提出に関するご承諾のお願い 

日本経営学会第 92回大会の開催にあたり、「新潟県コンベンション開催費補助金」および新潟観光コンベンション協会の「コンベンション開催補助

金」の申請をおこない、いずれの補助金も補助対象コンベンションとして指定されました。 

これに伴い大会終了後、報告書を作成し必要書類を提出する必要があります。「参加者名簿」も提出書類となっており、参加者の①氏名、②（所属

先の）県名、③所属または住所を提出しなければなりません。非公開情報として参加者の確認のためだけに使用するものですので、ご協力をお願いい

たします。 

もし、ご承諾をいただけない場合は、大変恐れ入りますが、日本経営学会第 92回大会（2018）専用 emailアドレス：jaba92th2018@gmail.comまで

ご連絡ください。 
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9. 報告要旨集（USB） 

 本大会では、報告要旨集（USB）を郵送（事前振込）もしくは配付（当日払）いたします。紙媒体での配付はございませんので、必要に応じて原稿

を事前に印刷し、大会会場にご持参いただきますようよろしくお願いいたします。 

 
※報告要旨集（USB）だけを希望される会員へ： 
 諸事情にて大会に参加できず、報告要旨集（USB）だけをご希望される場合は、9月 28日（金）までに、日本経営学会第 92回大会（2018）専用 emailアド
レス：jaba92th2018@gmail.comにお知らせください。2,000円 / 個にて郵送いたします。 

 

10. ご昼食 

大会会場周辺には多くの飲食店がございますので、お弁当はご用意いたしません。また、大会会場には、ご飲食可能なスペースが 2か所（8F：会員

控室、2F：コワーキング・ラボ）ございますので、ぜひご利用ください。 

 

11. 観光情報 

● 県公式観光情報サイト「にいがた観光ナビ」 

https://www.niigata-kankou.or.jp/ 

  

● 新潟市「Welcome to niigata city」 

https://www.nvcb.or.jp/ 

  

● 新潟市グルメガイド「ようきなった」 

  https://www.the-niigata.com/youkinatta/ 

  

12. 日本経営学会第 92回大会に関するお問合先 

日本経営学会第92回大会（2018）専用emailアドレス：jaba92th2018@gmail.com 

 〒950-2292 新潟県新潟市西区みずき野３－１－１ 

 新潟国際情報大学 経営情報学部 経営学科 

 電話：025-239-3713（研究室） FAX：025-239-3690 

佐々木 桐子 宛 


