
 
 
 

経営学史学会第１５回全国大会プログラム 
 
 
 
 
 

統一論題  『経営学の方法と問題』 
 
サブテーマ ①『現代経営学の方法についての再検討』 

②『現代経営学の諸問題』 
 

 

 

 

期間：2007年５月18日(金)～20日(日) 

場所：北 海 学 園 大 学 

 

 

 

 

 

 

大会の日程と教室（5号館60番教室以外の教室はすべて7号館です） 

16:00～ 

運営委員会 

16:30～ 

理事会 

18日 

金曜 

  

行動科学実験室Ⅰ 

08:30～ 

受付 

09:00～ 

自由論題 

11:15～ 

開会・基調報告 

11:40～ 

昼食・理事会 

12:40～ 

統一論題・会員総会 

18:40～ 

懇親会 

19日 

土曜 

7号館ﾛﾋﾞｰ D40,D41,D50 ５号館60番教室 D101･行動科学実験室Ⅰ ５号館60番教室 ﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ 

08:30～ 

受付 

09:00～ 

自由論題 

10:10～ 

統一論題 

11:40～ 

昼食・理事会 

12:40～ 

統一論題・閉会 

 

 

20日 

日曜 

7号館ﾛﾋﾞｰ D40,D41,D42,D50 D20 D101･行動科学実験室Ⅰ D20  

＊行動科学実験室Ⅰ・・7号館6階  D101・・7号館1階  D20・・7号館2階  D40~42・・7号館4階  D50・・7号館5階 

＊5号館60番教室・・5号館6階 

 
 



経営学史学会第１５回全国大会ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 

５月１８日（金曜） 
16:00 運営委員会（7号館6階 行動科学実験室１） 
16:30 理事会（7号館6階 行動科学実験室１） 

 
５月１９日（土曜）自由論題60分（報告30分、ｺﾒﾝﾄ 10分、質疑20分） 統一論題90分（報告30分、討論30分、質疑30分） 

08:30 受付（７号館１階ロビー） 
 A会場 ７号館４階D40 B会場 ７号館４階D41 C会場 ７号館４階D50 

09:00 

10:00 

「イギリスにおけるコーポレー

ト・ガバナンス－地域住民参加型の

病院経営を事例として－」 
報告者  小島 愛（明治大学・院） 

ﾁｪｱﾊﾟｰｿﾝ 小山嚴也（関東学院大学） 

「組織論と批判的実在論」 
 
 
報告者  鎌田伸一（防衛大学校）

ﾁｪｱﾊﾟｰｿﾝ 小沢勝之（高千穂大学）

「組織における正統的周辺参加－

コミュニティ・オブ・プラクティス

の方法論－」 
報告者  吉成 亮（横浜市立大学）

ﾁｪｱﾊﾟｰｿﾝ 中川誠士（福岡大学） 

10:05 

11:05 

「コーポレート・ガバナンス論にお

ける経営学的課題－EXIT/VOICE ｱﾌﾟ

ﾛｰﾁの可能性－」 

報告者  石嶋芳臣（北海学園大） 

ﾁｪｱﾊﾟｰｿﾝ 丹沢安治（中央大学） 

「バーナード組織概念の再詮議

－ルーマンとの同一性と差異－」

 

報告者  川端久夫（九州大学） 

ﾁｪｱﾊﾟｰｿﾝ 三井 泉（日本大学） 

「組織における制度がもつ意味の

再考－独自性と類似性との連鎖学

習を意識して－」 
報告者  海老澤栄一（神奈川大学）

ﾁｪｱﾊﾟｰｿﾝ 福永文美夫（久留米大学）

 開会式・統一論題・会員総会（５号館 ６０番教室） 
11:15 

11:40 

開会の辞 大会実行委員長 大平義隆（北海学園大学） 
基調報告 小笠原英司（明治大学） 

11:40 

12:40 
昼食（学食・周辺店）・理事会（7号館6階 行動科学実験室１） 

12:40 

14:10 

統一論題 サブテーマ①現代経営学の方法についての再検討（１） 

テーマ 「組織研究の方法と基本仮定 －経営学との関連で－」 

報告者 坂下昭宣（神戸大学）   

討論者 大平浩二（明治学院大学） 

司会者 岸田民樹（名古屋大学） 
14:15 

15:45 

統一論題 サブテーマ①現代経営学の方法についての再検討（２） 

テーマ 「経営学研究の多様性とレレヴァンス問題－英語圏における議論の検討－」

報告者 長岡克行（東京経済大学）    

討論者 村田晴夫（青森公立大学） 

司会者 片岡信之（桃山学院大学） 
15:50 

17:20 

統一論題 サブテーマ①現代経営学の方法についての再検討（３） 

テーマ 「経営学と経営者の育成」 

報告者 辻村宏和（中部大学）    

討論者 藤井一弘（摂南大学） 

司会者 吉原正彦（青森公立大学） 
17:25 

18:00 
会員総会 

18:40 

20:40 
懇親会（札幌ロイヤルホテル） 



経営学史学会第１５回全国大会ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 

５月２０日（日曜）自由論題60分（報告30分、ｺﾒﾝﾄ 10分、質疑20分） 統一論題（報告３０分、討論３０分、質疑３０分） 
08:30 受付（７号館１階ロビー） 
 A会場 ７号館４階D40 B会場 ７号館４階D41 

「組織間関係論における埋め込みアプローチの検

討：その射程と課題」 
報告者  小橋 勉（愛知工業大学） 

ﾁｪｱﾊﾟｰｿﾝ 阿辻茂夫（関西大学） 

「高田保馬の勢力論と組織論」 

 

報告者  林 徹 （四日市大学） 

ﾁｪｱﾊﾟｰｿﾝ 数家鉄治（大阪商業大学） 
C会場 ７号館４階D42 D会場 ７号館5階D50 

09:00 

10:00 

 

「企業戦略としてのＣＳＲ－イギリス石油産業の

事例から－」 

報告者  矢口義教（明治大学・院） 

ﾁｪｱﾊﾟｰｿﾝ 岡田和秀（専修大学） 

「プロジェクトチームのリーダーシップ－橋渡し機能

を中心として－」 

報告者  平井信義（横浜国立大学・院） 

ﾁｪｱﾊﾟｰｿﾝ 渡辺敏雄（関西学院大学） 
 統一論題・閉会式（７号館２階D20） 

10:10 

11:40 

統一論題 サブテーマ②現代経営学の諸問題（１）ＣＳＲの問題 

テーマ 「わが国におけるＣＳＲの動向と政策課題」 

報告者 谷本寛治（一橋大学）     

討論者 西岡健夫（追手門学院大学） 

司会者 仲田正機（京都橘大学） 
11:40 

12:40 昼食（周辺店）・理事会（7号館6階 行動科学実験室１） 
12:40 

14:10 

統一論題 サブテーマ②現代経営学の諸問題（２）ＨＲＭの問題 

テーマ 「『社会化した自己実現人』と『社会化した人材マネジメント』 

－成果主義から、ワークバランスへのパラダイム転換－」 

報告者 渡辺 峻（立命館大学）    

討論者 今村寛治（熊本学園大学） 

司会者 下﨑千代子（大阪市立大学） 

14:15 

15:45 

統一論題 サブテーマ②現代経営学の諸問題（３）経営学の拡張可能性 

テーマ 『ドラッカー学説の軌跡とＮＰＯ経営学の可能性』 

報告者 島田 恒（京都文教大学）    

討論者 河野大機（東洋大学） 

司会者 三戸 浩（横浜国立大学） 

15:50 

16:10 

大会総括 学会理事長 片岡信之（桃山学院大学） 
閉会の辞 大会実行委員長 大平義隆（北海学園大学） 

 
 
 
 
 

 



 

■ 大学は、札幌駅より地下鉄東豊線「学園前」駅下車。 

 
 

■ 懇親会場は、学園前駅より札幌方面に１つめ、    

地下鉄東豊線「豊水すすきの」駅下車、６番出口より徒歩３分です。 

   
懇親会場 

    札幌ロイヤルホテル 
    〒060-0067 北海道札幌市中央区南７条東１丁目 ℡ 011-511-2122 

連絡先（大会実行委員会） 
北海学園大学 経営学部 大平研究室内 

 〒062-8605 北海道札幌市豊平区旭町４丁目１番４０号 ℡ 011-841-1161 
大会実行委員 
  北海学園大学経営学部 石嶋義臣 大平義隆 岡田行正 春日 賢 

 


