
 

経営学史学会第 16 回全国大会 

 
統一論題『経営理論と実践』 

 
 

サブテーマ ①『経営学教育と経営教育』 
②『経営理論の実践性』 
 
 
 
 

期間 ： 2008 年 5 月 16 日（金）～18 日（日） 

場所 ： 中 央 大 学（多 摩 校 舎） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

経営学史学会第 16 回全国大会実行委員会 



経営学史学会第 16 回全国大会プログラム 
 
5 月 16 日（金曜） 
16：00 運営委員会 （１号館 1408 号、第 6 会議室） 
16：30 理 事 会 （１号館 1408 号、第６会議室） 
 
5 月 17 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 80 分（報告 30 分、討論 20 分、質疑 30 分） 

9：00 受  付 （1 号館 1407 号室前のロビー） 
    

自 由 論 題 （2 号館研究棟）  
A 会場（2 号館 4 階第１会議室） B 会場（2 号館 4 階第 2 会議室） C 会場（2 号館 4 階第４会議室）

9：30 
10：30 

報告者：平澤 哲(ｹﾝﾌﾞﾘｯｼﾞ
大学・院) 
「ステイクホルダー・アプローチ

における理論と実践の再検討」 
チェアパーソン：今西宏次 

（同志社大学）

報告者：渡邉弥生（横国大・院）

「病院におけるチーム医療の

必要性の検討－組織論の立場

から－」 
チェアパーソン：島田 恒 

（大阪商業大学）

報告者：西川耕平(甲南大学)
「組織開発の学説－組織開

発の歴史的整理と展望－」 
チェアパーソン：大平義隆（北

海学園大学） 
 

 開会・基調報告 （1 号館 1407 号、第 5 会議室） 
10：40 
11：05 

開会の辞   大会実行委員長 高橋由明（中央大学） 
基調報告 
報告者   高橋由明（中央大学） 

テーマ：「現実・実践に役立つ科学とは」    
司会者   片岡信之（桃山学院大学） 

 統 一 論 題（1 号館 1407 号、第 5 会議室） 
11：05 
12：25 

統一論題   サブテーマ①経営学教育と経営教育〔学部教育〕  
報告者   齊藤毅憲（横浜市立大学） 

テーマ：「経営“共育”への道－ゼミ活動の軌跡から」 
討論者   渡辺 峻（立命館大学） 
司会者   高橋俊夫（明治大学） 

12：25 
13：25 昼食 （土曜日は、学生食堂／教員食堂）・理事会 （1 号館 1409 号Ａ会議室） 

 統一論題・会員総会 （1 号館 1407 号、第５会議室） 
13：25 
14：45 

統一論題   サブテーマ①経営学教育と経営教育〔大学院教育〕 
報告者   上林憲雄（神戸大学） 

       テーマ：「経営学の研究者になるということ-経営学研究者養成の現状と課題-」
討論者   河合忠彦（中央大学専門職大学院戦略経営研究科） 

司会者   岸田民樹（名古屋大学） 
14：50 
16：10 

統一論題   サブテーマ①経営学教育と経営教育〔ビジネススクール〕 
コーディネータ   丹沢安治（中央大学）  

テーマ：「日本におけるビジネススクールの展開と 21 世紀への展望」 
パネリスト  高橋宏幸（中央大学専門職大学院戦略経営研究科） 

高橋文郎（青山学院大学大学院国際マネジメント研究科） 

中西正雄（関西学院大学専門職大学院経営戦略研究科名誉教授） 

16：20 
17：50 会 員 総 会 

18：00 
20：00 懇 親 会 （1 号館 1410 号室、第 8 会議室） 

 



5 月 18 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 80 分（報告 30 分、討論 20 分、質疑 30 分） 

8：30 受  付 （1 号館 1407 号前のロビー） 
 A 会場（2 号館 4 階第１会議室） B 会場（2 号館 4 第 2 会議室） C 会場（2 号館 4 第４会議室）

9：15 
10：15 

報告者：坂本雅則（龍谷大学）

「片岡説と構造的支配-権力

パラダイムの接点」 
チェアパーソン：田中照純 

（立命館大学）

報告者：境 新一（成城大学）

「食品偽装事件にみる企業の内

部統制とリスク管理の意義と限

界－法と経営学の視点から－」

チェアパーソン：西岡建夫 
（追手門学院大学）

報告者：砂川和範(中央大学）

「実学的思考の系譜－経営学

のケース－」 
チェアパーソン：岡田和秀 

（専修大学）

 統 一 論 題 （1 号館 1407 号、第 5 会議室） 
10：30 
11：50 

統一論題   サブテーマ②「経営理論の実践性」〔アメリカ〕 

報告者   岩田 浩（追手門学院大学） 
       テーマ：『経営理論の実践性とプラグマティズム－ジョン・デューイの思

想を通して」  

討論者   福永文美夫（久留米大学） 

司会者   小笠原英司（明治大学） 
11：50 
12：50 昼食 （日曜日は学食が閉店のため弁当の購入）・理事会 （1 号館 1409 号Ａ会議室） 

 統一論題・閉会式 （1 号館 1407 号、第５会議室） 
12：50 
14：10 

統一論題   サブテーマ②「経営理論の実践性」〔ドイツ〕 
報告者   小山明宏（学習院大学） 

テーマ：「ドイツの経営理論で、世界で共通に使えるもの」 
討論者   海道ノブチカ（関西学院大学） 

司会者   渡辺敏雄（関西学院大学） 

14：15 
15：35 

統一論題   サブテーマ②「経営理論と実践性」〔日本〕 
報告者   百田義治（駒澤大学） 

       テーマ：「現代日本企業のＣＳＲ課題に関する批判経営学的考察」 

討論者   黒田兼一（明治大学） 

司会者   仲田正機（京都橘大学） 

15：35 
15：55 
16：00 

統一論題のまとめと大会総括 
学会理事長  片岡信之（桃山学院大学） 
閉会の辞   大会実行委員会  丹沢安治（中央大学） 

 
＊＊＊＊参加者の休憩室は統一論題会場の後ろ側にある１４０８号室です＊＊＊＊   

 
連絡先 

192-0393 東京都八王子市東中野 742－1 
中央大学 2 号館 12 階受付 高橋由明研究室 
経営学史学会第 16 回全国大会事務局 
電話：042－674－3562（高橋研究室） 

e-mail address:  ytakah@tamacc.chuo-u.ac.jp 
042－674－3649（事務室受付）  

ファックス： 042－674－3651（事務室受付） 
 
大会実行委員長  高 橋 由 明     
大会実行委員 

中央大学 高橋由明・砂川和範（商学部） 丹沢安治（総合政策部） 


