
　　 経営学史学会第20回記念全国大会

　　　　　　　　　　　　　   　統一論題

　　　　　　　　   　経営学の貢献と反省
　　　　　　　　　　　　　　　　  　　- 21世紀を見据えて -

経営学史学会第20回記念全国大会実行委員会

　　　　　　　　　　　　　　　  　　サブテーマ　Ⅰ 　企業論

　　　　　　　　　　　　　　　  　　サブテーマ　Ⅱ 　事業論

　　　　　　　　　　　　　　　  　　サブテーマ　Ⅲ 　組織論

　　　　　　　　　　  　　2012年　5月　25日（金）　～　27日（日）

　　　　　　　　　　　　　　　  　　明治大学駿河台校舎



5 月 25 日 （金）

16:00

16:30

17:00

9:00

　A会場（LT　1133教室） B会場（LT　1134教室） C会場（LT　1136教室）

9:30 報告者　福本俊樹（神戸大学・院）　　　　　報告者　眞板伸代（横浜国立大学・院）　　　　　報告者　安　兌爀（明治大学・院）　　　　

「組織社会化概念の理論的拡張－組
織と個人の葛藤を超えた実践論的展
望－」

「NPOと企業の比較－ドラッカー３機能論
の視点から－」

「韓国企業におけるCSRの実態－CSR概念の
学史的考察を踏まえて－」

10:30
チェアパーソン　宇田川元一
　　　　　　　　　　（西南学院大学）

チェアパーソン　高橋公夫
　　　　　　　　　　（関東学院大学）

チェアパーソン　谷口照三
　　　　　　　　　　（桃山学院大学）

10:30
10:40

10:40 　開会の辞　　　第20回記念全国大会実行委員会委員長　　風間　信隆　（明治大学）

10:45 　基調報告　（記念講演）

　　 報告者　　　三戸　公　（経営学史学会顧問）

　　　　　　　　　  論題 : 「日本における経営学の展開と反省」

11:30      司会者　　　小笠原　英司　（経営学史学会理事長）

11:30
12:30

12:30 　統一論題　　サブテーマⅠ　　企業論

　　 報告者　　　勝部　伸夫　（熊本学園大学）

　　 報告者　　　岩田　浩　（摂南大学）

　　 討論者　　　山縣　正幸　（近畿大学）

14:50 　　 司会者  　　三戸　浩　（横浜国立大学）
14:50
15:00

15:00 　統一論題　　サブテーマⅡ　　事業論

　　 報告者　　　宗像　正幸　（神戸大学）

　　 報告者　　　橘川　武郎　（一橋大学）

　　 討論者　　　沼上　幹　（一橋大学）

17:20 　　 司会者　　　片岡　信之　（桃山学院大学）

17:20
18:00

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　運営委員会　（研究棟4階第5会議室）

　　　　　　　　　　論題 : 「東京電力・福島第一原発事故と経営学・経営史学の課題」

　　　　　　　　　　論題 : 「企業の責任化の動向と文明社会の行方」

　　　　　　　　　　論題 : 「産業経営論議の百年－その貢献、限界と経営学の課題－」

休　　　憩

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　叢書編集委員会　（研究棟4階第6会議室）

5 月 26 日 （土）　　　自由論題報告60分（報告25分，質疑35分）
　　　　　　　　　　　　　　　　 統一論題報告140分（報告30分，討論20分，質疑応答60分）

会　員　総　会（リバティタワー 2階・1021教室）

経営学史学会第20回記念全国大会プログラム

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　理事会　（研究棟4階第３会議室）

自　由　論　題　（リバティタワー 13階教室）

開　会・基調報告（記念講演）会場　（リバティタワー 2階・1021教室）

統　一　論　題　サブテーマⅡ（リバティタワー 2階・1021教室）

統　一　論　題　サブテーマⅠ（リバティタワー 2階・1021教室）

昼　　食　・　理事会

受　　　付　（リバティタワー 2階）

休　　　憩

　　　　　　　　　　論題:　「企業理論の発展と21世紀の経営学」



18:20
20:20

9:30

　A会場（LT　1133教室） B会場（LT　1134教室） C会場（LT　1136教室）

10:00 報告者　澤田浩二（立命館大学・院）　　報告者　高木俊雄（沖縄大学）　　　　 報告者　岡本丈彦（関西学院大学・院）　　　　

「日本におけるチャンドラー学説の受
容－その変遷と近年の動向－」

「経営戦略論に内在する規範とその強
化」

「v.ヴェルダーの企業の管理組織についての
一考察－組織的な観点と法的な観点から考
察される企業の管理組織－」

11:00
チェアパーソン　佐々木利廣
　　　　　　　　　　（京都産業大学）

チェアパーソン　丹沢安治
　　　　　　　　　　（中央大学）

チェアパーソン　松田　健
　　　　　　　　　　（駒澤大学）

11:10 報告者　春日　賢（北海学園大学）　 報告者　清水一之（明治大学）　　　　　 報告者　岡本人志（尾道大学）　　　　

「ドラッカーにおける目的・目標につい
て」

「ヨーロッパ合衆国におけるドイツの企業
経営」

「ニックリッシュの経営共同体論について」

12:10
チェアパーソン　藤沼　司
　　　　　　　　　　（青森公立大学）

チェアパーソン　山口隆之
　　　　　　　　　　（関西学院大学）

チェアパーソン　海道ノブチカ
　　　　　　　　　　（関西学院大学）

12:10
13:10

13:10 　統一論題　　サブテーマⅢ　　組織論

　　 報告者　　　三井　泉　（日本大学）

　　 報告者　　　村田　晴夫　（青森公立大学）

　　 討論者　　　藤井　一弘　（青森公立大学）

15:30 　　 司会者　　　岸田　民樹　（名古屋大学）

15:30 　　大会総括 経営学史学会理事長 小笠原　英司　（明治大学）

15:45 　　閉会の辞 大会実行委員会委員長 風間　信隆　（明治大学）

　　　　　　　　　　論題 : 「経営学史における組織と時間－組織の発展と個人の満足－」

　　　　　　　　　　論題 : 「自由と統制－マネジメント思想における個人と組織の物語り－」

昼　　食　・　理事会

自　由　論　題　（リバティタワー 13階教室）

統　一　論　題　サブテーマⅢ　・　閉会　（リバティタワー 2階・1021教室）

5 月 27 日 （日）　　　自由論題報告60分（報告25分，質疑35分）
　　　　　　　　　　　　　　　　 統一論題報告140分（報告30分，討論20分，質疑応答60分）

懇　親　会（紫紺館・4階）

受　　　付　（リバティタワー 2階）

　★　参加者の会場控室は，リバティタワー 2階・1022教室です。

       連  絡  先 

 

          〒101-8301    東京都千代田区神田駿河台１－１ 明治大学駿河台研究棟839号室 

                                     経営学史学会第20回記念全国大会事務局  

                                                                  大会実行委員会  委員長  風間 信隆 

                                         風間信隆研究室直通電話 03-３296-2168  

                                                                          e-mail : nobutaka@kisc.meiji.ac.jp   

  

       大会実行委員  :  岡田 浩一 ・ 小笠原 英司 ・ 加藤 志津子 ・ 黒田 兼一 ・ 清水 一之 

                  高橋 正泰 ・ 出見世 信之 ・ 平沼 高 ・ 安 兌爀（院） 



　　　　　　・お弁当は用意致しません。ご昼食は当日配布予定の会場周辺の食堂地図をご参照のうえ各自お取り下さい。

　　　　　３．振込口座

　　　　　　口 座 名 ： 経営学史学会第20回記念大会実行委員会

　　　　　　口 座 番 号 ： 00170 － 4 － 744051

　　　　　４．大会会場のご案内

　　　　　■JR中央線・総武線、東京メトロ丸ノ内線／御茶ノ水駅　下車徒歩3分

　　　　　■東京メトロ千代田線／新御茶ノ水駅　下車徒歩5分

　　　　　■都営地下鉄三田線・新宿線、東京メトロ半蔵門線／神保町駅　下車徒歩5分

　　　　　　参加費等を、4 月 23 日（月）までに、同封の振込用紙にてお振り込みください。なお，同日までに大会参加費をお振り

　　　　　　込みの会員には5月初旬の連休明けを目途に予稿集を郵送いたします。

　　　　　２．参加費等

                    URL: http://www.meiji.ac.jp/koho/campus_guide/suruga/campus.html

                    URL: http://www.meiji.ac.jp/koho/campus_guide/suruga/access.html

　　　　　　・大会参加費 振込による前払 ６,０００円（当日７,０００円）

　　　　　　・懇親会費 振込による前払 ６,０００円（当日７,０００円）

　　　　　１．申込方法

　経営学史学会第20回全国大会参加要領

　　　　　　　　同封の出欠確認はがきに該当事項をご記入の上、4 月 16 日（月）までに、ご返送ください。大会に参加される方は

明治大学駿河台キャンパスマップ 

報告会場 

懇親会会場 

http://www.meiji.ac.jp/koho/campus_guide/suruga/campus.html
http://www.meiji.ac.jp/koho/campus_guide/suruga/campus.html
http://www.meiji.ac.jp/koho/campus_guide/suruga/access.html
http://www.meiji.ac.jp/koho/campus_guide/suruga/access.html

