
経営学史学会第24回全国大会

統一論題

「経営学史研究の興亡」

サブ・テーマ Ⅰ 経営学史研究の意義と現状
サブ・テーマ Ⅱ 経営学説の思想と理論

2016年 5月20日（金） ～ 22日（日）

九州産業大学

経営学史学会第24回全国大会実行委員会



経営学史学会 第 24 回全国大会 プログラム

５月 20 日（金）

16:30 運営委員会 （１号館 10 階中会議室）

17:00 理 事 会 （１号館 10 階中会議室）

５月 21 日（土） 自由論題報告 60 分（報告 30 分、質疑 30 分）
統一論題報告 95 分（報告 30 分、討論 15 分、質疑 50 分）

09:00 受付（１号館１階メインホール）

自由論題（１号館６階教室）

Ａ会場（Ｎ 606 教室） Ｂ会場（Ｎ 607 教室） Ｃ会場（Ｎ 608 教室）

09:30 報告者 島田 善道（神戸大学大学院） 山下 剛（北九州市立大学） 西村 香織（九州産業大学）

論 題 グローバルリーダー研究の学史的 マズロー自己実現論と経営学 M.P.フォレットの創造的経験が問う
位置づけの検討 もの― Creative Experience における

理解を中心として―
チェア

10:30 パーソン 山口 隆之（関西学院大学） 藤沼 司（青森公立大学） 高橋 公夫（関東学院大学）

10:35 報告者 石川 伊吹（立命館大学） 高橋 哲也 （東京富士大学） 杉田 博（石巻専修大学）

論 題 ダイナミック・ケイパビリティ論 人的資源管理論における人間的 M.P.フォレットの物語論的経営思想
の企業家論的展開と課題 側面の展開 ―アクチュアリティの世界観をめぐって

―
チェア

11:35 パーソン 山縣 正幸（近畿大学） 澤野 雅彦（北海学園大学） 岩田 浩（龍谷大学）

11:35
昼食（１号館１階Ｓ 101 教室）・理事会（１号館 10 階中会議室）

12:35

開会 ・ 基調報告 （１号館１階Ｎ 101 教室）

12:35 開会の辞 第 24 回大会実行委員長 池内 秀己（九州産業大学）

12:45 基調報告

報告者 池内 秀己（九州産業大学）

論 題 論題： 経営学史研究の興亡

13:15 司会者 吉原 正彦（青森中央学院大学）

統一論題サブテーマⅠ（１号館１階Ｎ 101 教室）

13:25 サブテーマⅠ： 経営学史研究の意義と現状 （第一報告）

報告者 藤井 一弘（青森公立大学）

論 題 論題： 「歴史学的視点から見た経営学史」試考

討論者 菊澤 研宗（慶應義塾大学）

15:00 司会者 風間 信隆（明治大学）

15:10 サブテーマⅠ： 経営学史研究の意義と現状 （第二報告）

報告者 海道ノブチカ（関西学院大学）

論 題 論題： 経営学史研究の意義と方法

討論者 勝部 伸夫（専修大学）

16:45 司会者 小笠原英司（明治大学）

17:00
会員総会 （１号館１階Ｎ 101 教室）

18:00

18:10
懇 親 会（中央会館１階 ）

20:10



５月 22 日（日） 自由論題報告 60 分（報告 30 分、質疑 30 分）
統一論題報告 95 分（報告 30 分、討論 15 分、質疑 50 分）

09:00 受付（１号館１階メインホール）

自由論題（１号館６階教室）

Ａ会場（Ｎ 606 教室） Ｂ会場（Ｎ 607 教室） Ｃ会場（Ｎ 608 教室）

09:15 報告者 渡辺 泰宏（東京富士大学） 中村 貴治（長崎県立大学）

論 題 C.I.バーナードの制度概念に関する考察 ステークホルダー理論におけるステーク －
― J.R.コモンズの制度経済学の視点 概念の検討
から ―

チェア
10:15 パーソン 福永文美夫（久留米大学） 水村 典弘（埼玉大学）

統一論題サブテーマⅡ（１号館１階Ｎ 101 教室）

10:30 サブテーマⅡ： 経営学説の思想と理論 （第一報告）

報告者 松嶋 登（神戸大学）

論 題 論題： 経営学における物質的転回の行方：社会構成主義の陥穽を超えて

討論者 宇田川元一（埼玉大学）

12:05 司会者 岸田 民樹 （中部大学）

12:05
昼食（１号館１階Ｓ 101 教室）・理事会（１号館 10 階中会議室）

13:05

統一論題サブテーマⅡ（１号館１階Ｎ 101 教室）

13:05 サブテーマⅡ： 経営学説の思想と理論 （第二報告）

報告者 三井 泉（日本大学）

論 題 論題： M.P.Follett 思想における Pragmatism と Pluralism －その意味と可能性をめぐって－

討論者 河辺 純（大阪商業大学）

14:40 司会者 中川 誠士（福岡大学）

14:50 サブテーマⅡ： 経営学説の思想と理論 （第三報告）

報告者 柴田 明（香川大学）

論 題 論題：ドイツ「秩序倫理」における企業倫理の展開－理論的発展とその実践的意義について－

討論者 松田 健 （駒澤大学）

16:25 司会者 上林 憲雄（神戸大学）

16:25 大会総括 経営学史学会理事長 吉原 正彦（青森中央学院大学）

16:35 閉会の辞 第 24 回大会実行委員長 池内 秀己（九州産業大学）

メインホール 受 付
１階 Ｎ 101 教室 統一論題会場

Ｓ 101 教室 会員控室
同封の学内案内図

１号館 ２階 ２階自習室 大会本部
九州産業大学 ②

６階 Ｎ 606 ～ 608 教室 自由論題会場

10 階 10 階中会議室 理事会・運営委員会

中央会館 1 階 懇親会場 ⑲



経営学史学会第 24 回全国大会 参加要領

【申込方法】

(1) 同封の出欠確認はがき(＊)に該当事項をご記入の上、４月 30 日（土）までにご返送下さい。

(2) 大会に参加される方は、参加費等を同封の振込用紙にて、４月 30 日（土）までにお振り込み下さい。
同日までに大会参加費をお振込み頂いた会員の方には、5 月初旬に「予稿集」を郵送致します。

【参加費等】

① 参 加 費 事前振込み 6,000 円（当日払い 7,000 円）
② 懇親会費 事前振込み 6,000 円（当日払い 7,000 円）
③ お弁当代（5月21日） 事前振込み 1,000 円（当日のお弁当の受付はありません）
④ お弁当代（5月22日） 事前振込み 1,000 円（当日のお弁当の受付はありません）

【振込口座】

郵便振込： 口座番号 ０１７６０－３－１６７２５８

加入者名 経営学史学会２４委員会

※ 通信欄に、お振込項目番号（①～④）と合計金額をご記入下さい。

【記入例】

摘 要 振込用紙「通信欄」の記入例

参加費・懇親会費・弁当（21 目）・弁当（22 日） ①＋②＋③＋④ ＝ 14,000 円

参加費・懇親会費・弁当（21 日） ①＋②＋③ ＝ 13,000 円

参加費・懇親会費・ 弁当（22 日） ①＋② ＋④ ＝ 13,000 円

参加費・懇親会費・ ①＋② ＝ 12,000 円

参加費・ 弁当（21 日）・弁当（22 日） ① ＋③＋④ ＝ 8,000 円

参加費・ 弁当（21 日） ① ＋③ ＝ 7,000 円

参加費・ 弁当（22 日） ① ＋④ ＝ 7,000 円

参加費・ ① ＝ 6,000 円

【大会会場のご案内】

(1) ＪＲ鹿児島本線「九産大前」駅より「北門」まで徒歩１分（受付まで 10 分）。
(2) 西鉄バス「九州産業大学南口」「九州産業大学前」より「正門」まで徒歩３分（受付まで５分）。

※ 新幹線「博多」駅より JR 鹿児島本線上り普通列車で約 15 分。
※ 「福岡空港」駅より福岡市営地下鉄・JR 鹿児島本線を乗り継いで約 30 分。
※ 西鉄バス「天神 中央郵便局前」「天神 日銀前」より急行（都市高速経由）で約 15 分。
※ タクシー（都市高速経由）で博多・天神より約 15 分。福岡空港より約 20 分。

【問合せ先】

経営学史学会 第 24 回全国大会実行委員会事務局 第 24 回全国大会実行委員会

〒 813-8503 福岡市東区松香台２－３－１ 池内 秀己（委員長）
九州産業大学経営学部 池内研究室 聞間 理（事務局長）

上西 聡子
TEL： 092-673-5300（経営学部事務室） 西村 香織
E-Mail： ike@ip.kyusan-u.ac.jp 脇 夕希子


