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活 動 報 告 

 

2016年第 1回研究大会  2016年 3月 19日（土）13：30～18：00 

於）立正大学（品川キャンパス） 

11号館 5階 1151教室 

司会：山本崇雄（本学会理事・神奈川大学経済学部准教授） 
〔第 1 報告〕 
報告者：韓 三澤（愛知工業大学大学院経営情報科学研究科博士後期課程） 

テーマ：「日本型イノベーションの二つのキーコンセプト」 

コメンテーター：中村 潤（金沢工業大学大学院イノベーションマネジメント研究科 

客員教授） 

〔第 2 報告〕 
報告者：呉原賢愛（大阪経済法科大学客員研究員） 

テーマ：「日本のシステム開発企業のグローバリゼーションの動向 

 〜中堅技術者のグローバル人材教育を中心に〜」 

コメンテーター：加藤里美（本学会理事・愛知工業大学経営学部教授） 

〔第 3 報告〕 
報告者：朱 藝（筑波大学助教） 

テーマ：「異文化の市場における従業員の動機付け：経営人類学的考察」 

コメンテーター：八代充史（慶應義塾大学商学部教授） 

〔第 4 報告〕 
報告者：花見 忠（上智大学名誉教授・弁護士） 

テーマ：「『歴史認識』の異文化論的再検討」 

コメンテーター：高橋浩夫（白鷗大学名誉教授・宇都宮大学客員教授） 

〔招聘講演〕 
講演者：野波健蔵（千葉大学特別教授・（株）自律制御システム研究所代表取締役 ） 

テーマ：「進化するドローンと空の産業革命」 

 

2016年総会及び第 2回研究大会 2016年 7月 16日（土）13：15～18：00 

於）立正大学（品川キャンパス） 

11号館 5階 1151教室 

司会：小野豊和（本学会理事・東海大学経営学部教授） 
〔第 1 報告〕 

報告者：坂野弘幸（北陸先端科学技術大学院大学知識科学研究科博士後期課程） 

テーマ：「海外帰任者は何故会社を辞めるのか？その主な理由とグローバル人材流失を止め

る方策」 

コメンテーター：佐脇英志（本学会理事・亜細亜大学経営学部特任教授） 
〔第 2 報告〕 
報告者：徐 毅菁（東海大学経営学部経営学科助教） 

テーマ：「国籍が従業員の失敗原因帰属行動に与える影響」 

コメンテーター：古川千歳（本学会幹事・愛知大学経営学部助教） 

〔第 3 報告〕 
報告者：堤 悦子（北海商科大学商学部教授） 

テーマ：「日本的雇用慣行の再考察：企業の人事政策」 

コメンテーター：谷口洋志（本学会理事・中央大学経済学部教授） 

〔招聘講演〕 
講演者：佐々木常夫（株式会社佐々木常夫マネージメント・リサーチ代表取締役） 

テーマ：「経営戦略としてのダイバーシティとリーダーシップ」 

 
2016年第 3回研究大会  2016年 11月 26日（土）13：30～18：00 

於）立正大学（品川キャンパス） 

9号館地下 2階 9B21教室 

司会：佐脇英志（本学会理事・亜細亜大学経営学部特任教授） 
〔第 1 報告〕 
報告者：王 俊紅（上海理工大学講師） 

テーマ：「日系企業における中国人社員のストレスが形成する原因に関する考察 

－異文化コミュニケーションの視点から－」 

コメンテーター：中村好伸（本学会監事・ 

リロ・パナソニック エクセルインターナショナル（株）顧問） 

〔第 2 報告〕 
報告者：山本明男（明治大学経営学部特任講師） 

テーマ：「異文化融和を目指したハイブリッド関係の構築  

－グローバル社会で活躍するために－」 

コメンテーター：市川順一（本学会理事・折尾愛真短期大学経済科准教授） 

〔第 3 報告〕 
報告者：薄上二郎（本学会理事・青山学院大学経営学部教授） 

テーマ：「タトゥーと雇用管理に関する国際比較研究」 
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コメンテーター：笠原民子（静岡県立大学経営情報学部専任講師） 

〔招聘講演〕 
講演者：田川博己（株式会社ジェーティービー 代表取締役会長） 

テーマ：「ツーリズムの世界の潮流と今後の日本のインバウンド戦略」 

 

2017年第 1回研究大会  2017年 2月 25日（土）13：30～18：00 

於）立正大学（品川キャンパス） 

9号館地下 9Ｂ21 

司会：井川紀道（本学会理事・東洋学園大学現代経営学部客員教授） 
〔第 1 報告〕 
報告者：倉橋洋子（東海学園大学経営学部教授） 

テーマ：「グローバル人材育成 ―日本人大学生の異文化理解力」 

コメンテーター：佐脇英志（本学会理事・亜細亜大学経営学部特任教授） 

〔第 2 報告〕 
報告者：原口恭彦（広島大学大学院社会科学研究科教授）

テーマ：「海外日系企業のＨＲＭが与える効果の検討 

−日本・タイ・中国の国際比較を通じて−」
コメンテーター：大西 純（横浜市立大学国際総合科学部教授） 

〔第 3 報告〕 
報告者：藤澤武史（関西学院大学商学部教授 産業研究所 所長）

テーマ：「アジア 12 カ国における旅行支出行動の分析−欧州の主要８カ国との比較−」
コメンテーター：桑名義晴（本学会理事・桜美林大学大学院経営学研究科教授） 

〔招聘講演〕 
講演者：島田晴雄（慶應義塾大学名誉教授） 

テーマ：「激動の世界と日本の課題」 

 

2017年総会及び第 2回研究大会 2017年 7月 8日（土）13：30～18：00 

於）立正大学（品川キャンパス） 

11号館 5階 1151教室 

司会：藤澤武史（本学会理事・関西学院大学商学部教授） 
〔第 1 報告〕 
報告者：佐脇英志（亜細亜大学経営学部特任教授） 

テーマ：「Exploratory Research 東南アジア日本人起業家研究」 
コメンテーター：髙井 透（日本大学商学部教授） 

〔第 2 報告〕 
報告者：長尾素子（拓殖大学商学部教授）

テーマ：「日系企業におけるベトナム人スタッフの離職問題解決に向けて 
−Positive Deviance（よい逸脱） アプローチを用いた試み−」 

コメンテーター：中村好伸（本学会監事・ 

リロ・パナソニック エクセルインターナショナル（株）顧問） 

〔招聘講演〕 
講演者：伊藤邦雄（一橋大学大学院商学研究科特任教授、 

一橋大学 CFO 教育研究センター長、中央大学大学院戦略経営研究科特任教授） 
テーマ：「コーポレートガバナンス改革の現状と課題 −日本は変われるか−」 
 

2017年第 3回研究大会  2017年 11月 11日（土）13：30～18：00 

於）立正大学（品川キャンパス） 

9号館地下 9B23教室 

司会：加藤里美（本学会理事・愛知工業大学経営学部教授） 
〔第 1 報告〕 
報告者：アンダーソン ジョエル ダニエル（桜美林大学大学院博士後期課程） 

テーマ：「Understanding workplace experiences of LGBT+ individuals in Japan:  
The research context and outline of present study」 

コメンテーター：中村好伸（本学会監事・ 

リロ・パナソニック エクセルインターナショナル（株）顧問）  

〔第 2 報告〕 
報告者：稲田優子（関西学院大学大学院経営戦略研究科博士後期課程）

テーマ：「アントレプレナーシップ教育がもたらす効果 
−留学生と日本人学習者の恊働学習を通じて−」 

コメンテーター：平澤賢一（会津大学短期大学部教授） 

〔第 3 報告〕 
報告者：中野輝之（YKK ファスニングプロダクツ販売（株）TFM 営業部マネージャー） 
テーマ：「異文化経営実践報告 –YKK での経験を通じて−」 
コメンテーター：笠原民子（静岡県立大学経営情報学部専任講師） 
〔招聘講演〕 
講演者：堀 哲朗（東京エレクトロン代表取締役専務執行役員） 
テーマ：「幻の日米企業統合〜“日本的なもの”への問いかけ」 

（敬称略）
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（敬称略）
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第 6回インターナショナルセッション 
2016年 5月 13日（金）18：35～20：30 

於）青山学院大学（青山キャンパス）14509教室(14号棟 5階) 

司会：薄上二郎 (青山学院大学 経営学部教授） 
〔会長挨拶〕馬越恵美子（異文化経営学会会長） 
〔第１報告〕 
報告者：Doaa Zaher (Doctoral Course Student, Graduate School, JF. Oberlin University) 
テーマ：“Knowledge Management Strategy and Job Satisfaction in Multicultural 

Organization : How to make it work ?” 
コメンテーター：山本明男（明治大学経営学部特任講師、鹿島建設株式会社建築管理本部 

専任部長） 
〔招聘講演〕 
講演者：Nicholas Benes（公益社団法人会社役員育成機構 代表理事） 
テーマ：“What the Governance Reform Process Tells Us About Multicultural  

Management” 
 

第 7回インターナショナルセッション 
2016年 12月 16日（金）18：35～20：30 

於）青山学院大学（青山キャンパス）14605教室(14号棟 6階) 

司会：薄上二郎 (青山学院大学経営学部教授） 
〔会長挨拶〕馬越恵美子（異文化経営学会会長） 
〔第１報告〕 
報告者：Thomas Gregg (Researcher, obtained a Master's degree from The University of 

Tokyo)  
テーマ：“Emerging trends of young multicultural employees” 
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報告者：今北純一（コーポレート・バリュー・アソシエーツパートナー兼日本関連プロジ

ェクト統括マネージングディレクター） 
テーマ：「IoT 時代のイノベーションのグローバルトレンド」 
 
 

第 8回インターナショナルセッション 
2017年 5月 12日（金）18：35～20：20 

於）青山学院大学（青山キャンパス）14404教室(14号棟 4階) 

司会：薄上二郎 (青山学院大学経営学部教授） 
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テーマ：“How Pharmaceutical Company Accelerate Patient-Centered R&D: Capturing 
patients' Insights and behavioral differences between Japan and USA” 
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報告者：James E. Moynihan (Director, Intellectual Property Department Louis Vuitton 

Japan Co) 
テーマ：“IPR and Brand Management Strategies” 
  
第 9回インターナショナルセッション 

2017年 12月 15日（金）18：35～20：20 
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報告者：立花顕一郎（東北文化学園大学総合政策学部准教授）

テーマ：「自分優先時代」にアメリカの消費者はピックアップトラックに 

どのような価値を見い出したのか？

コメンテーター：八木規子（聖学院大学政治経済学部准教授） 
〔招聘講演〕 
報告者：Steven Mark Greenberg（Partner,Heidrick & Struggles）  
テーマ： “Managing Your Global Career” 

（敬称略）
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地域部会 

第 3回九州部会 

2016年 3月 12日（土） 14:00～17：00 

於）東海大学熊本キャンパス Siesta 

総合司会：市川順一（本学会理事・九州部会事務局長・折尾愛真短期大学） 

〔会長挨拶〕馬越恵美子（異文化経営学会会長） 
〔第 1 報告〕 
報告者：岡 陽子（福岡大学商学部） 

テーマ：「マネジメントにおける異文化受容力の再定義  

〜日本人労使間コミュニケーションへの提案〜」 

〔第 2 報告〕 
報告者：堤 悦子（北海商科大学商学部教授） 
テーマ：「グローバル市場の中の日本の酪農経営」 
〔第 3 報告〕 
報告者：李 良姫（東亜大学人間科学部教授） 
テーマ：「伝統芸能公演施設の経営と観光資源化に関する日韓比較」 
講評：井沢良智（九州情報大学教授） 
〔ポスター発表〕 
① NPO 法人花咲盛における取り組み 

柴田将吾、黒田優弥、北崎拓郎、倉重昌平（東海大学経営学部経営学科学生） 
木之内均（東海大学経営学部経営学科教授）、的場英行（東海大学経営学部経営学科

准教授） 
② 地域における阿蘇固有種の潜在的価値 

穂園哲郎、松延芳樹（東海大学経営学部経営学科学生） 
長野克也（東海大学農学部応用植物学科教授）、的場英行（東海大学経営学部経営学

科准教授） 
③ アクアリウムを利用した休耕田の活用法 

菅真司、実方寿樹也、宮越裕規（東海大学経営学部経営学科学生） 
木之内均（東海大学経営学部経営学科教授）、的場英行（東海大学経営学部経営学科

准教授） 
〔招聘講演〕 
講演者：小堀俊夫（細川家の茶の湯（肥後古流白水会会長）家元、小堀家 13 代） 
テーマ：「熊本における茶の湯の歴史と海外との交流事業」 
〔閉会挨拶〕 

小野豊和（九州部会長・東海大学経営学部教授） 
 
第 4回九州部会 

2017年 3月 11日（土） 13:30～17：00 

於）東海大学熊本キャンパス Siesta 

総合司会：徐 毅菁（東海大学経営学部経営学科助教） 
〔会長挨拶〕馬越恵美子（異文化経営学会会長） 
〔第 1 報告〕 
報告者：木之内均（東海大学経営学部教授・木之内農園会長） 
テーマ：「熊本地震と農業経営」 
〔第 2 報告〕 
報告者：市川順一（折尾愛真短期大学准教授） 
テーマ：「西南アジア地域の留学生の意識調査〜日本との意識の違いについて」 
〔第 3 報告〕 
報告者：小野豊和（東海大学経営学部特任教授） 
テーマ：「教条主義は迷える仔羊を救えるか〜ボリビア報告」 
講評：井沢良智（九州情報大学教授） 
〔招聘講演〕 
講演者：細川佳代子（公益財団法人スぺシャルオリンピックス日本名誉会長） 
テーマ：「ゼロから始めたスペシャルオリンピックス」 
〔プレセッション〕 
報告者：峯田なつき（東海大学経営学部経営学科学生） 
「酒類市場からみる九州発焼酎文化と各国の種類文化について」 
〔ポスター発表〕 
① 牧場経営を利用した阿蘇固有種の保護 

荒尾麻依、上田夏実（東海大学経営学部経営学科学生） 
小野豊和（東海大学経営学部経営学科教授）、木之内均（東海大学経営学部経営学科

教授）、的場英行（東海大学経営学部経営学科准教授）、長野克也（東海大学農学部

応用植物科学科教授） 
② 体操競技種目別指導における遺伝子情報の影響 

田山哲至、大村竜、茅原匡希、國方真吾（東海大学経営学部経営学科学生） 
的場英行（東海大学経営学部経営学科准教授） 

③ 雑草を利用した新規ビジネスモデル 
佐伯直起、山口雄大（東海大学経営学部経営学科学生） 
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長野克也（東海大学農学部応用植物科学科教授）、木之内均（東海大学経営学部経営

学科教授）、的場英行（東海大学経営学部経営学科 准教授） 
④ 熊本の観光資源ヒゴタイと外来園芸種ルリタマアザミの交雑危険性についての研究 

吉田純（東海大学経営学部経営学科学生） 
長野克也（東海大学農学部応用植物科学科教授）、藤吉正明（東海大学教養学部人間

環境学科教授）、的場英行（東海大学経営学部経営学科） 
〔閉会挨拶〕 
小野豊和（九州部会長・東海大学経営学部教授） 
 

第 3回中部部会 

2016年 6月 18日（土）14：00〜18：00 

於）名古屋外国語大学 7号館 722教室 

総合司会：木村友保（本学会理事・名古屋外国語大学現代国際学部教授） 
〔会長挨拶〕馬越恵美子（異文化経営学会会長） 
〔開会挨拶〕木村友保（本学会理事・中部部会長・名古屋外国語大学現代国際学部教授） 
〔第 1 報告〕 
報告者：北原敬之（京都産業大学経営学部教授） 
テーマ：「異文化経営における思考と行動 

 〜日本企業の米国拠点での経験から得られた知見」 
司会：蕎麦谷 茂（名古屋外国語大学現代国際学部教授） 
〔第 2 報告〕 
報告者：加藤里美（本学会理事・愛知工業大学経営学部教授） 
テーマ：「ヤンゴンにおけるミャンマー人従業員の仕事に関する価値観」 
司 会：古川千歳（本学会幹事・愛知大学経営学部助教） 
〔招聘講演〕 
講演者：折笠和文（名古屋学芸大学教授）

テーマ：「米国型ビジネスモデルと日本のビジネス －導入による負の側面－」 
 

第 4回中部部会 

2017年 6月 17日（土）14：00〜18：00 

於）愛知工業大学本山キャンパス 3階大学院講義室 2 

総合司会：加藤里美（本学会理事・愛知工業大学経営学部教授） 
〔会長挨拶〕馬越恵美子（異文化経営学会会長） 
 

〔開会挨拶〕木村友保（本学会理事・中部部会長・名古屋外国語大学現代国際学部教授） 
〔第 1 報告〕 
報告者：BOONYA THANITTAYA（朝日大学大学院博士前期課程）・ 

畦地真太郎（朝日大学経営学部教授）  
テーマ：「タイ人生徒のカルチャー・ショック解消に関する事例研究： 

タイ現地の日本式中学校を中心としたデータによる」 
司会：梶浦雅己（愛知学院大学商学部教授） 
〔第 2 報告〕 
報告者：原口友子（常葉大学経営学部教授） 
テーマ：「アメリカ人上司の部下の褒め方」 
司 会：北原敬之（京都産業大学経営学部教授） 
〔招聘講演〕 
講演者：吉原英樹（神戸大学名誉教授） 
テーマ：「国際経営研究 50 年と異文化経営」 
 
第 3回関西部会 

2016年 6月 25日（土）14：00〜17：00 

於）大阪商業大学ネットワークレクチャールーム図書館ビル 4Ｆ 

〔統一テーマ〕 
「異文化経営と英語力」 
〔開催挨拶〕古沢昌之（本学会理事・関西部会長・大阪商業大学教授） 
〔第 1 報告〕 
報告者：加賀田哲也（大阪教育大学教授）、盛岡貴昭（大阪商業大学総合経営学部助教） 
テーマ：「わが国における英語教育の変革 －問題意識・施策・成果と今後の展望－」 
〔第 2 報告〕 
報告者：西村博昭（ヤンマー株式会社労政部グローバル人事担当部長・元パナソニック株

式会社国際人事センター所長） 
テーマ：「パナソニックにおける異文化経営と英語教育を振り返って 

－その変遷と成果・今後の展望－」 
〔質疑応答・パネルディスカッション〕 
コーディネーター： 安室憲一 (本学会理事・大阪商業大学総合経営学部教授) 
コメンテーター：藤澤武史（本学会理事・関西学院大学商学部教授） 
コメンテーター：山本明男（鹿島建設） 
〔総括コメント〕 
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長野克也（東海大学農学部応用植物科学科教授）、木之内均（東海大学経営学部経営

学科教授）、的場英行（東海大学経営学部経営学科 准教授） 
④ 熊本の観光資源ヒゴタイと外来園芸種ルリタマアザミの交雑危険性についての研究 

吉田純（東海大学経営学部経営学科学生） 
長野克也（東海大学農学部応用植物科学科教授）、藤吉正明（東海大学教養学部人間

環境学科教授）、的場英行（東海大学経営学部経営学科） 
〔閉会挨拶〕 
小野豊和（九州部会長・東海大学経営学部教授） 
 

第 3回中部部会 

2016年 6月 18日（土）14：00〜18：00 

於）名古屋外国語大学 7号館 722教室 

総合司会：木村友保（本学会理事・名古屋外国語大学現代国際学部教授） 
〔会長挨拶〕馬越恵美子（異文化経営学会会長） 
〔開会挨拶〕木村友保（本学会理事・中部部会長・名古屋外国語大学現代国際学部教授） 
〔第 1 報告〕 
報告者：北原敬之（京都産業大学経営学部教授） 
テーマ：「異文化経営における思考と行動 

 〜日本企業の米国拠点での経験から得られた知見」 
司会：蕎麦谷 茂（名古屋外国語大学現代国際学部教授） 
〔第 2 報告〕 
報告者：加藤里美（本学会理事・愛知工業大学経営学部教授） 
テーマ：「ヤンゴンにおけるミャンマー人従業員の仕事に関する価値観」 
司 会：古川千歳（本学会幹事・愛知大学経営学部助教） 
〔招聘講演〕 
講演者：折笠和文（名古屋学芸大学教授）

テーマ：「米国型ビジネスモデルと日本のビジネス －導入による負の側面－」 
 

第 4回中部部会 

2017年 6月 17日（土）14：00〜18：00 

於）愛知工業大学本山キャンパス 3階大学院講義室 2 

総合司会：加藤里美（本学会理事・愛知工業大学経営学部教授） 
〔会長挨拶〕馬越恵美子（異文化経営学会会長） 
 

〔開会挨拶〕木村友保（本学会理事・中部部会長・名古屋外国語大学現代国際学部教授） 
〔第 1 報告〕 
報告者：BOONYA THANITTAYA（朝日大学大学院博士前期課程）・ 

畦地真太郎（朝日大学経営学部教授）  
テーマ：「タイ人生徒のカルチャー・ショック解消に関する事例研究： 

タイ現地の日本式中学校を中心としたデータによる」 
司会：梶浦雅己（愛知学院大学商学部教授） 
〔第 2 報告〕 
報告者：原口友子（常葉大学経営学部教授） 
テーマ：「アメリカ人上司の部下の褒め方」 
司 会：北原敬之（京都産業大学経営学部教授） 
〔招聘講演〕 
講演者：吉原英樹（神戸大学名誉教授） 
テーマ：「国際経営研究 50 年と異文化経営」 
 
第 3回関西部会 

2016年 6月 25日（土）14：00〜17：00 

於）大阪商業大学ネットワークレクチャールーム図書館ビル 4Ｆ 

〔統一テーマ〕 
「異文化経営と英語力」 
〔開催挨拶〕古沢昌之（本学会理事・関西部会長・大阪商業大学教授） 
〔第 1 報告〕 
報告者：加賀田哲也（大阪教育大学教授）、盛岡貴昭（大阪商業大学総合経営学部助教） 
テーマ：「わが国における英語教育の変革 －問題意識・施策・成果と今後の展望－」 
〔第 2 報告〕 
報告者：西村博昭（ヤンマー株式会社労政部グローバル人事担当部長・元パナソニック株

式会社国際人事センター所長） 
テーマ：「パナソニックにおける異文化経営と英語教育を振り返って 

－その変遷と成果・今後の展望－」 
〔質疑応答・パネルディスカッション〕 
コーディネーター： 安室憲一 (本学会理事・大阪商業大学総合経営学部教授) 
コメンテーター：藤澤武史（本学会理事・関西学院大学商学部教授） 
コメンテーター：山本明男（鹿島建設） 
〔総括コメント〕 
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馬越恵美子（本学会会長） 
 

第 4回関西部会 

2017年 2月 18日（土）14：00〜16：45 

於）大阪商業大学 4号館 442教室 

〔開催挨拶〕古沢昌之（本学会理事・関西部会長・大阪商業大学教授） 
〔第 1 報告〕 
報告者：鏑木義博（大阪商業大学） 
テーマ：「異文化対応で問われる国際人の資質 

－インドにおける松下電器(現パナソニック)の取組みを中心に－」 
司会・コメンテーター：古賀賢次（一般社団法人日本在外企業協会） 
〔第 2 報告〕 
報告者：辻本健二（公益財団法人関西生産性本部） 
テーマ：「生産性運動と日本的経営 －日本的経営は世界に通用するのか－」 
司会・コメンテーター：安室憲一（本学会理事・大阪商業大学教授） 
〔総括コメント〕 
馬越恵美子（本学会会長） 
 

第 5回関西部会 

2017年 9月 23日（土）14：00〜17：00 

於）谷岡学園 梅田サテライトオフィス 16階 

グランフロント大阪タワーＡ（南館） 

〔開催挨拶〕古沢昌之（本学会理事・関西部会長・近畿大学教授） 
〔第 1 報告〕 
報告者：古沢昌之（本学会理事・関西部会長・近畿大学教授） 
テーマ：「在中国日系進出企業における『現地採用日本人』のバウンダリー･スパナー 

としての可能性 －日本人 SIEs の中国語能力等属性と人的資源管理－」 
司会・コメンテーター：辻 周吾（流通科学大学講師） 
〔第 2 報告〕 
報告者：山内昌斗（広島経済大学准教授） 
テーマ：「沖縄ツーリストにおける国際経営の原点  

－ローカル企業によるグローバル・ネットワークの活用－」 
司会・コメンテーター：楊 秋麗（立命館大学講師） 
〔第 3 報告〕 

報告者：ロルフ・シュルンツェ（立命館大学教授） 
テーマ：「異文化の職場におけるマネジメントの文化適応 

－２タイプの国際マネジャーの比較－」 

司会・コメンテーター：藤澤武史（関西学院大学教授） 
〔総括コメント〕 
馬越恵美子（本学会会長） 

 

第 2回北陸部会 

2017年 11月 3日（土）14：00〜17：45 

於）ホテルグランテラス富山 薫風の間 

〔第 1 報告〕 
報告者：荻原 彦（富山県総合政策局） 
テーマ：「『成果主義』と『将来の仕事で報いる方式』の有効性の比較」 

コメンテーター：笠原民子（静岡県立大学経営情報学部専任講師） 
〔第 2 報告〕 
報告者：平本督太郎（金沢工業大学講師） 
テーマ：「BoP 市場と日本企業の関わり方の変化 

〜BoP ビジネスから SDGs ビジネスへ〜」 
コメンテーター：荒井将志（亜細亜大学講師） 
〔招聘講演〕 
報告者：岩村 剛（（株）廣貫堂執行役員医薬品事業部長） 

（敬称略）
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馬越恵美子（本学会会長） 
 

第 4回関西部会 

2017年 2月 18日（土）14：00〜16：45 

於）大阪商業大学 4号館 442教室 

〔開催挨拶〕古沢昌之（本学会理事・関西部会長・大阪商業大学教授） 
〔第 1 報告〕 
報告者：鏑木義博（大阪商業大学） 
テーマ：「異文化対応で問われる国際人の資質 

－インドにおける松下電器(現パナソニック)の取組みを中心に－」 
司会・コメンテーター：古賀賢次（一般社団法人日本在外企業協会） 
〔第 2 報告〕 
報告者：辻本健二（公益財団法人関西生産性本部） 
テーマ：「生産性運動と日本的経営 －日本的経営は世界に通用するのか－」 
司会・コメンテーター：安室憲一（本学会理事・大阪商業大学教授） 
〔総括コメント〕 
馬越恵美子（本学会会長） 
 

第 5回関西部会 

2017年 9月 23日（土）14：00〜17：00 

於）谷岡学園 梅田サテライトオフィス 16階 

グランフロント大阪タワーＡ（南館） 

〔開催挨拶〕古沢昌之（本学会理事・関西部会長・近畿大学教授） 
〔第 1 報告〕 
報告者：古沢昌之（本学会理事・関西部会長・近畿大学教授） 
テーマ：「在中国日系進出企業における『現地採用日本人』のバウンダリー･スパナー 

としての可能性 －日本人 SIEs の中国語能力等属性と人的資源管理－」 
司会・コメンテーター：辻 周吾（流通科学大学講師） 
〔第 2 報告〕 
報告者：山内昌斗（広島経済大学准教授） 
テーマ：「沖縄ツーリストにおける国際経営の原点  

－ローカル企業によるグローバル・ネットワークの活用－」 
司会・コメンテーター：楊 秋麗（立命館大学講師） 
〔第 3 報告〕 

報告者：ロルフ・シュルンツェ（立命館大学教授） 
テーマ：「異文化の職場におけるマネジメントの文化適応 

－２タイプの国際マネジャーの比較－」 

司会・コメンテーター：藤澤武史（関西学院大学教授） 
〔総括コメント〕 
馬越恵美子（本学会会長） 

 

第 2回北陸部会 

2017年 11月 3日（土）14：00〜17：45 

於）ホテルグランテラス富山 薫風の間 

〔第 1 報告〕 
報告者：荻原 彦（富山県総合政策局） 
テーマ：「『成果主義』と『将来の仕事で報いる方式』の有効性の比較」 

コメンテーター：笠原民子（静岡県立大学経営情報学部専任講師） 
〔第 2 報告〕 
報告者：平本督太郎（金沢工業大学講師） 
テーマ：「BoP 市場と日本企業の関わり方の変化 

〜BoP ビジネスから SDGs ビジネスへ〜」 
コメンテーター：荒井将志（亜細亜大学講師） 
〔招聘講演〕 
報告者：岩村 剛（（株）廣貫堂執行役員医薬品事業部長） 
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