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学会だより 

活 動 報 告 

 

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） 



－ 118 － 

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」 
 
2018 年総会及び第 1回研究大会 2018 年 5 月 26 日（土）13：00～18：00 

於）亜細亜大学（武蔵野キャンパス） 
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5 号館 511 号室 

 
司会：櫻井秀子（本学会理事・中央大学総合政策学部教授） 
〔第 1 報告〕 
報告者：小野香織（早稲田大学大学院商学研究科博士課程後期学生） 

テーマ：「日本型経営文献レビュー −異文化マネジメントの視点から−」 

コメンテーター：八代充史（本学会理事・慶應義塾大学商学部教授） 

〔第 2 報告〕 
報告者：平見尚隆（広島大学産学・地域連携センター特任教授） 

テーマ：「日本国内企業における外国人エンジニアのコミュニケーション能力向上 

について −インド人エンジニアの教育プログラム開発−」 

コメンテーター：桑名義晴（本学会理事・桜美林大学名誉教授） 

〔第 3 報告〕 
報告者：宮本文幸（桜美林大学ビジネスマネジメント学群准教授） 

テーマ：「資生堂における『顔』文化の考察 −化粧顔と商品の顔−」 

コメンテーター：薄上二郎（本学会理事・青山学院大学経営学部教授） 

〔招聘講演〕 
講演者：栃尾雅也（味の素株式会社 専務執行役員取締役） 

テーマ：「味の素の経営戦略」 

 
2018 年第 2回研究大会  2018 年 12 月 1 日（土）13：00～18：00 

於）亜細亜大学（武蔵野キャンパス） 

5 号館 511 号室 

 
司会：古川千歳（本学会理事・愛知大学経営学部准教授） 
〔第 1 報告〕 
報告者：森山たつを（（株）スパイスアップ・アカデミア代表取締役社長） 

テーマ：「海外インターン型研修プログラムによる、 

グローバル人材育成の成果について」 

コメンテーター：荒井将志（亜細亜大学国際関係学部講師） 

〔第 2 報告〕 
報告者：趙 丹寧（埼玉大学留学生相談員） 

テーマ：「感動体験の影響およびその文化差に関する探索的検討 

 −日本人と中国人を対象とした半構造化面接を通して−」 
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コメンテーター：平田 透（本学会理事・放送大学石川学習センター所長） 

〔第 3 報告〕 
報告者：八木規子（聖学院大学政治経済学部准教授） 

テーマ：「アイデンティティの複合体としての個人  
−ダイバーシティ・マネジメントに対する新しい視点−」 

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 4 報告〕 
報告者：劉 永鴿（東洋大学経営学部教授） 

テーマ：「中国通信機器企業の海外進出とその落とし穴  

−中興通訊（ZTE）のケースを中心に−」 
コメンテーター：林 倬史（国士館大学客員教授） 

〔第 5 報告〕 
報告者：大石芳裕（本学会理事・明治大学経営学部教授）、 

髙橋康平（株式会社ドゥ・ハウス リサーチグループグループマネジャ） 

テーマ：「ミレニアル世代の４カ国比較」 
コメンテーター：市川順一（本学会理事・折尾愛真短期大学准教授） 

〔招聘講演〕 
講演者：藤田順三（元ブリスベン総領事・前ウガンダ駐箚特命全権大使） 

テーマ：「特命全権大使：努力の遍歴と異文化のマネジメント」 

 
Transcultural Management Society: International Session 

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） 
〔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：大原博民 (アステラス製薬（株）Project Lead, Patient portal and Patient Insights, 

Real World Informatics and Analytics Astellas US LLC)  
テーマ：“How Pharmaceutical Company Accelerate Patient-Centered R&D: Capturing 

patients’ Insights and behavioral differences between Japan and USA” 
コメンテーター：山本明男（明治大学経営学部特任講師） 
〔招聘講演〕 
報告者：James E. Moynihan (Director, Intellectual Property Department Louis Vuitton 
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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 

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） 
〔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：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” 
 

第 10回インターナショナルセッション 

2018 年 5 月 11 日（金）18：35～20：30 

於）青山学院大学（青山キャンパス）14404 教室(14 号棟 4 階) 

司会：萬 智恵 (青山学院大学経営学部准教授） 
〔会長挨拶〕馬越恵美子（異文化経営学会会長） 
〔第１報告〕八木規子（聖学院大学政治経済学部准教授） 
テーマ： 組織成員はダイバーシティの『境界』をどのように解釈しているか？ 

中小企業の異文化経営の現場から 
コメンテータ：薄上二郎 (青山学院大学経営学部教授） 

〔第 2 報告〕山本賢一朗（三菱自動車グローバルアフターセールス本部 
海外アフターセールス第二部） 

テーマ：三菱自動車カナダのブランド改善活動（2013-2015） 
コメンテーター：HACKETT, Sean M.（青山学院大学経営学部特任教授） 
 

第 11 回インターナショナルセッション 

2018 年 11 月 16 日（金）18：35～20：30 

於）青山学院大学（青山キャンパス）14404 教室(14 号棟 4 階) 
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司会：萬 智恵 (青山学院大学経営学部准教授） 
〔会長挨拶〕馬越恵美子（異文化経営学会会長） 
〔第１報告〕櫻井功男（日清食品ホールディングス（株）・ 

青山学院大学国際マネジメント研究科博士課程） 
テーマ：サステナビリティへの取組みにおける企業と NGO/NPO との連携 
コメンテータ：Philippe Orsini (日本大学経済学部准教授) 
〔招聘講演〕 
報告者：岩田眞二郎 ( (株) Benesse 取締役会長、元 (株)日立製作所 執行役副社長） 
テーマ： “Global Business & Innovation: Food for Thought” 
 

地域部会 

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 
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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） 
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 5 回九州部会 

2018 年 3 月 10 日（土） 13:30～17：00 

於）東海大学熊本キャンパス Siesta 

 
〔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：江本伸哉（九州国際大学 教授） 
テーマ：「中国鋼鉄（台湾）の ASEAN 戦略」  
〔第 2 報告〕 
報告者：李昭知（東海大学 特任助教） 
テーマ：「インバウンドﾞにおける韓国人観光客の動向」  
〔第 3 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(ネパール、スリランカ、バングラデシュ)における現地日本語学校の 

異文化水準･対応力」 
〔第 4 報告〕 
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報告者：佐脇英志（亜細亜大学 特任教授） 
テーマ：「タイ、シンガポール、マレーシア日本人起業家研究 

〜異文化経営課題を超越した日本人ビジネスマン〜」 
〔招聘講演〕 
講演者：重光悦枝（重光産業株式会社 代表取締役副社長） 
テーマ：「食を通じて文化交流  

〜熊本発、世界 13 カ国約 700 店舗で展開する味千拉麵の挑戦」 
〔全体講評〕 
藤澤武史（本学会理事・関西学院大学商学部教授） 
 
〔ポスター発表〕 
① 「柔道選手の遺伝子情報の傾向」 

甲斐貴大、森下雄馬、今村和寿、吉冨隼人、中山仁義、河野佑介、上小手稔拓（東海

大学経営学部経営学科学生）、的場英行（東海大学経営学部准教授） 
② 「体操競技種目と ACTN3、ACE、PPARGC1A 遺伝子との関連性」 

平良匠、落合博也、沖一誠（東海大学経営学部経営学科学生）、的場英行（東海大学経

営学部准教授） 
③ 「阿蘇希少植物の絶滅要因と保全活動と遺伝的保全活動」 

忰部寛明、本部昌輝、久谷和輝、田畑玲於奈、田島真、栗下竜磨、木下貴登（東海大

学経営学部経営学科学生）、的場英行（東海大学経営学部准教授） 
 

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〕 
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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 5回中部部会 

2018 年 6 月 16 日（土）14：00〜18：00 

於）愛知大学名古屋キャンパス講義棟 7 階 L706 

総合司会：古川千歳（本学会理事・愛知大学経営学部准教授） 
〔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：篠崎ひさこ（名古屋外国語大学） 

テーマ：「Hospitality の視点から Global 人材を育成する 

 〜外資系航空会社における異文化 Customer Experiences を基盤にして〜」 

司 会：木村友保（名古屋外国語大学） 

〔第 2 報告〕 
報告者：北原敬之（京都産業大学） 

テーマ：「日本企業の海外拠点における現地化の進化 

〜人材の現地化・経営の現地化の視点からの考察〜」 

司 会：古川千歳（愛知大学） 

〔招聘講演〕 
講演者：倉田浩伸（KURATA PEPPER Co.Ltd.） 
テーマ：「アリとキリギリスから学ぶ異文化経営」 
司 会：加藤里美（本学会理事・愛知工業大学） 
 

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） 
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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） 
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第 6回関西部会 

2018 年 3 月 3 日（土）14：00〜19：30 

於）近畿大学 38 号館 2F 多目的教室 

 

〔総合司会〕崔 圭皓（大阪商業大学経営学科准教授） 
〔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（近畿大学）、盛岡貴昭（大阪商業大学） 

テーマ：「日本企業における言語投資と内なる国際化を巡る状況 

－ヒアリング調査に基づいて－」 

司会･コメンテーター：中阪裕樹（コモンズ･コムマーケティング株式会社・ 

株式会社 313） 

〔第 2 報告〕 
報告者：辻 周吾（流通科学大学商学部講師） 

テーマ：「日本企業における人的資源管理 

－日本国内で働く中国人社員の活用を中心に－」 

司会･コメンテーター：安室憲一（大阪商業大学・兵庫県立大学名誉教授） 

〔第 3 報告〕 
報告者：津田優子（ECC ジュニア） 

テーマ：「21 世紀型グローバルコミュニケーション －公教育のめざすもの、 
ECC ジュニアのめざすもの、ECC ジュニア福井町教室がめざすもの－」 

司会･コメンテーター：藤原由紀子（神戸学院大学） 
〔総括コメント〕 
馬越恵美子（本学会会長） 

 

第 7回関西部会 

2018 年 9 月 22 日（土）14：00〜19：00 

於）谷岡学園 梅田サテライトオフィス “CURIO-CITY” 

〔総合司会〕楊 秋麗（立命館大学政策科学部専任講師） 
〔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（近畿大学）  

テーマ：「在中国日系進出企業に勤務する『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とキャリア･職務満足 
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－現地採用者本人への調査に基づいて－」 

司会･コメンテーター：西村博昭（ヤンマー株式会社） 

〔第 2 報告〕 
報告者：有村貞則（山口大学経済学部教授） 

テーマ：「多国籍企業と障がい者雇用」 

司会･コメンテーター：梅野巨利（大阪商業大学経営学科教授） 
〔特別講演〕 
講 師：谷岡一郎（大阪商業大学学長） 
テーマ：「IR(統合型リゾート)の経済社会へのインパクト」 
〔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） 

  




