第21回研究発表大会プログラム

◇第１日目（６月１５日 土曜日）
【受 付】
【開会式】

於：白鷗大学東キャンパス

９：３０～（開会式会場・２階２０１教室前）
１０：１０～１０：２０ （２階２０１教室）

【午前前半の部】 １０：３０～１２：００（５階）
会場
司会

10：3011：00

Ａ会場
（５０１教室）
高橋 浩夫
（白鷗大学）
A-1 自由論題1

Ｂ会場
（５０３教室）
古山 英二
（日本橋学館大学）
B-1 自由論題4

Ｃ会場
（５０４教室）
吉川 吉衛
（国士舘大学）
C-1 自由論題7

Ｄ会場
（５０６教室）
蟻生 俊夫
（電力中央研究所）
D-1 自由論題10

経営理念・経営倫理・Board
Diversity等の複合的欠陥がも
たらす、米国大企業の経営破
綻

ｱﾒﾘｶにおけるﾋﾞｼﾞﾈｽ・ｴｼｯｸｽ
の生成と投機論：19世紀末・
20世紀初期ｱﾒﾘｶ投機論をめ
ぐって

東日本大震災における電力
会社のリスク対応評価の再検
討：“歴史津波”に対するリス
ク対応の事例分析を通じて～

中小企業におけるCSRの取組
みを促進する要因とその影響
に関する研究（１）：製造業A社
の事例研究

今井 祐
越田 年彦
平野 琢
（監査・ガバナンス研究部会） （都立立川高等学校定時制） （学生・東京工業大学）
A-2 自由論題2
B-2 自由論題5
C-2 自由論題8

11：0011：30

失われた20年、日本における 金融危機に対する倫理学的
経営倫理の軌跡と将来展望： 反省と哲学的金融市場構想
経営倫理（企業倫理）、ｺﾝﾌﾟﾗ
ｲｱﾝｽ､ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ･ｶﾞﾊﾞﾅﾝｽそし 増渕 隆史（北海道大学）
てｸﾞﾛｰﾊﾞﾙCSRの視点から
水尾 順一（駿河台大学）
A-3 自由論題3

11：3012：00

21世紀における経営と倫理
宇佐神 正明
（東京国際大学元教授）

井上 昌美（大分大学）
D-2 自由論題11

原子力発電と倫理に基づくガ 企業の報告書にみるCSRの
バナンス（組織統治）のあり方 動向
山脇 徹
田中 敬幸（麗澤大学）
（監査・ガバナンス研究部会）

B-3 自由論題6

C-3 自由論題9

D-3 自由論題12

親子上場時の利益相反と業
況に関する実証研究

東日本大震災における企業 日本企業におけるｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ
の危機管理・BCPの実態調査 活動の展開：先進企業の事例
と提言
から

松田千恵子（首都大学東京）
髙野 一彦（関西大学）

【ランチタイム】

１２：００～１２：５０

【２０１３年度年次総会】

１３：００～１４：００（２階２０１教室）

小山 嚴也（関東学院大学）

【統一論題シンポジウム】 １３：１０～１７：４０（２階２０１教室）
「経営倫理とダイバシティ・マネジメント」
14：1014：20
14：2014：50
15：0016：00

【統一テーマ】経営倫理とダイバシティ・マネジメントについて
学会長 高橋浩夫（白鷗大学 教授）
【統一テーマ】日本の経営とダイバシティ・マネジメント
クリスティーナ・アメージャン（一橋大学大学院 教授）
【キーノート・スピーチ】企業の成長とダイバシティ・マネジメント
山口 一男（シカゴ大学 教授・経済産業省経済研究所 客員研究員）
【パネル討議】経営倫理とダイバシティ・マネジメント

16：1017：40

司 会：馬越恵美子（桜美林大学 教授）
パネラー：
山口 一男 氏（シカゴ大学 教授）
岩田喜美枝 氏（資生堂 顧問）
桐竹 里佳 氏（日産自動車ダイバシティディベロップメントオフィス 室長）
後

【懇親会】

援：栃木県経済同友会・栃木県経営者協会・女性のためのﾋﾞｼﾞﾈｽｽｸｰﾙ「ﾒﾋﾞｳｽ」・白鷗大学ﾋﾞｼﾞﾈｽ開発研究所

１８：００～（東キャンパス11階）
＊ウエルカム・スピーチ 白鷗大学学長 奥島孝康
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◇第２日目（６月１６日 日曜日）

於：白鷗大学東キャンパス

【受 付】 ９：００～（５階５０１教室前）
【午前前半の部】 ９：３０～１０：３０
会場
司会

9：3010：00

10：0010：30

Ａ会場
（５０１教室）
山下 洋史
（明治大学）
A-4 統一論題1

Ｂ会場
（５０３教室）
松本 邦明
（経営倫理実践研究ｾﾝﾀｰ）
B-4 自由論題13

Ｃ会場
（５０４教室）
中野 千秋
（麗澤大学）
C-4 自由論題15

Ｄ会場
（５０６教室）
小山 嚴也
（関東学院大学）
D-4 自由論題17

台湾と日本の有休休暇に対する クリニカルガバナンスと医療の
認識の比較研究：「認識」の相違 質保証
からﾜｰｸ･ﾗｲﾌ･ﾊﾞﾗﾝｽとﾀﾞｲﾊﾞｰｼ
ﾃｨ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄを考える
日向 浩幸
（学生・中央大学大学院）
鄭 安君（白鷗大学
ビジネス開発研究所）

日本の私立大学における非正
規雇用問題についての試論的
考察
小池 裕子
（英国国立ウェールズﾞ大学）

紛争鉱物を巡るグローバルサプ 韓国経営学の歴史的発展と経
ライチェーンの構築
営倫理：『経営学原論』調査を中
心に
藤原 達也
（学生・麗澤大学大学院）
中川 圭輔
（下関市立大学）

A-5 統一論題2

C-5 自由論題16

D-5 自由論題18

B-5 自由論題14

E会場
（５０７教室）
潜道 文子
（拓殖大学）
E-1 自由論題19

E-2 自由論題20

WEPs（女性のｴﾝﾊﾟﾜｰﾒﾝﾄ原則） ケアの専門職教育と活動による 日本におけるグローバル人材育 外国公務員贈賄に関する規制
署名企業のｼﾞｪﾝﾀﾞｰ平等に向け 学びの考察
成の現状と課題：20校大学の経 環境の変化：ｼｰﾒﾝｽAGによる海
た取組：企業倫理のｼﾞｪﾝﾀﾞﾘﾝｸﾞ
営教育プログラムの調査分析を 外腐敗行為防止法違反の事例
望月 雅和
もとに
を通して
斎藤 悦子
（東京大学
（お茶の水女子大学）
先端科学技術研究センター） 葉山 彩蘭（淑徳大学）
藤野 真也
（学生・麗澤大学大学院）

OTOPs in Thailand：Economic
success and social failure
DIEFENBACH Thomas
(立命館アジア太平洋大学）

【午前後半の部】 １０：４０～１２：２０
会場
司会

10：4011：10

Ａ会場
（５０１教室）
梅津 光弘
（慶應義塾大学）
A-6 統一論題3

Ｂ会場
（５０３教室）
高浦 康有
（東北大学）
B-6 自由論題21

利害関係者論から見たダイ
バーシティ・マネジメント

消費者課題解決をめぐる消費 価値共有型思考とその実践
者団体と事業者の在り方：市
場経済における課題解決の 永松 博志
枠組みからの考察
（学生・情報セキュリティ大学
院大学）
古谷由紀子
（日本消費生活アドバイザー・
コンサルタント協会)
B-7 自由論題22
C-7 自由論題25

日本における社外取締役の
現状と課題：その独立性と機
能の確保を中心に

CSRの視点からﾀﾞｲｰﾊﾞｰｼﾃｨ 消費者信用業界・企業の衰退 職場環境主導型企業倫理活
（人材多様性の受容）を考え 要因の解明
動と個人責任強調型企業倫
る：女性活躍から真のﾀﾞｲﾊﾞｰ ：ISO26000の視点による分析 理活動の理論的検討
ｼﾃｨ推進に向けて
佐伯 隆博
谷口 勇仁
勝田 和行
（学生・埼玉大学大学院）
（北海道大学大学院）
（日本ｴﾏｰｼﾞｪﾝｼｰｱｼｽﾀﾝｽ）
A-8 統一論題5
B-8 自由論題23
C-8 自由論題26

企業の中間管理職の倫理的
問題についての解決手順に
関する一考察

出見世信之（明治大学）

A-7 統一論題4

11：1011：40

11：4012：10

ダイバーシティにおける障害
者雇用の位置付けと経営倫
理：障害の特性を生かすため
に
山田 雅穂（中央大学）

12：1012：20

＊昼食後解散

閉会式

Ｃ会場
（５０４教室）
野村千佳子
（山梨学院大学）
C-6 自由論題24

Ｄ会場
（５０６教室）
文 載皓
（常葉大学）
D-6 自由論題27

樋口 晴彦（警察大学校警察
政策研究センター）
D-7 自由論題28

岡部 幸徳
（金沢工業大学）
D-8 自由論題29

ﾋﾞｯｸﾞﾃﾞｰﾀを利用したｻｰﾋﾞｽ提 キューピーマヨネーズ創始者・ 国家公務員の女性採用比率
供において企業に求められる 中島董一郎の道義的経営と に関する対数最少二乗分析
姿勢：消費者のﾌﾟﾗｲﾊﾞｼｰ保護 企業継続についての考察
モデル
等の観点から
島津 淳子
権 善喜（明治大学）
渡邊 隆彦（専修大学）
（学生・法政大学大学院）
山下 洋史（明治大学）
―

―

―

