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実践経営学会第64回全国大会開催のご挨拶

第64回全国大会実行委員長　
高　石　光　一

　実践経営学会第64回全国大会は、2021年9月11日（土）［常任理事会・理事会］と12日（日）［統一論題

報告・自由論題報告・会員総会］の2日間、亜細亜大学（WEBリモートオンライン）にて開催致します。

　本学における全国大会は、第58回（2015年:実行委員長・夏目重美先生［当時、亜細亜大学教授］）に

も行わせていただきました。今回は、現本学会会長の夏目先生からの強い要請もあり、6年ぶりに開催する

こととなりました。

　私は、当時、主催校の一担当教員でしたが、今回は大会実行委員長の大役を務めることになりました。

大会事務局長には本学会関東支部長の鈴木信幸先生（本学経営学部教授）、また、高橋量一先生（同

学部教授）に大会運営のお手伝いをいただけることになっております。　

　自身が大学学部長ということもあり、校務上、予期せぬ諸対応に忙殺されることもあるかと存じますが、

大会開催までの準備期間、何卒多くの会員の皆様にもご協力・鞭撻賜りますことお願い申し上げます。

  今回の大会統一論題は、「ニューノーマル時代の日本企業の生き残り策と実践経営」という時宜にかな

うテーマの下、外食産業の雄「すかいらーく」創業者・横川竟（みわむ）氏を基調講演にお招きすることを

予定します。

　大変残念ながら、新型コロナウイルス感染拡大影響の可能性もあり、前年度同様に対面実施が困難と

なりました。限られた制約内で、力の限り皆様をお迎えしたいと存じます。自由論題報告者のみならず、多く

の方々のご参加をお待ちしております。ご期待下さい。

　　　　　以上
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■住所・勤務先などの変更届のお願い
　住所や勤務先、メールアドレス等が変更となった会員の方は、
　jsam.headoffice2@gmail.com（会員情報管理専用メールアドレス）までご連絡ください。

■第54期　会費納入のご案内
　第54期の会費納入のご案内が皆様のお手元に届いていると思いますが、万が一お手元に届いていないと
いう方がいらっしゃいましたら下記メールアドレスまでご一報ください。全国大会および各地域支部会におけ
る報告資格は、「年会費を納入済みの会員」となっております。ご留意ください。
　お問い合わせは、jsam.headoffice2@gmail.comまで。

■各支部からのご連絡などは、学会ホームページをご覧ください
　実践経営学会ホームページ（ http://www.jsam.org/ ）では最新情報を随時掲載しております。各支部から
の情報も、ホームページをご活用ください。また、ご登録いただくことにより、ニュースをメールで受け取る事が
できますので是非ご利用ください。

以上  
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統一論題:
「ニューノーマル時代の日本企業の生き残り策と実践経営」



実践経営学会第64回全国大会開催の案内

新常任理事からのご挨拶

第64回全国大会自由論題報告者の募集について

ご 挨 拶

　2020年4月から学会常任理事と九州支部長を兼任させていただいております宮崎大学地域資源創成

学部の根岸裕孝です。九州大学大学院経済学研究科修士課程経済工学修了後、（財）日本立地センタ

ー研究員として産業立地政策・地域経済政策の調査研究に従事し、2001年に宮崎大学教育文化学部

講師、その後2016年には地域資源創成学部の発足により同学部の地域経営論の担当となりました。ご記

憶ある皆様もいらっしゃるかと存じますが、第60回（2017年）の宮崎大学における大会実行委員長も務め

させていただきました。現在、行政・住民（NPO）・企業（産業）の連携した地域づくりという研究テーマに取

り組んでいます。いろいろお世話になりますが、よろしくお願い申し上げます。

２． 応募方法　　「自由論文提出用アドレス : 高石 光一（大会実行委員長）」
　下記の項目を明記の上、下記の「実行委員会（自由論文提出用）アドレス」
　【Email : jsam64office@gmail.com】に申し込みください（メールの件名は「JSAM第64回大会自由論
題報告応募」で願います）。共同報告の場合は、共同報告者の（１）、（２）、および主たる報告者の（５）につ
いても明記ください。なお、報告日時・時間帯のご希望はお受けできません。
　（１）氏名（ふりがな）　　（２）所属機関名・肩書（大学院生の場合は「課程」を明記）
　（３）報告テーマ　　　  （４）報告論文の概要（400字程度）およびキーワード（3～4語）
　（５）連絡先（メールアドレス、郵便番号、住所、電話・FAX番号）

３. 応募期限　　2021年6月6日（日）23 : 00必着　※期限厳守でお願いいたします。 
４. 報告論文の提出期限　　2021年7月11日（日）　〆切厳守

　提出期限までに報告論文が届かない場合には、『実践経営学研究』への掲載ができなくなり、大会当日
の報告は認められないことになります。

５. 報告論文の提出　
　報告者は、作成した報告論文を、下記の「井形浩治（学会常任理事）アドレス」まで、メール添付にてお
送りください（郵送での送付については、今回認められません）。メールの件名（表題）は「JSAM第64回大
会報告論文送付」としてください。また、編集作業の都合上、報告論文はWordによる作成をお願いいたし
ます。

（学会HPよりWordファイルの雛形をダウンロードしてご使用ください。
　　　　　　　　　　　［アドレス: http://jsam.org/convention/index.html］）
　また、校正の機会は設けておりません。メール送信時は、確認願います。
　自由論文提出アドレス : 井形浩治（学会常任理事）   Email : igata@osaka-ue.ac.jp

６. その他
　何かご不明な点がありましたら、「実行委員会アドレス」【Email : jsam64office@gmail.com】、
　もしくは本部事務局【Email : jsam.headoffice@gmail.com】までお問い合わせください。　

　　　　　開催日程： 2021年9月11日（土）～12日（日） 

　　　　　開催場所： 亜細亜大学［WEBリモートオンライン］

　　　　　　　　　  　（詳細な参加招待につきましては別途、学会HP等でお知らせします）  

自由論題報告および報告論文『実践経営学研究』論稿提出手続きの案内

 下記の日時までに、通知・提出のこと（日時時間厳守）。なお、今年度に限り、WEB開催の対応準備のため、
報告者（共同報告者）は24組を上限とさせていただきます。

　第64回全国大会における自由論題報告者を下記の要領で募集いたします。多くの会員の皆様のご応

募をお待ちしております。

 

１． 応募資格 
　（１）会員であること（非会員との共同報告は認められません） 

　（２）2020年度までの年度会費に未納がないこと（共同報告者も同じ）

　（３）2021年度会費が、報告論文の提出期限2021年7月11日（日）までに納入されていること

【プログラムの概要 ［予定］】
　●9月11日（土）　常任理事会・理事会
　　1） 常任理事会　15:00～16:00 ［WEBリモートオンライン］
　　2） 理 事 会 16:00～17:00 ［WEBリモートオンライン］

（いずれも参加招待につきましては別途お知らせします。また、議事進行上、理事会開催に
つきましては、若干の時間が遅れる場合もございます。ご了承くださいませ。）

　●9月12日（日）　統一論題報告・自由論題報告・会員総会［WEBリモートオンライン］
（いずれも参加招待につきましては別途お知らせします。）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　第64回大会実行委員長　高石 光一（亜細亜大学）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同大会事務局長　鈴木 信幸（亜細亜大学）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［Email : jsam64office@gmail.com］

常任理事／学会九州支部長兼任 

日　程

2021年6月6日（日）
 23:00必着

6月13日（日）

7月11日（日）
 〆切

～9月1日（水）

自由論題報告希望者申し込み
（所属・氏名・論文テーマ、等を記載）

大会実行委員会による報告者の決定
（基準は「発表機会の公平性」、などから）

報告論文『実践経営学研究』論稿提出
（学会HP掲載の形式に準拠）

詳細プログラムと『実践経営学研究』
を学会HPに掲載

高石 光一（大会実行委員長）
Email : takaishi@asia-u.ac.jp

報告不採択者のみに通知

井形浩治（学会常任理事）
Email : igata@osaka-ue.ac.jp

学会HPに掲載予定

手続き 申し込み・送付先
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　自身が大学学部長ということもあり、校務上、予期せぬ諸対応に忙殺されることもあるかと存じますが、

大会開催までの準備期間、何卒多くの会員の皆様にもご協力・鞭撻賜りますことお願い申し上げます。

  今回の大会統一論題は、「ニューノーマル時代の日本企業の生き残り策と実践経営」という時宜にかな

うテーマの下、外食産業の雄「すかいらーく」創業者・横川竟（みわむ）氏を基調講演にお招きすることを

予定します。

　大変残念ながら、新型コロナウイルス感染拡大影響の可能性もあり、前年度同様に対面実施が困難と

なりました。限られた制約内で、力の限り皆様をお迎えしたいと存じます。自由論題報告者のみならず、多く

の方々のご参加をお待ちしております。ご期待下さい。

　　　　　以上

通巻 97 号

（亜細亜大学経営学部長）

2021年 5月15日

実践経営学会
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［本部・本部事務局］ 〒140-0011 東京都品川区東大井1-10-40　東京都立産業技術大学院大学 板倉宏昭研究室内

（株）マインド

発 行 日

発 行 所

発 行 者

制 作

:

:

:

:

JAPAN SOCIETY FOR APPLIED MANAGEMENT実践経営学会

大久保　達　生　　　　柳　　　義　久　　　　吉　長　成　恭　　　　吉　田　信　一

徳　永　善　昭　　　　矢　崎　陽　子　　　　賈　　　　　軍    

■住所・勤務先などの変更届のお願い
　住所や勤務先、メールアドレス等が変更となった会員の方は、
　jsam.headoffice2@gmail.com（会員情報管理専用メールアドレス）までご連絡ください。

■第54期　会費納入のご案内
　第54期の会費納入のご案内が皆様のお手元に届いていると思いますが、万が一お手元に届いていないと
いう方がいらっしゃいましたら下記メールアドレスまでご一報ください。全国大会および各地域支部会におけ
る報告資格は、「年会費を納入済みの会員」となっております。ご留意ください。
　お問い合わせは、jsam.headoffice2@gmail.comまで。

■各支部からのご連絡などは、学会ホームページをご覧ください
　実践経営学会ホームページ（ http://www.jsam.org/ ）では最新情報を随時掲載しております。各支部から
の情報も、ホームページをご活用ください。また、ご登録いただくことにより、ニュースをメールで受け取る事が
できますので是非ご利用ください。

以上  

実践経営学会事務局からのご連絡

会員の異動（入会・退会）　2020.４～2021.3.31

入会会員　13名（敬称略）

退会者　７名（敬称略）

ご所属 担当支部 承認日
伊　賀　　　裕

松　本　善　樹

肥田木　佳　織

磯　部　雄　司

横　井　康　博

榎　澤　祐　一

西　原　　　昇 

大　塚　　　武 

吉　田　尚　史

上　野　厚　子

平　山　　　弘 

信　田　勝　美

藤　田　正　典

四国

関西

関西

中部

中国・四国

関東

関西

関東

中部

中部

関西

関東

関東

2021/03/6

2021/3/26

2021/3/26

2020/07/17

2020/07/17

2020/07/17

2020/07/17

2020/09/21 

2020/10/18

2020/11/18 

2020/11/18

2020/09/21

2020/9/21

四国大学短期大学講師

兵庫県立大学大学院社会科学研究科経営学専攻

兵庫県立大学大学院社会科学研究科経営学専攻

静岡県立大学大学院　経営情報イノベーション研究科

星城大学経営学部教授

株式会社プシロードミュージック、嘉悦大学大学院

大阪学院大学経営学部准教授

東京都立産業技術大学院大学産業技術研究科修士課程

名古屋経済大学大学院会計学研究科

名古屋経済大学大学院

阪南大学流通学部教授

東京都立産業技術大学院大学登録認定講師

東京都立産業技術大学院大学特任教授

統一論題:
「ニューノーマル時代の日本企業の生き残り策と実践経営」


