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日本産業経済学会第 16 回全国大会
テーマ 研究活動における論理性の再認識

ご挨拶
会員の皆様方には平素より会の運営にご理解とご協力をいただき、厚く御礼申し上げます。さて、
日本産業経済学会第 16 回全国大会を下記要領で開催いたしますのでご参加いただきますようお願い
いたします。
今年度の全国大会は、「研究活動における論理性の再認識」というテーマで開催したいと考えてお
ります。日本産業経済学会には、さまざまな分野の先生方や大学院生、若手・ベテランの研究者、実
務家の方々など幅広い会員が属していらっしゃいますが、各々の研究や論文執筆を進めたりする際に
も哲学、論理学などの基礎的な思考を備えておくことは研究活動の幅を広げていくうえで重要だと思
われます。もう一度、研究の原点に立ち返り、研究を進めていくことは当該の分野における新たな成
果が期待できると思われます。
このような観点から、12 日は、「研究への深化とその可能性」と題して千葉商科大学石井泰幸先生
より研究における論理性を中心に講演をしていただき、その後各分野に分かれてディスカッションを
行いたいと考えております。２日目は、自由論題報告として 11 の研究報告が予定されています。
今年度の全国大会は、名古屋外国語大学でお引き受けいただくことになりました。一人でも多くの
委員の方々のご参加を期待する次第です。
つきましては、大会へのご参加および懇親会出欠のご連絡を、学会の WEB ページから 9 月 5 日(金)
までにお願いいたします。
記
日程：2019 年 9 月 12 日(木)～13 日(金)
場所：名古屋外国語大学 7 号館、3 階
常任理事会：735 教室、第 1 会場:736 教室、第 2 会場：737 教室
参加費：2,000 円（予稿集代￥1,000 含む）
懇親会費：￥7,000
＊参加費及び懇親会費は当日受付にてお支払いください。なお、懇親会場にはバスで移動になります。

大会プログラム
大会 1 日目 9 月 12 日(木)
常任理事会

11：00～

会場受付
会長挨拶
主催校挨拶

12:30～
13:25～13:30
13:30～13:35

岡本 純 （名古屋学院大学）
蕎麦谷 茂（名古屋外国語大学）

講演
13:35～14:25
第 1 会場
テーマ「研究への深化とその可能性」
石井 泰幸（千葉商科大学）
休憩
14:25～14:35
ワークショップ 14:40～15:15
経営グループ（735 教室）

高木 直人(名古屋学院大学)

マーケティンググループ（736 教室） 有馬 賢治 (立教大学)
会計グループ（737 教室）
村橋 剛史（朝日大学）
休憩

15:15～15:25

ワークショップ２ 15:25～15:55
ディスカッション
休憩

16:00～16:10

会員総会
懇親会

16:10～17:00
18:00～20:00

第 1 会場

第 1 会場
会場は当日ご案内します。

大会 2 日目 9 月 13 日(金)
会場受付
自由論題報告
閉会の挨拶

9:00～
9:30-13:20
13:20-13:25

第 1 会場及び第 2 会場
次ページプログラム参照
蕎麦谷 茂（名古屋外国語大学）

自由論題報告プログラム
( 1 発表 35 分枠

発表 25 分 質疑応答 10 分)

＜第 1 会場＞

＜第 2 会場＞

総合司会：石井 泰幸（千葉商科大学）
第 1 報告

総合司会：杣山 貴要江（兵庫大学）

“The contribution of micro finance to meet

(9:30-10:05） the financial needs of micro and small
enterprises: Theory and empirical evidence
from Nepal”.
UPRETI RESHAM BAHADUR
（愛知学院大学）
司会・コメンテータ：村橋 剛史
(朝日大学)

第 2 報告

「持続可能な医療サービスと医療経営の

(10:05-10:40）

革新について」
保田 宗良

「人民元国際化の進展と日本の対応」
寧錚
（愛知学院大学）

（弘前大学）
司会・コメンテータ：石井 泰幸
(千葉商科大学)

第 3 報告
(10:40-11:15）

「社会的課題に向けた企業の取り組みに
関する研究（仮題）
」
楓 森博
（岐阜女子大学）
司会・コメンテータ：岩崎 祐子
（四日市大学）

司会・コメンテータ：濵沖 典之
（中央学院大学）

「PB 比率と社会環境要因の研究
-チャネル・リーダー移動を視座として-」
岩本 勇
（静岡福祉大学）
司会・コメンテータ：松本 大吾
(千葉商科大学)

休 憩
(11:25-11:35）

第 4 報告
(11:35-12:10）

「購入型クラウドファンディングの成功要因」 「顧客の経験価値にもとづく売場」
村橋 剛史
（朝日大学）

小谷 光正
（名古屋学院大学）

司会・コメンテータ：岩本 勇
（静岡福祉大学）

司会・コメンテータ：菊池 宏之
（東北文化学園大学）

第 5 報告

「情報社会における集積効果に関する

(12:10-12:45）

分析にむけて」
岩出 和也

「物流起点の小売マーケティング研究」
横井 のり枝
（日本大学）

（名古屋学院大学） 司会・コメンテータ：有馬 賢治
司会・コメンテータ：吉田 聡

(立教大学)

(愛知学院大学)

第 6 報告

「認証評価型融資に関する一考察」

(12:45-13:20）

岩崎 祐子
（四日市大学）
司会・コメンテータ：楓 森博
（岐阜女子大学）

「地域活性化における連携化」
菊池 宏之
（東北文化学園大学）
司会・コメンテータ：宮下 雄治
(國學院大学)
※終了後，第 1 会場へ移動

(13:20-13:25）

閉会式

会場
名古屋外国語大学
〒470-0131 愛知県日進市岩崎町竹ノ山 57
電話: 0561-74-1111

アクセス
〇地下鉄東山線：「上社駅」下車

〇名鉄豊田線・地下鉄鶴舞線：「赤池駅」下車

〇リニモ：「長久手古戦場駅」下車

