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第 41回 全国経営学部長会議 プログラム 

 

日 時：平成 28年 9月 9日（金） 10時 30分～19時 30分（受付 10時 00分～） 

会 場：丸ビルホール＆コンファレンススクエア８階（JR東京駅）  

Room 4 会議場  

Room 5 懇親会場  

統一テーマ：「経営実学教育」  

 

＜第一部＞ 

10:30～10:45 開会挨拶 久恒 啓一 多摩大学 副学長(兼)経営情報学部長 

10:45～10:50 総合司会 杉田 文章 多摩大学 経営情報学部事業構想学科長 

 

10:50～11:20 全国経営学部長会議 第 41回会員総会 

         議案１ 次期幹事校の選出 

         議案２ 入退会届出大学の承認 

         議案３ 第 40回会議収支決算（案）の承認 

         議案４ 第 42回会議収支予算（案）の承認 

         議案５ その他 

 

＜第二部＞ 

11:20～12:00 「丸の内開発物語」 講演 三菱地所様 

12:00～13:50 昼食・休憩 「大丸有地区」散策 

       13:50迄にお戻り下さいませ。 

 

＜第三部＞ 

14:00～15:10 基調講演「現代の実学」 

講演者 寺島実郎 多摩大学学長 

15:10～15:15 休憩 

15:15～15:40 講演「経営実学教育の進化と深化」 

       講演者 久恒 啓一 多摩大学 副学長(兼)経営情報学部長 

15:40～15:50 休憩 

15:50～16:50 卒業生経営実学実践者講演（多摩大学卒業生） 

15:50～16:20講演者 中田将来氏「グローバルビジネスの現場から」 

16:20～16:50講演者 小松真実氏「カルチャービジネスの現場から」 

16:50～17:00 休憩 
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＜第四部＞ 

17:00～17:50 多摩大学教員報告 

テーマ 経営実学教育への取り組みと展望 

17:00～17:10「多摩グローカル人材とアクティブ・ラーニング(以下 AL)」 

報告者 金 美徳 多摩大学アクティブ・ラーニング支援センター長 

17:10～17:20「地域中堅企業を訪問し就職の選択肢を広げる AL」 

報告者 奥山 雅之 多摩大学経営情報学部准教授 

17:20～17:30「済州フォーラム アジアダイナミズム研修を通じた AL」 

報告者 趙 佑鎭 多摩大学経営情報学部教授 

17:30～17:40「日本伝統文化体験でグローバルに目を開く AL」 

報告者 中村 その子 多摩大学経営情報学部教授 

17:40～17:50「ICTとビッグデータを活用した AL」 

報告者 久保田 貴文 多摩大学経営情報学部准教授 

ご質問の連絡先 hisho@gr.tama.ac.jp 

      （アンケートご記入にご協力ください） 

 

17:50～18:00 休憩・Room5へ移動 

＜第五部＞ 

18:00～19:30 懇親会・情報交換会 

理事長挨拶    田村 嘉浩 学校法人田村学園 理事長 

次期開催校ご挨拶  

乾杯       櫻井 隆  文京学院大学 経営学部長 

 

司会       杉田 文章 多摩大学 経営情報学部事業構想学科長 

 

19:30     閉会 

       開催校挨拶    久恒 啓一 多摩大学 副学長(兼)経営情報学部長 
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第 41回 全国経営学部長会議 会員総会 

議事次第 

 

議長 幹事校  多 摩 大 学 
  副学長(兼)経営情報学部長 久恒 啓一 

 

議案１．次期幹事校の選出 

 

議案２．入退会届出大学の承認 

 

議案３．第 40回会議収支決算（案）の承認 

 

議案４．第 42回会議収支予算（案）の承認 

 

議案５．その他 
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議案２の資料 退会届出書（１） 
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議案２の資料 退会届出書（２） 
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議案２の資料 退会届出書（３） 
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議案２の資料 退会届出書（４） 
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議案２の資料 入会届出書（１） 
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収入の部 （単位：円）

項　 目 金　 額

参加費収入 500,000 （注１） @10,000×50人

年会費収入 1,520,000 @20,000×76大学

前年度繰越金収入 0 （注２）

収入合計 2,020,000

支出の部

項　 目 金　 額

会場使用料 @460,000×1日

昼食代 @2,000×70人

飲物菓子代 @500×70人

その他 @500×70人

懇親会支出 560,000 @8,000×70人

基調講演講師謝金 @100,000×1人

シンポジスト等謝金 @30,000×3人

旅費交通費 @30,000×3人

その他 40,000

運営会議費 @10,000×8回

次回準備費 @50,000×2回

交通費等 30,000

その他経費 20,000

印刷製本費支出 60,000 @600×100部

通信費 @200×100件×3回

運搬費 @4,000×10件

支払報酬支出 20,000 アルバイト料 @1,000×5h×2日×2人

消耗品費 @3,000×12ケ月

その他諸経費 @2,000×12ケ月

次年度繰越金支出 0 （注２）

支出合計 2,020,000

（注1）会議参加者数は、これまでの実績を踏まえて50人と積算した。

（注２）前年度繰越金収入は2017年度会員総会で確定するため、また、次年度繰越金支出に
ついては2018年度会員総会で確定するため、ともに0と計上した。

第42回　全国経営学部長会議　収支予算書（案）

会議費支出 670,000

講演会費支出 320,000

事務経費支出 60,000

説　 明

説　 明

通信運搬費支出 100,000

会務運営費支出 230,000
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全 国 経 営 学 部 長 会 議 規 約 

（名称及び事務局） 

第１条 本会は全国経営学部長会議と称し、事務局は幹事校に置く。 

（目的） 

第２条 本会は、大学経営学部の共通の諸問題を討議し、検討することを目的とする。 

（組織） 

第３条 本会は、大学経営学部または経営学の教育研究のために設置する学部の学部長に

より組織する。 

２ 前項にかかわらず、関連学部の学部長等が本会の目的に賛同し、参加を希望した場合

は、オブザーバーとしてこれを認めることができるものとする。 

３ 本会の運営等に関して助言を得るため、相談役を置くことができるものとする。 

４ 本会への入会は、総会の承認を得なければならない。 

（会議及び総会） 

第４条 本会の会議は、原則として年１回開催し、総会を委ねる。 

２ 会議の開催日程、議題運営方法等は、第５条による幹事校がこれを主宰し決定する。 

３ 総会は、構成員の過半数の出席により成立し、その３分の２以上の賛成がなければ議

決できないものとする。 

４ 総会は、次の事項を審議するものとする。 

  （１）幹事校の選出 

  （２）予算及び決算 

  （３）その他必要のある事項 

（幹事校） 

第５条 幹事校は、会議及び総会の主宰並びに本会の会計を担当するものとする。 

２ 次年度の幹事校の選出は、総会により互選するものとする。 

３ 幹事校の任期は１年とし、その期間は第６条の会計年度にあわせる。 

（会計年度） 

第６条 本会の会計年度は、１２月１日から、翌年１１月末までとする。 

（会計） 

第７条 本会の維持運営に関する諸経費は、年会費及び臨時会費をもってこれに充てるも

のとする。 

２ 年会費は、第３条第１項に該当する大学１校につき２０，０００円とする。また会計

年度途中の新規加入校に係る年会費については、次年度分から納入するものとする。 

３ 臨時会費については、会議を実施する幹事校において必要経費を見積もり、その都度

定め、参加者から徴収するものとする。 

４ 年度途中に退会があった場合の既納会費は、返戻しないものとする。 

（予算及び決算） 

第８条 本会の予算及び決算は、総会の承認を得なければならない。 

（規約の改正） 

第９条 本規約の改正は、総会の決議を経なければならない。 

附 則 

  この規約は 1993年 12月１日から施行する。 

  この規約は 1997年 12月１日から施行する。 



全国経営学部長会議加入大学一覧(案)
平成２８年９月９日現在

No. 大学名 学部名 郵便番号 住所

1 愛知大学 経営学部 453-8777 名古屋市中村区平池町４－６０－６

2 愛知学院大学 経営学部 462-8739 名古屋市北区名城3-1-1

3 愛知工業大学 経営学部 464-0044 名古屋市千種区自由ヶ丘２－４９－２

4 愛知産業大学 経営学部 444-0005 愛知県岡崎市岡町原山12-5

5 青森大学 経営学部 030-0943 青森市幸畑2-3-1

6 青森公立大学 経営経済学部 030-0196 青森市合子沢字山崎153-4

7 青山学院大学 経営学部 150-8366 東京都渋谷区渋谷4-4-25

8 朝日大学 経営学部 501-0296 岐阜県瑞穂市穂積1185

9 亜細亜大学 経営学部 180-8629 東京都武蔵野市境5-24-10

10 追手門学院大学 経営学部 567-8502 大阪府茨木市西安威2-1-15

11 桜美林大学 ビジネスマネジメント学群 194-0294 東京都町田市常盤町３７５８

12 大阪経済大学 経営学部 533-8533 大阪市東淀川区大隅2-2-8

13 大阪国際大学 グローバルビジネス学部 570-8555 大阪府守口市藤田町６－２１－５７

14 大阪産業大学 経営学部 574-8530 大阪府大東市中垣内3-1-1

15 大阪商業大学 総合経営学部 577-8505 大阪府東大阪市御厨栄町4-1-10

16 大阪成蹊大学 マネジメント学部 533-0007 大阪府大阪市東淀川区相川３－１０－６２

17 嘉悦大学 経営経済学部　 187-8578 東京都小平市花小金井南町2-8-4

18 神奈川大学 経営学部 259-1293 神奈川県平塚市土屋2946

19 金沢学院大学 経営情報学部 920-1392 石川県金沢市末町10

20 岐阜経済大学 経営学部 503-8550 岐阜県大垣市北方町５－５０

21 九州産業大学 経営学部 813-8503 福岡市東区松香台2丁目3番1号

22 京都学園大学 経済経営学部 615-8577 京都市右京区山ノ内五反田町18番地

23 京都産業大学 経営学部 603-8555 京都市北区上賀茂本山

24 甲南大学 経営学部 658-8501 神戸市東灘区岡本８－９－１

25 神戸学院大学 経営学部 650-8586 神戸市中央区港島1-1-3

26 駒澤大学 経営学部 154-8525 東京都世田谷区駒沢１－２３－１

27 作新学院大学 経営学部 321-3295 栃木県宇都宮市竹下町９０８

28 産業能率大学 情報マネジメント学部 259-1197 神奈川県伊勢原市上粕屋1573

29 四国大学 経営情報学部 771-1192 徳島県徳島市応神町古川字戎子野123-1

30 静岡県立大学 経営情報学部 422-8526 静岡市駿河区谷田５２－１

31 静岡産業大学 経営学部 438-0043 静岡県磐田市大原1572-1

32 淑徳大学 経営学部 354-0041 埼玉県入間郡三芳町藤久保１１５０-１

33 城西大学 経営学部 350-0295 埼玉県坂戸市けやき台1-1

34 城西国際大学 経営情報学部 283-8555 千葉県東金市求名1番地

35 諏訪東京理科大学 経営情報学部 391-0213 長野県茅野市豊平５０００－１

36 星城大学 経営学部 476-8588 愛知県東海市富貴ノ台2-172

37 西武文理大学 サービス経営学部 350-1336 埼玉県狭山市柏原新田３１１－１

38 摂南大学 経営学部 572-8508 大阪府寝屋川市池田中町17-8

39 専修大学 経営学部 214-8580 神奈川県川崎市多摩区東三田２－１－１

40 創価大学 経営学部 192-8577 東京都八王子市丹木町１－２３６

41 大東文化大学 経営学部 175-8571 東京都板橋区高島平1-9-1

42 高千穂大学 経営学部 168-8508 東京都杉並区大宮２－１９－１

43 高松大学 経営学部 761-0194 高松市春日町960

44 多摩大学 経営情報学部 206-0022 多摩市聖ヶ丘４－１－１

45 玉川大学 経営学部 194-8610 東京都町田市玉川学園6-1-1
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全国経営学部長会議加入大学一覧(案)
平成２８年９月９日現在

No. 大学名 学部名 郵便番号 住所

46 中京大学 経営学部 466-8666 名古屋市昭和区八事本町101-2

47 中京学院大学 経営学部 509-9195 岐阜県中津川市千旦林1-104

48 中部大学 経営情報学部 487-8501 愛知県春日井市松本町１２００

49 中部学院大学 経営学部 504-0837 岐阜県各務原市那加甥田町３０－１

50 東海学園大学 経営学部 470-0207 愛知県みよし市福谷町西ノ洞21-233

51 東京経済大学 経営学部 185-8502 東京都国分寺市南町1-7-34

52 東京富士大学 経営学部 169-0075 東京都新宿区高田馬場3-8-1

53 東京理科大学 経営学部 102-0071 東京都千代田区富士見1-11-2

54 道都大学 経営学部 061-1196 北広島市中の沢１４９番地

55 東洋大学 経営学部 112-8606 東京都文京区白山5-28-20

56 東洋学園大学 現代経営学部 113-0033 東京都文京区本郷1-26-3

57 常葉大学 経営学部 431-2102 静岡県浜松市北区都田町１２３０

58 豊橋創造大学 経営学部 440-8511 愛知県豊橋市牛川町字松下20-1

59 名古屋外国語大学 現代国際学部 470-0197 愛知県日進市岩崎町竹ノ山５７

60 南山大学 経営学部 466-8673 名古屋市昭和区山里町18番地

61 新潟経営大学 経営情報学部 959-1321 新潟県加茂市希望ヶ丘２９０９ー２

62 白鷗大学 経営学部 323-8585 栃木県小山市大行寺1117

63 阪南大学 経営情報学部 580-8502 大阪府松原市天美東5-4-33

64 文京学院大学 経営学部 113-8668 文京区向丘1－19－1

65 法政大学 経営学部 102-8160 東京都千代田区富士見2-17-1

66 松本大学 総合経営学部 390-1295 長野県松本市新村２０９５－１

67 松山大学 経営学部 790-8578 愛媛県松山市文京町４－２

68 宮崎産業経営大学 経営学部 880-0931 宮崎市古城町丸尾100

69 明治大学 経営学部 101-8301 東京都千代田区神田駿河台1-1

70 名城大学 経営学部 468-8502 名古屋市天白区塩釜口１－５０１

71 目白大学 経営学部 161-8539 東京都新宿区中落合４－３１－１

72 桃山学院大学 経営学部 594-1198 大阪府和泉市まなび野1-1

73 横浜国立大学 経営学部 240-8501 横浜市保土ケ谷区常盤台79-4

74 立正大学 経営学部 141-8602 東京都品川区大崎４－２－１６

75 龍谷大学 経営学部 612-8577 京都府京都市伏見区深草塚本町６７

76 岡山商科大学 経営学部 700-8601 岡山県岡山市北区津島京町2丁目10番1号
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全国経営学部長会議 討議テーマ一覧 

 

 

開催日 議     題 開催校・会場 

第1回 

（1976.12.18） 

 １．教育の重点とカリキュラムの問題 

 ２．学生の受入れと就職 

 ３．今後重視されなければならない研究領域 

 ４．研究･教育を充実させるための振興方策 

 ５．大学間における教員交流 

 ６．国に対する要望 

 ７．その他 

東洋大学 

［湯島会館］ 

第2回 

（1977.6.25） 

 １．全国経営学部長会議の構成と運営方法について 

 ２．大学設置基準要綱(経営学部）の検討について 

 ３．内地留学制度の受入れ問題について 

 ４．大学間の単位互換性について 

 ５．大学間における教員スタッフの交流について 

 ６．連合大学院の設置について 

 ７．カリキュラムの重点科目について 

 

明治大学 

［明治大学大学院 

第二会議室］ 

第3回 

（1978.6.24） 

 １．本会議の構成と運営方法について 

 ２．経営学部カリキュラムについて 

 ３．大学間の教育ならびに研究の交流 

 ４．経営学部教員確保 

 ５．学部組織予算について 

専修大学 

［専修大学神田校舎 

８Ａ会議室］ 

第4回 

（1979.6.9） 

 １．前回当番校によるアンケート回収結果について 

 ２．経営学部の適正規模について 

 ３．経営学部強化過程と情報処理教育 

 ４．現代日本の経営学教育とこれからの経営学部 

 ５．その他 

甲南大学 

［甲南大学経営学部 

第１会議室］ 

第5回 

（1980.6.26） 

 １．経営学部におけるカリキュラムについて 

 ２．研究の交流の件について 

 ３．経営学部学生の就職をめぐる諸問題について 

 ４．その他 

松山商科大学 

［松山商科大学本館 

５階第１会議室］ 

第6回 

（1981.6.25） 

 １．入学試験制度について 

 ２．経営教育における今後の展望 

 ３．情報関係科目の体系と教育実施におけるコンピュータの全学的 

   利用 

 ４．その他（特別講演） 

九州産業大学 

［九州産業大学図書館 

４階会議室］ 

第7回 

（1982.6.24） 

 １．国際化時代における経営学部のあり方 

    イ、カリキュラム 

    ロ、留学生の受入れ 

 ２．情報化時代における経営学部のあり方 

    イ、経営学部教育における情報処理教育の範囲と内容 

    ロ、情報化の進展と経営学部カリキュラムの関係 

 

龍谷大学 

［紫栄館２階大会議室］ 

第8回 

（1983.6.16） 

 １．経営学部教育の方法 産業界との接点を求めて 

 ２．経営学部教育の回顧と展望 専門教育諸部門の関連を中心 

   として 

青山学院大学 

［６号館１階第４会議室］ 

第9回 

（1984.6.14） 

 １．カリキュラムの改革をめぐる問題点（龍谷大学） 

 ２．専修大学経営学部のカリキュラム改正について 

 ３．北米のビジネススクールの当面する諸問題 

南山大学 

［南山大学本部棟３階］ 
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開催日 議  題 開催校・会場 

第10回 

（1985.6.27） 

 １．全国経営学部長会議の回顧と展望 

 ２．ハイテク時代の経営教育 

 ３．大学の国際交流について 

 ４．特別講演「実務から見た経営学部」 

 ５．経営学部におけるゼミナール実態調査 

札幌大学 

［荒井山研究所］ 

第11回 

（1986.6.7） 

 １．高年次生教育のあり方 

 ２．留学生教育・指導上の問題 

 ３．１・２回生（年次）教育アンケート調査報告 

立命館大学 

［立命館大学中川会館 

４階大会議室］ 

第12回 

（1987.6.20） 

 １．附属研究所について 

 ２．（１）大学側から見た就職問題 

   （２）企業側から見た就職問題 

法政大学 

［私学会館］ 

第13回 

（1988.6.25） 

 １．「現代学生気質と経営学部教育」アンケート調査報告 

 ２．現代の学生と経営学教育 

 ３．現代学生気質と経営学部教育 

大阪経済大学 

［大阪経済大学記念館 

会議室］ 

第14回 

（1989.6.17） 

 １．経営学部における教授法 

   （１）「経営学部における教授法」アンケート調査報告 

   （２）ランチヨンセッション「大学国際化の実態」 

   （３）「大学の教授法に関する動向」 

   （４）「経営学部教育における教授法の改善について」 

亜細亜大学 

［東急イン(吉祥寺)］ 

第15回 

（1990.9.18） 

 １．「学部教育を巡る大学審議会の審議状況」 

 ２．「大学における情報教育の一展開」 

 ３．「社会学教育の改善とカリキュラム―日仏の事例を通して―」 

 ４．「経営教育の行動科学側面―組織におけるリーダーシップ研究 

   の立場から―」 

立正大学 

［ゆうぽうと(五反田)］ 

第16回 

（1991.9.18） 

 １．「経営学部の新しい教育･研究への取り組み」 

 ２．「補助金について」 

 ３．「商業高校の特性と進路」 

桃山学院大学 

［大阪ターミナルホテル］ 

第17回 

（1992.9.17） 

 １．「大学設置基準の大綱化をめぐって」 

 ２．「大学改革と自己点検・評価 

    ―学生による授業評価を中心として―」 

 ３．パネルディスカッション「経営学部教育の方向と課題」 

東京経済大学 

［ホテルニューオータニ］ 

第18回 

（1993.9.10） 

 １．「大学改革の現状」 

 ２．「大学と企業―求められる大学教育―」 

 ３．パネルディスカッション「大学設置基準の大綱化に伴う教養科目 

   と専門科目の融合化について」 

京都産業大学 

［神山ホール 

第一セミナー室］ 

第19回 

（1994.9.14） 

 １．産業構造の変化と経営学教育のあり方 

   （１）２１世紀の政治経済システム 

   （２）経済変革と企業としての取り組み 

   （３）パネルディスカッション 

「産業構造の変化と経営学教育のあり方」 

大阪産業大学 

［大阪ガーデンパレス］ 

第20回 

（1995.9.14） 

 １．２１世紀の経済社会システムと経営学研究教育のあり方 

   （１）２１世紀の経済社会システムと企業経営 

   （２）２１世紀の経済社会システムと大学研究教育 

   （３）パネルディスカッション「２１世紀の経済･社会システム 

      と経営学研究教育のあり方」 

摂南大学 

［学園創立６０周年 

記念館］ 

第21回 

（1996.9.12） 

 １．経営学研究の新潮流―３つの「ボーダーレス」への挑戦 

   （１）「グローバル化時代における日本の経営学」 

   （２）「国家の壁を越えるボーダーレス」 

   （３）「産学の壁を越えるボーダーレス」 

創価大学 

［創価大学学生ホール］ 
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開催日 議  題 開催校・会場 

第22回 

（1997.9.11） 

 １．経営学部教育の新展開―大学と社会のネットワーク形成― 

   （１）産業界から見た経営学部教育への期待 

   （２）マルチメディアによる大学と社会の連携 

   （３）起業家育成と大学の役割 

 ２．分科会 

   （１）情報ネットワークの活用による大学教育の改革 

   （２）アントルプルヌールショップの育成 

産能大学 

［東京ガーデンパレス］ 

第23回 

（1998.9.8） 

 １．経営学部における実学教育 

   （１）企業に望む人材とは 

   （２）大学における実学教育について 

   （３）パネルディスカッション「経営学部における実学教育」 

東亜大学 

［下関グランドホテル］ 

第24回 

（1999.9.14） 

 １．経営・経営情報学部教育の実態を探る 

   （１）経営学教育の昔、今、これから―批判的に見れば― 

   （２）ポストシリコンバレー化を目指すヨーロッパ 

   （３）「リモートセンシングによる徳島市の土地利用解析」 

   （４）「仮想美術館 Art Finder」 

   （５）「情報システム教育の実際」 

   （６）報告「経営・経営情報学部授業科目構成」 

四国大学 

［ホテルクレメント徳島］ 

第25回 

（2000.9.14） 

 １．経営学部教育・研究と社会との連携について 

   （１）経営学の実践性と社会性 

   （２）21世紀の経営について 

   （３）白 大学の建学の精神（上岡イズム）と教育研究の特色 

      と地域連携型教育のつながりについて 

   （４）地域計画立案への協力について 

   （５）パネルディスカッション「経営学部教育・研究と社会と 

      の連携について」 

白鴎大学 

［白鴎大学 350教室］ 

第26回 

（2001.9.14） 

 １．「２１世紀における経営学部教育の展望」 

     （１）「経営学部教育 ― 回顧と展望」 

   （２）「経営学教育のフロンティア」 

   （３）「京都学園大学の建学の精神と経営学部の軌跡」 

   （４）「新学科『事業構想学科』の目指すもの」 

   （５）パネルディスカッション「経営学部教育の展望 

       ―理論と実践の統合を目指して―」 

京都学園大学 

［京都ガーデンパレス］ 

第27回 

（2002.9.12） 

  １．「経営者教育の実践－大学発のベンチャービジネス創造！」 

      （１）「Fit開発の秘密－HONDAの車創りの普遍性と固有性－」 

      （２）「産業界からみた企業統治問題と企業倫理」 

   （３）「21世紀：新しい時代の新しい経営学教育を模索して」 

      ①「21世紀型大学のあり方－理念と実践！」 

         ②「起業家精神と経営者教育の実践－起業力とは！」 

   （４）シンポジュウム 

      「起業家育成と経営学教育の進むべき方向性－起業力と 

       は！」－起業力の育成：大学発ベンチャー育成とイン 

       キュベーターマネジャーしての大学の役割－ 

作新学院大学 

［作新学院大学 

多目的ホール］ 

第28回 

（2003.9.9） 

１．経営学部教育の点検･評価 

(１) 経営学部教育に期待するもの 

(２) 文系学部の第三者評価の視点 

(３) 学科増による学部改革のねらいと課題 

(４) 龍谷大学における教育改革のねらいと実際 

(５) 点検･評価における学生の位置づけ 

札幌大学 

［札幌大学］ 

［札幌グランドホテル］ 
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開催日 議  題 開催校・会場 

第29回 

（2004.9.9） 

 １．インターンシップ 

   （１）基調講演「インターンシップを考える」 

   （２）テーマ報告（１）受け入れ側からみたインターンシップ 

             制度―多治見市の場合」 

   （３）テーマ報告２「インターンシップ必修化への試み」 

   （４）テーマ報告３「インターンシップ教学の展開 

      立命館大学のケースを中心にー」 

   （５）シンポジウム「インターンシップ ー教学と就活支援―」 

青森公立大学 

［青森グランドホテル］ 

第30回 

（2005.9.15） 

 １．生涯教育 

   （１）記念講演「株式会社の危機」 

   （２）テーマ講演１「生涯教育と経営教育―中京大学の取り 

           組みー」 

   （３）テーマ講演２「オークマ株式会社の人材育成について」 

   （４）テーマ講演３「これからの日本経済と求められる人材」 

中京大学 

［中京大学名古屋キャン

パス］ 

［八事マルベリーホテル］ 

第31回 

（2006.9.14） 

 １．経営学と経営実践 

   （１）記念講演「即決即断の経営」 

   （２）テーマ講演１「経営職業人と経営学部の役割」 

   （３）テーマ講演２「起業家を育てる」 

 ２．ワークショップ 

   （１）ワークショップ１「経営学と経営実践」 

   （２）ワークショップ２「専門職業人の育成と経営学部の役割」   

   （３）ワークショップ３「人材育成・起業家育成」 

東洋大学 

［東洋大学白山キャンパ

ス］ 

［ホテル日航東京］ 

第32回 

（2007.9.14） 

 

１．経営学の新しい課題を考える～企業の社会貢献を通じて～ 

   （１）講演１「社会的企業の起業と経営 

-(有)ﾋﾞｯｸﾞｲｼｭ－日本からの実践報告」 

   （２）講演２「地域も、会社も、元気にする！」 

            ～社員発の経営モデル～ 

（３）シンポジウム 

         「経営学の新しい課題を考える 

～企業の社会貢献を通じて～」 

京都産業大学 

［京都ブライトンホテル］ 

第33回 

(2008.9.12) 

１．経営学教育の新たな課題を探る 

  ～学部・大学院教育の動向をめぐって～ 

  （１）特別講演「日産自動車のマネジメント改革」 

  （２）講演１「横浜国大ビジネスゲームのご紹介」 

  （３）講演２「実践性を重んじたビジネス・キャリア教育」 

  （４）シンポジウム 

     「経営学教育の新たな課題を探る 

      ～学部・大学院教育の動向をめぐって～」 

横浜国立大学 

［横浜ロイヤルパークホ

テル］ 

第34回 

(2009.9.11) 

１．経営学教育の多様性と国際性 

  ～経営学部における新しい教育領域の開発可能性～ 

  （１）記念講演「横浜赤レンガ倉庫の再開発と経営戦略」 

  （２）講演１「経営学部における実習教育」 

  （３）講演２「経営学部における国際教育」 

  （４）パネル・ディスカッション 

     「経営学教育の多様性と国際性 

      ～経営学部における新しい教育領域の開発可能性～」 

神奈川大学 

［横浜ベイシェラトンホ

テル＆タワーズ］ 
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開催日 議  題 開催校・会場 

第35回 

(2010.9.10) 

１．地域に根ざすマネジメント実践 

  …人とまちが豊かであるために… 

  （１）講演Ⅰ「北の屋台と地域の人づくり」 

  （２）実践教育報告「インターンシップとプロジェクト教育の実践例」 

  （３）講演Ⅱ「演劇によるまち育て」 

  （４）パネル・ディスカッション 

     「地域に根ざすマネジメント実践 

             …人とまちが豊かであるために…」 

道都大学 

［京王プラザホテル札幌］ 

［サッポロビール園］ 

第36回 

(2011.9.16) 

１．経営学部におけるキャリア教育の展開とその課題について 

（１）特別講演「洋食器事業の興亡と企業経営」 

（２）シンポジウム 

     「経営学部におけるキャリア教育の展開とその課題について」 

 

東海学園大学 

［名古屋東急ホテル］ 

第37回 

（2012.9.14） 

１．グローバル人材の育成について 

（１）特別講演「日清食品のグローバル人材開発体制」 

（２）実践教育報告「ビジネスゲームを用いた経営教育の国際的な実践」 

（３）パネルディスカッション「グローバル人材の育成について」 

大阪国際大学 

[ホテルニューオータニ

大阪] 

第38回 

（2013.9.13） 

１．経営学教育における初年次教育の意義と課題 

（１）特別講演「サムスンのグローバル人材育成」 

（２）基調報告「経営学教育における初年次教育の意義と課題」 

（３）経営学の初学者に対する学習の動機づけとしてのＰＢＬ 

（４）ＰＢＬ教育体制の構築と担当者育成 

（５）特別な配慮を要する学生の現状と九州産業大学の取り組み 

（６）パネルディスカッション 

「経営学教育における初年次教育の意義と課題」 

九州産業大学 

[ソラリア西鉄ホテル] 

第39回 

（2014.9.12） 

１．就業力教育の現状と課題 

（１）基調報告「就業力教育の現状と課題」 

（２）報告１「高松大学におけるアクティブ・ラーニング教育 

～ データに基づく意思決定のためのグループ学習 ～」 

（３）報告２「地域企業と取り組むキャリア教育の事例」 

（４）パネルディスカッション 

「就業力教育の現状と課題」 

２．特別講演 

（１）特別講演１「高松丸亀町商店街の取り組み」 

（２）特別講演２「街角に音楽を＠香川の取り組み」 

（３）特別講演３「むれ源平石あかりロードの取り組み」 

高松大学 

[JRホテルクレメント高

松] 

第40回 

（2015.9.11） 

１．ものづくりを支える経営学部教育 

（１）特別講演「ものづくりを経営学から考える」 

（２）基調報告「文理融合を目指す愛知工業大学経営学部の教育 

～現状と課題～」 

（３）報告１「ものづくりと経営学～文理融合の意味を考える～」 

（４）報告２「本学が目指す経営学部教育と6本の柱」 

（５）報告３「ものづくりの発想ができる人材の育成」 

（６）パネルディスカッション 

「ものづくりを支える経営学部教育」 

愛知工業大学 

[名古屋マリオットアソシ

アホテル] 
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第41回 

（2016.9.9） 

１．経営実学教育 

（１）基調講演「現代の実学」 

（２）講演「経営実学教育の進化と深化」 

（３）経営実学実践者講演 

「グローバルビジネスの現場から」 

「カルチャービジネスの現場から」 

 

２．報告テーマ：経営実学教育への取組と展望 

（４）報告１「多摩グローカル人材とアクティブラーニング（以下AL）」 

（５）報告２「地域中堅企業を訪問し就職の選択肢を広げるAL」 

（６）報告３「済州フォーラム アジアダイナミズム研修を通じたAL」 

（７）報告４「日本伝統文化体験でグローバルに目を開くAL」 

（８）報告５「ICTとビッグデータを活用したAL」 

多摩大学 

[丸ビルホール＆コンファ

レンススクエア] 

 



No 大学名 対象学部

1 愛知大学 経営学部 ＜欠席＞

2 愛知学院大学 経営学部 荒井　耕一郎

3 愛知工業大学 経営学部 田村　隆善 山本　勝

4 愛知産業大学 経営学部 野々山　隆幸

5 青森大学 経営学部 森　宏之

6 青森公立大学 経営経済学部 ＜欠席＞

7 青山学院大学 経営学部 三村　優美子

8 朝日大学 経営学部 板谷　雄二

9 亜細亜大学 経営学部 ＜欠席＞

10 追手門学院大学 経営学部 ＜欠席＞

11 桜美林大学 ビジネスマネジメント学群 ＜欠席＞

12 大阪経済大学 経営学部 ＜欠席＞

13 大阪国際大学 グローバルビジネス学部 奥林　康司

14 大阪産業大学 経営学部 原田　良雄

15 大阪商業大学 総合経営学部 南方　建明 松永  佳甫

16 大阪成蹊大学 マネジメント学部 杉原　充志

17 嘉悦大学 経営経済学部　 安田　利枝

18 神奈川大学 経営学部 ＜欠席＞

19 金沢学院大学 経営情報学部 ＜欠席＞

20 岐阜経済大学 経営学部 高橋　信一

21 九州産業大学 経営学部 池内　秀己

22 京都学園大学 経済経営学部 宇佐美　照夫 大島　博行

23 京都産業大学 経営学部 中井 透

24 甲南大学 経営学部 ＜欠席＞

25 神戸学院大学 経営学部 ＜欠席＞

26 駒澤大学 経営学部 兼村　栄哲

27 作新学院大学 経営学部 太田　正

28 産業能率大学 情報マネジメント学部 小柴　達美 鬼木　和子

29 四国大学 経営情報学部 ＜欠席＞

30 静岡県立大学 経営情報学部 松浦　博

31 静岡産業大学 経営学部 丹羽　由一

32 淑徳大学 経営学部 ＜欠席＞

33 城西大学 経営学部 新井　浅浩

34 城西国際大学 経営情報学部 七井　誠一郎

35 諏訪東京理科大学 経営情報学部 五味　嗣夫

36 星城大学 経営学部 盧　聰明

37 西武文理大学 サービス経営学部 ＜欠席＞

38 摂南大学 経営学部 佐井　英子

出席者（敬称略）

第４１回全国経営学部長会議　出席者一覧　
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No 大学名 対象学部 出席者（敬称略）

第４１回全国経営学部長会議　出席者一覧　

39 専修大学 経営学部 蔡　芢錫

40 創価大学 経営学部 中村　みゆき 山中　馨

41 大東文化大学 経営学部 ＜欠席＞

42 高千穂大学 経営学部 ＜欠席＞

43 高松大学 経営学部 丸山　豊史

44 多摩大学 経営情報学部 久恒　啓一 杉田　文章 金　美徳 小林　英夫

45 玉川大学 経営学部 ＜欠席＞

46 中京大学 経営学部 向日　恒喜

47 中京学院大学 経営学部 大藤　正

48 中部大学 経営情報学部 ＜欠席＞

49 中部学院大学 経営学部 ＜欠席＞

50 東海学園大学 経営学部 ＜欠席＞

51 東京経済大学 経営学部 ＜欠席＞

52 東京富士大学 経営学部 ＜欠席＞

53 東京理科大学 経営学部 ＜欠席＞

54 道都大学 経営学部 ＜欠席＞

55 東洋大学 経営学部 長島　広太

56 東洋学園大学 現代経営学部 谷本　信

57 常葉大学 経営学部 海野　博

58 豊橋創造大学 経営学部 ＜欠席＞

59 名古屋外国語大学 現代国際学部 玉井　俊紀 井上　泰夫

60 南山大学 経営学部 ＜欠席＞

61 新潟経営大学 経営情報学部 杉浦　善次郎

62 白鷗大学 経営学部 ＜欠席＞

63 阪南大学 経営情報学部 田上　博司

64 文京学院大学 経営学部 櫻井　隆 絹川　直良 喜多見　康 髙橋　円香

65 法政大学 経営学部 ＜欠席＞

66 松本大学 総合経営学部 増尾　均

67 松山大学 経営学部 ＜欠席＞

68 宮崎産業経営大学 経営学部 奥村　憲博

69 明治大学 経営学部 ＜欠席＞

70 名城大学 経営学部 ＜欠席＞

71 目白大学 経営学部 ＜欠席＞

72 桃山学院大学 経営学部 ＜欠席＞

73 横浜国立大学 経営学部 ＜欠席＞

74 立正大学 経営学部 ＜欠席＞

75 龍谷大学 経営学部 井手　健二

76 岡山商科大学 経営学部 長田　貴仁
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多摩大学 経営情報学部 

〒206-0022 東京都多摩市聖ヶ丘 4-1-1 

Tel: 042-337-7112, Fax: 042-337-7101 

http://www.tama.ac.jp/ 


