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2013 年 5 月 31 日(金)
15:00~ 理事会

本館 3 階 32 会議室

2013 年 6 月 1 日(土)
10:00~ Technical Visit 等々力工業会 詳細は後日別紙で案内いたします。
http://www.todorokikougyoukai.com/gaiyo.htm 参照
12:00~ 会場・受付
13:00 開会のあいさつ
特別講演

小阪隆秀氏

(日本大学)

1 号館 6 階 1601 教室前
1601 教室

Competition for High Skilled Manpower in Knowledge Globalization
Sung-Jo Park 氏
(Free University of Berlin)
司会 所伸之氏 (日本大学)
15:00
特別シンポジュウム 「2011 年東日本大震災下の中小企業再生と雇用問題－広い社会的支
援と阪神淡路大震災との比較の視点から－」
田口典男氏 (岩手大学、研究代表者）、松下幸生氏 (米沢女子短期大学)
佐藤飛鳥氏 (東北工業大学)、守屋貴司氏 (立命館大学)
司会 長井偉訓氏 (愛媛大学)
自由論題 セッション A
2602 教室
司会 幸 光善氏 (大分大学)
1. 大学のキャリア教育における社会保険労務士活用の可能性
石毛 昭範氏 (拓殖大学)
2. 労働者メンタルヘルス対策のあり方に関する一考察
大石 雅也氏 (北海学園大学)
3. 日本におけるワーク・ライフ・バランス研究の今後文化的概念及びグループ(集団)に関
する諸理論の重要性の再認識
加藤 恭子氏 (高崎商科大学)
自由論題 セッション B
2603 教室
司会 岡田寛史氏 (岩手県立大学)
1. グローバル時代における中小製造企業の雇用管理―トヨタ関連下請企業を事例に―
宋 艶苓氏 (中京大学)
2. 台湾における若年賃金の低下：原因と影響についての考察
国府俊一郎氏 (中華大学)
17:10~
18:00~

会員総会
懇親会

1601 教室
アゼリア食堂

2013 年 6 月 2 日(日)
9:15~ 統一論題 労務理論の再検討
司会 安井 恒則氏 (阪南大学)
小阪 隆秀氏 (日本大学)

1601 教室

1. 労務管理論の再構成の試み―「労働管理」論の概要
浪江 巌氏 (立命館大学)
2. 1980 年代アメリカの企業経営と経営労務―新自由主義的資本蓄積確立の画期として―
國島 弘行氏 (創価大学)
3. 労務理論再構築の課題と方向
猿田 正機氏 (中京大学)

－賃金・雇用を中心として－

4. 労務理論の到達点から考える労使関係
遠藤 公嗣氏 (明治大学)
12:30~ ランチタイム・バイキング

アゼリア食堂

14:00~ 総括討論

1601 教室

コメンテイター
森川 譯雄氏 (広島修道大学)
平沼 高氏
(明治大学)
16:00

アカデミック・マッチング

2602 教室

*アカデミック・マッチング
学会での交流の活性化を課題に、研究のマッチングを開催したいと存じます。
ご希望の先生がございましたら、事務局あてにご連絡ください。会場を用意いたしますの
で、希望されるテーマにつきましてポスターをご用意ください。また簡単なパンフを用意
いたしますので、ご芳名と希望される研究のテーマを以下のアドレスお知らせください。
hirasawa.katsuhiko@nihon-u.ac.jp
*大会参加費・懇親会費
大会参加費は会員 4,000 円、院生会員 3,000 円、懇親会費は会員 5,000 円、院生会員 3,000
円となります。当日は、500 円増しといたします。事前に振り込まれる先生方は、5 月 20
日までにお振り込みください。同封の郵便振替の用紙でお振り込みください。
口座 00150-1-359469
加入者 平澤克彦

*Technical Visit について
6 月 1 日(土)の午前中に Technical Visit として川崎市中原区等々力緑地の一角に、約３
０社の小企業が集まった等々力工業会を視察いたします。ご希望の先生方は、同封いたし
ました手紙で申し込みください。基本的には定員を 20 名としております。詳細につきまし
ては、お申込みいただきました先生方に連絡させていただきますが、確実に参加できる会
員の方に限定させていただきます。バスの手配をご希望の場合その旨お伝えください。ご
希望が多ければ、手配したいと思います。そのさい実費を頂戴することになります。
見学希望者は、大会参加費の事前振込をお願いします。
*食事について
6 月 2 日の食事は、バイキングとなります。大会参加費に含めさせていただいております。
1 日につきましては、Technical Visit がございますので、各自でおすませください。なお
学生食堂は営業いたしておりますが、プリペードカードで精算するため、受付で食事券を
用意いたしますので、お求めください。
*理事会・編集委員会
6 月 1 日の理事会を、2602 教室、編集委員会を 2603 教室で開催いたします。2 日も開催さ
れる場合、同じ部屋を使用いたします。
*会員控室
6 月 1 日、2 日の両日、2601 教室を会員控室にいたしますのでご利用ください。
*小さいお子様のいらっしゃる先生方
日本大学商学部の近くにあります一時保育・ベビーシッターの施設を紹介いたします。一
時保育につきましては、認証のお子様が少ないときにお預かりしているそうです。詳細に
つきましてはお問い合わせください。
一時保育・ベビーシッター 雲母保育園
〒157-0073 東京都世田谷区砧 8-6-25 小田急線祖師ヶ谷大蔵駅徒歩 3 分
TEL 03-3415-2602 FAX 03-3415-2603
開園時間 月曜日～土曜日 7：30～21：00 休園日 日曜日・祝祭日・年末年始
一時保育 ムック保育園
祖師谷園
所在地：〒157-0072 東京都世田谷区祖師谷 1-5-20
電話：03-3789-7135 お問い合わせは平日 9：00～17：00
成城園
所在地：〒157-0066 東京都世田谷区成城 6-5-34 成城コルティ 3F
電話：03-5490-7369

お問い合わせは平日 10：00～17：00 まで

