
以下は2010年度 (2010年４月１日～2011年３月31日) における関西学院大学大学院経営戦

略研究科の専任教員の活動記録を各教員の自己申告に基づいて作成したものである｡

｢活動報告｣ は以下のように分類される｡ 氏名・職位, Ⅰ. 著書・論文など, Ⅱ. 研究

発表など, Ⅲ. 学位・表彰, Ⅳ. 学外活動, Ⅴ. 教育研究助成金, Ⅵ. その他｡

経営戦略専攻

�羽室行信准教授�

Ⅰ. 著書・論文など

(論文など)

・｢ファイナンス研究における新しいアプローチ テキストマイニングを用いた投資家

心理の数値化について ｣ (共著), 『ビジネス＆アカウンティングレビュー』 (関西学

院大学経営戦略研究科), 第６号, pp. 31�44, 2010年12月

・｢テキストマイニングを利用したノイズトレーダーの行動予測に関する研究｣ (共著),

FIT 2010 ERATO湊離散構造処理系プロジェクトシンポジウム, 2010年９月

Ⅱ. 研究発表など

・｢周辺文脈アプローチを利用した新聞記事内容と株価に関する分析｣ (共同発表), 日本

オペレーションズ・リサーチ学会全国大会, コラッセ福島, 2010年９月

・｢新聞記事に現れる投資家心理と株価｣ (共同発表), 第18回日本ファイナンス学会全国

大会, 上智大学, 2010年５月

Ⅳ. 学 外 活 動

(学会役員, 兼業, 公職など)

・有限責任事業組合 ビジネスマイニング研究センター, 2007年９月１日～

・ERATO湊離散構造系処理プロジェクト 研究推進委員, 2010月４月１日～

Ⅴ. 教育研究助成金

・“Dynamic Multichain Graphical Models for the Analysis of Childhood”, アメリカ国立衛生

研究所補助金, 2009年７月～

・｢選好の構成過程パターンの解析と応用｣, 科学研究費補助金基盤研究 (Ｂ), 2009～
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2011年度

�甲斐良隆教授�

Ⅳ. 学 外 活 動

(受託・連携事業など)

・産学連携 OFF-JTプログラム, 経済産業省, 高度金融人材産学協議会, 2010年８月～

2011年３月

(学会役員, 兼業, 公職など)

・兵庫県資金管理委員会 委員長, 2007年～

・大阪府信用保証協会 外部評価委員, 2007年～

・川西市病院経営審議会 会長, 2008年～

・川西市公開事業レビュー コーディネータ, 2010年～

・全国市町村職員共済組合資金運用委員会 委員, 2009年～

・教職員共済資産運用委員会 委員長, 2009年～

・大阪府警察学校整備等事業有識者委員会 委員, 2009年～

・大阪市信用保証協会 外部評価委員, 2009年～

�李貞希助教�

I. Publications

(Papers)

・“Market Reactions to Optimistic Recommendations of Chaebol-Affiliated Analysts” (single

author), International Review of Business, Vol. 11 pp. 41�64, March 2011

II. Academic activities

・“Analyst Herding Behavior and Analyst Affiliation : Evidence from Korean Chaebol” (single

author), 国際会計研究会, 2010年12月11日, あらた監査法人 会議室 (������

������) (報告者)

IV. Activities outside campus

(Invited lecture / speech)

・“IFRS Adoption in Japan”, Yonsei University, Seoul, Korea, March 23, 2011, (invited speech

in Accounting Seminar with Faculty and Ph.D students in Yonsei Business School, accompa-

nied by Professor Hiramatsu, Kazuo, KGU & President of JAA)
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�前田祐治准教授�

Ⅰ. 著書・論文など

(論文など)

・“Analysis of Finite Risk as International Risk Management in Japan and Australia : With

Special Reference to the Collapse of Insurance Companies due to the Nine Eleven Attacks”

(単著), Studies of Regional Science ( Japan Society of Regional Science), Vol. 40, pp. 327�337,

November 2010

・“Shareholder Value : The Case of Japanese Captive Insurers” (共著), Asia-Pacific Journal of

Risk and Insurance (Asia-Pacific Risk and Insurance Association), Vol. 5, Issue 1, Article 3

pp. 1�22, January 2011

・“Comparative Advantages of Japanese Insuerers in Loss Portfolio Transfer - A Post-Loss

Finite Risk Insurance” (単著), Kwansei Gakuin University Social Science Review (Kwansei

Gakuin University), Vol. 15, pp. 85�102, February 2011

Ⅱ. 研究発表など

・“Shareholder Value : The Case of Japanese Captive Insurers” (共同発表), World Risk and

Insurance Economics Congress, 2010年７月26日, Asian-Pacific Risk and Insurance Associa-

tion (Presenter)

・“Comparative Advantages of Japanese Insuerers in Loss Portfolio Transfer - A Post-Loss

Finite Risk Insurance” (単独発表), 日本リスク学会, 2010年11月27日, 明治大学 (日本

リスク学会第23回年次大会経営・金融論題｡ 論文プレゼンター, リスク学会運営委員)

Ⅳ. 学 外 活 動

(学会役員, 兼業, 公職など)

・香川大学地域マネジメント研究科非常勤講師, 2010年４月１日～2011年３月31日 (｢地

域マネジメントを担う金融と人材｣ 担当)

・日本リスク学会, 2010年４月１日～2011年３月31日 (年次大会運営委員)

�������David教授�

I. Publications

(Papers)

・“Local Search and Explorative Performance : Evidence in New Pharmaceuticals Develop-

ment” (co-author), Academy of Management Annual Conference Best Paper Proceedings,

August 6�10, 2010 Montreal, Canada
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II. Academic activities

・“Resource Allocation and Explorative Innovation Performance”. (co-author), SMS 30th

Annual Conference September 12�15, 2010. Rome, Italy

・“Local Search and Explorative Performance : Evidence in New Pharmaceuticals Develop-

ment” (co-author), Academy of Management Annual Conference Montreal, Canada, August

6�10, 2010

・“Technology Innovations and Customer Needs : An Analysis of Mobile Phone Services” (co-

author), 5th International Conference on Business and Management Research ( Joint

Academic Conference of Universitas Indonesia and ABEST 21), August 3rd
�4th, 2010,

Indonesia

IV. Activities outside campus

(Other academic / educational / public position)

・Associate Editor Journal of International Management, 2009～

・Associate Editor Journal of Asian Business, 2002～

�宮本又郎教授】

Ⅰ. 著書・論文など

(著書など)

・『日本企業経営史研究 人と制度と戦略と 』 (単著), 有斐閣, 2010年５月

・『懐徳堂記念会百年誌 1910�2010』 (共著), �懐徳堂記念会, 2010年10月, (｢大阪のア

イディンティティと懐徳堂から学ぶこと｣ を執筆)

・『近畿日本鉄道 100年の歩み』 (共著), 近畿日本鉄道㈱, 2010年12月, (監修および

｢創業100年 近鉄100年を顧みて｣ を執筆)

・『歴史のなかの江戸時代』 (共著), 藤原書店, 2011年３月, (｢近世の秋｣ を執筆)

(論文など)

・｢在阪大手５私鉄経営史への視点 戦後を中心に ｣ (単著), 『鉄道史学』 第28号,

pp. 47�60, 2011年３月

・｢IBA学生の倫理意識｣ (単著), 『関学 IBAジャーナル』, 2010年号, pp. 28�29, 2010年

４月

・｢明日をつくった日本の経営者⑩近代証券業の幕を開いた相場師 野村徳七｣ (単著),

『ふれあい』 (納税協会連合会), No. 98, PP. 14�15, 2010年６月

・｢明日をつくった日本の経営者⑪天下の台所を支えた大阪の豪商・鴻池善右衛門家の創

始者 山中新六｣ (単著), 『ふれあい』 (納税協会連合会), No. 99, pp. 14�15, 2010
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年９月

・｢老舗企業における経営刷新｣ (単著), 『TOYRO BUSINESS』 (㈱自然総研), Vol. 145,

pp. 6�7, 2010年９月

・｢人と制度と戦略の経営史 拙著 『日本企業経営史研究』 について ｣ (単著), 『書

斎の窓』 (有斐閣), No. 598, pp. 34�37, 2010年10月

・｢老舗と企業家精神｣ (企業家研究フォーラム2009年度年次大会共通論題パネルディスカッ

ション記録｣) (共著), 『企業家研究』 第７号, pp. 47�74, 2010年10月

・｢明日をつくった日本の経営者⑫百貨店商法の先駆者・三井財閥の祖 三井高利｣ (単

著) 『ふれあい』 (納税協会連合会), No. 100, pp. 14�15, 2010年12月

・｢明日をつくった日本の経営者⑬サラリーマン経営者の先駆 山辺丈夫｣ (単著), 『ふ

れあい』 (納税協会連合会), No. 101, pp. 14�15, 2011年３月

・｢日本を再生させた企業家・明治維新期三井と住友の事業再構築｣ (単著), 『納税月報』

(納税協会連合会), No. 1758, pp. 10�13, 2011年２月

Ⅱ. 研究発表など

・｢宮本又郎・粕谷 誠編 『講座日本経営史：経営史・江戸の経験 1600～1882 』

について｣ (単独発表), 経営史学会関西部会12月例会, 2010年12月18日, 大阪大学

・｢経済学における社会経済史の位置と役割は？｣ (単独発表), 社会経済史学会第79回全

国大会, 2010年６月19日, 関西学院大学, (学会創立80周年記念パネル・ディスカッショ

ンの基調講演)

・｢コメント・高槻泰郎 『幕府司法と大坂金融市場 田沼意次の金融行政 』｣ (単独

発表), 数量経済史研究会コンファレンス, 2010年８月24日, 国際高等研究所, (コメン

テーター)

・｢ビジネスの発展と継続事業体 会社制度の国際比較 ｣ (単独発表), 経営史学会

第46回全国大会, 2010年10月３日, 札幌大学, (パネル・ディスカッションの司会)

Ⅳ. 学 外 活 動

(講演など)

・｢歴史から見た日本経済のいま｣, 関学梅田キャンパス・ビジネスランチアワー／関西学

院大学, 2010年４月22日

・｢中之島の蔵屋敷・堂島の米会所｣, 歴史を聞くつどい／大阪ロータリークラブ, 2010年

６月４日

・｢社会経済の歩みから見た豊中｣, 新修豊中市史全巻刊行記念連続講座／豊中市, 2010年

11月20日

・｢江戸を支えた商人のまち・大阪｣, 熟年いきいき事業／大阪狭山市熟年大学, 2011年１
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月27日

・｢歴史から見た日本経済のいま｣, 日本セカンドライフ協会, 2011年１月31日

・｢社史論：良い社史の条件｣, 社史づくり実務セミナー／大阪商工会議所・専門図書館関

西地区協議会, 2011年２月24日

・｢経営哲学伝承塾｣, 経営哲学伝承塾／日本経営協会, 2010年７月～2011年３月, 月１回

計９回, (コーディネーター)

(学会役員, 兼業・公職など)

・大阪大学名誉教授, 2006年４月１日～

・第20～21期日本学術会議会員, 2005年10月１日～

・放送大学客員教授, 2007年４月１日～

・企業家研究フォーラム理事・会長, 2002年12月１日～

・社会経済史学会顧問, 2010年１月１日～

・経営史学会顧問, 2004年１月１日～

・日本ベンチャー学会理事, 2006年４月１日～

・�日本経営史研究所理事, 1991年４月１日～2011年３月

・新修豊中市編纂委員会会長, 1993年４月１日～

・�阪和育英会理事, 1993年４月１日～

・�鴻池奨学財団理事, 1994年４月１日～

・�日本経営協会評議員, 1999年４月１日～

・�大阪商工会議所人材育成委員会副委員長, 2003年４月１日～

・�奥田邸保存会理事, 2003年５月１日～

・�大阪キャリア教育支援拠点運営協議会監事, 2005年４月１日～

・�松下国際財団評議員, 2006年４月１日～

(2011年４月から松下幸之助財団に名称変更)

・国際日本文化研究センター運営委員, 2006年４月１日～

・�サントリー文化財団特別研究助成選考委員, 2006年４月１日～

・�国際高等研究所フェロー, 2006年６月１日～

・大阪市公文書館運営委員, 2006年12月１日～2010年11月30日

・国家公務員採用試験Ⅰ種試験 (総合試験) 専門委員, 2008年９月１日～

・大阪企業家ミュージアム館長, 2008年11月１日～

・豊中市特別職報酬等審議会会長, 2010年４月１日～
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�Norlia Ahmad准教授�

II. Academic activities

・“Technology Innovations and Customer Needs : An Analysis of Mobile Phone Services” (co-

author), International Conference on Business and Management Research, August 3�4,

2010, University of Indonesia, Jakarta, Indonesia.

・“Hierarchy of User Needs : An Analysis of Mobile Phone Innovation” (single author), Inter-

national Conference on Economic, Business and Marketing Management (CEBMM), IEEE.,

March 11�13, 2011, Shanghai, China.

IV. Activities outside campus

(Other academic / educational / public position)

・A member of Pre-Accreditation Committee, November 2010―March 2011

VI. Others

・A Paper Reviewer for Asian Business and Management Journal (ABM), Journal of Interna-

tional Business and Entrepreneurship ( JIBE), March 2011

�小高久仁子准教授�

Ⅰ. 著書・論文など

(論文など)

・｢｢P & G・50％のイノベーションは外部から｣ のオープンスタンス｣ (単著), 『エコノミ

スト臨時増刊 8／9号』, 臨時増刊 8／9号, 2010年８月９日

Ⅳ. 学 外 活 動

(講演など)

・｢実行力を高める戦略的意思決定のプロセスとは シャープ・ダイキン・P & Gの事

例から｣, ビジネスランチアワー／関西学院大学大阪梅田キャンパス, 2010年10月28日

�岡田克彦教授�

Ⅰ. 著書・論文など

(著書など)

・『人生に失敗する18の錯覚 行動経済学から学ぶ正しい想像力の使い方』 (共著), 講談

社, 2010年11月

・『行動ファイナンス』 (共著), 中央経済社, 2010年10月

(論文など)

・ “Predicting Noise Trader Behavior Through Mining Newspaper Articles” (co-author)
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Learning for Logic Logic for Learning, Vol. 7, March 2011

・“The Calendar Structure of the Japanese Stock Market” (co-author) Asian Finance Confer-

ence 2010, Vol. 15 pp. 119�129, June 2010

Ⅱ. 研究発表など

・｢新聞記事に現れる投資家心理と株価｣ (共同発表), ファイナンス学会, 2010年５月14

日, 早稲田大学

・｢テキストマイニングを利用したノイズトレーダーの行動予測に関する研究｣ (共著),

FIT 2010 ERATO湊離散構造処理系プロジェクトシンポジウム, 2010年９月

・“Predicting Noise Trader Behaviour through Mining Newspaper Articles” (単独発表),

RIEBセミナー, 2010年８月23日, 神戸大学経済経営研究所

・“Predicting Noise Trader Behaviour through Mining Newspaper Articles” (共同発表),

第１回ファイナンス・会計学研究ワークショップ：アジア太平洋地域の研究課題, 2010

年12月18日

Ⅳ. 学 外 活 動

(講演など)

・｢テキストマイニングを用いた市場センチメントの指数化とトレーディング戦略｣, 筑波

大学システム情報工学研究科, 2010年６月５日,

・｢常識のバイアスが生む誤った職業人生選択｣, 大阪経済大学, 2010年７月10日

・｢目からウロコでわかる世界経済・日本経済のしくみ 日本と世界はこれからどうなる？｣,

わたしの政経塾, 2010年５月15日

・｢投資家心理と株式市場｣, 証券アナリスト協会研究会, 2010年12月10日

(学会役員, 兼業, 公職など)

・行動経済学会理事, 2010年４月１日～

・“Journal of Behavioral Economics and Finance” Associate Editor, 2010年４月１日～

(Behavioral Finance担当)

・証券アナリスト試験委員, 2011年１月１日～ (証券アナリスト試験問題の作成・採点)

・ERATO湊離散構造系処理プロジェクト 研究推進委員, 2010年10月～

Ⅴ. 教育研究助成金

・｢投資家心理と資産価格に関する実験的研究｣, 科学研究費補助金, 2010年４月～, 420

万円

・｢投資家心理と資産価格に関する実験的研究｣, 関西学院大学研究助成金, 2010年４月～

2011年３月, 100万円

150



�大内章子准教授�

Ⅰ. 著書・論文など

(論文など)

・｢均等処遇と女性人材の活用｣ (単著), 『日本労働研究雑誌』, No. 597, pp. 66�69, 独�労

働政策研究・研修機構 2010年４月

・｢企業と個人を結ぶ社会貢献型メンタリング ハッピーキャリア支援の取り組み ｣

(単著), 『関学 IBAジャーナル2010』, pp. 20�21, 関西学院大学, 2010年４月

Ⅱ. 研究発表など

・｢キャリア形成における大学教育, ライフサイクルの視点から ｣ (単独発表),

大学教育学会・2010年度課題研究集会, 2010年10月27日, 武庫川女子大学 (コメンテー

ター)

Ⅳ. 学 外 活 動

(講演など)

・｢基調講演 女性が活きる 経済が活きる｣, わたしの政経塾2010／わたしの政経塾,

2010年４月17日

(学会役員, 兼業, 公職など)

・大阪市男女共同参画審議会委員, 2007年９月～

・放送大学 分担協力講師, 2010年度～, (放送授業 ｢多様化時代の労働｣ 第４－５回担

当)

Ⅴ. 教育研究助成金

・｢産官学 NPO連携 ハッピーキャリア (女性の再就職・起業) 支援｣, 文部科学省社会

人学び直しプログラム, 2008年９月～2011年３月, 約3400万円

�定藤繁樹教授�

Ⅳ. 学 外 活 動

(受託・連携事業など)

・｢若手経営幹部候補米国シリコンバレー派遣プログラム｣ 研修, 関西経済連合会, 2010

年４月～2011年３月

(学会役員, 兼業, 公職など)

・関西ベンチャー学会理事, 2006年４月１日～

・企業家研究ファーラム理事, 2009年４月１日～

・加西市学校あり方委員会委員長, 2010年７月１日～

・ペガサスミシン製造㈱監査役, 2006年６月～
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・ニューブレクス㈱顧問, 2008年４月～ (共同創設者)

・独�都市再生機構西日本支社 入札監視委員会委員, 2008年７月～

Ⅵ. そ の 他

・ムハマド・ユヌス博士講演会＆国際シンポジウム報告書, 2011年３月

�佐藤善信教授�

Ⅰ. 著書・論文など

(著書など)

・『MBAのためのケース分析 [改定版]』 (共著), 同文舘出版, 2010年４月

(論文など)

・｢サービス業におけるプロフェッショナル人材への道｣ (単著), 『季刊イズミヤ総研』,

Vol. 82, pp. 4�13, 2010年４月

・｢サービス業におけるプロフェッショナル人材への道：イズミヤのプロフェッショナル

人材の解剖｣ (単著), 『季刊イズミヤ総研』 Vol. 83, pp. 46�57, 2010年７月

・｢経営学の理論は現場で役に立つのか？｣ (単著), 『ビジネス＆アカウンティングレビュー』

(関西学院大学経営戦略研究科), 第７号, pp. 1�18, 2011年３月

・｢曹和平と欧亜集団の経営戦略｣ (共著), 『商学論究 (関西学院大学商学部)』, 第58巻第

４号, pp. 191�215, 2011年３月

Ⅱ. 研究発表など

・｢国際ジャーナルの査読にパスする戦略：ケース・ベースト・リサーチの場合｣ (単独発

表), 日本商業学会関西部会９月例会, 特別セッション：｢国際ジャーナルの査読にパス

する戦略｣, 2010年９月18日, 大阪市立大学文化交流センター

Ⅳ. 学 外 活 動

(講演など)

・｢経営現場における気づきの理論化｣, ビジネスランチアワー, 関西学院大学大阪梅田キャ

ンパス, 2010年７月23日

・｢組織における人材育成と若手社員の活躍推進｣, 大同生命寄付講座／関西学院大学専門

職大学院経営戦略研究科, 2010年11月13日, 11月20日

(学会役員, 兼業, 公職など)

・近畿各府県農業協同組合職員上級資格認証試験, ｢経営組織管理論｣ 出題委員, 2010年

４月～2011年３月

・中小企業大学校広島校, 経営管理者養成コース (第21期) ゼミナール講師, 2010年９月

～2011年１月
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・｢新・次世代の会｣ 講師, 2010年５月～2011年３月

Ⅴ. 教育研究助成金

・｢アクション・リサーチャー養成用教育プログラムの開発｣, 科学研究費補助金, 2009年

４月～, 403万円

�鈴木修准教授�

Ⅰ. 著書・論文など

(論文など)

・“Local Search and Explorative Innovation Performance : Evidence in New Pharmaceuticals

Development ” (共著), Best Paper Proceedings, the 2010 Academy of Management Meeting in

Montreal, Canada, pp. 1�6, August 2010

・“High Reliability, Imposed Exploitation, and Exploratory Adaptation : An Alternative Ex-

planation of Punctuated Equilibrium” (単著), Kwansei Gakuin University Social Sciences

Review, Vol. 15, pp. 67�84., 関西学院大学, February 2011

・｢デンソーウェーブ QRコードの開発・事業化｣ (単著), 『一橋ビジネスレビュー』,

Vol. 58, No. 1, pp. 122�140, 2010年６月

Ⅱ. 研究発表など

・ “Resource Allocation and Explorative Innovation Performance : Evidence in New

Pharmaceuticals Development” (共同発表), The Strategic Management Society 30th

Annual International Conference in Rome, Italy, September 12�15, 2010, 2010年09月15日,

Rome, Italy

・“Local Search and Explorative Innovation Performance : Evidence in New Pharmaceuticals

Development” (共同発表), The 2010 Annual Meeting of the Academy of Management

August 6�10 in Montreal, Canada, 2010年８月９日, Montreal, Canada

・｢多様性の融合と ｢探索｣ 的な組織学習の成果との関係について：米国特許の実証分析｣

(単独発表), 組織学会 研究発表大会, 2010年６月６日, 中央大学

・｢特許情報を用いた組織学習の計測・分析について ｣ (単独発表), 日本知財学会 学術

研究発表会, 2010年６月20日, 東京工科大学

Ⅲ. 学位・表彰

・Best Paper Prize, Academy of Management, Technology and Innovation Management

Division, 2010. 08. 08.
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�玉田俊平太教授�

Ⅰ. 著書・論文など

(論文など)

・｢経済物理学入門 (第９回) 特許と引用論文からみたサイエンス・リンケージ 産学連携

はどの技術分野で有効か｣ (単著), 『金融財政 business』 (時事通信社), 第10081号, pp.

4�7, 2010年５月

Ⅳ. 学 外 活 動

(学会役員, 兼業, 公職など)

・研究・技術計画学会 評議員, 2009年10月１日～

Ⅴ. 教育研究助成金

・｢多重ネットワーク分析指標を用いた新たな経済指標の検討｣, 科学研究費補助金, 2008

年４月～2011年３月, 1410万円

�山本昭二教授�

Ⅰ. 著書・論文など

(論文など)

・｢小売店舗における顧客経験：リアル店舗からインターネットへ｣ (単著), 『商学論究』

第58巻／第４号, pp. 160�189, 2011年３月

Ⅱ. 研究発表など

・｢日本版顧客満足度指数と消費者行動研究｣ (共同発表), 日本消費者行動研究学会 第

41回コンファレンス, 2010年11月, 関西学院大学 (パネリスト)

Ⅳ. 学 外 活 動

(受託・連携事業など)

・インターネット利用採用活動への応募者データおよび社内の人事評価データのデータマ

イニング的解析による応募者の選抜等有益情報の抽出, ミズノ株式会社, 2010年２月～

(学会役員, 兼業, 公職など)

・日本商業学会理事, 2009年５月～

・日本消費者行動研究学会理事, 2007年10月～

Ⅴ. 教育研究助成金

・｢選好の構成過程パターンの解析と応用｣, 科学研究費補助金 基盤研究 (Ｂ), 2009年�

2011年, 1340万円

Ⅵ. そ の 他

・池田銀行 ニュービジネス目利き委員会委員, 2007年５月～
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会計専門職専攻

�浜田和樹教授�

Ⅰ. 著書・論文など

(著書など)

・Business Group Management in Japan (共著), World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd.,

2010年４月, (“Management Accounting Information for Consolidated Group Management”

を執筆)

(論文など)

・｢企業間管理へのゲーム論的考察と管理会計｣ (単著), 『ビジネス＆アカウンティングレ

ビュー』 (関西学院大学経営戦略研究科), 第６号, pp. 67�81, 2010年12月

Ⅱ. 研究発表など

・学会における統一論題の司会 (座長), ｢管理と会計｣ という統一論題での司会と討論会

の座長, 日本管理会計学会フォーラムと日本管理会計学会関西中部部会の共催, 2010年

７月17日, 大阪学院大学

・学会における自由論題の司会, ３発表の司会, 日本経営分析学会, 2010年７月３日, 関

西学院大学

Ⅳ. 学 外 活 動

(学会役員, 兼業, 公職など)

・日本管理会計学会理事, 1999年４月～

・日本管理会計学会関西中部部会評議員, 2007年４月～

・日本組織会計学会会長, 2008年４月～

・甲南大学経営学部非常勤講師, 2008年４月～ (｢工業簿記｣ 担当)

�稲澤克祐教授�

Ⅰ. 著書・論文など

(著書など)

・『自治体 歳入確保の実践方法』 (単著), 学陽書房, 2010年10月

・Human resource management in the public sector (共著), 関西学院大学出版会, 2011年３

月

(論文など)

・｢英国における地方公共サービス改革の系譜｣ (単著), 『月刊自治研』, 第52巻・第608号,

pp. 43�49, 2010年５月
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・｢巻頭言 市場化と分権化の接点を変える｣ (単著), 『地方自治職員研修』, 2010年８月

号, pp. 1�2, 2010年８月

Ⅱ. 研究発表など

・｢国際公会計学会 自由論題｣ 司会 (単独), 国際公会計学会全国大会, 2010年９月５日,

関西学院大学

Ⅳ. 学 外 活 動

(講演など)

・“Performance Budgeting in the Performance Management Context”, 国際協力機構, ｢イ

ンドネシア国業績評価に基づく予算編成能力向上支援 プロジェクト｣ 平成22年度本邦

研修, 2010年12月１日

・｢地方自治体における行政評価の導入と活用｣, 総務省行政評価局政策評価統一研修 (仙

台会場), 2011年３月３日

(学会役員, 兼業, 公職など)

・国際公会計学会 理事, 2010年９月４日～

・内閣府官民競争入札等監理委員会 地方公共サービス部会専門委員, 2010年４月１日～

・外務省政策評価アドバイザリー 委員, 2010年４月１日～

・全国知事会 地方自治先進政策センター専門委員, 2010年４月１日～

・比較地方自治研究会 コモンウェルス部会 委員, 2010年４月１日～

・全国市町村国際文化研修所 教科問題懇談会 委員, 2010年４月１日～

・あいち市場化テスト監理委員会 委員長, 2010年４月１日～

・貝塚市行政評価推進アドバイザー, 2006年６月１日～

・茅野市行政アドバイザー (行政経営分野), 2010年６月１日～

・秩父市行政経営アドバイザー, 2010年４月１日～

・富士市行政経営会議 経営アドバイザー, 2010年４月１日～

・枚方市施策評価委員会 委員長, 2010年５月１日～

・大阪市提案競争型民間活用監理委員会 委員長, 2008年８月１日～

・大阪府 包括外部監査人補助者, 2010年４月１日～

・勝山市総合行政審議会委員, 2009年12月23日～

・篠山市再生計画推進委員, 2009年４月１日～

・政策研究大学院大学 特別講義 講師, 2010年12月～
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�石原俊彦教授�

Ⅰ. 著書・論文など

(著書など)

・『地方自治体ファイナンス』 (共編著), 関西学院大学出版会, 2010年８月

・『地方自治体組織論』 (共著), 関西学院大学出版会, 2011年２月

・『地方公営企業経営論』 (共著), 関西学院大学出版会, 2011年３月

Ⅳ. 学 外 活 動

(学会役員, 兼業, 公職など)

・総務省地方行財政検討会議構成員, 2010年１月10日

・国際公会計学会常務理事, 2010年９月５日

�加藤雄士准教授�

Ⅰ. 著書・論文など

(論文など)

・｢経営理念の作成方法に関する考察―心理学のアプローチを手がかりとして―｣ (単著),

『ビジネス＆アカウンティングレビュー』 (関西学院大学経営戦略研究科), 第６号,

2010年12月

・｢経営理念の作成方法に関する考察―体験に根差し, 社会的価値観を取り入れた経営理

念の作成法について―｣ (単著), 『ビジネス＆アカウンティングレビュー』 (関西学院大

学経営戦略研究科), 第７号, 2011年３月

Ⅳ. 学 外 活 動

(受託・連携事業など)

・｢産学連携 OFF― JTプログラム コーポレートファイナンスの基礎｣ のプロジェクト

の講義とテキスト, 経済産業省, 高度金融人材産学協議会, 2011年１月～

(講演など)

・｢組織における人材育成と若手社員の活躍推進｣, 大同生命寄付講座, 2010年11月, (４

講座のうち１講座の講義を担当)

(学会役員, 兼業, 公職など)

・中小企業大学校瀬戸校における中小企業経営者を対象とする ｢実践的経営分析の考え方・

進め方｣ のセミナー講師, 2010年８月

・税務大学校大阪研修所における税務職員を対象とする経営学の講義の講師, 2010年１

月～
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�中島稔哲准教授�

Ⅰ. 著書・論文など

(著書など)

・『ビジネス会計検定試験公式テキスト１級』 (共著), 中央経済社, 2010年６月, (第３章

第４節 ｢繰延資産と研究開発費｣, 第３章第10節 ｢税効果｣)

(論文など)

・｢有用な財務情報の質的特性と会計基準の開発｣ (単著), 『ビジネス＆アカウンティング

レビュー』 (関西学院大学経営戦略研究科), 第７号, pp. 63�75, 2011年３月

Ⅴ. 教育研究助成金

・｢会計基準のコンバージェンスにおける基準開発の作用因・要点の解明｣, 科学研究費補

助金, 2010年４月～2011年３月, 70万円

�西尾宇一郎教授�

Ⅱ. 研究発表など

・｢監査実務における 『適正性』｣ (単独発表), 日本監査研究学会西日本部会, 2010年７月

３日, 同志社大学

Ⅳ. 学 外 活 動

(学会役員, 兼業, 公職など)

・阪神水道企業団経営懇談会委員, 2008年８月29日～

Ⅴ. 教育研究助成金

・｢地方公営企業の経営健全化を実現する会計制度のあり方に関する理論的・実務的研究｣,

科学研究費補助金, 2010年４月～2011年３月, 110万円

�岡本智英子教授�

Ⅰ. 著書・論文など

(著書など)

・慶應義塾大学商法研究会編著 『下級審商事判例評釈平成11年－15年』 (共著), pp. 151

～167, pp. 332～344, 慶應義塾大学法学研究会, 2010年11月

(論文など)

・｢一人会社と社団性～会社設立行為と会社再編行為を中心に～｣ (単著), 『ビジネス＆ア

カウンティングレビュー』 (関西学院大学経営戦略研究科), 第７号, pp. 31～40, 2011

年３月

・｢会社法における会社の概念～社団性を中心に～｣ (単著), 『ビジネス＆アカウンティン
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グレビュー』 (関西学院大学経営戦略研究科), 第６号, pp. 21～30, 2010年12月

・｢公正なる会計慣行と取締役の責任｣ (単著), 『法学研究』 (慶應義塾大学法学部), 83巻

９号, pp. 57～71, 2010年９月, (判例研究)

Ⅱ. 研究発表など

・｢会社法における会社の概念～社団性を中心に～｣ (単独発表), ロエスレル研究会,

2010年10月２日, 慶應義塾大学

・｢公正なる会計慣行と取締役の責任｣ (単独発表), 慶應義塾大学商法研究会, 2010年７

月17日, 慶應義塾大学

Ⅴ. 教育研究助成金

・｢上場会社における第三者割当増資についての研究｣, 財団法人石井記念証券研究財団

2010年度研究助成, 2010年９月17日～2011年３月31日, 70万円

・｢会社法における会社の概念｣, 関西学院大学2010年度教育研究活性化資金 ｢基礎的な研

究｣, 2010年７月22日～2011年３月31日, 70万円

�杉本徳栄教授�

Ⅰ. 著書・論文など

(著書など)

・『ケーススタディでみる IFRS』 (共著), 社団法人金融財政事情研究会, 2010年11月,

(監修および収録論文 ｢補論 今後の IFRSの動向｣, pp. 621�684)

(論文など)

・談論 ｢IFRS適用の行方 韓国とカナダから学ぶ｣ (単著), 『旬刊 経理情報』 第1250

号 (2010年６月10日号), p. 1, 2010年６月

・日本会計教育学会プロジェクト報告 ｢IFRS教育教材開発プロジェクト｣ 中間報告書

(共著), 2010年７月

・｢U.S. GAAPの制度性｣ (単著), 『経済論叢』 (京都大学) 第184巻第３号, pp. 3�23, 2010

年７月

・｢第２章 U.S. GAAPの制度性｣ (単著), 日本会計研究学会スタディ・グループ ｢会計

制度の成立根拠と GAAPの現代的意義｣ 最終報告書, pp. 3�20, 2010年９月

・｢国際財務報告基準 (IFRSs) 適用企業の特性と経済的帰結 IFRSsの自発的適用, 任

意適用および強制適用からの知見 ｣ (単著), 『會計』 第178巻第６号, pp. 28�43,

2010年12月

・�特集】動く韓国 ｢韓国 IFRS最新事情 会計制度・実務への影響 第１回制度対応｣,

｢杉本徳栄教授の解説①｣ (共著), 『週刊経営財務』 第3006号 (2011年３月７日号), pp.
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38�43, 2011年３月

・�特集】動く韓国 ｢韓国 IFRS最新事情 徐正雨・KASB委員長にきく 第２回イン

タビュー｣, ｢杉本徳栄教授の解説②｣ (共著), 『週刊経営財務』 第3007号 (2011年３月

14日号), pp. 26�31, 2011年３月

・�特集】動く韓国 ｢韓国 IFRS最新事情 会計制度・実務への影響 第３回実務対応

上の論点｣, ｢杉本徳栄教授の解説③｣ (共著), 『週刊経営財務』 第3009号 (2011年３月

28日号), pp. 34�39, 2011年３月

Ⅱ. 研究発表など

・日本会計教育学会プロジェクト報告 ｢IFRS教育教材開発プロジェクト｣ 中間報告 (共

同発表), 日本会計教育学会, 2010年７月30日, 日本会計教育学会第２回全国大会 (青

森公立大学)

・日本会計研究学会スタディ・グループ ｢会計制度の成立根拠と GAAPの現代的意義｣

最終報告 (共同発表), 日本会計研究学会, 2010年９月８日, 日本会計研究学会第69回

大会 (東洋大学)

・国際会計研究学会 (自由論題報告司会), (単独), 2010年９月12日, 国際会計研究学会

第27回研究大会 (大阪学院大学)

Ⅳ. 学 外 活 動

(講演など)

・｢企業会計制度のしくみ③ ディスクロージャー制度｣, TKC・関西学院大学新月プロ

グラム第７期 ｢税理士のための会計・法律講座｣, 2010年４月24日

・｢会計の国際事情② アメリカの会計事情｣, TKC・関西学院大学新月プログラム第７

期 ｢税理士のための会計・法律講座｣, 2010年４月24日

・｢国際会計教育講座｣, 京都大学経営管理大学院主催 ｢会計専門職の学び直しを支援する

短期集中教育プログラム｣ (文部科学省委託事業), 2010年６月５日

・｢IFRSs 今後の動向と導入企業の事例分析｣, JUSCPA, 2011年３月12日

(学会役員, 兼業, 公職など)

・国際会計研究学会理事, 2008年８月～

・日本会計教育学会理事, 2009年11月～

・韓国会計学会国際交流委員会委員, 2010年７月～

・韓国会計学会会計ジャーナル編集委員会委員, 2010年７月～

・金融庁 公認会計士・監査審査会公認会計士試験試験委員, 2009年12月～

・龍谷大学大学院経営学研究科非常勤講師, 2007年４月～ (｢企業会計Ⅰ｣・｢企業会計Ⅱ｣

担当)
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�徳崎進教授�

Ⅰ. 著書・論文など

(論文など)

・｢VBMと部門経営の関係性についての一考察 文献研究を基礎として ｣ (単著),

『會計』, 第177巻第５号, pp. 60�75, (森山書店), 2010年５月

Ⅲ. 学位・表彰

・博士 (経営学), 甲南大学, 2011年３月31日

Ⅳ. 学 外 活 動

(学会役員, 兼業, 公職など)

・日本管理会計学会関西・中部部会評議員, 2007年４月～

�上田耕治教授�

Ⅰ. 著書・論文など

(著書など)

・『ビジネス会計検定試験公式テキスト』 (共著), 中央経済社, 2010年６月 (｢第３章第３

節 固定資産と減損｣, ｢第５章第12節 中小企業の会計に関する指針｣)

Ⅳ. 学外活動

(受託・連携事業など)

・インテリジェントアレー専門セミナー ｢ビジネスに役立つ会計を学ぶ｣ (ビジネス会計

検定３級講座), 関西社会人大学院連合／キャンパスポート大阪, 2010年６月～８月

(全５回)

・インテリジェントアレー専門セミナー ｢ビジネスに役立つ会計を学ぶ｣ (ビジネス会計

検定３級講座), 関西社会人大学院連合／キャンパスポート大阪, 2011年１月～２月

(全５回)

(学会役員, 兼業, 公職など)

・金融庁 公認会計士・監査審査会 公認会計士試験 試験委員, 2008年12月～

�山地範明教授�

Ⅰ. 著書・論文など

(著書など)

・『ビジネス会計検定試験 公式テキスト１級』 (共著), 中央経済社, 2010年６月, (｢第

３章第１節 金融資産｣ ｢第３章第５節 金融負債｣)

・『IFRS 37基準のポイント解説』 (共著), 中央経済社, 2010年７月, (｢IAS第27号 連結

教員の活動報告 161



及び個別財務諸表｣ ｢IAS第28号 関連会社に対する投資｣)

(論文など)

・“The Value Relevance of Goodwill and Goodwill Amortization : Evidence from Listed

Japanese Companies” (共著), 『ビジネス＆アカウンティングレビュー』 (関西学院大学

経営戦略研究科), 第７巻, pp. 19�30, 2011年３月

・｢資本利益率の価値関連性に関する実証研究 証券市場からみた資本と利益の関係

｣ (共著), 『年報経営分析研究』, 第27号, pp. 23�29, 2011年３月

・｢国際会計基準とその特徴｣ (単著), 『関学 IBAジャーナル2010』, pp. 2�5, 2010年４月

・｢ビジネス会計検定試験について～１級試験実施に向けて～｣ (単著), 『大阪簿記会計学

協会会報』, 第55号, pp. 4�5, 2011年１月 (寄稿)

Ⅱ. 研究発表など

・｢資本利益率の価値関連性に関する実証研究 証券市場からみた資本と利益の関係

｣ (共同発表), 日本経営分析学会第27回年次大会, 2010年７月３日, 関西学院大学

Ⅳ. 学 外 活 動

(講演など)

・｢会計基準の国際化をめぐる問題点｣, 税経特別研修会／兵庫県経営者協会, 2010年11月

25日

・｢これからの簿記・会計教育に求められるもの｣, 神戸市立高等学校教育研究会商業部

会／神戸市立神港高等学校, 2011年３月３日

(学会役員, 兼業, 公職など)

・京都産業大学経営学部非常勤講師, 2010年４月１日～2011年３月31日, (｢国際会計｣

｢アカウンティングⅠ｣ 担当)

・大阪産業大学経営学部非常勤講師, 2010年４月１日～2011年３月31日, (｢簿記Ａ｣ ｢簿

記Ｂ｣ 担当)

Ⅴ. 教育研究助成金

・｢連結会計情報の有用性に関する実証研究｣, 2010年度 科学研究費補助金基盤研究 (Ｃ),

2010年４月～2011年３月, 143万円

�吉川郁夫教授�

Ⅰ. 著書・論文など

(論文など)

・｢コンバージェンス 会計と監査 在外子会社の会計処理統一を巡る課題 ｣ (単著),

『関学 IBAジャーナル』, 2010年号, 2010年４月
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Ⅳ. 学 外 活 動

(講演など)

・｢監査制度� 監査論①｣, TKC・関西学院大学新月プログラム, 2010年７月２日, (第

７期税理士のための会計・法律講座)

・｢企業経理の基礎知識｣, 兵庫県経営者協会, 2010年７月13日, (税経セミナー)

・｢税効果会計｣, 兵庫県経営者協会, 2010年７月28日, (税経セミナー)

・｢当期に適用になる新しい会計基準｣, 日本監査役協会, 2010年10月22日 (会計・監査連

続講座)

・｢IFRSへの対応｣, 日本監査役協会, 2010年12月10日, (会計・監査連続講座)

・｢監査基準の体系と国際的コンバージェンス｣, 日本監査役協会, 2011年２月15日, (会

計・監査連続講座)

・｢期末監査の留意事項｣, 日本監査役協会, 2011年３月15日, (会計・監査連続講座)
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