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教授 秋野　晶二 荒川　潤　　　 杉江　美樹　　
教授 有馬　賢治　　 粟屋　仁美　　 杉山　浩一　　
准教授 千野　厚　　　 Bader-J. Patricia 鈴木　克明　　
教授 Davis,Scott T. Caroline Tan 鈴木　秀一　　

(2022年度春学期研究休暇） Chang Chiao Yun 高橋　昭夫　　
教授 石川　淳　　　 中鉢　欣秀　　 高山　昌茂　　
教授 片岡　光彦　　 海老原　一司　 竹川　智恵子　
教授 中原　淳　　　 藤田　伸子　　 竹本　徳子　　
准教授 西原　文乃 藤山　賢　　　 竹内　雅俊　　
教授 岡本　紀明　　 福多　裕志　　 種部　吉泰　　

(2022年度長期海外出張） 顧　俊堅　　　 谷口　恵子　　
教授 尾崎　俊哉 Hackett David W. 飛田　正之　　
教授 佐々木　宏　　 Hahm Jeongbeom 留岡　一美　　

(2022年度研究休暇） 原田　謙太郎　 冨倉　教子　　
准教授 Schules, Douglas 長谷川　孝子　 塚本　恵　　　

(2022年度秋学期研究休暇） 樋口　咲恵 鶴見　裕之　　
教授 高岡　美佳 姫岩　裕子 Wu, Yunfan
教授 竹澤　伸哉　　 広石　拓司　　 姚　俊　　　　
准教授 舘野　泰一　　 本合　暁詩　　 Yazici Mete
准教授 Thompson, Gene 許　佑旭　　　 横井　勝　　　
教授 辻　洋右　　　 井口　嘉則　　 吉成　篤　　　

(2022年度春学期海外出張） 池村　恵一　　
教授 山口　和範　　 井上　一郎　　
准教授 安田　直樹　　 伊勢坊　綾　　

石井　裕明　　
特任教員 石井　泰幸　　

伊藤　淳司　　
特任教授 Ahmadjian, Christina L. Jeon Haejun
特任教授 倍　和博　　　 陣内　悠介　　
特任准教授 Fowler, Randy 門田　実　　　
特任准教授 藤田　恵(日本語教育センター） 菅野　遼　　　
特任准教授 廣川 佳子  川崎　善行　　
特任准教授 Lehtonen, Miikka J. 木方　真理子　
特任教授 宮越　浩子（経済学部） 木村　充　　　
特任准教授 長田　太郎（グローバル教育センター）　 ナイト，Ｋ　　
特任准教授 Rees, Nerys 児玉　充　　　

小森　由里　　
在外招聘教員 小坂　貴志　　

黒澤　壮史　　
Byon, Kunwung 桑原　正義　　
Sohn, Changsoo Larsen, Miranda Ruth

Lim Seunghoo
教育講師 間嶋　崇　　　

Malacad,Garrell Cusi 
小松　満帆（日本語教育センター） Maltby Scott

松井　彩子　　
松井　泰則　　

助教 松本　幸子　　
松本　茂　　　

Abu-Dari Mazen M. M.（GLAP運営センター） 宮本　竜弥　　
Brotherhood, Thomas D 永田　正樹　　
藤澤　広美　　 中川　充　　　
細田　雅洋　　 中嶋　学　　　
池田　岳大（社会情報教育研究センター） 西山　浩次　　
村嶋　美穂　　 西山　悠一　　
Patterson, Allie Spencer 大場　隆広　　
Syrbe, Mona 折口　みゆき　
田中　聡　　　 大嶋　淳俊　　

大内　礼子　　
Reisel Mary

客員教員 齊藤　光弘　　
酒瀬川　泰孝　

客員教授 本間　浩輔 櫻井　功男　　
客員教授 柿中　真　　　 佐藤　晋太郎　
客員教授 小谷　浩示　　 沢野　美由紀　
客員教授 Murdoch, Stephen J. 芝坂　佳子　　
客員教授 永谷　亜矢子　 柴田　舞　　　
客員教授 難波　克己　　 茂森　功祐　　
客員教授 櫻井　功　　　 篠原　学　　　
客員教授 佐々木　聡　　 首藤　禎史
客員准教授 宇田　武文　　
客員教授 山田　恭平

2022年度経営学部・経営学研究科科目担当者一覧

専任教員 兼任講師
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経営学部専任教員プロフィール 
 

 

Ahmadjian, Christina L. 
特別任用 

教授 

研究室 マキムホール (15 号館) 

8 階 M807 室 
☎3985-4094 

専門分野 My teaching and research interests include comparative corporate 

governance, Japanese management, diversity and inclusion, business 

networks and regional production systems.  

I serve as an Associate Editor of Administrative Science Quarterly and am 

active in the Academy of Management and Society for the Advancement of 

Socio-Economics. I received a bachelor’s degree from Harvard University, 

MBA from the Stanford University Graduate School of Business, and PhD 

from the Haas School of Business at the University of California at Berkeley. 

My previous academic positions include Assistant Professor at Columbia 

Business School, Professor and Dean at Hitotsubashi University Graduate 

School of International Corporate Strategy, and Professor and Director of the 

Shibusawa Scholar Program at the Hitotsubashi University Graduate School 

of Business and Management. I currently serve as an outside director of 

Asahi Group Holdings, Sumitomo Electric, NEC, and Japan Exchange 

Group.  

現在の研究 

テーマ等 

My current research projects include a project analyzing the emergence of 

the concept of “Japanese style management” and the effect it has had on 

leadership, governance, and change management in Japanese business. 

Another project looks at business networks and regional production systems 

in the Japanese kimono industry, in Amami Oshima and Okinawa. 

業績（著書 

及び論文

等） 

Recent papers include Comparative Institutional Analysis and 

Institutional Complexity published in the Journal of Management 

Studies and Empty Categories and Industry Emergence: The Rise and 

Fall of Japanese Ji-biru, in Research in the Sociology of Organizations. 

秋 野 晶 二  教 授 
研究室マキムホール（15号館） 

8 階  M810 室 
☎3985-2273 

専門分野 経営管理論，工業経営論，技術経営論，経営戦略論 

現在の研究 

テーマ等 

現代巨大企業の成長と事業構造、グローバル・バリューチェーンなどに関する研究。近

年は EMS やアップル社などの受託製造企業やプラットフォーム企業を研究している。 
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業績（著書 

及び論文等） 

Shoji Akino, et al., Global Value Chain Governance and Power Asymmetry between Lead Firms 

and Suppliers: Case of Apple’s Global Value Chain and the State of Its Governance, International 

Journal of Business and Management,  2021 年、秋野晶二「アップル社の成長過程と生産

体制の現状に関する研究」『立教ビジネスレビュー』第８号， 2015年 7月、秋野晶二ほ

か編著『グローバル化とイノベーションの経営学  開かれた市場と企業組織による調

整』税務経理協会，2018年 10月 

青 淵 正 幸 教 授 
研究室マキムホール（15号館） 

7 階  M701 室 
☎3985-4823 

専門分野 経営分析，企業評価，財務会計 

現在の研究 

テーマ等 

会計情報を用いた企業価値の推計 

業績（著書 

及び論文等） 

共著『ビジネスクリエーターと企業価値』創成社、2004 年 共著『創造的

破壊－企業価値の阻害要因』学文社、2009 年 共著『新版経営分析事典』

税務経理協会、2015 年 共著『要説経営分析五訂版』森山書店、2016 年 

「企業を取り巻く環境変化と生産性」『年報経営分析研究』第 35 号、2019

年 3 月ほか多数 

有 馬 賢 治 教 授 
研究室マキムホール（15号館） 

8 階  M815 室 
☎3985-2335 

専門分野 マーケティング理論，消費者心理，広告戦略 

現在の研究 

テーマ等 

マーケティング理論の体系化，松下電器の広告活動の歴史，消費者の消費態度の研究 

業績（著書 

及び論文等） 

『マーケティング・ブレンド －マーケティングにおける戦略手段管理の研究 』

（2006）. 白桃書房.（単著）， 

『マーケティング・オン・ビジネス』（2015）、新世社（共著） 

『デジタルメディア時代のマーケティング』（2018）丸善雄松堂（共著） 

「経営診断でのマーケティング・ミックス活用の着眼点」『日本経営診断学会論集』19，

（2019） 

「マーケティングにおける企業の戦略方針」『産業経済研究』20，（2020） 

「マーケティングにおける環境要因の実証分析」『日本経営診断学会論集』20，（2020）. 

「マーケティング視点からの企業組織の実証分析」『産業経済研究』21,（2021） 

倍 和 博 
特別任用  

教授 

研究室マキムホール（15号館） 

8 階  M806 室 
☎3985-4720 

専門分野 会計学 
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現在の研究 

テーマ等 

財務報告プロセス研究、CSR 会計研究 

業績（著書 

及び論文等） 

Deployment of Financial Reporting Theory based on Global Governance，

Reitaku University Press（2014 年），『CSR 会計への展望』森山書店（2008

年），『CSR 会計を導入 する』日本規格協会（2005 年），『簿記システム基

礎論』創成社（2000 年），「持続的な価値創 造に資する財務報告の今後の

あり方」『會計』第 187 巻第 4 号（2015 年） 

Brotherhood, Thomas D 助 教 
研究室マキムホール（15号館） 

７階 M708 室 
☎3985-2885 

専門分野 Comparative and International Education, Higher Education Studies, 

Migration Studies 

現在の研究 

テーマ等 

International student mobility and migration, Internationalization, 

Knowledge production, Common goods theory 

業績（著書 

及び論文

等） 

Brotherhood, T., Hammond, C.D. & Kim, Y. “Towards an actor-centered 

typology of internationalization: A study of junior international faculty in 

Japanese universities”, (2019).  

Brotherhood, T. “ Considering agency in the education-migration nexus: a 

temporal analysis of structure-agency relations with student-migrants” 

(2020). 

Brotherhood, T., Yang, L., & Chankseliani, M. “COVID-19 and higher 

education: Implications for equity, and a return to the common good” 

(2020). 

千 野 厚 准教授 
研究室マキムホール（15号館） 

７階 M811 室 
☎3985-4846 

専門分野 ファイナンス、金融論 

現在の研究 

テーマ等 

企業の従業員特性が企業の価値や財務政策に与える因果的影響の分析 

業績（著書 

及び論文

等） 

“Does dividend policy affect sales growth in product markets?: Evidence 

from the 2003 dividend tax cut” (with Joonho Kim), Financial 

Management, Forthcoming.  

“Alternative work arrangements and cost of equity: Evidence from a quasi-

natural experiment” (単著) Journal of Financial and Quantitative Analysis 

(2021) vol.56 pp.569-606. 
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“Do labor unions affect firm payout policy?:Operating leverage and rent 

extraction effects” (単著 ) Journal of Corporate Finance (2016) vol.41 

pp.156-178. 

Davis, Scott T. 教 授 
研究室マキムホール（15号館） 

8 階  M802 室 
☎3985-4022 

専門分野 経営学，経営戦略論 

現在の研究 

テーマ等 

ビジネスモデル構築と価値創造に関する研究 

業績（著書 

及び論文等） 

“Strategic CSR in the Japanese Context” in Louche（ed）Innovative CSR: 

Greenleaf Sheffi eld 2010（単著）, “From Insularity to Integration” in 

Idowu（ed）Key Initiatives in CSR: Springer Switzerland 2016（単著）, 

“Solutions or Legitimations?”in Vertigans （ed）Stages of CSR - From 

Ideas to Impacts: Springer Heidelberg 2017（単著）等 

Donovan Ⅲ, Herbert A. 講 師 
研究室マキムホール（15号館） 

7 階  M717 室 
☎3985-4025 

専門分野 語学教育・英語教育・環境教育・環境コミュニケーシヨン  Language 

Education ・ English Education ・ Environmental Education ・

Environmental Communication • Study Abroad 

現在の研究 

テーマ等 

Environmental education for non-science majors・Content and output 

based-language education・Leadership development in study abroad. 

業績（著書 

及び論文等） 

Effect of a leadership role in study abroad analyzed using a self-

leadership assessment. (March 2018) Conference presentation at 

American Association for Applied Linguistics (AAAL) Annual 

Conference, Portland. 

Environmental Communication and Outdoor Leadership: Combining 

Content-Based Environmental Education with Experiential Leadership 

Education. (July 2013). Rikkyo Education for Sustainable Development 

Journal No.1. (July 2013). Rikkyo University 

Fowler, Randy 
特別任用 

准教授 

研究室マキムホール（15号館） 

７階 M708 室 
☎3985-2885 
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専門分野 International Business 

現在の研究 

テーマ等 

Effects of culture and institutions on strategic planning and decision-

making; strategic adaptations to post-COVID border closures  

業績（著書 

及び論文

等） 

Fowler, R., Gajewska-De Mattos, H., & Chapman, M. (2018). “Adapting 

Adaptation: Expanding Adaptive Strategy Theory to Account for the East 

Asian Business Context.” Journal of World Business, 53(3): 323-336. 

Fowler, R. (2016) Strategic Planning and Adaptation in the East Asian 

Context. University of Leeds. 

藤澤 広美 助 教 
研究室マキムホール（15号館） 

７階 M709 室 
☎3985-4007 

専門分野 人材マネジメント・人材育成、キャリア教育 

現在の研究 

テーマ等 

大学キャリア教育研究、集団的創造性を促すチームワークに関する研究など 

業績（著書 

及び論文

等） 

藤澤広美・原口恭彦（2019）大学生の進路選択自己効力感と学習との関連: 社

会的スキルの媒介効果に着目して, キャリア教育研究, 37(2), pp.23-34. 

藤澤広美 (2017)組織市民行動を促す上司の行動に関する探索的研究: 若年層

従業員と中堅層従業員に着目して, 広島大学マネジメント研究, (18), pp.11-

23. 

廣 川 佳 子 
特別任用 

准教授 

研究室マキムホール（15号館） 

７階 M716 室 
☎3985-2643 

専門分野 産業・組織心理学 

現在の研究 

テーマ等 

・経営理念が組織成員に及ぼす影響 

・チーム・クリエイティビティを高める集団特性とコミュニケーション 

などの組織行動に関する研究 

業績（著書 

及び論文

等） 

「飲食業従事者のサイコロジカルエンパワーメントに影響を及ぼす要因―飲

食店勤務の正社員とアルバイト社員の比較検討―」（キャリアデザイン研究 

第 12 巻，2016），「国内における経営理念研究の動向」（立教大学心理学研究 

第 57 号，2015）等 
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細田 雅洋 助 教 
研究室マキムホール（15号館） 

７階 M703 室 
☎3985- 2351 

専門分野 管理会計 

現在の研究 

テーマ等 

CSR・サステナビリティとマネジメント・コントロール・システム 

統合報告とマネジメント・コントロール・システム 

業績（著書 

及び論文

等） 

Hosoda, M. (2021), “Adoption of integrated reporting and changes to 

internal mechanisms in Japanese companies”, Corporate Social 

Responsibility and Environmental Management, Vol. ahead-of-print No. 

ahead-of-print, pp. 1-14. https://doi.org/10.1002/csr.2209 

Hosoda, M. (2021), “Integrated reporting and changes in management 

control systems in large Japanese companies”, Corporate Governance: The 

International Journal of Business in Society, Vol. 21 No. 3, pp. 397-409. 

https://doi.org/10.1108/CG-06-2020-0238 

石 川 淳 教 授 
研究室マキムホール（15号館） 

8 階  M801 室 
☎3985-4580 

専門分野 組織行動論（組織の心理学），リーダーシップ論，人材マネジメント 

現在の研究 

テーマ等 

シェアド・リーダーシップ，多様性とリーダーシップ，グローバル・リーダ

ーシップ，モチベー ションを高めるマネジメントなど 

業績（著書 

及び論文等） 

「シェアド・リーダーシップ：チーム全員の影響力が職場を強くする」（中

央経済社，2016 年），「研究開発チームにおけるシェアド・ リーダーシッ

プ：チームリーダーのリーダーシッブ，シェアド・リーダーシッブ，チーム

業績の関係」（組織科学 48 巷 4 号，2013 年）,「Transformational leadership 

and gatekeeping leadership: The roles of the norm for maintaining 

consensus and shared leadership in team performance」（Asia Pacific 

Journal of Management Vol.28, No.2，2012 年）など 

片 岡 光 彦 教 授 
研究室タッカーホール 

5 階  510 室 
☎3985-4382 

専門分野 開発経済学 地域経済学 戦後日本経済 アジア経済 

現在の研究 

テーマ等 

地域間要素不均衡、地域経済成長、地域間格差、効率性分析 
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業績（著書 

及び論文等） 

1. Kataoka, M., 2021. Perspiration versus inspiration: sources of national and 

provincial output growth in Indonesia [1990–2015] using province-level 

non-parametric frontier analysis. Asia-Pacific Journal of Regional Science. 

Springer. doi:10.1007/s41685-021-00222-7 

2. Kataoka, M., 2020, Total factor productivity change in Indonesia’s 

provincial economies for 1990–2015: Malmquist productivity index 

approach, Letters in Spatial and Resource Sciences 13(3): 233-243, 

Springer  

3. Mendez, C., Kataoka, M., 2020, Disparities in regional productivity, capital 

accumulation, and efficiency across Indonesia: A club convergence 

approach, Review of Development Economics, Wiley 

4. Kataoka, M., 2019, Interprovincial differences in labour force distribution 

and utilization based on educational attainment in Indonesia, 2002–2015, 

Regional Science Policy & Practice 11(1): 39-54, Wiley  

5. Kataoka, M., 2018, Inequality convergence in inefficiency and 

interprovincial income inequality in Indonesia for 1990–2010, Asia-Pacific 

Journal of Regional Science 2(2): 297-313, Springer 

Lehtonen, Miikka J. 
特別任用 

准教授 

研究室マキムホール（15号館） 

8 階  M806 室 
☎3985-4720 

専門分野 Design-driven industries, blended learning, visual research methods, 

video game industry 

現在の研究 

テーマ等 

My current research interests focus on design-driven industries, visual 

research, blended learning, and the video game industry. I am interested 

in how design-driven organizations create value in various 

organizational constellations. To this end, I utilize visual research 

methods that complement language-based methods.  

Blended learning and education are also topics I feel passionate about. 

Like any other field, higher education also needs to renew itself in order 

to equip students with skills that enable them to create sustainable and 

desirable futures. As one of the co-founders of the Danish-Finnish Nordic 

Rebels movement, I want to goosebumpify teaching and learning.  

業績（著書 

及び論文等） 

Lehtonen, M. J., Vesa, M. & Harviainen, J. T.  (2021). Games-as-a-

Disservice: Emergent value co-destruction in platform business models. 

Journal of Business Research. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2021.11.055 

Lehtonen, M. J., Heljakka, K. & Kosonen, K. (forthcoming). Drawgasms: 

Playing with expectations and experiences of pleasure through 

multimodal accounts. Sexualities.  

Lehtonen, M. J., Khamisani, N. & Gatto, G. (forthcoming). Playful 

https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2021.11.055


2022 年 4 月現在 

8 

 

 

 

absence / absence of play: rethinking the design studio in online 

environments. Design and Technology Education: An International 

Journal.  

Lehtonen, M. J., Schilli, K. S. & Harviainen, J. T. (2021). Resilient Values 

in Game Industry Formation: Institutional Perspective to the Finnish 

context. Games & Culture. 

https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/15554120211049572  

Harviainen, J. T., Lehtonen, M. J. & Kock, S. (2021). Timeliness in 

Information Sharing within Creative Industries. Case: Finnish Game 

Design. Journal of Documentation. 

https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/JD-12-2020-

0207/full/html  

村嶋 美穂 助 教 
研究室 マキムホール (15 号館)  

8 階 M817 室 
☎3985-2967 

専門分野 社会と企業、CSR、開発経済学 

現在の研究 

テーマ等 

企業の社会的活動が投資家行動や消費者行動に与えるインパクト（企業側

のベネフィット）や地域社会に与えるインパクト（社会側のベネフィット）

の実証分析 

業績（著書 

及び論文等） 

Murashima, M. (2020). Do investors’ reactions to CSR-related news 

communication differ by shareholder? An empirical analysis from 

Japan. Corporate Governance (Bingley), 20(5), 781-796.  

Murashima, M. (2020). CSR Activity, Visibility, and Firm Value in the Long Term: 

Evidence from Japan. Asia-Pacific Social Science Review, 20(4), 1-16. 

Murashima, M. (in-press). Comparative Study on Business Culture and Investors’ 

Behavior Toward Sustainable Index Change: Japan vs the US, Europe, 

International Journal of Business and Globalisation 

Murashima, M (2019). Does CSR benefit firms in Japan?-Comparisons with 

investors’ behaviors in the US and Europe-. GSAPS Journal, 39-55. 

村嶋美穂 (2021)、「新型コロナウィルス感染症流行と企業のレジリエンス

ー社会的評価の高い企業が生き残るー」、『CSR 白書 2021』、東京財団

政策研究所 

大野泉、大野健一、村嶋美穂、他(2015)『町工場からアジアのグローバル企

業へー中小企業の海外進出戦略と支援策』、中央出版 

中 原 淳 教 授 研究室マキムホール（15号館） ☎3985-4739 

https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/15554120211049572
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/JD-12-2020-0207/full/html
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/JD-12-2020-0207/full/html
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7 階  M707 室 

専門分野 人材開発論、組織開発論 

現在の研究 

テーマ等 

・中間管理職の人材開発研究  

・女性リーダーの人材開発研究 

・中小企業の人材開発研究 

・長時間労働是正やエンゲージメント向上に資する組織開発研究 

業績（著書 

及び論文等） 

学術研究書に「経営学習論」（単著，東京大学出版会），「職場学習論」（単

著，東京大学出版会），「人材開発研究大全」（編著，東京大学出版会），「職

場学習の探究」（編著，生産性出版），「組織開発の探究」（共著， ダイヤモ

ンド社）、「中小企業の人材開発」（共著、東京大学出版会）などがある。一

般書は「女性の視点から見直す人材育成」（共著ダイヤモンド社），残業 学

（共著，光文社新書）など。論文は「組織開発による教員の長時間労働是正

の取り組み」（共著、日本労働研究雑誌. No.728 pp26-37）や「Development 

of Software to Support Argumentative Reading and Writing by means of 

Creating a Graphic Organizer from an Electronic Text 」（共著、

Educational Technology Research and Development. Vol.67 p1197-1239)

など 50 編。 

西 原 文 乃 准教授 
研究室マキムホール（15号館） 

8 階  M816 室 
☎3985-2303 

専門分野 知識創造理論，イノベーション論，経営・組織戦略論，リーダーシップ論 

現在の研究 

テーマ等 

・組織的知識創造理論に基づくオープンでソーシャルなイノベーション 

・真善美に向かうナラティブベースの経営・組織戦略、場，リーダーシップ 

・アジャイルなトランスフォーメーション(DX, CX, SX など)の実践 

・半径５m からの起業（アントレプレナーシップ） 

業績（著書 

及び論文等） 

「イノベーションを起こす組織」（共著，日経 BP 社），「実践ソーシャル・

イノベーション」（共著， 千倉書房），「Knowledge Creation in Community 

Development」（ 編 著，Palgrave McMillan），「Knowledge Creation in 

Public Administration」（編著， Palgrave McMillan） 等 

岡 本 紀 明 教 授 
研究室マキムホール（15号館） 

8 階  M814 室 
☎3985-4017 

専門分野 財務会計，国際会計 

現在の研究 

テーマ等 

学際的会計研究，会計制度の動態に関する研究，公正価値会計，M&A とそ

れに伴うのれんの評価実践に関する研究 
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業績（著書 

及び論文等） 

"Collectively Accepted Social Norms and Performativity: The Pursuit of 

Normativity of Globalization in Economic Institutions," Journal of 

Economic Methodology, 2020.「海外 M&A における複数評価原理の探究：

価値評価研究における知見に基づく学際的分析」『日本情報経営学会誌』

2020 年。「第 11 章 英国」中野貴之編著『IFRS 適用の知見：強制適用お

よび日本における任意適用の分析』同文舘，2020 年。「学際的会計研究の

動向と展望―遂行性の概念に焦点を当てて―」『グローバル会計研究』第 1

号（グローバル会計研究学会 学会賞受賞），2019 年など。 

尾 﨑 俊 哉 教 授 
研究室マキムホール（15号館） 

8 階  M809 室 
☎3985-4077 

専門分野 国際経営，比較制度論，国際政治経済学 

現在の研究 

テーマ等 

経営と価値連鎖の国際比較、企業の競争力構築と市場制度との関係、ダイ

バーシティマネジメン トの国際比較 

業績（著書 

及び論文等） 

『国際的な競争優位につながる「デンマーク型」の経営モデルは存在する

のか』北ヨーロッパ研究第 16 巻(2020)。「ダイバーシティ・マネジメント

入門―経営戦略としての多様性」（ナカニシヤ出版、2017）。”Global 

Governance and International Nonmarket Strategies,”（with Jonathan 

Doh and Steve McGuire）, Journal of World Business, Vol 50 （2）, 

2015; ”Open Trade, Closed Industry,” A. D’Costa, ed., Globalization and 

Economic Nationalism in Asia (Oxford University Press, 2012). 

Patterson, Allie Spencer 助 教 
研究室 マキムホール (15 号館) 

8 階 M712 室 
☎3985-4108 

専門分野 Applied Linguistics (応用言語学) 

 

現在の研究 

テーマ等 

Second Language Embodiment, Grounded Cognition, Psycholinguistic 

Reaction Time Research 

業績（著書 

及び論文

等） 

Patterson, A. (2019). Exploring Paused Transcription to Assess L2 

Listening Comprehension Utilizing Rasch Measurement. Shiken, 23(2). 

1-18. 

Patterson, A. (2020). Freelance language teachers: Negotiating 

authenticity and legitimacy at the periphery. TESOL Journal, 11(2). 1-13. 

https://doi.org/10.1002/tesj.490 

Patterson, A. (2021). Predicting second language listening functor 

comprehension probability with usage-based and embodiment 
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approaches. International Journal of Bilingualism, 25(3). 772-788. 

https://doi.org/10.1177/13670069211000851 

Rees, Nerys 
特別任用 

准教授 

研究室 マキムホール (15 号館) 

７階 M712 室 
☎3985-4108 

専門分野 Education, Applied Linguistics 

現在の研究 

テーマ等 

Internationalization in higher education, Management of higher 

education, English Medium Instruction (EMI) in higher education 

業績（著書 

及び論文

等） 

Galloway, N., Numajiri, T. and Rees, N. (2020). The ‘internationalisation’, 

or ‘Englishisation’, of higher education in East Asia. Higher Education, 

80(3), pp. 395-414. 

佐々木 宏 教 授 
研究室マキムホール（15号館） 

8 階  M805 室 
☎3985-4049 

専門分野 経営学，経営情報論，マーケティング・リサーチ 

現在の研究 

テーマ等 

研究分野は，経営×情報×システムの複合領域である。理論的ベースを経営

学（＋経済学）に置き，組織や組織間関係に関連する現象を解明する。ま

た， アカデミックなアプローチに加えて理論と実践を結びつけるところに

も興味があり，新しいマーケティング・リサーチ手法の開発や試行なども

行っている。 

業績（著書 

及び論文等） 

H. Sasaki, O. Sato, and P. Palvia.(2020). “Information Technology Issues 

in Japan” in The World IT Project—Global Issues in Information 

Technology—,World Scientific.;「中小製造業の拠点配置戦略とダイナミッ

ク・ケイパビリティ」,組織科学, Vol.51, No.4 77-89.「ＢtoＢ型組織間関係

とＩT マネジメント」（同文舘），「経営情報システム」（同文舘），「管理信息 

系統」（中国人民大学），「ブログ・リサーチ」（同文舘），その他（共著が 10

冊程度）。 

Schules, Douglas 准教授 
研究室マキムホール（15号館） 

7 階  M706 室 
☎3985-4120 

専門分野 メディア研究，コミュニケーションス理論 
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現在の研究 

テーマ等 

クリエイティブ産業のメディア・エコロジー（メディア生成，配信，消費），

大衆文化とファン文 化，ネットワーク論 

業績（著書 

及び論文等） 

“When language goes bad: Localization's effect on the gameplay of 

Japanese RPGs” (2012), “How to do things with fan subs: Media 

engagement as subcultural capital in anime fan subbing” (2014), “Kawaii 

Japan: Defining JRPGs through the Cultural Media Mix” (2015) 

Syrbe, Mona 助 教 
研究室マキムホール（15号館） 

７階 M716 室 
☎3985-2643 

専門分野 English as an International Language, English Medium Instruction  

現在の研究 

テーマ等 

Developing materials for English as an International Language, 

Narrative Inquiry study into Rikkyo students’ study abroad experience  

業績（著書 

及び論文等） 

Rose, H., Syrbe, M., Montakantiwong, A. & Funada, N. (2020). Teaching 

Englishes to Students of other Languages: 21st Century TESOL. Bristol: 

Multilingual Matters.  

Syrbe, M. (2018) Evaluating the suitability of a Global Englishes 

Approach to Language Teaching for the German classroom. 

International Journal of Applied Linguistics. DOI: 10.1111/ijal.12214 

Syrbe, M. & Rose, H. (2016). An evaluation of the global orientation of 

English textbooks in Germany. Innovation in Language Learning and 

Teaching DOI: 10.1080/17501229.2015.1120736 

Rose, H. and Syrbe, M. (2018). Assessment in Teaching English as an 

International Language, In TESOL Encyclopedia of English Language 

Teaching (Teaching English as an International Language). Hoboken: 

Wiley DOI: 10.1002/9781118784235  

May 2019 Invited Talk: Feria Internacional de Idiomas, University of Guadelajara: 

‘The Internet as a Window to teaching World Englishes’ 

 

May 2019 Invited Talk: Feria Internacional de Idiomas, University of Guadelajara: 

‘Teaching English as an International Language’ 

 

Jan. 2018  Invited Talk: University of Bremen: ‘An EIL-oriented approach to 

evaluating and creating teaching materials for the English language 

classroom’  

Nov. 2019  2019 Symposium on Second Language Writing, Arizona State 

University: ‘Exploring a World Englishes approach in an expanding 
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circle context. Pedagogical implications for freshman writing classes.’  

March 2019 

高 岡 美 佳  教 授 
研究室マキムホール（15号館） 

8 階  M813 室 
☎3985-2341 

専門分野 流通システム論，リテールマネジメント論, 消費者行動論 

現在の研究 

テーマ等 

＊ サプライチェーンマネジメントを含む流通の効率化に関する研究 

＊ 物流の生産性向上に関する研究 

小売業における情報提供とエシカル消費に関する研究 

業績（著書 

及び論文等） 

「戦後の日本における小売業発展のダイナミズム」伊藤元重編『新流通産

業』NTT 出版，2005 年。『入門 現代企業論』新世社，2004 年（共著）

など。 

竹 澤 伸 哉 教 授 
研究室マキムホール（15号館） 

8 階  M808 室 
☎3985-4884 

専門分野 ファイナンス，スポーツファイナンス・経済学，プロジェクトファイナンス 

現在の研究 

テーマ等 

ファイナンス及スポーツファイナンスにおける実証分析。リアルオプショ

ンによるプロジェクト 評価に関する事例研究。教育経済学。 

業績（著書 

及び論文等） 

Is Foreign Exchange Risk Priced in the Japanese Stock Market? J. of 

Financial and Quantitative Analysis, 1998（共著） 

Real Options and the Evaluation of Research and Development Projects 

in the Pharmaceutical Industry. J. Operations Research Society of 

Japan, 2003（共著）  

「石油化学工業における 操業停止オプションに関する事例研究」『リアル

オプションと経営戦略』シグマベイスキャピタル，2006（共著） 

Post-IPO Financial Performance and Informational Efficiency of Stock 

Returns of Bali United Football Club: The Preliminary Evidence. Asian 

Sport Management Review, 2020 (共著) 

Does On-stage Performance of Esports Teams Impact Stock Prices: 

Evidence From the Astralis Group. Applied Economics Letters, 2021 (共

著) 

田中 聡 助 教 
研究室マキムホール（15号館） 

8 階  M804 室 
☎3985-2320 
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専門分野 経営学習論、人的資源開発論 

現在の研究 

テーマ等 

・経営人材候補・ミドルマネジャーの育成に関する研究 

・新規事業部門の人材開発・組織開発に関する研究 

・中高年社員の人材開発・キャリア開発に関する研究 

・若手社員の経験学習と組織適応に関する研究 

業績（著書 

及び論文等） 

「職場の人間関係が中高年正社員の職務パフォーマンスに与える影響：居

場所役割感の媒介効果に着目して」（『人材育成研究』第 15 号，2020），「中

堅管理職における新規事業創出経験者の学習促進要因：学習目標志向性を

媒介とした要因間の影響過程に着目して」（『日本労務学会誌』第 19 号，

2018），「新規事業創出経験を通じた中堅管理職の学習に関する実証的研究」

（『経営行動科学』第 30 号，2017）など。 

舘 野 泰 一 准教授 
研究室マキムホール（15号館） 

7 階  M702 室 
☎3985-2283 

専門分野 リーダーシップ開発論，人材開発論 

現在の研究 

テーマ等 

・大学生のリーダーシップ教育に関する研究  

・大学と企業のトランジションに関する研究 

業績（著書 

及び論文等） 

「リーダーシップ教育のフロンティア 高校生・大学生・社会人を成長させ

る全員発揮のリーダーシ ップ」（共編著，北大路書房），「アクティブトラ

ンジション 働くためのウォーミングアップ」（共 編著，三省堂）など。 

Thompson, Gene 准教授 
研究室マキムホール（15号館） 

7 階  M713 室 
☎3985-2399 

専門分野 応用言語学，教育心理学 

現在の研究 

テーマ等 

English Medium Instruction, English as a lingua franca for business 

(BELF) 

業績（著書 

及び論文等） 

Thompson, G. (2020). Exploring Language Teacher Efficacy in Japan. 

Bristol: Multilingual Matters. 

Aizawa, I., Rose, H., Thompson, G., & Curle, S. (2020). Beyond the 

threshold: Exploring English language proficiency, linguistic 

challenges, and academic language skills of Japanese students in 

an English medium instruction programme. Language Teaching 

Research, 1–38. https://doi.org/10.1177/1362168820965510 

Thompson, G., Aizawa, I., Curle, S., & Rose, H. (2019). Exploring the 

role of self-efficacy beliefs and learner success in English Medium 
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Instruction. International Journal of Bilingual Education and 

Bilingualism. doi:  10.1080/13670050.2019.1651819 

Thompson, G., & Dooley, K. (2020). Ensuring translation fidelity in 

multilingual research. In H. Rose & J. McKinley (Eds.), The Routledge 

Handbook of Research Methods in Applied Linguistics (pp. 63-75). 

Routledge. 

辻 洋右 教 授 
研究室マキムホール（15号館） 

8 階  M812 室 
☎3985-4039 

専門分野 スポーツマーケティング 

現在の研究 

テーマ等 

Sport Sponsorship, Sport Events, Sport Tourism 

業績（著書 

及び論文等） 

Zhang, J. C., Byon, K. K., Tsuji, Y., & Pedersen, P. M. (in press). Co-

created value influences residents’ support toward the sporting event 

through the mediating mechanism of gratitude. European Sport 

Management Quarterly. Advance online publication. 

https://doi.org/10.1080/16184742.2020.1836011 

Tsuji, Y. & McCullough, B. P. (2020). Brand awareness of green 

sponsorship announcements. Journal of Contemporary Athletics. 

出口・辻・吉田（2018)「チーム・アイデンティフィケーション  ：理論的

再検証」スポーツマネジメント研究. など 

山 口 和 範 教 授 
研究室マキムホール（15号館） 

8 階  M803 室 
☎3985-2325 

専門分野 多変量解析，計算機統計学，統計教育 

現在の研究 

テーマ等 

頑健な多変量解析法の探究，データ解析におけるコンピュータの利用 

業績（著書 

及び論文等） 

『Visual Stat』共著，BNN，1994 年。『実用統計学演習』共著，森北出版，

1994 年。「EM ア ルゴリズムと不完全データの諸問題」多賀出版，2000 年 

The EM algorithm and related statistical models 共編著，Dekker，2003

年。 

山 中 伸 彦 教 授 
研究室マキムホール（15号館） 

7 階  M705 室 
☎3985-4883 

専門分野 経営組織論 

https://doi.org/10.1080/16184742.2020.1836011
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現在の研究 

テーマ等 

組織における権力現象やポリティクスに関する理論的研究，組織デザイン

と組織の創造的能力に 関する理論的・実証的研究 

業績（著書 

及び論文等） 

Shoji Akino, Nobuhiko Yamanaka, Yawen Huang, Wataru Kikuchi. 2021.  

Global Value Chain Governance and Power Asymmetry between Lead 

Firms and Suppliers: Case of Apple’s Global Value Chain and the State 

of Its Governance. International Journal of Business and Management, 

16 ( 9 ): 58 – 70.  秋野晶二, 山中伸彦, 菊池航, 黄雅雯（2020）「アップル

社におけるグローバル・バリューチェーンの実態に関する研究―価値分析

を中心に―」『工業経営研究』34 ( 1 ): 30 – 45. 「現代企業の組織デザイン

と経営者の役割：組織変革と信頼,創造的能力の関係」（『経営行動研究年報』
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