経営行動科学学会 JAAS
第 21 回年次大会のお知らせ
第 21 回年次大会運営委員会委員長 外島 裕
経営行動科学学会（JAAS）の第 21 回年次大会のお知らせをいたします。
今回は学会理事会の方針を受けて、学会のホームページを活用して、参加申し込み、発表申込み、発
表論文の提出、をお願いいたします。さらに、事前参加費のお支払いをカードでおこなうこととなりま
した。郵便振り込みはございませんのでご理解ください。なお、十分なことはできませんが、懇親会費
は無料といたしました。
6 月 21 日に、学会のホームページがリニューアルされました。また、今年度から、学会ホームページ
のマイページより、年次大会の発表申し込み、参加申し込み、大会参加費や年会費の支払いなど一括で
行うことになります。 6 月 22 日に、学会事務局より、メールにて学会員の皆様にログインに必要な ID
やパスワード等のご連絡を行っております。必ずご確認ください。(もし、ログイン ID＆パスワードがメ
ールに届いていない方は、official-info@jaas-org.jp までお問い合わせください)。
今回の会期は 10 月第 3 週目であり、例年の 11 月上旬ではありません。早めにご予定を進行いただき、
ご案内の準備日程を厳守いただきたくお願い申し上げます。
1. 会期・会場
（1）会期：2018 年 10 月 20 日（土）
・21 日（日）
（2）会場：日本大学商学部
〒157－8570

東京都世田谷区砧 5－2－1

最寄りの交通機関 小田急線（新宿発）
「祖師ヶ谷大蔵駅」あるいは「成城学園前駅」
（日本大学経済学部・法学部等のある水道橋ではありませんのでご注意ください）
2. 発表資格
年次大会の発表資格は以下の通りです。共同研究者も同様です。
①年次大会当日に経営行動科学学会の個人会員ないしは法人会員であるか、もしくは入会申し込みをす
ませていること。
＜かつ＞
②会員については、年次大会当日までに 2018 年度の年会費を納入していること。
（ただし、シンポジウムについては、司会者が上記の発表資格要件を満たしていれば、その他の登壇者
の資格は問いません。
）
3. 発表種目
下記の発表種目について申し込みを受け付けます。複数の発表種目を受け付けます。大学院生の方は「研
究・事例発表」あるいは「大学院生セッション」のどちらにも応募することができます。それぞれの種
目の目的を踏まえて選択してください。なお、発表代表者（単独あるいは共同）となれるのは 1 件だけ
です。

種別

内容

単独もしくは共同で実施した実証研究ならびに理論
① 研究・事例発 研究について口頭で報告するものです。この発表枠に
表
は、企業現場などで起きている実際の事例について詳
細に発表する「事例発表」も含まれます。

② 大学院生
セッション

大学院生を中心に研究者としてのキャリアの途につ
いた方が、自分の研究テーマやアイデアなどについて
自由に発表するものです。今後の研究を進めるうえ
で、研究者としての先輩格に当たる方々から有益なア
ドバイスを得ることを重視したセッションです。

時間
30 分
（発表 20 分＋
質疑応答 10 分）

30 分
（発表 20 分＋
質疑応答 10 分）

経営学、産業･組織心理学、産業社会学、労働経済学、
統計学などの領域で注目されるテーマや中心的概念
80 分
③ 公開レクチャ などについて講義形式で発表を行うものです。新しい
（講義 60 分＋
ー
発見や先端の研究紹介だけでなく、基礎的概念の包括
質疑応答 20 分）
的理解や論点の整理、研究の歴史的理解などについて
の発表も含まれます。

④ シンポジウム

共通の研究テーマや組織経営問題に関して、数人の報
告者が基調報告や研究発表を順に行い、全発表が終了
した後に指定討論者がまとめを行います。テーマの設
定や司会者・発表者・指定討論者などの人選について
は、代表者が責任をもって確定してください。

原則 2 時間

提出物
1,600 字×
4 枚～8 枚
の発表論
文
1,600 字×
4 枚～8 枚
発表論文

1,600 字×
6 枚以内の
講義概要

1,600 字 ×
6 枚以内の
発表概要

（これ以外に、大会運営委員会の企画としての基調講演、シンポジウム等未定。
）
4. 発表申込み方法および年次大会までのスケジュール
（1）発表申込みは学会ホームページからおこなってください。(学会の新ホームページからの申し込み受
け付けは７月初旬予定。マイページへのログインが必要になります。マイページからのお申し込みが難
しい場合、年次大会運営委員会宛に E-mail でご相談ください。)
（2）各発表の質的向上を図るために、研究発表申込書の発表要旨欄の文字数を 400 字程度とします。ま
た、発表論文提出後に年次大会運営委員会にてスクリーニングをおこない、一部の発表者にフィードバ
ックをお送りいたします。例年のように研究発表のクオリティーを高め、学会参加を有意義なものとす
るためです。年次大会運営委員会からフィードバックを受け取られた方は、フィードバック・コメント
に対応のうえ発表論文を再提出していただくようお願いいたします。
発表論文の提出期限が守られない場合や、所定の体裁からの大幅な逸脱が見られる場合には、原則と
して取り下げ扱いとします。
発表予定の皆様には、
「原稿作成にあたっての留意事項（別添）」を参照して原稿作成の上、期限まで
に提出してください。なお、テンプレートを準備いたしますのでご利用ください。
年次大会までのスケジュールおよび発表申込み等の手順は以下の通りです。

日付
７月上旬

申込み手順
発表申込み・参加
申し込みスタート

7 月 31 日（火）
発表申込み締切り
→8 月 18 日（土）

年次大会の発表および参加申し込みスタート。学会ホームペー
ジ【https://jaas-org.jp】内のマイページにログインしていただ
き、申し込みをお願いします。
学会ホームページ【https://jaas-org.jp】の「年次大会発表お申
込み」にて期限までに必要事項を記入のうえお申し込みくださ
い。共同発表の場合は、代表者のみで結構です。

8 月 20 日（月）

大会参加費の電子
決済スタート

ホームページ上のマイページにログインしていただき、大会参
加費の支払いを行ってください（カード決済、コンビニ決済）
※メールにて案内予定
(注)今年度から郵便振込みのご案内はありません。

8 月 31 日（金）

発表論文等の
原稿提出締切り

発表論文の投稿方法に関しては、マイページの「年次大会 論
文投稿機能」をご覧ください。本年度より、マイページを利用
した「投稿論文機能」を準備しております。

9 月上旬ごろ

発表論文に対する
フィードバック

大会運営委員会から発表論文に対してフィードバックがあっ
た場合には、フィードバック・コメントに対応のうえ期限まで
に発表論文を再提出してください。

9 月 10 日（月）

発表論文の再提出締切り。厳守ください。

8 月 31 日（金）

大会参加申し込み締切り。

9 月中旬ごろ

年次大会プログラムをホームページにて公開。（メールでホームページにガイド）

9 月 30 日（日）

大会参加費の電子決済による事前支払い締め切り。
（9 月 30 日までにホームページ
のマイページにログインしていただき大会参加費の支払いをお願いします：カード
決済 or コンビニ決済）
。

10 月 20 日 21 日
（土・日）

経営行動科学学会第 21 回年次大会（大会会場：日本大学商学部）

5. 年次大会発表論文集について
発表論文集のデータが入った USB メモリを参加者全員に頒布いたします。
紙媒体の論文集は別料金にてご購入いただくことが可能です。

6. 参加費用
会員区分

会員
（一般）

費用の種類

事前支払（カード決済&
コンビニ決済を予定）

当日支払

参加費
（USB メモリ代を含む）

6,000 円

8,000 円

無料

無料

紙媒体の論文集代

4,000 円

5,000 円

参加費
（USB メモリ代を含む）

4,000 円

5,000 円

無料

無料

4,000 円

5,000 円

参加費
（USB メモリ代を含む）

―

8,000 円

懇親会費

―

無料

紙媒体の論文集代

―

5,000 円

懇親会費

会員
（大学院生） 懇親会費

紙媒体の論文集代

非会員

7. 第 21 回年次大会運営委員会メンバーおよび年次大会についてのお問い合わせ先
年次大会委員長 外島 裕（日本大学商学部・大学院商学研究科教授）
副委員長

田中堅一郎（日本大学大学院総合社会情報研究科教授）

事務局長

中川充（日本大学商学部准教授）

幹事

時田学（日本大学商学部准教授）

幹事

井上裕珠（日本大学商学部専任講師）

委員

小林敦子（日本大学大学院総合社会情報研究科）

委員

青山美樹（日本大学大学院総合社会情報研究科）

委員

河田美智子（日本能率協会マネジメントセンター・日本大学商学部講師）

委員

堀尾志保（日本能率協会マネジメントセンター・日本大学商学部講師）

委員

片岡大輔（日本能率協会マネジメントセンター）

委員会補助

外島ゼミナール 20 期 14 名、21 期 16 名、22 期 12 名 等（順不同）

≪大会に関するお問い合わせは以下の通りです≫
〒157－8570 東京都世田谷区砧 5－2－1 日本大学商学部 外島 研究室内
経営行動科学学会第 21 回年次大会運営委員会事務局
E－mail jaas2018nihon@gmail.com

案内発信文責
第 21 回年次大会運営委員長

外島 裕

経営行動科学学会会長

髙橋 潔

事務局担当理事

西田豊昭
（以上）

