国際ビジネスコミュニケーション学会第 75 回全国大会
The 75th National Convention
of
Japan Business Communication Association
2015 年 10 月 10 日(土)・11 日(日) 和光大学キャンパス

【第 1 日目】 10 月 10 日(土)
受付開始 9：15

＜会場 E 棟 3 階エントランス ＞

開会の辞 9：45

＜会場 E101 ＞
理事長 林田博光（中央大学）
大会実行委員長 小林猛久（和光大学）
発表 30 分 質疑 10 分

■研究発表Ⅰ(午前) 10:00～11:25

共通テーマ 「日本におけるグローバル人材育成の問題点と今後の展望」

＜第１会場＞ E201 教室

司会 高橋伸光（大坂大学）
10:00〜10：40


英語のビジネス共通語化（BELF）の現場の課題と意識：日本人ビジネスパーソンの語りを聞く
瀧野みゆき（University of Southampton）

10:45〜11:25


ビジネスで機能する英語力を適正に測定する評価方法についての研究
戸田博之（明星大学）

＜第２会場＞ E202 教室
司会 中谷安男（法政大学）
10:00〜10：40


中国における韓国食品企業のマーケティング戦略
金 炯中（静岡産業大学）

10:45〜11:25


「ファッション・ビジネスのグローバル・コミュニケーション戦略に関する一考察－顧客側から
捉えた SPA 型アパレル企業の４C の視座から－」
鄭玹朱（別府大学）

昼休み

11:25～12:30

（休憩室）

発表 30 分 質疑 10 分 交代 5 分

■研究発表Ⅱ 12:30～15:25
＜第 1 会場＞ E201 教室

教室

共通テーマ「日本におけるグローバル人材育成の問題点と今後の展望」

司会 青柳由紀江（聖徳大学）
12:30〜13:10



日本の大学におけるグローバル人材育成能力に関する考察－日本と海外の教育事例と指導者採
用・評価方法からの分析―
古西美佐子 （立教大学）

13:15〜13:55
 ビジネス・コミュニケーション教育～経営学・コミュニケーション・英語の統合を目指した大学

における教育実践
金子敦子（武蔵野大学）
14:00〜14:40


海外から見た日本人グローバル人材の強みと課題
藤尾美佐（東洋大学）

14:45〜15:25


ビジネスパーソンの英語プレゼンテーション・コーパス分析：CEFR 上位者の目標設定に向けて
中谷安男（法政大学）

＜第 2 会場＞E202 教室
司会 鎌田信男（東洋学園大学）
12:30〜13:10

ファンド運用者と投資家との間のコミュニケーション 〜投資信託の目論見書からの考察〜
野村誠二 （GAM 証券投資顧問株式会社）
13:15〜13:55


Communication Issues in Japan’s Stewardship Code （英語による発表です）
増山 隆 （城西大学）

14:00〜14:40


国際金融におけるビジネス交渉上の課題分析：アルゼンチンの国家債務再編
山本雄一郎（明治大学）

14:45〜15:25


国際商取引におけるサレンダーB/L の普及と多文化の影響について
長沼 健（同志社大学）

＜第 3 会場＞ E203 教室
司会 井 洋次郎(明治大学)
12:30〜13:10


セルフ・カウンセリング理論に基づいたビジネスコミュニケーション能力の評価に関する考察
小林猛久（和光大学）・宮澤奈美江（NPO法人セルフ・カウンセリング普及協会）

13:15〜13:55


日本におけるビジネスコミュニケーション教育の動向と課題を探る
姜 京守・Yeonkwon Jung(（関西外国語大学）

14:00〜14:40


交渉における文化の影響
中迫俊逸（中央大学）

14:45〜15:25


ビジネスでの書き言葉における非言語分析
高橋伸光（大坂大学）

■感謝状贈呈式・相談役任命式 15:30～15:40
■会員総会 15:45～16:45

＜会場＞ E101 教室

＜会場＞ E101 教室

■基調講演 16:50～18:25

＜会場＞ E101 教室 （英語による発表です）

＜講演タイトルは仮題です＞
基調講演１（英語による発表） 16:50～17：35



司会者：姜 京守（関西外国語大学）

〝Study of Business Communication in Korea“
Hyejung Chang （Kyung Hee University） ＜KABC 会長＞


基調講演２（英語による発表）

17:40～18：25

司会者：トー・ファン（国士舘大学）

“Study of Business Communication in Vietnam“
Vu Anh Dung （VNU- Vietnam Japan University ）＜Director, Management Board＞
■懇親会 18:30～20:00 会場： E 棟 4 階生協食堂

【第２日目】 10 月 11 日(日)
受付開始 9：30 より

＜ E 棟 3 階エントランス ＞

■研究発表Ⅲ 10:15～12:25

発表 30 分 質疑 10 分

交代 5 分

＜第１会場＞ E201 教室
司会 久島幸雄（ 大阪府立大学 ）
10:15〜10:55
 おもてなし産業における「３S」コミュニケーション手法と、インバウンドをターゲットにした日本に
おける外食産業の取組みの現状と課題
吉田晴美
（吉田晴美事務所）
11:00〜11:40



現代社会における人的コミュニケーションの一考察
奈良順司（関東学院大学）

11:45〜12:25
 貿易英語のケース別典型的な表現－求職者支援訓練及び貿易会社、通信制大学での授業を通じて－
大島英雄（大島経営研究所）
＜第２会場＞ E202 教室
司会 藤尾美佐（東洋大学）
10:15〜10:55


「ビジネスで使える英語」に業務経験のない学生が取り組む際の動機づけに関して
河内山晶子（明星大学）

11:00〜11:40


日系企業は英語社内公用語化のプランをいかに策定すべきか
高森桃太郎（同志社大学）

11:45〜12:25


“Overcoming the Local Language Paradox for Successful Implementation of the
English Mandate Policy” （英語による発表です）
佐藤研一（同志社大学）

閉会の辞

12:30

＜会場＞ E101 教室

和光大キャンパスアクセスガイド
http://www.wako.ac.jp/infomation/access_l.html#a02

