
国際ビジネスコミュニケーション学会第76回全国大会 
The 76th National Convention 

of 
Japan Business Communication Association 

2016年10月8日(土)・9日(日) 龍谷大学深草キャンパス 
 
 

【第１日目】 10月8日(土) 
 
受付開始 9：15       ＜会場＞ 和顔館地下一階ホール 
開会の辞 9：30    ＜会場＞ 和顔館B101 教室 

      理事長 鎌田信男（東洋学園大学） 
大会実行委員長 村田和代（龍谷大学） 

 
 
■会員総会  9:40～10:30  ＜会場＞ 和顔館B101 教室 

 

 
■研究発表Ⅰ(午前) 10:45～12:10                                       発表30分 質疑10分 交代5分 

 
＜第１会場＞ 和顔館B110 教室          

司会 竹田宗継（同志社大学） 

10:45〜11:25 
 談話分析による企業内研修のコミュニケーション論研究 

神藤理恵（立教大学大学院） 
 11:30〜12:10 
 日仏企業の合弁会社設立契約でのビジネスコミュニケーションの相違に関する一考察 

佐藤武男（グローシップ㈱） 
 

 
＜第２会場＞ 和顔館B109 教室 （英語による発表です）         

司会 岡本真由美（関西大学） 
10:45〜11:25 

 Challenges of Globally-Minded Leaders Working for a Japanese-European 50% Joint-Venture 
Company  

藤尾美佐（東洋大学） 
 11:30〜12:10 

 Nurturing Global Competency through Real World Projects 
 

田中宏昌（明星大学）・Florin Nechita（トランシルバニア大学） 
 
 

昼休み  12:10～13:00  ＜会場＞ 22 号館地下食堂 

 
 
 



■研究発表Ⅱ 13:00～15:55                                     発表30分 質疑10分 交代5分 
 
＜第１会場＞ 和顔館B110 教室              
司会 小林一雅（近畿大学） 
13:00〜13:40 
 海外OJT実施によるグローバル人材育成のその後 

                                   佐藤洋一（東洋大学） 
13:45〜14:25 
 言語政策の観点から見る企業の英語化 

高森桃太郎（同志社大学） 
14:30〜15:10 
 ビジネスコミュニケーション～新社会人のニーズ分析 

金子敦子（武蔵野大学） 
15:15〜15:55 
 ビジネスパーソンの英語プレゼンテーションにおけるコミュニケーション・ストラテジーの検証 

中谷安男（法政大学） 
 

＜第２会場＞ 和顔館B109 教室      
司会 長沼 健（同志社大学） 
13:00〜13:40 
 DDP条件と関税支払義務に関する一考察 

田口尚志 （早稲田大学商学学術院） 
13:45〜14:25 
 ビジネスコミュニケーションの不可欠な研究分野としての貿易通信の再評価           

関根幸雄（広島修道大学） 
14:30〜15:10 
 貿易実務、貿易英語、通関基礎を教えて －海外からの留学生対象に某専門学校での授業を通じて－ 
                                   大島英雄（大島経営研究所） 

15:15〜15:55 
 日本人のコミュニケーション －E.T.Hall を超えて－ 

高橋伸光（大阪大学） 

 

＜第３会場＞ 和顔館B108 教室 
司会 野村誠二(GAM証券投資顧問株式会社)    

13:00〜13:40 
 コンテンツを活用した地域プロモーションに関する研究 

 植田幹浩（Washu 企画） 

 

13:45〜14:25 
 企業の IMC活動がブランド成果に及ぼす影響に関する実証的研究 

   姜 京守（関西外国語大学） 

 

 
 
 



＜第３会場＞ 和顔館B108教室  KABCセッション（英語による発表です） 
司会 藤尾美佐(東洋大学)    

14:30〜15：10 

 Analysis of Business Communication curriculum in Korea and suggestion of applying the House of  

Quality (HoQ) framework to curriculum development 

                  Hyejung Chang （Kyung Hee University） ＜KABC会長＞ 

 
15:15〜15:55 

 Reconceptualizing Rhetorical Analysis to Crisis Communication of Business Organization:   

Advantages and Constraints of Generic Criticism to Corporate Apologia   

Lee, Sangchul (SungKyunKwan University) 

 

休憩  15:55～16:15  ＜会場＞ 和顔館B108 教室前 
 
 
■基調講演 16:15～17:30  ＜会場＞ 和顔館B101 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） 16:15～17：30     司会者：姜 京守（関西外国語大学） 

“Why Global Communication?” 
                  Gun-Jo Woo（Korea University） 

 
                   

■懇親会 18:00～19:30 ＜会場＞ 紫英館グリル 
 
        
【第２日目】 10月 9日(日) 
受付開始 9：30より  ＜会場＞ 和顔館地下一階ホール 

 
■研究発表Ⅲ 10:00～12:10                                         発表30 分 質疑10 分  交代5 分 
 
＜第１会場＞ 和顔館B110 教室      
司会 林 裕二（西南女学院大学） 
10:00〜10:40 
 日本語とアメリカ英語の依頼場面における、依頼のコンテクストの前置き・補足情報の数、タ 

イミング、種類への影響などに関する調査と比較研究 
                                                          藏屋伸子 （日本大学大学院） 

10:45〜11:25 
 M&Aとビジネスコミュニケーション ～リクルート・ホールディングス社の事例から～ 

       伊波浩美（早稲田大学国際戦略研究所） 
11:30〜12:10 
 投資家コミュニケーションにおける情報受領者から情報発信者へのフィードバック～投資信託の  

運用報告書からの考察～ 
  野村誠二 （GAM証券投資顧問株式会社） 



 
＜第２会場＞ 和顔館B109 教室  （英語による発表です） 
司会 金子敦子（武蔵野大学）     
10:00〜10:40 
 Redefining Chronological  Metaphorical Characteristics in Business Speeches                

清水利宏（武庫川女子大学） 
10:45〜11:25 

 A Meaning-Order Based Approach to Pedagogical Grammar for BELF   
Ryan Smithers（関西学院大学） 

11:30〜12:10 
 Learn and Teach Business in English in Japan : Challenges and Prospects 

                佐藤研一（同志社大学） 
閉会の辞  12:20    ＜会場＞ 和顔館B101教室   
 

 龍谷大学深草キャンパス アクセスガイド  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-JR奈良線「稲荷」駅下車、南西へ徒歩約8分 
-京阪本線「深草」駅下車、西へ徒歩約3分 
-京都市営地下鉄烏丸線「くいな橋」駅下車、東へ徒歩約7分 


