
国際ビジネスコミュニケーション学会第 78回全国大会 
The 78th National Convention of 

Japan Business Communication Association 

2018年 10月 13日(土)・14日(日) 近畿大学 東大阪キャンパス 
 

【第１日目】 10月 13日(土) 

受付開始 9:15より     ＜18号館（国際学部）2階＞ 

開会の辞 9:45    ＜201教室＞ 

      理事長 鎌田信男（東洋学園大学） 

 大会実行委員長 小林一雅（近畿大学） 
 

■研究発表Ⅰ 10:00～11:25                                         発表30分 質疑10分  交代5分 

 

＜第１会場＞  202教室      

 司会 岡本真由美（関西大学） 

 10:00〜10:40 

 ブランド創発型企業を構築・強化するための戦略的なインターナル・ブランディング 

(インターナル・コミュニケーション)に関する研究―中小企業の視点を中心に 

                                                 

徐 誠敏(名古屋経済大学)、李 美善(名古屋経済大学)  

  10:45〜11:25 (英語による発表) 

 Proverbs and Fundamental Features of Russian Business Culture 

       Kiselev Evgeny（関西学院大学大学院） 

 

＜第２会場＞    302 教室  

 司会 青柳由紀江（聖徳大学） 

 10:00〜10:40 

 ビジネス未経験者の英文Eメールに「ビジネス・センス」は見られるか？   

戸田博之（東京大学） 

 10:45〜11:25 

 組織コミュニケーションにおける e-mail－本当に伝わっているのか 

       金子敦子（明治大学） 

 

昼休み 11:25～12:30 ＜学内、大学周辺の飲食店をご利用下さい＞   

 

■研究発表Ⅱ  12:30～14:40                                        発表30分 質疑10分 交代 5分 

 

＜第１会場＞  202教室          

 司会 久島幸雄（大阪府立大学） 

 12:30〜13:10 

 映像コミュニケーションの変化により進化したハリウッド映画ビジネスに関する考察 

後宮昌樹（株式会社ソニー・ピクチャーズエンタテイメント） 

 13:15〜13:55 

 国際ビジネスコミュニケーションとスタンダップ・コメディーの対照的研究：技術・文化・慣習の観点から 

高森桃太郎（関西学院大学） 

 14:00〜14:40 

 ビジネスにおける非言語コミュニケーション ―― 色彩 

高橋伸光（大阪大学） 

 



＜第２会場＞ 302教室        

 司会 金子敦子（明治大学）  

 

 12:30〜13:10(英語による発表) 

 Investigating the trajectory in BELF user identity and leadership through project-based learning:  

A case study of Japanese university students  

Yoichi Sato（東洋大学） 

 13:15〜13:55 

 ビジネス共通語としての英語をどう学ぶか： 日本人プロフェッショナルの経験をとおしての学び 

瀧野みゆき（立教女学院短期大学） 

14:00〜14:40 

 オフィス・コミュニケーション – コミュニケーションの４つの分析モデル（視点）からの考察 

野村誠二（GAM証券投資顧問株式会社） 

＜第３会場＞  401 教室 

 司会 村田和代（龍谷大学） 

 

 12:30〜13:10 

 日系グローバル企業による、社外の“グローバル人財”のさらなる活用可能性を探る －事例研究を中心に－ 

井上嘉隆（デロイトトーマツコンサルティング合同会社） 

 13:15〜13:55 

 日本企業における女性役員のビジネスコミュニケーションの傾向（中間報告） 

吉田晴美（目白大学） 

14:00〜14:40 

 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育成と評価 

中村 紀典（ＮＰＯ法人セルフ・カウンセリング普及協会）、小林猛久（和光大学） 

 

休憩 14:40～14:50    ＜303教室＞       

 

会員総会の開催以前に、理事選挙の投票を終了して下さい。   理事選挙投票所＜404教室＞ 

 

■会員総会 14:50～16:05 ＜201教室＞ 

 

■基調講演１（英語による発表）          16:10～16:50  ＜201教室＞ 

 司会 姜 京守（関西外国語大学） 

  

 Presidential Communication and Protest Rhetoric: Prospects and Constraints of Shaping Modern Korean 

Democracy. 

                         SangChul Lee（University College, SungKyunKwan University） 

 
■基調講演２                   17:00～18:00  ＜201教室＞ 

 司会 小林一雅（近畿大学） 

 

 知と汗と涙の近大流コミュニケーション戦略 

 

世耕石弘（近畿大学） 

 

                 

■懇親会 18:30～20:00   ＜旧本館地下食堂KURE＞  

 

 

 

 



【第２日目】 10 月 14 日(日)  

新理事による理事会 9：00～10：00  ＜203教室＞ 

 

受付開始9：30より    ＜18号館（国際学部）3階＞ 

 

 

■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＞  202教室      

 司会 竹田宗継（同志社大学） 

 

 10:00〜10:40 

 外国企業との合弁会社の経営戦略やビジネスコミュニケーションの文化的差異への対応の一考察                                                           

佐藤武男（グローシップ㈱） 

  10:45〜11:25（英語による発表） 

 Challenges and strategies of effective intercultural communication in a multicultural workplace 

: A comparison study between local and foreign staff 

       Seoh Koon TAN / Takashi MASUYAMA（城西大学） 

11:30〜12:10 

 東芝とウエスタンデジタル社の国際ビジネス交渉上の課題分析 

山本雄一郎（明治大学） 

 

＜第２会場＞   302 教室  

 司会 林 裕二（西南女学院大学）   

 

 10:00〜10:40 

 ビジネス英語ライティングにあらわれた、学習法の違いによる差異についての研究 

河内山晶子（明星大学） 

10:45〜11:25 

 英文ビジネスレターにおける効果的なライティング・ストラテジー：コーパス分析による検証 

中谷安男（法政大学） 

 

 

昼休み 12:10～13:10 ＜大学周辺の飲食店をご利用下さい＞   

 

 

 

■研究発表Ⅳ 13:10～15:20                                     発表30分 質疑10分 交代5分 

 

＜第１会場＞  202教室              

 司会 増山 隆(城西大学)  

 

 13:10〜13:50（英語による発表） 

 The Effect of Project Based Learning (PBL) on the Communication Skills of the Undergraduates  

                                  Chia Su Aie（城西短期大学） 

13:55〜14:35 

 国際ビジネスコミュニケーション研究に必要な質的分析方法の考察  

藤尾美佐（東洋大学） 

 14:40〜15:20 

 グローカル人材育成プログラムの有効性―異文化間ビジネスコミュニケーションの観点から  

上野敏寛（龍谷大学）、村田和代（龍谷大学） 

 



 

＜第２会場＞  302教室              

 司会 長沼 健（同志社大学） 

 

13:10〜13:50 

 マーケティング・コミュニケーション戦略と経営成果との関係 

                                   金炯中（静岡産業大学） 

 13:55〜14:35 

 ブランドエクイティ形成のための IMC効果に関する研究 

    姜京守（関西外国語大学） 

14:40〜15:20 

  貿易定型取引条件と傭船契約 

       田口尚志（早稲田大学） 

 

閉会の辞 15:30    ＜201教室＞   

    

 

 

 

  

【協賛団体】 


