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“暑中（書中？）お見舞い申し上げます”- JBCA 関西支部 支部長 Alex M. Hayashi 

会員の皆様、お元気ですか。関西支部長の Alex M. 

Hayashi です。先の震災は、我々に数々の教訓を与

えています。たとえば、多くの人々が「連帯感」や「互

助」の精神(spirits of togetherness)について考えさせ

られたのもそのひとつでしょう。私どもの学会におい

ても、学会全体や各支部間の連携はもとより、支部そ

のものにおける会員相互の結びつきの大切さを改め

て感じさせられます。今回、関西支部の季報をお届

けする背景にも、そうした想いがあります。この季報は、

支部例会にご参加いただけなかった会員の皆さまに

支部の動静をお知らせするとともに、すべての会員

の皆さまと共に過ごす学会活動の歩みを残すという

大切な役割があります。学期末のお忙しい時期であ

るとは存じますが、ぜひともご一読くださり、次の支部

例会への関心をお寄せくだされば幸いです。なお今

回、この Newsletter は、郵送と電子メールにて、すべ

ての支部会員のお手許に届くように手配いたしました。

登録のご住所、ご所属、連絡先等に誤りがございまし

たら、事務局宛にお知らせくださいますよう、お願い

申し上げます。それでは皆様、ぜひとも有意義な夏

をお過ごしください。また９月の支部例会で、皆様の

スマイリーフェイスに早くお会いしたく存じます。 

 

 

 

Conference Overview 
多数の参加者が活発な意見交換 

関西支部・新執行部のもとで第２回例会開催 

２０１１年５月８日(日) 午後１時より、晴天に恵まれた同

志社大学今出川キャンパスにて、本年第２回目となる関西

支部例会が開催された。エム・ユー・トラスト総合管理株式

会社の八木達也氏（関東支部会員）をオープニングレクチ

ャー講師に迎え、多くの参加者が集う活気ある例会となっ

た。市来大典会員による研究発表、山田正義会員による

実践報告、関西支部総会と、予定されたすべてのプログラ

ムは円滑に進み、例会は定刻通り午後 5 時 10 分に閉会し

た。Alex M. Hayashi 会員を支部長とする新執行部（支部

長補佐：清水利宏会員、高森桃太郎会員）による例会開

催は今回が初。日曜日の支部例会開催も珍しい試みだ。 

例会冒頭で挨拶に立った Alex M. Hayashi 支部長は、ま

ず本年３月に発生した東日本大震災に言及。被災者への

お見舞いを述べ、犠牲者への黙祷を参加者に呼びかけた。

一分間の黙祷の後、同支部長から笑顔で例会歓迎の挨

拶があると、会場は穏やかな空気に包まれ、多くの参加者

とともに第２回例会がスタートした。 

同例会は、Ａｌｅｘ M. Hayashi 支部長の発案により、「２

部構成」の形式で実施された。第１部は、関西支部会員以

外からの講師を招いての「オープニングレクチャー」。そし

て第２部が、研究発表などの「プレゼンテーション」である。

また、「プレゼンテーション」には、学術的な「研究発表」と、

 
多くの参加者で議論が展開されたプレゼンテーション 

 

実務的な「実践報告」のカテゴリが設けられ、幅広い意見

交換ができるよう配慮された。（発表はすべて質疑応答を

含めて１人１時間。） 

今回の支部総会における議事は、主に「事業計画」、前

述の「２部構成」、「支部長補佐の選任」、「研究発表の公

募」などが議論され、これらの承認事項についてはいずれ

も承認された。支部会事務局からの依頼事項として、会員

との連絡手段の電子化（いわゆる電子メールを中心とした

やりとり）への変更が提起され、支部会員に理解を求めた。 

支部例会の終了後、同キャンパス内のレストラン「アマー

ク・ド・パラディ」に会場を移して親睦会が開催された。支部

会員によるウクレレ演奏などが披露される中、参加者は、

それぞれ発表者との意見交換や会員相互の親睦を深める

有意義な時間を過ごした。 
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Opening Lecture 
【招待講演】 

信頼されるビジネスコミュニケーションとは何か？ 

相手の文化・商習慣の理解に基づく信頼関係を 

◆八木達也氏（エム・ユー・トラスト総合管理株式会社） 

“The Way to a Good Competency in Overseas Business” 

「第１部」のオープニングレクチャーに登壇いただいたの

はエム・ユー・トラスト総合管理株式会社・総務部部長の八

木達也氏。同氏は長年にわたる大手信託銀行での経験と、

ロンドンやニューヨークにおける海外駐在経験をもとに、国

際ビジネスコミュニケーションの知見を深めてこられた。今

回の講演テーマは、その豊富な国際商務経験に根ざした、

優れたビジネスコミュニケーションのあり方についてである。

現地スタッフとのコミュニケーション上の諸問題や、話者の

人間的な魅力の重要性など、実践的かつ実戦的な講演が

参加者の関心を集めた。 

 

ご自身の経験を踏まえて講演される八木氏 

【発表要旨】 During my overseas business experiences in U.K. 
and U.S.A. for over 10 years, I fell into a destiny to learn how to 
establish a good relationship and how to make good collaboration 
with businesspersons for a target of good business achievements. 
In this presentation, I would like to take up some keys to have a 
good competency by introducing some linguistic examples of the 
business scenes which I came across and further showing what I 
think is the most important to establish a mutually reliable 
relationship in a sense of global businesspersonship. At the same 
time, I would like to introduce one effective sample of brand-new 
method of linguistic approach which many Japanese companies 
are on the new way of applying. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentations 
【研究発表】 

パラダイムシフトに備える英国式教育からの示唆 

教育がビジネスコミュニケーションを変えるか？ 

◆市来大典会員(M.A., Portsmouth Univ., U.K.) 

“One Consideration on International Business 

Communication in an Academic Field” 

「第２部」でのひとつ目のカテゴリである「研究発表」は、

市来大典会員によるビジネスコミュニケーション教育に関

する考察である。同会員は、自身の英国留学経験から、日

本のビジネスコミュニケーション（特に教育面）における示

唆を提示した。優れた国際ビジネスコミュニケーションを達

成するために、相手の異文化背景を十分に理解し、それ

を実際に演じて見せる英国の教育現場の取り組みは、即

戦力を養ううえで重要であるとの議論があった。 

【発表要旨】（発表言語は日本語） My recent study in the UK 
(M.A.) shows that international business communication in the 
academic areas is more highly taken up than in Japan nowadays. 
The reason stands that the world is getting closer due to a variety 
of communication tools being developed and the people and 
businesses can easily access to different countries and cultures. 
However in my discovery of my academic studies, some cases 
have been studied as both successful and unsuccessful. 
International business communication as an academic topic is not 
about how to negotiate or talk in business scenes, but includes 
different aspects such as marketing and HRM. My presentation 
focuses on ideological thoughts in culture rather than just theories 
in those successful and unsuccessful stories. 

 

【実践報告】 

ビデオで学生自身を見せて改善点に「気づかせる」 

自律型プレゼン教育の実践と課題 

◆山田正義会員（関西大学） 

「英語プレゼンテーション（その自律的学習に向けて）」 

続く Presentations ふたつ目のカテゴリは、山田正義会

員による「実践報告」である。同氏は、学生自身がみずから

のプレゼンにおける問題点に気づき、進んで改善をするた

めの教育とは何かを論じた。学生の発表をビデオで録画し、

それをその学生に見せることで自分自身の問題点に気づ

かせるという取り組みは、繰り返すほどに、当該学生のプレ

ゼン技術の向上に役立つ点が指摘された。 

【発表要旨】 2010 年後期の２・３回生対象の標記授業の展開と

留意した事がらについて発表する。将来、学生の来るべきグロー

バルビジネスシーンにおいて、「英語プレゼンテーション」のスタ

ートともいえる実践講義である。最初に完成時のイメージを描か

せるため、昨年の発表例をビデオで紹介。その後各回の授業で

英語プレゼンに用いられる定型表現、パタン、テクニックを導入、

ペアワークによる定着を図る。プレゼンに関するverbal, nonverbal

な基盤を作りながら同時進行でグループごとに発表内容を作り上

げていく。「自律的学習」を意識したグループ討論、リサーチなど

のタスクを課した。グループごとのリハーサルをビデオに撮り、個

人ならびにグループでのセルフモニタリングを行って修正点を明

確にした。その後全体発表へ導いた。当日の発表風景もビデオ

で紹介しながら、工夫した点、反省点などを述べたい。 
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General Meeting 
【総会議事概要】 

継続的事業計画と新企画・予算案の承認 

研究発表の公募制と通信電子化の推進を目指す 

支部会プログラムの最後に、支部総会が開催された。提

議された議題は４点。そのうち、３点が承認事項、１点が依

頼事項であった。その他、会員からの意見もあった。 

総会は、Ａｌｅｘ M. Hayashi 支部長の挨拶によって開会。

総会出席者数と委任状提出者数の合計が総会開催の必

要人員を充足している旨の確認があったのち、同支部長

の進行で、先に「議題２」が審議され、承認された。その他

の議題については、補佐に任命された清水利宏会員が、

同支部長の意向を受けて議事進行を行なった。 

■議題１： 2011 年度事業計画・予算案 [承認事項] 

【承認された事項】 

・基本的な事業計画と予算案は、前回の支部総会で承認

を得た内容を踏襲。 

・年度中に３回（次回は９月）の支部総会を開催。 

・オープニング講演とプレゼンテーションによる「２部構成」

の編成案。 

・招待講演者の謝礼案。 

■議題２： 関西支部長補佐の選任 [承認事項] 

【承認された事項】 

・２名の支部長補佐の配置。 

・新補佐の任命。 

- 清水利宏会員（立命館大学） 

- 高森桃太郎会員（同志社大学） ※五十音順 

■議題３： 研究発表の公募制 試行 [承認事項] 

【承認された事項】 

・研究発表者の募集に、「公募」の要素を導入。 

・自薦および他薦を受付。 

・試行後に同制度の継続の有無について検討。 

■議題４： 支部会連絡の電子化推進 [依頼事項] 

【依頼された事項】 

・速報性と資源節約の観点から、支部会連絡はなるべく電

子メールで届けたいので協力をお願いしたい。 

・以後、電子メールでの連絡を希望する会員は、事務局ま

でご一報願いたい。 

■その他： 会員からの動議 

【議論された事項】 

・欠席者の声を聴くための施策。 

・郵送や電子メールが届いていない会員の対応策。 

・全会員の住所録（メールアドレスを含む）の再確認。 

 

 

 

 

 

 

 

 

[[ [ Information ] ]] 
関西支部会員の皆さまへ 

 

 

◆ 次回の支部例会は、９月１１日（日）、関西

学院大学・大阪梅田キャンパスにて開催です。 
次回の関西支部例会は、関西学院大学・大阪梅田

キャンパス（大阪市北区茶屋町 19-19 アプローズタ

ワー14 階）にて開催することが決定しました。前回

の日曜日開催が概ね好評であったことから、次回も

日曜日に開催することとなりました。詳細について

は、別途「研究発表募集のご案内」をご覧いただき、

研究発表へのご応募（または他会員の推薦）、なら

びに例会へのご参加をお願いいたします。 

 

 

 

◆ 現住所とメールアドレスをご確認ください。

メールが届いていない場合はご連絡を！ 
前回の支部総会で依頼事項として提起されたとおり、

支部会連絡の「電子化」を推進します。今回の「ニュ

ースレター」と「研究発表募集のご案内」は、会員名

簿の登録状況を確認するために、支部会員全員に

「郵送」と「電子メール（登録会員のみ）」の両方でお

届けしています。郵送住所に誤りがある場合や、ま

だメールアドレスをご登録いただいていない会員の

皆さまは、お早めに事務局までご連絡ください。 
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