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新年（信念?）明けましておめでとうございます - JBCA 関西支部 支部長 Alex M. Hayashi 

関西支部会員の皆様、お元気でしょうか。支部長

の Alex M. Hayashi です。謹んで新年のお慶びを申し

上げます。振り返れば、昨年は本当に慌しい一年だ

った、というのが皆さまの印象ではないでしょうか。

東日本大震災の混乱を残す５月に開催された第２回

支部例会では、参加いただいた皆さまに黙祷を呼び

かけました。第３回の支部例会は、また偶然にも9 月

11 日の開催となり、いわゆる“9-11”から 10 年目とい

うことで、ふたたび黙祷をいたしました。静粛な気持

ちで臨んだ両例会はいずれも盛況となり、どちらも

35 名以上の会員にご出席をいただきました。今年は

関西支部が新執行部の体制となって１年を迎えます。

「新年」ゆえ、「信念」を新たにして、支部会運営に努

めてまいりたいと考えております。今年も活発な関西

支部の活動にご協力いただければ幸いです。 

ところで、皆様のまわりに「国際ビジネスコミュニケ

ーション」にご関心をお持ちの先生方、同僚の皆さま、

お知り合いの方々はおられませんか？ 本学会は、

70 年以上の伝統を持つ“老舗”であり、最先端の研

究を誇る素晴らしい組織でもあります。ぜひとも、次

の支部例会には New Face をお誘いくださればと願う

次第です。本年もどうぞよろしくお願いいたします。

 

 

 

Conference Overview 
関西支部の熱気を象徴する４０名の参加 

研究発表の「公募制」試行もスムーズな滑り出し 

去る２０１１年９月１１日(日) 午後１時より、関西学院大

学・大阪梅田キャンパス（大阪市北区）にて、国際ビジネス

コミュニケーション学会・関西支部例会（同年度第３回）が

開催された。爽やかな秋晴れに恵まれ、交通至便な会場

ということもあり、40 名の参加者が一堂に集う、熱気あふれ

る例会となった。 

日曜日の開催で多くの参加があった第２回に引き続き、

今回の支部例会も日曜日に開催された。例会では、Alex 

M. Hayashi 支部長の挨拶に続き、常磐会学園大学教授の 

すべての支部例会プログラムを終えての記念撮影（すてきな笑顔） 

 

 

当日の模様が簡潔に記
されています。お時間の
ない方は、ぜひ、ここだ
けでもお読みください！

Jian Zhao 氏によるオープニング講演が行なわれ、その後

に関西支部会員による研究発表セッションが設けられた。

今回の発表者は、Kiselev Evgeny 院生会員（関西学院大

学 大学院）、平岡豊文 会員（関西外国語大学 短期大

学部）、亀田尚己 会員（同志社大学）の３氏（※発表順）。

発表者はいずれも関西支部での公募によって決定された。

同支部における今回の研究発表の公募は現執行部によっ

て試行されたもので、支部会運営のプロセスを全会員と共

有し、年３回の支部例会をさらに活性化しようとする狙いが

ある。今後の継続的発展のため、支部会員諸氏の積極的

な参加が期待される。 

例会プログラムは午後１時に開始し、定刻通り午後 5 時 

10 分に終了した。会員承認を必要とする審

議事項がなかったため、予定されていた支

部総会は開催されず、代わりに支部執行部

（Alex M. Hayashi 支部長、清水利宏 補佐、

高森桃太郎 補佐）と関西支部会員が、今

後の支部運営について意見交換をする機

会が設けられた。 

していた。 

例会終了後は、梅田駅周辺の料理店で

会員親睦会を開催。参加者はみな、それぞ

れの所属や世代を越えて、国際ビジネスコ

ミュニケーションの展望を語り合うひとときを

満喫
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Opening Lecture 
【 オープニング講演 】 

経済発展のプロセスにおける成長と共栄 

中国ビジネスの知見をコミュニケーションに活かす 

◆Jian Zhao 氏（常磐会学園大学 教授） 

China: From the “World Factory” to the “World Market” 

関西支部例会の「第１部」は、常磐会学園大学教授の

Jian Zhao 氏によるオープニング講演からスタート。同講演

は、そのタイトルが示すとおり、経済成長を基盤とした中国

ビジネスの変遷のプロセスを考察することから、同国との国

際ビジネスコミュニケーションのあり方を議論するものであ

った。中国経済の成長過程と変遷過程について、詳細な

事例研究を紹介しながら論じる同氏の講演には説得力が

あり、時折ユーモアを交えながら中国式ビジネススタイルが

語られると会場からは笑いがあふれた。とりわけ、“Made in 

China”という概念そのものの「変遷」の議論は、同国のビジ

ネススタイルに対する我々の価値観の変遷とも結びつくこ

とから、国際ビジネスコミュニケーションの研究者にとって

は関心が高かったのではないだろうか。 

多くのユニークな事例に触れることのできた今回のオー

プニング講演は、ビジネスの実践・研究者のみならず、一

般の大学生が「聴講」をしても、学びの多い講演であった

に違いない。次期支部例会のオープニング講演には、ぜ

ひ会員諸氏から、一般の学部生にも参加を促していただ

きたいと思った次第である。 

 

 
豊富な事例を示して中国ビジネスの変遷を論じる Jian Zhao 教授 

 

 

【オープニング講演 要旨】 

China’s economy started its high-speed development in 

1978 after coming out of the shadow of the disastrous 

Cultural Revolution. Till 1991, its total export-import 

volume grew from $20.6 billion to $135.6 billion, with an 

average annual growth rate of 16.6% for export and 14.6% 

for import. From 1992 to 2001, China’s foreign trade grew 

even faster, jumping from $165.6 billion to $509.5 billion 

with a huge surplus of $22.4 billion. Chinese commodities 

were exported to every corner in the world and China 

started to become the “world factory”. After gaining access 

to the WTO, China’s foreign trade has entered a new stage, 

and its trade surplus has been rising sharply year by year, 

reaching $295.4 billion in 2008. In 2009, China surpassed 

Germany as the world’s largest exporter, with a global share 

of 9.6%, and reached its peak as the “world factory”. 

Meanwhile, its trade balance began to change, as its surplus 

decreased by $100 billion, compared to the previous year. 

This trend continued with a further decrease of $12.6 billion 

in 2010. A trade deficit of more than $1 billion (even) 

occurred in the first quarter of this year (2011). China 

imported goods worth $1.39 trillion in 2010, behind only 

the United States’ $1.9 trillion, to become the second largest 

importer in the world. China’s imports during its last 

Five-Year Economic Development Plan (2006 - 2010) 

totaled $5.28 trillion, including $584.4 billion from Japan, 

and provided the world with more than 50 million job 

opportunities. With the implementation of the 12th 

Five-Year Economic Development Plan (2011-2015), China 

has started its strategic economic transformation from an 

export-oriented economy to a new model driven by 

ever-increasing domestic consumption through readjusting 

income distribution. China is now surely heading along the 

road to become a “world market” while still maintaining its 

leading manufacturing capacity. Upon completion of its 

transformation into a “world market” and thus the 

formation of a balanced trade pattern, China will exert a 

continuing, more positive impact on the world economy. 

 

 

 

 

 

 

Presentations 
【 研究発表 １ 】 

言語からコミュニケーション様式まで 

多様なスタイルを認めあうコミュニケーションを 

◆EVGENY, Kiselev 院生会員 (関西学院大学 大学院) 

“Russian Communication Style” 

オープニング講演に続く「第２部」では、まず Evgeny 

Kiselev 院生会員が研究成果を発表した。同会員は、歴

史・文化・言語など、様々な角度からロシアを考察し、その

コミュニケーション様式を論じた。ロシア語講座さながらの

言語的背景の解説を経て、ロシアにおけるコミュニケーショ
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ンスタイルを紹介。ひとくちに「ロシア」といっても、一国の

中に多様なスタイルが存在していることが、同国のテレビコ

マーシャルなどを用いて述べられた。結論での“Russians 

prefer high-context communication”という考察を、興味深

く受け止めた会員も多かったことだろう。 

【 研究発表 ３ 】 

「西洋」か「東洋」かの議論にとどまらない 

多文化志向の国際ビジネスコミュニケーション論 

◆KAMEDA, Naoki 会員 (同志社大学) 

“Business English Across Cultures: To be Westernized 

or Easternized?” 
【 発 表 要 旨 】  Russia is often characterized as authoritarian, 
sentimental, turbulent, hard drinking and a tragic country. Rapid 
changes in Russian environment make foreigners regard Russian 
people as unpredictable and hard to deal with. In my presentation, 
I would like to show some aspects of Russian communication. 
Language is one of the most frustrating issues for foreigners. But 
problems in communicating with Russians aren’t restricted to 
language only. Russians address and refer to one another in a way 
that is markedly different from Japanese or even European usages. 
Some other features of Russian communication style include 
quality of Russian conversation, compulsive undercommunication, 
Russians’ use of proverbs. Even without knowing a single word in 
Russian language, foreigners who understand such characteristics 
of Russian communication can use them to their advantage to 
develop and maintain appropriate relationships with Russians. 

研究発表の第３セッションは、亀田尚己会員による

BELF (Business English as a Lingua Franca)に関する議論

であった。同会員のテーマは、BELFを異文化（あるいは多

文化）の視点から論じたもので、西洋・東洋という広範なカ

テゴリを設けつつも、その考察対象は具体的で興味深かっ

た。たとえば“Speaker-responsible vs. Hearer-responsible”

や、起承転結にみられる「構造上の特徴」の差異は、実際

の国際ビジネスコミュニケーションのシーンで直面する課

題でもあり、フロアの高い関心と共感が得られたはずであ

る。異文化の見地からビジネスコミュニケーションを論じた

同会員の発表は、本学会名にもある「国際」という言葉の

意味を我々に再考させるとともに、今回の支部例会におけ

る各発表者のテーマ（中国、ロシア、アメリカ、そして日本

のコミュニケーション）を、総括してくれたようでもあった。 

 

 

 

【 研究発表 ２ 】 
【発表要旨】 While the number of native speakers of English (NS) 

is estimated 320 to 370 million, one quarter of the world’s 

population, or 1.8 billion, are said to be able to communicate in 

English. About eighty percent of the interactions in English take 

place among non-native speakers (NNS). Far more than a half of 

them are living in the East. In such an era it may be questionable 

to divide the people into the NS and the NNS with the notion of 

simple binary opposition. Possible reasons are (1) NS can be 

subdivided into many different groups with different varieties of 

English, (2) NNS’s English levels are also different, and (3) the 

level of English used by NNS can be shifted from EFL to ESL, 

and from EFL to ENL statuses. The global trend of using English 

as a lingua franca makes people wonder which English should be 

used, Westernized or Easternized. Considering the fact that 

globalizing business activities and using English as a lingua franca 

are real challenges to Japan, I will discuss BELF (Business 

English as a Lingua Franca) from the cross-cultural perspectives 

and wish to propose a new way of studying Business English for 

the Japanese people. 

分かりやすくて「論理的」かつ「印象的」な弁論術 

実例からビジネスコミュニケーションのヒントを探る 

◆平岡豊文会員 （関西外国語大学 短期大学部） 

「オバマ大統領、スティーブ・ジョブズの英語表現とビジネス英語」 

続いての研究発表では、平岡豊文会員が、優れた弁論

とビジネス英語の接点を論じた。同会員は、オバマ大統領

とスティーブ・ジョブズの弁論の特徴を比較するための一

覧表を資料として配布し、その共通点を紹介した。そのうえ

で、両者のスピーチの特徴は、(1)Plain English、(2)Logical 

Approach、(3)Expression Technique の３点に集約できるこ

とが例証された。後半の質疑応答では、スピーチの実例か

ら教育へのヒントを探る同会員のアプローチについて、出

席者から多くの実用的な質問が寄せられるなど、関心の高

さがうかがえた。 

【発表要旨】 演説のうまさでは定評のあるオバマ大統領のスピー

チや聴衆を引き込む天才的なテクニックを持つカリスマ経営者で

あるアップル社スティーブ・ジョブズ CEO のプレゼンの極意の一

端を知ることは、ビジネスコミュニケーションのレベルアップのため

の大きなヒントになるのではないかと考える。片や政治家の頂点

に立つ大統領、片や次々とヒット商品を出し業績の記録更新を続

ける経営者と活躍の舞台は全く異なるが、両氏のスピーチ・プレ

ゼンの英語表現・手法を分析してみると意外に共通点が多いこと

に改めて気づかされる。その共通点にこそまさにビジネスコミュニ

ケーションのためのエッセンスが凝縮されているのではないかと

思う。なぜ両氏が米国のみならず世界の多くの人々の心に訴え、

感動や共感を呼ぶのかを英語表現という切り口に絞って今一度

見つめ直し、そのテクニックを私たちの「ビジネス英語」における

表現能力にどうつなげていくことができるか、その可能性を探りた

い。 

 

 

亀田尚己会員が紹介され研究発表に期待が集まるフロア 
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Information Session 
【 意見交換会 】 

オープンな支部運営を支える会員からの支援 

さらに活発な関西支部・例会を目指す意見交換 

本来、プログラムの最後に予定されていたのは支部総

会であったが、総会承認を必要とする議事がなかったため、

その代わりとして今回は「意見交換会」が開催された。関西

支部執行部からお知らせをした以下の話題３点は、いず

れも円満な雰囲気のもとで出席者からの前向きな理解が

得られた。同意見交換会は、Ａｌｅｘ M. Hayashi 支部長から

の謝辞によって始まり、各研究発表の司会進行と同様に、

支部長補佐の清水利宏会員によって話が進められた。 

● テーマ１： 次回支部会の日程 

【お話した内容】 

・ 前回および今回の支部例会で多くの参加者が得られた

ことから、日曜日の開催は概ね好評であると、支部執行

部は考えていますが、いかがでしょうか？ 

・ 次回の支部例会も日曜日の開催を検討しています。 

・ 具体的には、「２月中旬の日曜日」（2 月 11 日か 19 日）

を予定しています。※編集者補足：最終的には、後日の

議論を経て「2 月 19 日」（右欄参照）に決定しました。 

● テーマ２： 研究発表の時間配分 

【お話した内容】 

・ 従来は、発表者ひとりあたり１時間程度の時間配分でし

たが、今回は「30 分の発表」＋「10 分の質疑応答」に短

縮しました。印象はいかがだったでしょうか？ ご意見が

あればお聞かせください。 

・ 本学会の全国大会や、ABC (Association for Business 

Communication)における時間割を参考にしても、本日の

時間配分が適切なように感じます。 

● テーマ３： 研究発表の公募システム 

【お話した内容】 

・ 研究発表を公募によって呼びかけたところ、会員数名か

らの応募をいただきました。支部執行部としては、大変あ

りがたく感謝しております。 

・ 誠に恐縮ながら、発表枠の都合により、次回の例会に発

表の繰り延べをお願いした会員もおられました。 

・ 今後とも、皆さまから積極的なご参加をいただければ、

大変光栄です。 

・ しばらく公募制の試行を継続し、関西支部の活性化に

努めたいと思いますので、ご支援とご協力のほどよろしく

お願い致します。 

 

● その他：  

・ 全体写真の撮影 

・ 会員親睦会の案内（支部長補佐 高森桃太郎会員） 

・ 会員個別の連絡事項 ほか 

 

 

 

 

[[ [ Information ] ]] 
関西支部会員の皆さまへ 

 

 

◆ 新年度初の例会は、２月１９日（日）、「同志

社大学・今出川キャンパス」にて開催します。 
次回の関西支部例会は、同志社大学・今出川キャ

ンパス（京都市上京区今出川）にて開催します。関

西支部恒例になりつつありますが、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（公募）のご案内」をご覧ください。

研究発表はただいま公募中です。皆さまからのご応

募（または他会員の推薦）、ならびに次回例会への

参加のご協力をよろしくお願いいたします。 

 

 

 

◆ いま一度、現住所とメールアドレスをご確認

ください。メールが届かない際は事務局へ！ 
ただいま、関西支部事務局では、連絡伝達の「電

子化」を推進しています。今回の「ニュースレター」と

「研究発表募集のご案内」は、前回に引き続き、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。 

連絡先は本紙末尾に記載されています。 
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