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ご挨拶 

盛夏の候、会員の皆様にはご健勝のこととお慶び申し上げます。前回 4月の支部会研究

会には、いつにも増して熱心な会員の皆様が参加されました。先生方の有意義な研究発

表において活発な意見交換も行われ、盛況な支部会となりました。次回の支部研究会は

下記の日程と場所で行います。今回は支部総会もあり、終了後には懇親会を予定してい

ます。お忙しいとは存じますが、皆様のご参加を心よりお待ちいたしております。 

 

次回日程：2018年 9月 29日（土）  

会場：法政大学市ヶ谷キャンパス・外濠校舎 5階 S505 教室 

午後 2時開始 支部研究会終了後支部総会 午後 5時終了予定 終了後 懇親会  

 

                                          

 

2018年 4月 第 106回関東支部研究会報告：研究テーマと発表内容           

 

 第 106回 関東支部研究会は 2018年４月 21日（土）午後 2時から 5時まで、法政大学

市ヶ谷キャンパス・ボアソナードタワー25階 B会議室で開催されました。研究テーマと発

表内容は、次の通りです。  

 

1. 森山俊介 フジテレビ編成局制作センター専任局次長 慶應義塾大学 非常勤講師  

題目：国際報道とメディア教育の重要性  

 

要旨：フジテレビ報道局で１９９０年代を中心に40か国に及ぶ海外での取材に携わった。2

人の日本人の死者を出したカンボジアPKO、ミャンマーの大学生による民主化デモと軍事

政権の弾圧、北朝鮮の平壌にいるはずのよど号ハイジャック犯をタイで見つけた世界的な

スクープなどの取材経験を例に挙げて、日本と世界のギャップをいかに体験したかを説明

した。こうした経験から、世界基準でのモノの見方、考え方を大学生に知って欲しいとい

う思いから、海外でのロケ体験プログラムを立ち上げた。グローバリズムやメディアリテ

ラシーを学ぶ最も効果的な方法は、家でテレビをみるのではなく、現地に行って自らロケ

を行い、番組制作をすることだと伝えた。 
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2．林田博光 中央大学商学部名誉教授 本務校退官記念講演 

題目：商業英語今昔 

 

要旨：商業英語の習得が急務になったのは、1859年の居留地貿易時代の幕開けからだと言

ってもいいだろう。居留地には日本の商人が出入りし、取引が行われたが、その際の言葉

はどうだったのか。当初は、英語のできない日本人と外国商人との交渉は買弁が仲介役と

して、筆談によることが圧倒的に多かったに違いない。居留地の商店の賑わいは「英文商

家便覧」で描き、商談に必要な言葉についてはヴァン・リードらの本を使って当時の英語

事情を紹介した。本格的な英語習得時代の到来は、お雇い外国人の招聘、さらには東京商

法講習所の開校であろう。通信手段の発達に伴い、独特な文体が見られた時期もあったが

近年の電子メールのおかげで今日では平易な文章になっている。 

 

次回支部会について                                        

 

2018年 9月 29日（土）は支部会の発表テーマ及び概要は次のとおりです。 

研究会終了後に支部総会がございます。また懇親会も是非ご参加ください。 

 

会場 法政大学市ヶ谷キャンパス・外濠校舎5階 S505教室  

 

１．Nicholas Benes the Board Director Training Institute of Japan.  

Ex-investment banker at JP Morgan  

Title:  The sources of misconduct risk and how companies can lower it 

 

Abstract:  In today’s global business environment, company scandals have been 

attracting a lot of attention.  We all know about American scandals like Enron, 

Worldcom and Wells Fargo. But is Japan different?  Recent incidents include Toshiba’s 

accounting scandals, Mitsubishi Motors forged data of fuel efficiency, and unqualified 

inspection by Subaru as well as Kobe Steel’s fake data are still fresh in our mind. 

   In this presentation, the speaker will introduce various methods that Japanese 

companies’ boards and their executives can use to mitigate misconduct risk. The 

speaker will present practical issues and examples, including legal issues and the role of 

governance and compliance training, corporate culture, integrity, ethical blind spots and 

data analytics for fraud prevention.  The speaker will speak from years of experience 

sitting on various Japanese boards, including that of Livedoor Holdings after its 

scandal.  
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2．Robert Stroud, School of Economics, Hosei University 

Title: English Oral Communicative Competence among Japanese University Students 

 

Abstract: The presenter will start by discussing the current level of English oral 

communicate competence among Japanese university students and how those students 

may often react when asked to undertake English discussions in groups. An 

introduction to the theory behind Task Based Language Teaching (TBLT) will then be 

given, along with why it may have the potential to create more capable speakers of 

English before they enter the business world after graduation. Following this, the 

challenges which the approach currently faces within Japanese educational institutes 

will be discussed and how such challenges have lead the presenter to his line of research. 

Two recent classroom-based studies related to TBLT group discussion task design will 

be explained, and their findings used to make practical recommendations for instructors 

in Japan. The presentation will conclude with an overview of future research directions 

and participants will have an opportunity to ask questions.  

 

会員出版物案内                                   

             『日本伝統文化の英語表現事典』 

亀田 尚己, 三宮 優子, 中道 キャサリン  著  

2018年 丸善出版 

 

 

 

 

             『知識と教養の英会話』 

              柴田真一 著 

              2018年 ディーエイチシー 

 

 

 

 

             『東京オリンピックのボランティアになりたい人が読む本』 

              西川千春 著 

              2018年 イカロス出版 
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ご報告 

2009年 10月より前関東支部長の林田博光先生より業務を引き継ぎ 9年間関東支部の事

務局を務めて参りました。この 10月より東洋大学の藤尾美佐先生に事務局を引き継いでい

ただくことになります。会員皆様の暖かいご支援とご協力のおかげで無事に任務を終える

ことができました。ここに厚くお礼を申し上げます。尚、以下が新しい事務局となります。

今後とも関東支部をどうぞよろしくお願いいたします。 

 

国際ビジネスコミュニケーション学会関東支部 新事務局 

〒112-8606東京都文京区白山 5-28-20 

東洋大学 経営学部 藤尾美佐 先生研究室 

TEL  03-3945-7295 (直通）FAX 03-3945-7477 (教務課） 

電子メール：misa.fujio@gmail.com / misa_f@toyo.jp 

 

                                           

法政大学市ヶ谷キャンパス ボアソナード・タワーへのアクセスガイド 

【JR線】 総武線：市ヶ谷駅または飯田橋駅下車徒歩 10分  

【地下鉄線】 都営新宿線：市ヶ谷駅下車徒歩 10分  

【地下鉄線】 東京メトロ有楽町線：市ヶ谷駅または飯田橋駅下車徒歩 10分  

【地下鉄線】 東京メトロ東西線：飯田橋駅下車徒歩 10分 

 
   

編集・発行： 〒194-0298 東京都町田市相原町 4342  

               法政大学経済学部 中谷研究室内 

        国際ビジネスコミュニケーション学会関東支部長 中谷安男 

               Tel. 042-783-2527  

        E-mail: nakatani@hosei.ac.jp / ynakatanister@gmail.com 


