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支部長あいさつ 

 新学期の慌ただしい季節となりましたが、会員の皆様にはいかがお過ごしでしょうか。 

 さて、関東支部では、４月２４日（土）に、次回支部研究会を行います。なかなか、コロナウイルス

感染症が落ち着かないため、今回もオンライン（ZOOM）にて実施致します。 

今回は通常の発表に加え、パネル・ディスカッションという新しい試みも導入いたします。現在話題

となっていて、そして我々の生活にも定着しつつある SDGs に関してです。お忙しい時期だとは思います

が、万障お繰り合わせの上、ご出席下さいませ。 

前回同様、当学会または今回の発表にご興味をお持ちのお知り合いがいらっしゃいましたら、これを

機会に是非お誘いくださいませ。（下記参照）。 

  では、支部会でお会いできるのを楽しみにしております。 

           関東支部長 藤尾美佐 

 

＜ZOOM 研究会ご参加の際の注意点＞ 

 このニューズレターは会員の皆様への支部会報ですので、URL および ID など、以下に掲載いたします。 

 

2021 年 4 月 24 日（土） １４時から 

https://zoom.us/j/94000075502?pwd=c1lTNkk4N0UreHV0dlhXdXFqcWJVQT09 
Meeting ID: 940 0007 5502 
Passcode: 35Xc3H 

 

会員の皆様からのご紹介がありましたら、お知り合いの方に体験参加いただくことも大歓迎です。 

ただし当日のスムーズな運用のため、以下の 3 名のメールアドレスに、事前に出席者のお名前をお知

らせいただければ幸いです。 

 
支部長 藤尾美佐   misa_f@toyo.jp 
支部長補佐 佐藤洋一  sato108@toyo.jp 
JBCA 事務局 野村誠二 seijinomura@nifty.com 

 
ZOOM には、マイクをオフにしてお入りください。また、万が一のことを考えまして、当日録画させ

ていただきますので、事前にご了承くださいませ。（そのため、ビデオのオン・オフも個々にご判断いた

だければ幸いです）。これは公開目的ではなく、滞りなく研究会が終わった際には、すぐに消去する予定

です。ただし、学会の PR のため、2、3 分の動画を編集する可能性もあります。その際には、必ずご本

人に事前の同意を伺いますので、同意なく画像が残ることなどは一切ありません。 
ZOOM の使用にご質問がある場合は、上記、佐藤洋一先生までお問い合わせください。 
多くの方のご参加、心よりお待ちしております。 
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2021 年 4 月 第 114 回関東支部研究会報告：研究テーマと発表内容           
 日程： 2021 年 4 月 24 日（土）  

会場： Zoom によるオンライン研究会  

午後２時開始   午後 5 時 40 分終了（予定）   (終了後、オンライン懇親会を予定。自由参加) 

  

2:00 〜2:10    支部長挨拶および事務局からのお知らせ 

2:10 〜2:50    発表 1  

発表者：  阿野晴生 （日本航空高等学校 非常勤講師） 

題目：  A Qualitative Interview Approach to Understanding the Needs of Advanced-Level Japanese Business 

English Users: An Initial Case Study 

要旨：  本発表は、筆者がこれから取り組む修士論文研究のための予備調査である。本研究では、ビジネス現

場において、業務遂行の目的のために英語を使用している日本人ビジネスパーソンを調査対象者として、日頃ど

のような点に問題を感じているのかをインタビュー調査の方法を用いて洗い出す。また、多角的な視点から分析

をするために、調査対象者の同僚である 3 人の native speakers にもインタビューを行い、彼の使用している英語

を評価してもらう。このインタビュー内容の質的分析を通して、自分自身が抱えている問題点と彼の同僚が彼の英

語使用に対して感じている問題点を比較検討する。このケースの分析を通して、今後日本人ビジネスパーソンの

英語学習にどのようなサポートが必要であるのかということを検討することで、今後のビジネス英語学習の新しい

教育的視点を示唆する。 

 

3:00 〜5:40  パネル・ディスカッション 

「SDGs を取り入れた新たな試み：組織・社会をどう変えていけるか」 

現在、大きな話題となっている SDGs ですが、具体的に大学や企業がどのように取り組んでいるのか、その実例を

パネル・ディスカッション方式で話し合っていきます。大学側からは、Oxford大学での取り組み（中谷安男先生）、

東洋大学の取り組み（国際教育センター 清水氏）、龍谷大学の取り組み（村田和代先生）についてお話しいた

だき、企業サイドからは、ジョンソン・エンド・ジョンソン（伊東順也氏）及び楽天の取り組み（半澤幸太氏）について

お話しいただきます。 

 

3:00 〜3:２0   第一発表者 

発表者： 中谷安男 （法政大学経済学部） 

題目： 「オックスフォード世界最強 SDGｓリーダーシップ教室：超一流の思考力・交渉力・人脈はこうして作られる」 

要旨： 大学の SDGｓにおける役割は様々な課題を将来解決できる人材を輩出することである。この基本は、大量

に、クリティカルに書籍を読む、討議を行う、書くという 12世紀以来の学習方法で問題解決能力を養うことである。

この訓練を通して、自ら問題を発見し、解決方法を過去の事例から選び、実際に解き、客観的に書いて伝える能

力である。また、リーダーの成長にはロールモデルという自分が目指すべき人物との交流も必要となってくる。これ

らを実現しているのが過去 5 年ほど世界大学ランキング 1位のオックスフォード大学である。特に、オックスフォー

ドユニオンというディベート組織は、これまで世界のリーダーを輩出してきた。今回は SDGｓの女性のリーダー育成

に焦点を当て、この組織が世の中を変えるリーダーをなぜ輩出できるのか議論を行う。 
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3:20 〜3:40  第二発表者 

発表者：清水 和樹 （東洋大学 国際部国際課） 

題目： 学生たちの作る未来へ ～オンライン×SDGs がつなぐ国際交流～ 

要旨： 2015 年の国連サミットで採択された SDGs（Sustainable Development Goals）。それから 5 年が経った 2020

年、世界中で蔓延したコロナウイルスの感染拡大により、学生たちは国際交流分野での希望を失いつつあった。

そうした学生たちに国際交流の楽しさやコロナの脅威が過ぎ去った未来に希望を持ってもらおうと、オンラインで

世界各国各地域の学生たちと SDGs について考えるワークショップを複数回開催した。その報告を行う。 

 

3:40 〜4:00    第三発表者 

発表者： 村田 和代 （龍谷大学 政策学部） 

題目： 仏教 SDGsーグローカル人材育成 PBL の取り組みから 

要旨： 龍谷大学では、2039年の創立 400周年に向けた基本構想の中で、仏教の利他精神で SDGs に取り組む

ことを「仏教SDGs」と呼び、これを推進することを重点施策としている。本報告では、仏教SDGsの具現化の一例と

して、政策学部で展開しているグローカル人材育成のための企業連携型ＰＢＬについて紹介する。 

4:00 〜4:2５    前半部分のディスカッション 

 

4:30 – 4:50     第四発表者 

発表者： 伊東順也 （ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社 

      コンシューマー カンパニー グローバルマーケティングサービス）  

題目： 企業理念に基づいたフォーカス領域とアスピレーション 

要旨： SDGs は、企業理念と事業基盤に基づきフォーカス領域が決まり、それに対して私たちのアスピレーション

が投入されています。そしてそれは宣言の序文にある 5つの Pにすべてリンクし、持続させたい姿を現していると

言えます。すなわち、これまで行ってきた様々な事業や活動、そしてこの先どうなっていくべきか、どうなりたいの

かを 17のアジェンダをコンセプトとして利用して当てはめるバックキャスティングの考え方をすると、つながりが見

えてきます。SDGｓが企業理念そのものに立脚していることを、グローバルのOUR VISION FOR 2030 をもとにご説

明したいと思います。 

 

4:50 〜5:10   第五発表者 

発表者： 半澤幸太 （楽天株式会社） 

題目 : How to incorporate sustainability into corporate practice : a case introduction focusing on the SDGs goal 

5 "Gender Equality" 

要旨： SDGs activities have been becoming a key indicator to demonstrate company's non-financial information 

from ESG perspective. The scope and target of actual implementation varies from employees, customers and 

society. Exposing status and data related to SDGs goal 5 "Gender Equality" has a strong impact not only on 

investors evaluation but also on employee engagement. This presentation particularly focuses on gender practices 

and explains the current initiatives as well as the challenges encountered along the way. 

 

5:10 〜5:40  全体ディスカッション 
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前回支部会について                                                           

2020 年１月 31 日（日）に行われました、第 113 回関東支部会(オンライン）の発表テーマ及び概要を報

告致します。           

＊要旨は発表時のもの。 

発表１  

発表者：  宮川峻一（株式会社 IHI） (Guest Speaker) 

題目：   「私が出会ったアメリカ」 

要旨：   日本で英語教育を受けてきた発表者（30代男性）が、会社の辞令を受け、ニューヨークにある米国法

人に赴任し、4 年間の駐在生活を送る中で肌で感じたアメリカを以下の観点でお伝えします。 

l 駐在生活の中で向き合ってきたアメリカ英語とアメリカ文化 

l アメリカ人と働く上で大切だと感じていること 

発表の中ではアメリカ文化の醸成に寄与している（と発表者は信じている）幼児の教育方法、アメリカビジネスの

最前線におけるコミュニケーション方法/ツール、そして日本人とアメリカ人の間における「働くこと」への価値観

の違いについて発表者なりの見解と実体験エピソードを基にお話しします。 

 

支部長ミニコーナー 

発表者： 村上裕美 （関西外国語大学短期大学部） (Guest Speaker) 

題目：   「日商ビジネス英語検定を活用した指導法」 

要旨： 大学において英米語を専攻する学生を育成する際、卒業後の幅広い進路を見据え、英語力は当

然ながら、学士力や社会人基礎力の育成は欠かせない。さらに、グローバル化の時代において、21 世
紀型スキルや次代を担うリーダーシップ力の育成も必要である。この視点に立ち筆者は、日商ビジネス

英語検定 3級を教材として活用し、学生が培ってきた英語力と社会活動を融合させた指導を行っている。

実践した指導法の紹介と学生の意識の変化について考察する。 
 

発表２ 

発表者：  黒田良 名古屋学院大学大学院 博士課程前期 （発表は日本語で行われました） 

題目：   Language Accommodation in Subsidiaries of Multinational Corporations in Japan 
要旨：    
Although there are a significant number of multinational corporations (MNCs) in Japan as local 
entities or subsidiaries, limited research has been done regarding language and style changes by 
Japanese managers working at MNCs’ subsidiaries. The Japanese managers need to switch not 
only languages, but also discourse styles, because styles of communication between the Westerners 
and the Japanese are different. Communication Accommodation Theory (CAT) can be useful for 
understanding and explaining the language and discourse style switching by the Japanese 
managers working at MNCs. Clear differences of communication styles of MNCs’ subsidiary 
managers were identified through questionnaires and interviews to them.   
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会員出版物案内                                   

 

著者  山本ミシェール 

のぞみ先生（共著） 

書名 『やさしい英語で 

SDGs』 

出版社 合同出版(2021/4/6) 

 

著者     藤尾 美佐 

英文校閲   山本ミシェール 

のぞみ先生 

書名  『Politeness in Business 

Context』 

出版社 三修社(2021/3/30) 

 

 
 

著者  柴田 真一先生 

書名 『ラジオビジネス英語』 

出版社 N H K 出版 

(2021/03/14) 

 

＊今年度も柴田先生がご担

当になります。 

 

＊会員の方の新刊情報があれば、お知らせください。 

 

 

ISBN000-0-0000-0000-0
C0000 ¥0000E

定価＝ 本体0,000円 ＋税
合同出版
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本間正人　
山本ミッシェールのぞみ

［著］

本間正人
京都芸術大学教授・副学長、NPO学習学協会代表理事。
「教育学」を超える「学習学」の提唱者であり、「楽しくて、
即、役に立つ」参加型研修の講師としてアクティブ・ラー
ニングを25年以上実践。「研修講師塾」を主宰し、「国語
４技能学習」「学習する地球社会」（Learning Planet）の
ビジョン策定を推進している。コーチングやほめ言葉、英
語学習法などの著書77冊。東京大学文学部社会学科卒
業、ミネソタ大学大学院修了（成人教育学 Ph.D.）。国連
IYY（国際青年年）事務局で実務経験を積み、ミネソタ州
政府貿易局、松下政経塾研究主幹、NHK教育テレビ「実
践ビジネス英会話」講師などを歴任。TVニュース番組の
アンカーとしても定評がある。NPOハロードリーム実行
委員会理事、一般社団法人大学イノベーション研究所代
表理事、一般社団法人キャリア教育コーディネーターネッ
トワーク協議会理事、などをつとめる。

山本ミッシェールのぞみ
NHK国際放送局キャスター。
アメリカで生まれ、イギリス、フランス、ドイツ、香港、日本
など、国際的で多様な文化の中で育つ。キャスターのほ
か、モデル、ナレーター、リポーター、構成作家 、翻訳家、 
ジャーナリスト、ライター、大学非常勤講師、エグゼクティ
ブコーチ、英語学習コーチ、スピーチコーチ、TESOL講
師、パフォーマンス学講師、日本語司会者、バイリンガル
司会者、トライリンガル司会者、マカオ政府観光局アンバ
サダー。あわせて18の仕事で活躍中。NHK WORLD 
TV「Science View」、「J-Innovators Special」、ラジオ、
YouTubeなどに出演中。著書は、「見るだけ30分!!　あな
たに合った「聞く」「話す」が自然にできる！」（すばる舎）。

カバーデザイン：アップライン株式会社

英語力も国際感覚も、
同時に身につく！
グローバル社会を生き抜くためには、
英語「を」学ぶのではなく、
英語「で」学ぶことが大事です。
本書では中学レベル（1500語彙程度）の
英語で

ことを目指します。
中・高・大学生はもちろん、
英語力を磨き、知識を得たい大人にも

おすすめ！

1 SDGsで世界のあり方を知り、
2 SDGs的な見方を身につけ、
3 SDGs的な生き方をする
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