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また、本学会と MOU を締結している ABC (Association for
Business Communication) の第15 回Asia-Pacific Conference が、
香港理工大学を会場として 2017 年 6 月 9 日（金）～11 日（日）に
開催され、JBCA より 14 名の会員が参加し、10 名の先生が研究報告
を行いました。また、同学会の第 82 回 Annual International
Conference が 2017 年 10 月 18 日（水）～21 日（土）にアイルラン
ド・ダブリンで開催され、JBCA より 11 名の会員が参加、8 名の先
生が研究報告行いました。両大会では、海外の研究者との交流を一
層深めることができました。

ご挨拶

陽春の候、会員の皆様におかれましては、ますますご健勝のこと
とお慶び申し上げます。今年も、会員の皆様へ、本学会の活動近況
報告をさせていただく季節となりました。
同封書類のご確認をお願
い申し上げます。
さて、昨年 10 月は、東京の東洋学園大学で第 77 回全国大会を開
催し、
お陰を持ちまして活発な研究発表や意見交換の場を持つこと
ができました。改めまして、会員皆様へご参加につき、御礼を申し
上げます。本年 10 月は、近畿大学で第 78 回全国大会が開催されま
す。今年は、さらに多くの会員のご参加により、大会が一層盛況と
なること、期待したいと存じます。
ところで、ご承知の通り、本学会の運営は、各会員による年会
費納入に支えられております。学会費納入につきましては、是非ご
理解ください。今後とも、会員皆様に、本学会活動へのご協力、ご
支援を、よろしくお願い申しあげます。
理事長 鎌田信男




次回 KABC 国際大会のご案内

次回の KABC 国際大会は、2018 年 8 月に韓国・大邱市を会場とし
て開催される、韓国経営関連学会の「統合学術大会」の中で行われ
る予定です。
できるだけ多くの会員の先生方のご参加ならびに研究
のご発表をお待ちしております。詳細につきましては分かり次第、
逐次、会員の皆様にご連絡いたします。

第 78 回全国大会

2018 年度の全国大会は、10 月 13 日（土）
、10 月 14 日（日）に
近畿大学（東大阪キャンパス）にて同大学の小林一雅先生を大会実
行委員長として開催される運びとなりました。過去 10 年以上続け
ている国際セッションでは、海外からの研究グループもお招きし、
開催すること等を検討しております。
会員の皆様におかれましては、
研究報告にふるってご応募いただ
き、同大会を盛り上げていただくこと、期待しております。全国大
会のプログラム準備のため、
ご意見を後記本部事務局におよせいた
だければ幸いと存じます。


第 77 回全国大会

2017 年度の全国大会は、東洋学園大学で同大学の大村惠子先生
を大会実行委員長として 10 月 7 日(土)、8 日(日)に開催されまし
た。16 本の（特別講演および特別研究報告を含む）の研究発表が
ありました。特別講演として、
KABC の Yong-Seung Park (Kyung Hee
University)先生による研究発表がありました。
最後になりましたが、諸事万端にわたりお世話になりました大
村惠子大会実行委員長をはじめ、
先生方の皆様や関係者の方々に対
し重ねてお礼申し上げたく存じます。有難うございました。


国際交流関係ニューズ

Korea Association for Business Communication 2017 Summer Conference
(2017 年 8 月 23 日開催) にて林田前理事長ほかご参加の JBCA と KABC の先
生方（中央の林田前理事長の左が Hyejung Chang KABC 会長）

2017 年 8 月 21 日（月）～ 23 日（水）に韓国・光州広域市 KDJ
コンベンションセンターを会場として開催された2017年第19回韓
国経営関連学会「統合学術大会」の中で本学会と MOU を締結してい
る韓国ビジネスコミュニケーション学会
（KABC）
セッション (Korea
Association for Business Communication 2017 Summer Conference、
8 月 23 日（水）開催) が行われ、JBCA より 8 名が参加しました。
林田博光前理事長による基調講演が行われ、
これに続く個別報告会
では、会員 2 名（野村誠二先生、姜京守先生、以上発表順）による
研究発表がありました。
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新入会員のご紹介と学会現状報告

第 77 回（2017 年）大会で 15 名（団体）の方々の入会が認めら
れました。正会員 9 名、一般会員 3 名、院生会員 1 名、賛助団体 2
団体。第 77 回（2017 年）大会終了時点では、会員数は、194 名（名
誉会員 4 名、正会員 153 名、一般会員 25 名、院生会員 8 名、法人
会員 1 団体、賛助会員 3 団体）です。詳しくは、下記の表をご参照
ください。退会者は以下の 11 名（団体）です。
退会者（敬称略）
池田明盛、栗原茂、大村茂、浅川港、古賀昭弘、西田淑子、TOEIC、
平岡豊文、大曽根直紀、藤原光春、秋山健重郎、山本充
新入会員リスト（順不同、所属は入会時のもの）
会員氏名
勤務先
ﾃﾞﾛｲﾄﾄｰﾏﾂｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ
一
井上嘉隆
正
杉山晶子
東洋大学
正
魚住和宏
神奈川大学
一
半澤幸太
楽天株式会社
正
廣田美玲
獨協大学
正
新井恭子
活水女子大学
院
宮城達也
同同志社大学
一
森本真理
大阪ｶﾞｽｹﾐｶﾙ株式会社
ﾀﾝ ｾｵ ｸﾝ
正
城西大学
正
Chia Su Aie
城西大学
正
前田隆子
東京女子大学
正
対馬 宏
東洋学園大学
賛助
日本貿易実務検定協会
会員
正
浦和千恵
香港理工大学
賛助
株式会社 新協（旧名称：新協印刷株式会社）
会員

Korea Association for Business Communication 2017 Summer
Conference 鎌田理事長より Hyejung Chang KABC 会長への贈り
物の贈呈 (2017 年 8 月 23 日）

支部
関西
関東
関東
関東
関東
九州山口
関西
関西
関東
関東
関東
関東
関東

学会現状報告
2017年
総会終了時
会員内訳
Korea Association for Business Communication 2017 Summer
Conference(2017 年 8 月 23 日開催)にて林田前理事長による基調講演



2016 年
総会終了時
会員内訳

名誉会員
正会員
一般会員

4
152
25

4
151
24

院生会員

8

8

法人会員

1

1

賛助会員

3

2

総会員数

193

190

期中退会者

12名

8名

入会者

15名

8名

研究発表の申し込み

本年１０月１３日（土）
、１４日（日）に近畿大学で開催される
研究発表の申し込みを受け付けます。奮ってご応募ください。締め
切りは、５月３１日（木）となりますのでご注意ください。
KIA 球場にて、ご参加の JBCA と KABC の先生方 (2017 年 8 月 22 日）



学会賞の募集開始について

今年度（2018 年度）の学会賞の募集を行います。詳しくは、当
学会ホームページに掲載するお知らせにてご確認ください。
皆様の
ご応募をお待ちしております。今年度の申し込み期間は、2018 年 4
月 1 日（日）より 2018 年 4 月 30 日（月）までとなります。

この場をお借りして、KABC の上記国際大会への参加を支えて頂
きました姜京守先生をはじめとする関係者の皆様に御礼申し上げ
ます。
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本部・学会本部事務局

日本商工会議所主催 ビジネス英語検定試験のご案内

日本商工会議所よりビジネス英語検定試験に関する案内を受け
取りました。
本レターに同封して皆様にお知らせをいたしますので、
ご高覧を頂ければ幸いです。


日本貿易実務検定協会主催 貿易実務検定(Ａ級、Ｂ級、Ｃ
級)のご案内

日本貿易実務検定協会は、貿易実務検定(Ａ級、Ｂ級、Ｃ級)の
運営を行っています。試験日程や通信教育講座、ビジネスセミナ
ーなど詳細は当協会ホームページでご確認ください。また、教本
は同協会で販売されているとのことです。


会費納入のお願い

本年度（2018 年）の会費納入のお願いをする時期となりました。
正会員または一般会員は、同封の郵便振替用紙を用いて、年会費
8,000 円を振り込んで下さい。院生会員の年会費は 4,000 円、賛助
会員は 48,000 円です。
（口座記号番号：00110-2-485445、加入者名：
国際ビジネスコミュニケーション学会）


国際ビジネスコミュニケーション学会の概略

当学会は、旧商業英語学会の名称ですでに発足してより 80 年以
上の歴史がある学術団体で、日本学術会議、日本経済学会連合に
加盟している由緒ある組織です。則定元理事長とそれ以前の理事
会のご尽力により、長い間の懸案であった学会名称を時代のニー
ズに対応すべく、2002 年に現在の「国際ビジネスコミュニケーシ
ョン学会」
に変更いたしました。単に名称を変えただけではなく、
質的な向上をはかる姿勢であることは言うまでもありません。
本部の事業：年に一度（慣例的に 10 月）の全国大会の開催、研究
年報、その他の出版物の刊行、などが主なものです。学会運営は
、会費でまかなっているため会員諸兄姉のご協力をよろしくお願
い致します。
会員の入会資格：2012 年度に会員規定が変更され、法人会員が新
たに加わりました。これを機に、企業等の団体からも多数の入会が
あるように広報し、学会組織の活性化、活動の質的向上を目指した
いと強く考えます。会員の皆様にもぜひとも協力をいただき、法人
会員に関わらず、
一人でも多くの有為な人材を会員として推薦して
いただきたく、よろしくお願い申し上げます。
支部の活動：当学会には、関東、関西、九州山口の 3 支部があり、
それぞれ全国大会とは別に、
年 2 回以上の研究会を開催しておりま
す。会員はいずれかの支部に所属します。
各支部の事務局と支部長
関東支部：〒194-029 東京都町田市相原町 4342 法政大学経済学部
中谷研究室内 中谷安男国際ビジネスコミュニケーション学会関東支部長
Tel.:042-783-2527
Fax:042-783-2508
E-mail: ynakatanister@gmail.com
関西支部：〒564-8680 大阪府吹田市山手町 3-3-35 関西大学商
学部 岡本真由美研究室内 岡本真由美国際ビジネスコミュニケ
ーション学会関西支部長 Tel.:06-6368-1243
E-mail: jbca.kansai@gmail.com
九州・山口支部：〒8030-0835 福岡県北九州市小倉北区井堀 1-3-5
西南女学院大学人文学部 林裕二国際ビジネスコミュニケーショ
ン学会九州・山口支部長
Tel. & Fax: 093-583-5648
E-mail: yhayashi@seinan-jo.ac.jp
なお、支部長の任期はそれぞれ支部規約により更新されます。上
に掲げた各支部長はこの会報作成時のものです。
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和光大学経済経営学部 小林猛久研究室
〒195-8585 東京都町田市金井町 2160
TEL：044-989-7777（内線 5616）FAX：044-988-1435
Email：kobatake@wako.ac.jp

