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支部長あいさつ 
 明けましておめでとうございます。今年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。 

 昨年は、新型コロナウイルス感染症の拡がりで、会員の皆様にもさまざまな影響があったのではない

かと拝察いたします。残念ながら今年も、新年早々コロナのニュースばかりで収束が見えない状況です

が、1 月の支部会は予定通り、オンライン（ZOOM）にて１月 31 日（日）に実施致します。 

１月は入試や、また他支部の支部会との兼ね合いなどもあり、変則的に日曜日となりますが、多くの

皆様のご出席をお待ちしております。またオンラインでもありますので、前回同様、お知り合いに当学

会にご興味をお持ちの方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）。 

  今回は、特に海外とのビジネスに焦点を当て、ゲスト・スピーカーの宮川様（発表者１）にアメリカ

でのビジネスについてお話をいただき、また会員の黒田様（発表者２）に、日本での多国籍企業の実情

やコミュニケーションの理論についてご発表いただきます。 

 支部長ミニコーナーでは、村上裕美先生より、授業学の観点から、「日商ビジネス英語検定」の教科書を

どのように活用できるかという、あっと驚くような指導法をご紹介いただきます。 

 新年のお忙しい時ではありますが、どうぞご出席くださいませ。 

           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 1 月 31 日（日） １５時１５分より 

https://zoom.us/j/95326356215?pwd=NmhIN3NIUCtReVA5SGpVOUhuNnU4QT09 

Meeting ID: 953 2635 6215 

Passcode: 579379 

 

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（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）ので、事前に

ご了承くださいませ。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
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定です。（ただし、学会の PR のため、2、3 分の動画を編集するという企画もあります。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。 

なお、ZOOM 使用の際に必要となるものは以下のものです。 
・PC もしくはスマートフォン、タブレット（スマートフォン、タブレットであれば、スピーカー、マイ
クロフォン、カメラは備え付けられています） 
・ネットワーク回線 
・スピーカー（PC 等備え付け、もしくは外付け） 
・マイクロフォン（PC 等備え付け、もしくは外付け） 
・カメラ（PC 等備え付け、もしくは外付け）マイク内蔵のカメラが販売されています。 

接続テストは、右記の URL から可能です。    https://zoom.us/test 
 

多くの方のご参加、心よりお待ちしております。 

                                        

2021 年 1 月 第 113 回関東支部研究会報告：研究テーマと発表内容           
 日程：2021 年 1 月 31 日（日）  

会場：Zoom によるオンライン研究会  

午後 3 時 15 分開始  午後 5 時 45 分終了（予定）  

総会（会員のみ）    ５時 45 分から６時   

  

3:15 〜3:20    支部長挨拶および事務局からのお知らせ 

3:20 〜4:10    発表者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。 

 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 

 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。 

 

4:10 〜4:30    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」 
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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。 

4:30 〜4:45    休憩 

4:45 〜5:45    発表者２ 

発表者：  黒田良 名古屋学院大学大学院 博士課程前期 （発表は日本語です） 

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.   

 

前回支部会について                                           

2020 年９月 19 日（土）に行われました、第 112 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。 

発表者１ （支部長ミニコーナー） 

野村 誠二（東京富士大学大学院 客員教授） 

題目：「スエットコミュニケーション－スポーツ体験を通じてのコミュニケーションの形成」 

要旨：スエット（汗）とネットワーキングを組み合わせたスエットワーキングが、ビジネスの現場で

広まっている。スエットワーキングとは、顧客とともにサイクリングなどの比較的軽く、時間のかか

らないスポーツイベントに参加・体験することを通じて、親交を深め、情報交換を行い、人脈形成に

役立てるというものである。今までのビジネスにおけるネットワーキングといえば、ランチやディナ

ーあるいはゴルフなどを通じて行われることが多かったが、健康志向はもとより、食に対する好みの

多様化や長時間の時間的拘束を避けたいという傾向が、スエットワーキングを広めている背景になっ

ていると思われる。本発表では、このスエットワーキングの発想が、職場のような組織の中における

コミュニケーションの形成にも役立てることができるのかということを発表者自身の体験をもとに

報告する。 
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発表者 2 （Guest Speaker） 

Nathan Ramler, CFA. President of the Kheiron Group, an independent advisory firm 

題目：Multicultural (team) management: searching for method to the apparent madness 

要旨：This workshop explores the challenges and opportunities of working with multicultural teams. The 

session will start with an overview of team management and international business dealings. Then it will 

explore specific examples of the challenges and pitfalls a global work environment can contain. We live and 

work in a world that is increasingly connected, and technology makes human interaction easier and smoother. 

However, it is easy for us to forget that language and culture still play an important part in each individual’s 

life and perception of the world around them. We may share common languages, such as English, but it is still 

all too easy to misunderstand the real meanings and intentions behind our communications. Over the past 25+ 

years, the speaker has been privileged to study, live, and work on several continents and for several companies. 

Both working with and managing international, multicultural teams have presented experiences and 

opportunities. The talk will explore examples of some successes, some failures, and some lessons learned. We 

each have unique positions and perspectives in this world, and the talk targets ways in which we can learn from 

each other and improve our abilities to communicate effectively and to work efficiently. 

 

発表者 3 （支部長ミニコーナー） 

後宮昌樹（ソニーピクチャーズエンタテイメント） 

題目：「JBCA に社会人学会会員を増やすための課題と提案」 

要旨：ビジネスサイドの人たちを、もっと JBCA 会員に取りこめないか？そのためにはどうすれば

いいのか？本学会の会員を増やすことは長年の課題と聞いているが、今回はビジネスマンに絞って会

員増加するための課題をビジネス・サイドから提案したい。 

この学会の会員状況や現状をSWOT分析にかけ、マーケティング的な視点から客観的に考えてみた上

で、ビジネスサイドから見た時に、この学会に興味を持つ点を見出す。その課題を色々な大学の先生

たちによりアクションプランとして展開頂く。そうして、本学会として今後の産学共同での展開へ発

展させることを考えるべきではないか？その勧誘策としてのアイディアを提案したい。 

 

＊会員の方の新刊情報があれば、お知らせください。 
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