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 ご挨拶 
 
陽春の候、会員の皆様におかれましては、ますますご清祥のこと

とお慶び申し上げます。平素は、学会活動に対しましてご高配また
ご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。今年もまた会員の皆様へ学
会のお知らせとお願いをする時期になりました。同封いたしました
諸事情をご確認いただき会員の振込などご協力賜りますよう、よろ
しくお願い申し上げます。さて、昨年10月の会員総会で、新理事
会が発足いたしました。林田博光前理事長をはじめとする前理事会
の諸先生のご尽力に感謝するとともに、本学会の一層の発展のため、
新理事一同、力を合わせる所存でおります。これからも、会員皆様
のご協力、ご支援よろしくお願い申し上げます。理事長 鎌田信男 

 
 第7６回全国大会 

 
2016年度の全国大会は、10月8日(土)、9日（日）に龍谷大学

深草キャンパスで同大学の村田和代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。また過去９年続けている国際セッシ
ョンも開催いたします。KABC（韓国）の会員を始めとした海外の
ビジネスコミュニケーション研究者の発表を積極的に迎えて本学
会の会員との意見交換の場となることを願っております。会員の皆
様方におかれましては、研究報告にふるってご応募いただき、同大
会をさらに盛り上げていただきたいと思います。全国大会のプログ
ラム準備のため、ご意見を後記の本部事務局までぜひお知らせくだ
さい。 

 
 

 第75回全国大会 
 

2015年度の全国大会は、和光大学で同大学の小林猛久先生を大
会実行委員長として10月10日(土)、11日(日)に開催されました。
24本の（特別講演を含む）の研究発表がありました。特別講演は
KABCの会長であるHyejung Chang （Kyung Hee University）
先生とVu Anh Dung （VJU- Vietnam Japan University ）
先生のお二人にお願いしました。 
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先

生方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 

第75回全国大会にて、ＡＢＣとＶＪＵとのＭＯＵを締結しました。 
・ABC（Association for Business Communication）＜本部アメ

リカ＞は、我が JBCA とその誕生が同時期であり、長年会員同

士の個人的な交流が行われてきました。この度、正式に学会とし

て相互交流を行う協定が結ばれましたので、今後ますます活発な

交流が行われることを期待しています。 

・VJU（ Vietnam Japan University ）＜Director, Management 
Board＞ 
 ベトナム（ハノイ）で創設準備が進んでいる VJU の

Management Boardとの交流調印が結ばれました。今後は共同研

究や、JBCA からの研修指導者派遣など多様な交流が期待されま

す。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Bertha Du-Babcock（ABC）   Vu Anh Dung先生（VJU） 
と、林田前理事長。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

閉会式での集合写真 
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● 新入会員のご紹介と学会現状報告 
 

第 75回（2015年）大会で 8名の方々の入会が認められました。
正会員5名、一般会員1名、院生会員1名、法人会員1団体。第
75回（2015年）大会終了時点では、会員数は、193名（名誉会員 4
名、正会員153名、一般会員23名、院生会員 10名、法人会員1
団体、賛助会員2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19名です。 
なお、総会にて伊東克己 名誉会員と三橋文明 前会員（中央

大学名誉教授）のご逝去の報告を行い、参加者による黙祷を捧
げました。 
 

退会者（敬称略） 

狭間祥之、飯田一郎、高千穂安長、吉富茂隆、是恒孝子、西 彰、

森下美和、伊東克己、山本志都、佐藤 甫 、日本商工会議所、 
青木幹生、呉 春美、依田知子、神保尚武、橋本虎之助、武井俊詳、

岸本恭太、松澤健雄 
 
 
 

新入会員リスト（順不同） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
学会現状報告 

 
2015年 

総会終了時 
会員内訳 

2014年 
総会終了時 
会員内訳 

名誉会員 4 5 

正会員 153 159 

一般会員 23 27 

院生会員 10 10 

法人会員 1 0 

賛助会員 2 3 

総会員数 193 204 

 
 
 期中退会者       19名      12名 

入会者        8名      14名 
 
 
 
 
 
 

 

新理事と役職（五十音順） 

氏名 得票 役職 

青柳ゆきえ 26 国際・国内渉外委員 

岡本まゆみ 26 研究年報委員 

金子敦子 26 企画委員 

鎌田信男 31 理事長 

小林一雄 22 国内渉外委員長 

竹田宗継 24 広報委員長 

長沼 健 29 年報委員 

野村誠二 32 研究年報委員 

林 裕二 23 研究年報委員 

久島幸雄 33 企画委員長 

増山 隆 30 企画委員 

村田和代 23 国際渉外委員 

 
理事会の任命による追加理事 

藤尾美佐  研究年報委員長 

小林猛久  日本経済学会連合評議委員 

庶務会計：小林猛久・野村誠二 

会計監事：山本慎悟・大村恵子 

 
 相談役 

 信 達郎元理事長が相談役として、承認されました。 

 
 非理事委員 

非理事委員として、林田博光（国際渉委員長）、清水利宏（広報

委員）、井洋次郎・中村嘉孝（研究年報委員）、高森桃太郎・姜京

守（企画委員）の6委員が選出されました。 
 
 
 研究発表の申し込み 

 
 本年、10月8日(土)、10日（日）に龍谷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(月)となりますのでご注意ください。 
 
 
 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。 
 
 

 会員氏名 勤務先 支部 

院 陳 佩娜 中央大学 関東 

法 
ｾﾙﾌ･ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ

普及協会 
特定非営利法人 関東 

正 西川千春 目白大学 関東 

正 姜 京守 関西外大 関西 

正 吉田晴美 吉田晴美事務所 関東 

一 青柳仁子 
日本コンサルティングFP

普及協会 
関東 

正 長崎 昇 城西国際大 関東 

正 藤巻義博 玉川大学・東芝 関東 
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 会費納入のお願い 

 
本年度（2016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：〒547-0021 大阪市平野区喜連東1丁目4番12号 常
磐会学園大学 アレックス林研究室内 アレックス林国際ビジネ
スコミュニケーション学会関西支部長             
Tel.:06-4302-8880 Fax:06-4302-8884     
E-mail: mtmkalex23go@nifty.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。 
 
 

本部・学会本部事務局 
 
 
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 


