国際ビジネスコミュニケーション学会第 81 回全国大会
東洋大学（オンライン開催）
2021 年 10 月 2 日(土)・3 日(日)
The 81st National Convention of
Japan Business Communication Association
Toyo University（Virtual）
October 2 to October 3, 2021

大会プログラム

＜2021 年 9 月 30 日（木）＞
各種委員会（オンライン開催）

13:00 – 15:00

理事会（オンライン開催）

16:00 – 18:00

＜2021 年 10 月 2 日（土）＞
【第１日目】 各個別報告の発表 30 分 質疑 10 分 交代 5 分
時間

発表者 題目

司会（進行）

０９：００から０９：１５開会挨拶
０９：２０から１０：００第１発表

１０：０５から１０：４５第２発表

本部事務局
蜂巣 旭（東洋大学）

野村誠二

題目：「公民連携におけるホールドアップ問

（東京富士大学

題」

大学院）

久世恭子（東洋大学）

金子敦子

題目：「「グローバル人材」に対する若手駐

（明治大学）

在員の意識調査」
１０：５０から１１：３０第３発表

野村誠二（東京富士大学大学院）

岡本真由美

題目：「個人投資家と金融商品仲介業者との

（関西大学）

間のコミュニケーション－コロナ禍における
投資家コミュニケーションという視点も踏ま
えて－」
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１１：３５から１２：１５第４発表

金子敦子 (明治大学)

塩澤恵理

題目：「メディアリッチネス理論からメディ （明治大学）
ア同期性理論へ―メディアチャネル選択理論
の検討」
理事選挙投票タイム（昼食休憩）
１２：１５から１３：４５

（会員の皆様へ）投票権を有する会員の皆様

選挙管理委員会

は、必ずこの時間帯にオンライン（Zoom）に

(下記の注 1 を併

て参加していただけますようにお願いしま

せてご覧下さ

す。

い。)

各自にて、この時間帯に、昼食休憩を合わせ
ておとりください。
（引き続き休憩）

（会員の皆様へ）前時間帯「理事選挙投票タ

(下記の注 1 を併

１３：４５から１４：３０

イム」での理事投票で、投票権を有する出席

せてご覧下さ

会員数と投票数が一致しない場合には、この

い。)

時間帯に再投票を行います。
１４：３０から１５：１０第５発表

山口生史（明治大学）

長沼 健

題目：「直属上司・リーダーからのダウン

（同志社大学）

ワードコミュニケーション満足と従業員満
足の関係の異文化比較」
１５：３０から１６：２０

基調講演

藤尾美佐

Marlies Whitehouse (Zurich University of Applied （東洋大学）
Sciences, Switzerland)

(下記の注 2 を併

題目：Shared Language and Transdisciplinarity: せてご覧下さ
Keys for Prosperity in Business Communication
１６：２０から１７：４０

い。)

パネルディスカッション

藤尾美佐

題目：Business Communication: The Future is

（東洋大学）

Transdisciplinary

(下記の注 2 を併

登壇者：西川千春（笹川スポーツ財団特別研

せてご覧下さ

究員）、村田和代（龍谷大学）、Woo Gun-Jo い。)
(Korea University〈KABC 会長〉)、Marlies
Whitehouse
１７：５０から１８：００

理事選挙結果報告

選挙管理委員会

１８：００から１９：００

Zoom による懇親会

小林猛久理事長
（和光大学）

(注 1) 本大会では、理事選挙（任期が 2021 年 10 月より 3 年間の理事を 12 名選出）を行います。今回の
理事選挙は、Google Form を使用したオンライン投票で実施します。投票用紙となる Google Form は「理
事選挙投票タイム」の時間帯に参加している投票権を有する会員の方に対して、電子的に配布します。記
入済みの Google Form を電子的に大会本部に送信していただくことで、投票完了となります。詳しい投票
方法（投票権を有する会員の説明も含む）のご案内につきましては、事前に選挙の実施方法に関する説明
資料と説明ビデオを配信して行うほか（説明ビデオ配信のホームページのリンクは、後日、会員宛にメー
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ルならびに本学会ホームページ上でお知らせします。）、当日の「理事選挙投票タイム」中でも行いま
す。なお、二重投票を防止するため、「理事選挙投票タイム」にご参加いただいている投票権を有する会
員数と Google Form による投票数が一致しない場合には、一致するまで繰り返し投票を行うことになりま
すので、あらかじめご理解いただけますようにお願い申し上げます。候補者の略歴につきましては、投票
権を有する会員の皆様のみに、「理事選挙投票タイム」中に電子的に開示します。「理事選挙投票タイ
ム」以外の時間帯での理事選挙の投票はできませんので、ご注意下さい。開票にあたりましては、選挙管
理委員長と選挙管理委員の最低 2 名が立ち会い、公正を確保します。
（注 2）基調講演とパネルディスカッションにつきましては、本学会の非会員の方でもご参加いただけま
す。なお、事前に参加登録が必要になります。非会員の方で参加を希望される方は、大会実行本部ならび
に学会本部事務局（cc: 大会実行委員長）までメールでご連絡ください。折り返し、参加登録フォームを
お送り致します。
大会実行本部:

sato108 [アットマーク] toyo.jp

学会本部事務局: seijinomura [アットマーク] nifty.com
大会実行委員長： misa.fujio [アットマーク] gmail.com
＜2021 年 10 月 3 日（日）＞
【第 2 日目】 各個別報告の発表 30 分 質疑 10 分 交代 5 分
時間

発表者

司会（進行）

９：００から１０：００

新理事による理事会

事務局

１０：００から１０：４０

浦 聡美（明星大学人文学研究科国際コミュニケー

竹田宗継

第６発表

ション専攻）

（同志社大学）

題目：
「大学生のキャリア決定とビジネスコミュニ
ケーション教育の効果についての考察」
１０：４５から１１：２５

キセリョフ エフゲーニ先生（神戸薬科大学）

久島幸雄

第７発表

題目：

（大阪府立大学）

（英語発表）
１１：３０から１２：１０

長沼 健（同志社大学）

増山 隆

第８発表

題目：「ビジネス・コミュニケーション・ツールの

（城西大学）

選択に法制度が与える影響について-非流通運送書
類を事例として-」
１２：１５から１２：５５

高森桃太郎（関西学院大学）

小林一雅

第９発表

題目：
「ビジネス・コミュニケーションにおける異

（近畿大学）

分野の実践知活用」
昼食休憩
１３：００から１４：００
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１４：００から１４：４０

藤巻義博（静岡大学）

村田和代

第１０発表

題目：「外国人留学生の為のインターンシップと地

（龍谷大学）

域活性化の産官学の取組み」
１４：４５から１５：２５

中谷安男（法政大学）

青柳由紀江

第１１発表

題目：「CEFR 上位者のビジネスライティングにお

（聖徳大学）

ける効果的なコミュンケーション戦略の検証」
１５：３０から１６：１０

中邑光男（関西大学）

中谷安男

第１２発表

題目：「ビジネス英語における

につ

（法政大学）

いて」

１６：１０から１７：００

会員総会

新理事体制発表

本部事務局

名誉会員任命（福田靖先生）相談役任命（鎌田信男先
生）感謝状贈呈（深谷香椎先生）

１７：００から１７：１０

閉会式

本部事務局
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