国際ビジネスコミュニケーション学会
Japan Business Communication Association, May 2011

関西支部
2011 年度 第２回 支部例会

- PROGRAM 【 日 時 】
2011 年 5 月 8 日（日曜日） 13:00 ～ 17:10
【 会 場 】
同志社大学 今出川キャンパス 至誠館 Ｓ-4 教室

13:00 ~ 13:10
13:10 ~ 14:10

関西支部 支部長 挨拶
Alex M. Hayashi（常磐会学園大学）
オープニング講演

14:20 ~ 15:20

“The Way to a Good Competency in Overseas Business”
八木達也会員（エム・ユー・トラスト総合管理株式会社）
研究発表

15:30 ~ 16:30

16:40 ~ 17:10

17:30 ~ 19:30

“One Consideration on International Business Communication in an Academic Field”
市来大典会員 (M.A., Portsmouth University, UK)
実践報告
「英語プレゼンテーション（その自律的学習に向けて）」
山田正義会員（関西大学）
支部総会
・議題 1. 2011 年度事業計画・予算案
・議題 2. 関西支部長補佐
・議題 3. 研究発表の公募案内（ほか）
懇親会（情報交換会）
会費は 4,000 円 程度を予定しております。
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Opening Lecture

13:10 ~ 14:10

■ 講演者プロフィール
八木達也（やぎたつや）会員－エム・ユー・トラスト総合管理株式会社 総務部 部長
東京都出身。青山学院大学在学中に AIESEC 研修生試験に合格、トルコ共和国イスタンブールに派遣される。
卒業後、大手信託銀行に入社、約３０年間銀行業務に携わる。その間ロンドンの証券会社に６年、ニューヨーク
支店に４年駐在。現地社員を部下に持ち、総務、人事等の管理部門で英語によるコミュニケーションの実務経
験を積む。帰国後は、会社勤めのかたわら「通訳ガイド資格」、「英検１級」を取得。英語学習者向け雑誌「AERA
ENGLISH」に「働きながら学ぶビジネスマン」として紹介された。また、最近海外での勤務経験を元にして、学生
及び社会人読者を対象とした「ビジネス英会話」（コスモピア出版）を出版し、学際面での活動を広げている。趣
味はウオーキングと都内史跡探訪。

■ 演 題
The Way to a Good Competency in Overseas Business

■ 要 旨
During my overseas business experiences in U.K. and U.S.A. for over 10 years, I fell into a destiny to learn
how to establish a good relationship and how to make good collaboration with businesspersons for a target of
good business achievements. In this presentation, I would like to take up some keys to have a good
competency by introducing some linguistic examples of the business scenes which I came across and further
showing what I think is the most important to establish a mutually reliable relationship in a sense of global
businesspersonship. At the same time, I would like to introduce one effective sample of brand-new method of
linguistic approach which many Japanese companies are on the new way of applying.
（講演 45 分間、質疑応答 15 分間）
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Presentations

14:20 ~ 16:30

■ 研究発表 14:20 - 15:20 （発表 45 分間、質疑応答 15 分間）

One Consideration on International Business Communication in an Academic Field
ICHIKI, Daisuke 会員 (M.A., Portsmouth University, UK)
Abstract
My recent study in the UK (M.A.) shows that international business communication in the academic areas is
more highly taken up than in Japan nowadays. The reason stands that the world is getting closer due to a
variety of communication tools being developed and the people and businesses can easily access to different
countries and cultures. However in my discovery of my academic studies, some cases have been studied as
both successful and unsuccessful. International business communication as an academic topic is not about
how to negotiate or talk in business scenes, but includes different aspects such as marketing and HRM. My
presentation focuses on ideological thoughts in culture rather than just theories in those successful and
unsuccessful stories.

■ 実践報告 15:30 - 16:30 （発表 45 分間、質疑応答 15 分間）
英語プレゼンテーション（その自律的学習に向けて）
山田正義会員（関西大学）
発表要旨
2010 年後期の２・３回生対象の標記授業の展開と留意した事がらについて発表する。将来、学生の来るべ
きグローバルビジネスシーンにおいて、「英語プレゼンテーション」のスタートともいえる実践講義である。最
初に完成時のイメージを描かせるため、昨年の発表例をビデオで紹介。その後各回の授業で英語プレゼ
ンに用いられる定型表現、パタン、テクニックを導入、ペアワークによる定着を図る。プレゼンに関する
verbal, nonverbal な基盤を作りながら同時進行でグループごとに発表内容を作り上げていく。「自律的学
習」を意識したグループ討論、リサーチなどのタスクを課した。グループごとのリハーサルをビデオに撮り、
個人ならびにグループでのセルフモニタリングを行って修正点を明確にした。その後全体発表へ導いた。
当日の発表風景もビデオで紹介しながら、工夫した点、反省点などを述べたい。
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2011 年度 第２回 関西支部例会（研究発表会）プログラム
国際ビジネスコミュニケーション学会 (JBCA) 関西支部
〒547-0021 大阪市平野区喜連東 1-4-12 常磐会学園大学 Alex M. Hayashi 研究室内
TEL: 06-4302-8880
FAX: 06-4302-8884
Email: alex23go3500@yahoo.co.jp
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