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関西支部
2012 年度 第１回 支部例会 プログラム
【 日 時 】
【 会 場 】

2012 年 2 月 19 日（日曜日） 13:00 ～ 17:20

同志社大学 今出川キャンパス 至誠館 Ｓ-4 教室

Conference Program
13:00 ~ 13:10

関西支部 支部長 挨拶
Alex M. Hayashi（常磐会学園大学）

13:10 ~ 14:10

オープニング講演
韓国の伝統文化と現代 － 社会・経済・生活を中心に －
- 韓 在煕 氏（常磐会学園大学 専任講師）

14:20 ~ 15:00

実践報告
出席率を高めるビジネス講義を構築する一考察
- 西田淑子 会員（サクセスインサイド・コミュニケーション）

15:10 ~ 15:50

研究発表(1)
One Consideration of Ringi-Workflow Implementation
at Our US Subsidiary
- ITSUJI, Atsuo 会員 (株式会社カプコン)

16:00 ~ 16:40

研究発表(2)
英語の社内公用語化論を巡る議論の整理と提言
- 則定隆男 会員（関西学院大学）

16:50 ~ 17:20

支部総会

17:40 ~ 19:40

懇 親 会
於：キャンパス内レストラン「アマーク・ド・パラディ」
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Opening Lecture

13:10 ~ 14:10

■ 講演者プロフィール
韓 在煕 氏 － 常磐会学園大学 国際こども教育学部 国際こども教育学科 専任講師
ソウル崇義女子大学（幼児教育学専攻）・同志社大学（文化学科教育学専攻）で学んだのち、大阪
教育大学大学院 教育学研究科 学校教育専攻を修了（教育学修士）。名古屋市立大学大学院 人間文
化研究科 博士後期課程 単位取得満期退学。主要な研究テーマは、「日本と韓国における幼児教育
カリキュラム研究」
「韓国における遊びの伝統と現在」
「韓国語の教材研究」など。

■ 演 題
韓国の伝統文化と現代 － 社会・経済・生活を中心に －
Cultural Trends in South Korea: Its Business and Society
■ 要 旨
近年の韓国は、国をあげての世界化・国際化・情報化が進められ、経済的な成長とともに生活文化
面における様々な文化変容をもたらしてきている。本報告では韓国の現代文化に受け継がれている
伝統文化及び伝統的な価値観の変化が起きつつある現代の社会・経済・生活文化の最新動向につい
て紹介したい。
（日本語による講演 45 分間、質疑応答 15 分間）

Presentations

14:20 ~ 16:40

■ 実践報告 14:20 - 15:00 （発表 30 分間、質疑応答 10 分間）
出席率を高めるビジネス講義を構築する一考察
西田淑子 会員 (サクセスインサイド・コミュニケーション)
発表要旨
2011 年度後期、選択科目で 4 科目の全履修者に対する平均出席率は 70％、4 科目中最高科目の出席率
は 83.8％。遅刻、欠席、おしゃべり、途中退室、居眠り、をどうしたらなくせるのか、よりも、どうしたら面白い
講義になるのか、を試行錯誤した現在の結果である。最終講義の学生のコメントは「たった半年間でしたが、
国際にこんな素敵なおもしろい先生がいらっしゃることにとても驚き、とても楽しい授業でした。（大阪国際
大学 宿泊ビジネスマネジメント）」、「今日で最後の授業だったので、ちょっとさみしいです！（鈴鹿国際大
学 ホテルマネジメント）」「今までにない授業方法だったので、授業も先生も全てが新しくて楽しかったです。
（大阪国際大学 旅行業実務Ⅰ）」 なにが出席率を高める講義だったのか考察する。
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■ 研究発表(1) 15:10 - 15:50 （発表 30 分間、質疑応答 10 分間）
One Consideration of Ringi-Workflow Implementation at Our US Subsidiary
ITSUJI, Atsuo 会員 (株式会社カプコン)
Abstract
This presentation studies how to reveal the background and change imperatives why Capcom had to
implement Ringi workflow to its US subsidiary, as well as the process and their project styles have been
chosen. Then the study goes to the introduction of our consideration of its success factors, benefits, and
lessons learned. The scope of the business process in this presentation is “Ringi”, which is an organizational
decision making process flow with an IT tool adopted at majority of companies in Japan. In 2011, Capcom
USA management had a critical cost management issues, not having visibility of how the actual contract
closing processes were controlled, that the management were only asked to sign the contract after everything
is settled. Therefore, Capcom Japan management agreed to implement the similar system (Microsoft
Sharepoint) we are using at headquarters. The local project team was built, and Japan IT dept. rolled out
the system to US, supporting also project management activities. The project successfully went live in 5
months, and users and management appreciates the shortened process lead-time as well as the visibility of all
the records of what and how they have made decisions.

■ 研究発表(2) 16:00 - 16:40 （発表 30 分間、質疑応答 10 分間）
英語の社内公用語化論を巡る議論の整理と提言
則定隆男 会員 （関西学院大学）
発表要旨
ユニクロのメーカーであるファーストリテイリングや楽天という知名度のある企業が英語を社内公用語にす
ると発表して以来、これに関する賛否両論が活発に繰り広げられている。一方こういった論争とはかかわり
なく、企業は日本語能力を問うことなく優秀な外国人の採用を始めており、日本国内においても、企業内で
のコミュニケーションは英語によらざるを得ないという実態は着実に拡大しつつある。
私は、以前“Corporate language strategy”と題する発表（学会年報、2007、66, pp.109-119）を行い、英語
を社内公用語とするメリットとデメリットを示した。そして、企業のグローバル化の形態を分類し、いずれの場
合に英語を公用語とすべきかを紹介した。この発表以降、上に述べたように、ビジネス界は英語の社内公
用語の動きを加速させているが、それが根強い反対論を引き起こしてもいる。
今回の発表では、この問題に関する賛否両論を整理し、改めてビジネスの視点から提言を行いたい。

2012 年度 第１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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