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⚫ ご挨拶 

春暖の候、会員の皆様におかれましては、ますますご清祥のこ

ことお慶び申し上げます。当学会は、1934年7月20日神戸六甲山

ホテルで開かれた創立総会により、日本商業英語教師の会として

発足しました。2024年で創立１００周年を迎えますので、新理事

の皆様と共に、この歴史を引き継ぎながらも新たな発展を行うた

めに、学会組織の改善や活性化のための様々なプロジェクトに取

り組んでおります。学会 Webページのリニューアル、年報原稿の

公開、テキスト出版プロジェクト、関連学会との交流など、すで

に各種取り組みを進めております。 

まだまだ、コロナ禍は安心できる状況ではありませんが、様々

な工夫をして、学会活動は活発に行って参りたいと思います。今

後とも、会員皆様のご協力、ご支援を賜りますようお願いを申し

上げます。 

理事長 小林猛久 

 

⚫ 第82回全国大会 

2022年度の全国大会は、10月上旬に同志社大学にて同大学の長

沼健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。

（正確な日時、キャンパス名は決定次第別にお知らせします）一

昨年、昨年と2年続けて大会はコロナ禍のためオンラインのみの

大会となりましたが、今年度は、対面とオンラインを併用したハ

イブリッド型での開催を検討しております。また、昨年度と同様

に、国際セッションにつきましても、海外からの研究者をお招き

し、開催すること等を検討しております。 

会員の皆様におかれましては、研究報告にふるってご応募いた

だき、同大会を盛り上げていただくこと、期待しております。全

国大会のプログラム準備のため、ご意見を後記本部事務局にお寄

せいただければ幸いと存じます。 

 

⚫ 第81回全国大会 

2021 年度の第 81 回全国大会は、東洋大学の藤尾美佐先生を大

会実行委員長として、コロナ禍のためZoomによるオンライン形式

で10月2日(土)、3 日(日)に開催しました。Zoomによるオンライ

ン形式での開催に変更となりましたが、第 80 回大会から延期さ

れた国際セッションでのシンポジウムを開催し、チューリヒ大学

の Marlies Whitehouse 先生に基調講演（テーマ：Shared Language 

and Transdisciplinarity: Keys for Prosperity in Business 

Communication）を行っていただきました。 

基調講演の後、パネルディスカッション（テーマ：Business 

Communication: The Future is Transdisciplinary）に入り、藤尾大会

実行委員長をモデラーとして、西川千春先生（笹川スポーツ財団

特別研究員）、村田和代先生（龍谷大学）、Woo Gun-Jo 先生(Korea 

University〈KABC会長〉)、Marlies Whitehouse先生の4名のパネリ

ストとの間で活発な議論が展開され、また、フロアの先生方から

も多くの質問が寄せられ、成功裏に終えることができました。こ

の国際セッションの終了後、Zoomによる懇親会が行われ、会員相

互間ならびにパネリストとの親交を深めることができました。 

研究発表につきましては、予定していた 12 本のすべてを行う

ことができ、多数の会員のご参加をいただきました。 

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理

事の先生方、東洋大学の藤尾美佐先生ならびに佐藤洋一先生ほか

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。 

⚫ 第 81 回全国大会ほかの動画（ダイジェスト版）の配信に

ついて（学会ホームページにて公開中） 

第 81 回全国大会の模様などにつきまして、JBCA のウェブサイ

ト https://jbca.gr.jp/ にて、収録した動画（ダイジェスト版）を

公開し、配信しております。2022年3月31日時点で配信している

動画は次の通りになります。是非、ご覧ください。 

2021年度全国大会ダイジェスト動画 

2021年9月12日のシンポジウム本編動画 

2021年4月24日のパネルディスカッションダイジェスト動画 

2021年1月31日の関東支部会 

2020年度全国大会ダイジェスト動画 

2020年9月19日の関東支部会 
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第81回全国大会の国際セッションでの基調講演のシーン 

(Marlies Whitehouse 先生（チューリヒ大学）) 

 

 

 

 

 

 

 

第81回全国大会の国際セッションでのパネル・ディスカッションのシーン 

上段： Marlies Whitehouse 先生（チューリヒ大学） 中段左より：Woo Gun-Jo (Korea University〈KABC

会長〉）、藤尾美佐会員（東洋大学） 下段左より：西川千春会員（笹川スポーツ財団特別

研究員）、村田和代会員（龍谷大学） 

 

⚫ 第80回全国大会記念事業関係ニューズ 

2020年の会員総会において、企画委員会より提案を頂き、JBCA

第 80 回大会を記念した出版につきまして、その後設立された第

80回大会記念出版編集委員会での討議ならびにネット理事会での

審議・承認を経て、本取り組みは 80 周年を記念した事業とする

ことに変更されましたことは、すでに前号でご報告した通りです。

そして、本 JBCA全国大会 80周年記念事業の第一弾として、2021

年9月12日に3支部合同での拡大支部会として、「これからのビ

ジネスコミュニケーション：コロナ禍、VUCA、グローバル化」を

テーマとした、シンポジウムを開催しました。このシンポジウム

では、問題提起側として、それぞれ社会人 4 年目の深谷由美氏

（PLUG AND PLAY JAPAN）と濱田航司氏（NHK大阪放送局）の2名、

また、回答側として、当学会から金子敦子先生（明治大学）、小

林一雅先生（近畿大学）、塩澤恵里先生（明治大学）にパネリス

トとしてご参加いただき、活発な議論展開の場となり、成功裏に

終えることができました。本シンポジウムのほか、今後の本記念

事業の検討状況につきましては、会員宛のメールなどで随時お知

らせして行く予定です。 

 

第80回全国大会記念事業でのパネル・ディスカッションのシーン 

上段左より：小林猛久理事長（和光大学）、後宮昌樹会員（ビジネスコンサルタント）、小林

一雅会員（近畿大学） 中段左より：塩澤恵里会員（明治大学）、金子敦子会員（明治大学） 

下段左より：深谷由美氏（PLUG AND PLAY JAPAN）、濱田航司氏（NHK大阪放送局） 

  

⚫ 国際交流関係ニューズ 

本学会と MOU を締結している KABCが例年8月に韓国経営関連

学会の「統合学術大会」の中で行われるKABC国際大会には、コロ

ナ禍のため、前年度に引き続きて2021年度も参加できませんでし

たが、同じく MOU を締結している ABC の 第 86 回 Annual  

International Conference は2021 年10 月18日（火）～23日（土）

にオンラインで開催され、JBCA より藤尾美佐先生と野村誠二先

生の2 名の会員が参加、グループ・パネル・プレセンテーション

ならびに個別報告セッションにてそれぞれ研究報告を行いました。

また、ABC ヨーロッパ・リージョナル・カンファレンス・ウィー

ンが2021年8月26日（木）～28日（土）にオンラインで開催さ

れ、本学会から田中宏昌先生が研究報告を行いました。これらの

国際大会では、例年と同様に、海外の研究者との交流を一層深め

ることができました。 

 

⚫ 次回国際大会のご案内 

次回の KABC 国際大会につきましては、詳細が分かり次第、逐

次、会員の皆様にご連絡いたします。また、ABC 第 87 回 Annual 

International Conferenceは2022年10月3日(月)から8日(土)に、

米国フロリダ州タンパで、対面とオンラインを併用したハイブリ

ッド型で開催される予定です。 

この場をお借りして、上記国際大会への参加を支えて頂きまし

た関係者の皆様に御礼申し上げます。 

 

⚫ 理事改選と各委員会の構成について 

 任期満了に伴う理事選挙が、第 81回全国大会期間中の 2021年

10月2日に行われました。選挙管理委員会（委員長：野村誠二先

生、委員：青柳由紀江先生、松尾仁先生（なお、松尾先生の委員

在任は2021年9月24日まで））が投開票を管理し、12名の新理事

が当選しました。また、選挙後、3 名の会員が理事長指名理事と

して就任しました。新理事の構成と役職は次のとおりです（敬称

略）。 
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また、各委員会の構成は次のとおりになります（敬称略）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⚫ 新入会員のご紹介と学会現状報告 

第 81回（2021 年）大会で 2名の方の正会員入会が認められ、

その後2022年3月31日までにさらに2名の方（正会員）にご入

会いただきました。2022年 3月 31日時点での会員数は、152 名

（名誉会員7 名、正会員136 名、院生会員4名、法人会員1 団

体、賛助会員4 団体）です。詳しくは、下記の表をご参照くださ

い。前回の第 80回（2020 年）大会以降の入会者ならびに退会者

（自然退会を含む）は以下のとおりです。 

 

新入会員リスト（順不同、敬称略、所属は入会時のもの） 

 

 

退会者（順不同、敬称略、自然退会を含む） 

西畑香里、佐野里樹、井辻敦雄、山東一孔、氏家佐江子、

Yeonkwon Jung、高橋伸光、吉川英一郎、加藤靖弘、林美登利、伊

波浩美、 HUYNH Cuong, 清宮徹、津村英作、青柳仁子、清田信子、

Florin Nechita、稲毛恵、稲津一芳、黒田克弘、宇野浩太朗、陳 

佩娜、瀧野みゆき 

 

学会現状報告 

 

 

⚫ 研究発表の申し込み 

本年10月上旬に同志社大学で開催される第82回全国大会での

研究発表の申し込みを受け付けますので、（正確な日程とキャン

パス名は、全国大会申込者募集のお便りでお知らせいたしますの

で、そちらでご確認をお願いします）奮ってご応募ください。 

締め切りは、2022年5月31日（火）となりますのでご注意くださ

い。 

 皆様からの研究発表のお申し込みをお待ちいたします。 

 

⚫ 学会賞 

2021年度の学会賞の該当著作・論文はありませんでした。また、

新人賞への応募はありませんでした。 

 

⚫  2022年度学会賞の募集開始について 

今年度（2022年度）の学会賞の募集を行います。今年度の申し

込み期間は、2022年4月1日（金）より2021年4月30日（土）

までとなります。皆様のご応募をお待ちしております。 

 

⚫ ビジネスコミュニケーションに関する出版プロジェクト

ならびに執筆者の募集について 

山本慎悟企画委員長のもと企画委員会より、「ビジネス・コミ

ュニケーション」に関するテキストの出版（当学会会員による分

担執筆）の企画についての提案を受け、去る2022年 3月25日に

理事会にて本企画が承認されました。つきましては、会員の皆様

を対象にして、2022年5月末を期限として執筆者を募集いたしま

す。本企画ならびに執筆者募集の詳細は、別紙にて同封しており

ます。また当学会ホームページにてもお知らせいたします。 

 

⚫ 当学会ホームページのリニューアルについて 

 後宮昌樹広報委員長のリーダーシップのもと、各広報委員のほ

会員氏名 勤務先 支部

正 村上裕美 関西外国語大学短期大学部 関西支部会

正 木戸秋圭一 新日本検定協会 関東支部会

正 八代華代子 AMKｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ 関東支部会

正 東懐子 富士通 関東支部会

2022年
3月31日現在

会員内訳 (名)

2021年
総会終了時

会員内訳 (名)

2020年
総会終了時

会員内訳 (名)

7 5 4

136 148 129

0 0 27

4 6 7

1 1 1

4 4 4

152 164 172

14 10 7

2 2 6

賛助会員

総会員数

期中退会者（注2）

入会者

(注1）会則改正により会員規定が変更され、2021年度より一般会員の方は正会
員に統合されております。

(注2) 自然退会を含む

名誉会員

正会員

一般会員（注1）

院生会員

法人会員

 

役職 会員名 所属

理事（理事長） 小林 猛久 和光大学

理事（常任理事） 長沼　健 同志社大学

理事（常任理事） 中谷　安男 法政大学

理事（常任理事） 林　裕二 西南女学院大学

理事（常任理事） 山本慎悟 中央大学

理事 後宮昌樹 ビジネスコンサルタント

理事 姜　京守 関西外国語大学

理事 佐藤研一 同志社大学

理事 佐藤洋一 東洋大学

理事 清水利宏 武庫川女子大学

理事 高森桃太郎 関西学院大学

理事 松尾　仁 東京福祉大学

2021年度　理事長指名理事 塩澤恵理 明治大学

2021年度　理事長指名理事 平澤　敦 中央大学

2021年度　理事長指名理事 森本真理 甲南女子大学

 

委員長

事務局庶務会計
責任者

事務局庶務会計

中谷安男
（法政大学）

長沼　健
（同志社大学）

後宮昌樹
（ビジネスコン
サルタント）

清水利宏
（武庫川女子大

学）

佐藤洋一
（東洋大学）

姜　京守
（関西外国語大

学）

蜂巣　旭
（東洋大学）

柴田真一
（神田外語大

学）

佐藤研一
（同志社大学）

姜　京守
（関西外国語大

学）

高森桃太郎
（関西学院大

学）
森本真理

（甲南女子大
学）

国際・国内渉外
委員会

野村誠二（東京富士大学）

佐藤洋一（東洋大学）

山本慎悟
（中央大学）

松尾　仁
（東京福祉大

学）

平澤　敦
（中央大学）

塩澤恵理
（明治大学）

長沼　健
（同志社大学）

野村誠二
（東京富士大

学）

岡本真由美
（関西大学）

日本経済学会連合
評議員

増山隆
（城西大学）

松尾仁
（東京福祉大

学）

広報委員会

委員

企画委員会

研究年報委員会
林裕二

（西南女学院大
学）

鎌田信男
（東洋学園大

学）
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か、事務局も支援を行い、2022年2月28日に当学会のホームペー

ジのリニューアルが完成いたしました。広報委員会の皆様には心

よりお礼を申し上げます。課題でありました、年報掲載の論文に

つきまして、過去5年分についてアブストラクトの掲載が実現し

ました。また、ご希望の執筆者におかれましては、J-Stage にて、

全文公開ができますように現在準備中です。会員各位の研究成果

の発信にお役立てできるよう今後も各種運営を広報委員会にお願

いしております。広報委員会は、当学会の発展のために各種の企

画をお考え下さり、大変効果的な Webサイトを作成くださいまし

た。会員各位におかれましては、学生をはじめとしまして、ご同

僚、お知り合いなどにJBCAの活動内容や研究内容についてWebペ

ージをご利用いただき、ご紹介を頂ければ幸いです。また、柴田

真一先生には、当学会の広報としてご寄稿をお願いいたしました

が、ご快諾を賜り、実現できましたことを深く感謝申しあげます。

是非、リニューアルした学会ホームページhttps://jbca.gr.jp/ を

ご覧ください。 

 

⚫ 日本貿易実務検定協会主催 貿易実務検定(Ａ級、Ｂ級、

Ｃ 級)のご案内 

日本貿易実務検定協会は、貿易実務検定(Ａ級、Ｂ級、Ｃ級)の

運営を行っています。試験日程や通信教育講座、ビジネスセミナ 

ーなど詳細は当協会ホームページでご確認ください。また、教本

は同協会で販売されているとのことです。 

 

⚫ 会費納入のお願い 

本年度（2022 年）の会費納入のお願いをする時期となりまし

た。正会員（会則改正により会員規定が変更され、本年度より一

般会員の方は正会員に統合されております）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。 

 

各支部の支部長と事務局 

関東支部： 

〒112-8606 東京都文京区白山5-28-20 東洋大学経営学部国際ビジ

ネスコミュニケーション学会関東支部長 藤尾美佐 

TEL 03-3945-7295（直通） FAX 03-3945-7477（経営事務室） 

E-mail: misa.fujio@gmail.com / misa_f@toyo.jp 

 

関西支部：〒602-8580 京都市上京区今出川通烏丸東入 同志社大

学商学部 長沼健研究室内 国際ビジネスコミュニケーション学会

関西支部長 長沼健 

Tel.:075-251-3689 

E-mail: knaganum@mail.doshisha.ac.jp 

 

九州・山口支部： 

〒803-0835 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 

国際ビジネスコミュニケーション学会 九州山口支部長[代理] 

林裕二 

研究室：電話：093-583-5648 

メール：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） 

 Email: kobatake@wako.ac.jp 

https://jbca.gr.jp/
mailto:misa.fujio@gmail.com
mailto:misa_f@toyo.jp
mailto:knaganum@mail.doshisha.ac.jp

