
 

 

日本ビジネス実務学会第 36 回全国大会のご案内 

（第 1 号通信） 

 

会員の皆様には、健やかな新年を迎えられたこととお喜び申し上げます。 

さて、新年早々ではございますが、第 36 回日本ビジネス実務学会全国大会のご案内を申し上

げます。昨秋に送付された学会報と同送のチラシでもご案内いたしましたように、第 36 回全国

大会は近畿ブロックでお引き受けし、2017 年 6 月 10 日（土）・11 日（日）の 2 日間、神戸大学

六甲台第 2 キャンパス・農学部（神戸市灘区）を会場に開催いたします。 

本大会では、「ビジネス実務における専門教育を考える」という統一テーマを掲げました。そ

の意義は次ページの概要をご覧いただければご理解いただけると思いますが、当学会を 1 人の

人間に擬するなら、キャリアの大きな節目の中にいるかと思われます。キャリアをデザインす

るがごとく、この節目にしっかりと向かい合い、今後の展望を見出す、そのような大会になる

ことを願っております。 

そのために、今回の大会では 2 日目のシンポジウムにおいて、参加者相互が議論できる時間

を設けました。ふだんは交流のない別ブロックの方々とも活発に情報や意見の交換を行ってい

ただける場づくりに努めたいと存じます。 

神戸はいま NHK の連続テレビ小説の舞台ともなっておりますが、震災を経た後なお、魅力あ

る都市として輝いております。また会場の神戸大学農学部が所在する六甲台第 2 キャンパスか

らは、美しい夜景も望むことができます。そのような場所で皆様とお会いし、語り合えること

を楽しみにしております。諸事ご多用とは存じますが、ぜひとも大会日程を今から予定表に書

き加えていただければ幸いです。 

まずは第 1 号通信としてのご案内とともに、ご参加および発表応募のお願いを申し上げます。 

 

2017 年 1 月 24 日 

 

日本ビジネス実務学会 

第 36 回全国大会 

大会実行委員会 

委員一同 

 



 

 

日本ビジネス実務学会 第 36 回全国大会の概要 
 

大会統一テーマ：「ビジネス実務における専門教育を考える」 

  

中央教育審議会は、実践的な職業教育を行う新しい高等教育機関として「専門職業大学・短

期大学」（仮称）を制度化するよう文部科学大臣に答申し、2019 年度の開設を目指すとしてい

ます。新しい大学種が誕生すれば、既存の大学・短期大学における専門教育の意義が一層強く

問われることが予想されます。とりわけ「ビジネス実務」の領域では、ビジネスの現場で生き

る専門的かつ実践的な知識・能力の修得を目指していますが、これらを専門職業大学・短期大

学に任せることなく、今一度見直す時機がきているといえます。 

目を転じて、ビジネスの現場では、ICT や AI がますます進化していますが、だからこそ人間

にできることは何か、その能力を有する人材を育成するためにはどうするべきかが、企業でも

課題となっています。産業構造の変化や新たなニーズへの対応は、現在の「高等教育改革の動

向」（文部科学省）にも位置づけられています。そして、特色ある研究を基軸として全学的な独

自性を大きく打ち出す取組をする私立大学に対しては、設備費等や経常費を一体的に支援する

（2017 年度）ということも発表されています。 

本学会においては、近年、キャリア教育、ジェネリックスキルの育成、アクティブ・ラーニ

ングなどをキーワードとして、大学・短期大学における教育カリキュラムやプログラムの開発、

およびその効果検証に関する研究が増えて参りました。その研究蓄積は本学会の貴重な財産で

ある一方で、同様のテーマを扱う他学会との差別化が難しくなっているという現実もあります。

また、めざましく変化していくビジネス実務の現場を捉える研究に比べて、そこで必要とされ

る専門的な知識・技能に関する知見の蓄積が必ずしも十分ではないという指摘もなされていま

す。 

本学会は、1981 年に「日本秘書学会」として設立されて以来、ビジネス実務に関する専門教

育について考え続けてきました。2017 年は学会発足から 36 年、今までの歩みを振り返りつつ

今後の発展のための新たな展望を考える、人生に例えるとミドルの転機を迎えるころといえま

す。学会員の構成も、徐々に世代交代が進んできております。このように学会内外の状況が変

化するいまこそ、会員の皆様とその転機をポジティブに捉え、本学会のアイデンティティを共

に考え、再確認する機会として、今回の全国大会を位置づけたいと考えております。 

皆様のご参加を心よりお待ち申し上げます。 

大会実行委員長  

中川伸子 

  



 

 

１．大会日程及び会場 

2017 年 6 月 10 日（土）・11 日（日） 

■1日目：6月10日(土）10:00～18:20【会場：神戸大学六甲台第2キャンパス・農学部(神戸市灘区)】 

○2017年度総会第1部（10:10～10:50）、同第2部（13：20～14：10） 

○特別講演（11:00～12:10） 

「 （テーマ未定） 」   株式会社ファミリア 代表取締役社長 岡崎忠彦氏 

○研究発表／ポスターセッション（14:20～18:20） 

○懇親会（18:30～20:30）【会場:神戸大学瀧川記念学術交流会館】 

 

■2日目：6月11日（日）9:00～12:00【会場:同上】 

○JAUCB 研究助成報告（9：10~9：30） 

○シンポジウム（9:40～11:50） 

「ビジネス実務における専門教育を考える」 

パネリスト： 学校法人宮崎学園 理事長 山下恵子先生 （一般財団法人全国実務教育協会 理事） 

   富山短期大学 准教授 加納輝尚先生 

京都女子大学 准教授 掛谷純子先生 

コーディネーター：京都女子大学 教授 西尾久美子先生 

○学会奨励賞発表表彰式（11:50～12:00） 

 

２．参加費 

※参加申し込み、振込方法については第 2 号通信でご案内いたします。 

※名誉会員の参加費は不要です。 

大会参加費 

正会員 7,000 円 ※当日 8,000 円 

ビジター 4,000 円 ※正会員の紹介が必要です。 

学生会員 2,000 円 

非会員 8,000 円 

懇親会参加費 5,000 円 

昼食代 1,000 円（事前申し込み制） 

 

３．研究発表について（申し込み要領） 

(1) 研究発表の内容と形式 

発表内容は､学会趣意書に記載された研究領域等に則しており､理論的､実践的に意義深いものとし 

ます。発表の種類については､次の 2 つがあります。 

A. 口頭発表 

従来の発表形式のとおりです｡事前に発表要旨を提出し､当日は登壇して発表を行います。 

発表時間については、「発表 20 分十質疑応答 10 分｣の計 30 分を制限時間とします。 

発表会場には、ウィンドウズ PC とプロジェクタを用意します。 

B. ポスター発表 

研究･実践内容をポスターにして会場に掲示し、ポスターセッション時間には､来場者に説明を行い､発

表者と来場者の直接交流を図ります｡気軽に発表できる場であり､ネットワークを広げる格好の場ともなり

ます｡とりわけ、若手会員にとっては自己アピールの好機です｡また､教育者の世代交代の時期となって

いる昨今､キャリアを積み重ねた会員が次代を担う若手会員に対し、今まで培った知の技法を伝授する

絶好の機会でもあります。提出は、申し込み時の要旨だけで､ポスターは当日の持ち込みとなります。 



 

 

(2) 研究発表の申し込み 

下記の締切日までに､原則として E メールでお申し込みください｡メールの標題は｢研究発表申し込み」 

としてください｡本文には以下の項目を記載してください。 

〔注〕｢ポスター発表｣をお申し込みの場合は、⑨は不要です。 

①発表の種類: A.口頭発表 B.ポスター発表 

②氏名（ふりがな） 

③所属 

④発表テーマ 

⑤要旨（400 字程度） 

⑥研究領域（本学会ホームページ参照:｢ビジネス実務の研究対象領域」から選択） 

⑦連絡先（電話番号･Fax 番号･E メールアドレス） 

⑧主発表者と共同発表者全員の所属と氏名(共同研究の場合） 

⑨｢学会奨励賞｣の対象とする審査希望の有無:（｢希望する｣または｢希望しない｣） 

※学会奨励賞の審査を希望する研究発表の中から、学会奨励賞（若干名）を選出します。 

なお、前年度の学会奨励賞の受賞者は、今年度は審査対象となりませんので、ご注意ください。  

※学会奨励賞へエントリーされた方は、第 2 日目の学会奨励賞授賞式に必ずご参加ください。 

 

2017 年 2 月 17 日 (金) 24:00 発表申し込み締切り  

発表申し込みされた方には、メールで諾否の返信をいたします。口頭発表される方には、「大会

プログラム・研究発表要旨集」の原稿フォーマットをメールに添付してお送りします。ポスター発

表については、「ポスター発表要領」をお送りします。  

※ 口頭発表は、会場の都合上25件までとさせていただきます。申し込み多数の場合は、要旨内容

に基づき審査することがありますので、予めご了承ください。  

※ ポスター発表は、会場の都合上20件までとさせていただきます。申し込み多数の場合は、要旨

内容に基づき審査を行ったうえで、先着順となることがありますので、予めご了承ください。  

※ 口頭発表とポスター発表に、同テーマでお申し込みいただくことはできません。 

※ ポスターの掲示は、1日目の12時10分から18時20分までです。また、1日目のポスターセッショ

ン時間（17時40分～18時20分）には、必ずご自身のポスターの前で待機ください。希望者は2日目の

10時まで掲示が可能です。 

※ お一人で複数の主発表はお受けできません。 

※ 共同研究者は会員であることが条件です。 

※ 申し込み後は、発表テーマ等の大幅な変更はできません。  

 

(3) 研究発表の要旨原稿提出 

事務局が指示するフォーマットを用いて「大会プログラム・研究発表要旨集」の原稿を作成し、提出してく

ださい。 

2017 年 4 月 7 日（金）大会プログラム・発表要旨集原稿締切り  

  

申込先アドレス: jsabs36@gmail.com 

日本ビジネス実務学会 第 36 回全国大会実行委員会事務局 



 

 

４．今後の予定 

研究発表の申込み 2 月 17 日（金）締切り 

全国大会第 2 号通信の発送 4 月 7 日（金）を予定 

「大会プログラム・研究発表要旨集」原稿の提出  4 月 7 日（金）締切り 

参加費振込み（参加申込み） 5 月 11 日（木）締切り 

 

５．連絡先 

お問い合わせ・ご連絡は、原則として E メールにてお願いいたします。 

 

 実行委員長 

〒650-0046 神戸市中央区港島中町 4-7-2 

神戸女子短期大学 中川伸子 

E メール： nakagawa＠kwjc.kobe-wu.ac.jp 

 

 事務局長 

〒662-8552 兵庫県西宮市御茶家所町 6-42  

大手前大学 坂本 理郎 

E メール： riro-s@otemae.ac.jp 

 

６．会場までの交通手段        ※第 2 号通信でもご案内いたします。 

 

(神戸大学農学研究科・農学部ホームページより)  



 

 

所在地 

〒657-8501 神戸市灘区六甲台町 1-1  神戸大学六甲台第 2 キャンパス・農学部 

交通のご案内                                                        ※会場には駐車場はありません 

＜①神戸空港から＞ 

・ポートライナーで三宮駅（約 20 分）、三ノ宮駅から JR で六甲道駅まで（約 5 分）、案内④へ 

または 

・ポートライナーで三宮駅（約 20 分）、神戸三宮駅から阪急電鉄で六甲駅まで（約 7 分）、案内⑤へ 

 

＜②新幹線新神戸駅から＞ 

・神戸市営地下鉄で三宮駅（約 3 分）、三ノ宮駅から JR で六甲道駅まで（約 5 分）、案内④へ 

または 

・神戸市営地下鉄で三宮駅（約 3分）、神戸三宮駅から阪急電鉄で六甲駅まで（約 7分）、案内⑤へ 

 

＜③新幹線新大阪駅から＞ 

・JR で六甲道駅まで（約 30 分）、案内④へ 

 

＜④JR 六甲道駅から会場まで＞ 

・神戸市バス 36 系統「鶴甲団地」行に乗車し、「神大文理農学部前(5 つめ)」下車すぐ（約 10 分） 

 

＜⑤阪急六甲駅から会場まで＞ 

・神戸市バス 36 系統「鶴甲団地」行に乗車し、「神大文理農学部前(3 つめ)」下車すぐ（約 7 分） 

 または 

 ・北へ徒歩 15 分 

 

＜⑥阪神御影駅から会場まで＞ 

・神戸市バス 36 系統「鶴甲団地」行に乗車し、「神大文理農学部前(11 番め)」下車すぐ（約 25 分） 

 

(神戸大学農学研究科・農学部ホームページより)  



 

 

宿泊のご案内 

  

この度、第 36 回日本ビジネス実務学会全国大会が神戸市にて開催されます。全国各県より参

加されます皆様のご便宜を図るために、宿泊の手配を株式会社 JTB 西日本教育旅行神戸支店が

お手伝いさせていただくこととなりました。正式には第２号通信にてご案内をさしあげますが、

事前にご質問等がございましたら、下記の担当者までご連絡をお願いします。 

株式会社 JTB 西日本 教育旅行神戸支店 

担当：川端和久・上村美穂 

お問い合わせ TEL：078-391-6955 

（営業時間：平日 9:30～17:30 土･日曜･祝日休み） 

 

宿泊施設について 

 

■ANA クラウンプラザホテル神戸     【料金】16,800 円～ 

 【住所】神戸市中央区北野町 1-1 

 【アクセス】JR 新神戸駅 直結 

 

■サンサイドホテル           【料金】9,800 円～ 

 【住所】神戸市中央区雲井通 4-1-3 

 【アクセス】JR 三ノ宮駅 徒歩約 5 分 

 

■ダイワロイネットホテル神戸三ノ宮   【料金】12,800 円～ 

 【住所】神戸市中央区御幸通 5-1-6 

 【アクセス】JR 三ノ宮駅 徒歩約 7 分 

 

■サンルートソプラ神戸         【料金】15,800 円～ 

 【住所】神戸市中央区磯辺通 1-1-22 

 【アクセス】JR 三ノ宮駅 徒歩約 7 分 

 

■チサンホテル神戸           【料金】10,800 円～ 

 【住所】神戸市中央区中町通 2-3-1 

 【アクセス】JR 神戸駅 徒歩約 3 分 

 

■三宮ターミナルホテル         【料金】14,800 円～ 

 【住所】神戸市中央区雲井通 8-1-2 

 【アクセス】JR 三ノ宮駅 直結 

 

■ホテルモントレ神戸          【料金】16,800 円～ 

 【住所】神戸市中央区下山手通 2-11-13 

 【アクセス】JR 三ノ宮駅 徒歩約 5 分 

 

※ 一名様一室利用、一泊朝食付き、税金・サービス料込 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本ビジネス実務学会  

第 36 回全国大会  

 

 

 

 

 

          ◆ 会期：2017 年 6 月 10 日（土）・11 日（日） 

          ◆ 会場：神戸大学六甲台第 2 キャンパス・農学部  

             

 

 

大会実行委員長 中 川 伸 子（神戸女子短期大学） 

（E メール：nakagawa＠kwjc.kobe-wu.ac.jp） 

   大会事務局長 坂 本 理 郎（大手前大学） 

                          （E メール：riro-s@otema.ac.jp） 

        


