
 

（第 2号通信） 

大会統一テーマ「ニューノーマル時代のビジネス実務」 

新年度を迎え、会員の皆様にはいかがお過ごしでしょうか。 

さて、第 1号通信でご案内のとおり、来る 2022年 6月 11日（土）・12日（日）に 

オンラインで第 41回全国大会を開催いたします。

オンラインでの大会実施は、3年連続となりコロナ禍の終息はいまだ不透明なままです。

本大会を、会員の皆様と「ニューノーマル時代」を考えるにあたって格好の機会とすべく、

1日目の基調講演、2日目のシンポジウムを企画しました。ビジネス実務の現場、教育現場

の第一線に立っておられる会員の皆様にとって、実り多き 2 日間になるよう、引き続き準

備に邁進してまいります。 

 今後とも、本学会の運営にご協力いただき、学術研究の幅広い情報交換・研鑽の場に  

なりますことを期待致しております。 

今回の研究発表申し込みは全部で 20件（うち学会奨励賞エントリー4件）でした。昨年

度同様に、ニューノーマル時代を反映した、新しい視点での発表が多数あり、本大会統一

テーマに適う興味深い内容です。加えて、新しく「ランチョンセッション」を企画しまし

た。 

多数の会員が参加されますことを願っております。 

大会運営上の調整から第 2号通信が予定より遅くなり申し訳ございません。 

以上、どうぞよろしくお願いいたします。 

2022年 5月吉日 

日本ビジネス実務学会第 41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 4１回全国大会のご案内 
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 1．日本ビジネス実務学会　第41回全国大会プログラム

09:30-09:40

09:50-10:20

10:20-10:30

10:30-12:00

12:20-12:30
ランチョン
セッション
12:30-13:00

13:00～16:40

会場 A会場 B会場 C会場 D会場（学会奨励賞対象会場）

13:00-13:10

第1セッション
13:10-13:40
（発表20分）
（質疑10分）

A-1
元炭鉱地域の男女共同参画アン
ケートに見る現状と課題

井上 奈美子
(福岡県立大学)

B-1
秘書技能検定が大学生のキャリア
レディネスに及ぼす効果

〇髙松 直紀

(大阪樟蔭女子大学)
*1

C-1
クリエーティブ業界を目指す学生
を対象としたキャリア教育の実践
報告

中路 真紀
(東京工芸大学)

D-1
地域との連携によるプロアクティ
ブ行動促進について

〇梶山 亮子

(千葉経済大学短期大学部)
*2

13:40-13:50

第2セッション
13:50-14:20
（発表20分）
（質疑10分）

A-2
多様な働き方に関する実態調査研
究－テレワークの実態と推進手法
に関して－

〇竹内 治彦

(岐阜協立大学)*3

B-2
大学生を対象とするキャリア・ア
ダプタビリティ尺度の予測的妥当
性の検証－短大生の就職活動スト
レスとの関係に注目して－

北村 雅昭
(大手前大学)

C-2
2年生による秘書検定準1級面接講
座の実践報告

坂上 牧子
(金城大学短期大学部)

D-2
◎コロナ禍における新たなPBLの挑
戦～震災10年を未来に繋げる『陸
前高田SDGs物語』作成とクラウド
ファンディング～

安齋 徹
(清泉女子大学)

14:20-14:30

第3セッション
14:30-15:00
（発表20分）
（質疑10分）

A-3
技能実習生等のキャリア形成モデ
ルの提案－大学生との交流の可能
性を視座にして－

〇見舘 好隆

(北九州市立大学)*4

B-3
COVID-19禍における大学生への
キャリア教育が一般性自己効力感
に与える影響

水野 武
(摂南大学)

C-3
短大における多様な進路ニーズに
対応した支援システムに関する研
究～編入学に着目して～

〇石橋 慶一

(中村学園大学短期大学部)*5

D-3
◎秘書の職務における感情労働－
アンケート調査からの考察－

周藤 亜矢子
(宇都宮大学大学院)

15:00-15:10

第4セッション
15:10-15:40
（発表20分）
（質疑10分）

A-4
就職活動相談におけるキャリア・
コンサルタントの支援に関する事
例紹介－インタビュー調査－

岩井 貴美
(近畿大学)

B-4
大学生を対象としたアンコンシャ
ス・バイアスへのSDGs教育の取組
み－IATテストを用いた気づき教育
－

〇上野 真由美

(名古屋女子大学短期大学部)
*6

C-4
短期大学における秘書からビジネ
スへのプログラム展開過程－「変
容期（1996-2010年）」を中心に－

江藤 智佐子
(久留米大学)

D-4
◎販売実習がもたらすビジネス
パーソンの資質・能力育成－商業
高校生の調査結果より－

名和 晋也
(岡山県立新見高等学校)

15:40-16:10

第5セッション
16:10-16:40
（発表20分）
（質疑10分）

A-5
英文タイトルの落とし穴：「提
案」と「影響」には気をつけろ

堀口 誠信
(徳島文理大学短期大学部)

B-5
初年次教育におけるロジカル・シ
ンキングの授業検討

米本 倉基
(東海学園大学)

C-5
学生の就業意識醸成に向けた経済
団体との取り組み～北海道商工会
議所連合会との6年間を振り返って
～

〇原 一将

(札幌国際大学)*7

D-5
◎大学生のロールモデルとキャリ
ア探索との関連

湯口 恭子
(近畿大学)

16:40-16:50

16:50-17:00

<共同研究者> 〇主発表者

*1 兒島 尚子(大阪樟蔭女子大学) 苅野 正美(近畿大学) 若生 眞理子(滋賀短期大学) 福井就(大手前短期大学) ◎学会奨励賞エントリー発表

   樋口 勝一(甲子園大学)
*2 手嶋 慎介(愛知東邦大学)
*3 河合 晋(岐阜協立大学) 見舘 好隆(北九州市立大学) 山本 重人(岐阜協立大学)
*4 河合 晋(岐阜協立大学) 竹内 治彦(岐阜協立大学)
*5 藤井 厚紀(福岡工業大学短期大学部)

*6 山本 恭子(名古屋学芸大学) 米本 倉基(東海学園大学)
*7 石田 麻英子(札幌国際大学短期大学部) 小林 純(札幌国際大学短期大学部)

09:30-12:30

12:30-12:45 閉会式

ニューノーマル時代の地域連携を考える －大学は何を考えるべきか：愛知東邦大学の事例をもとに－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〇舩木 恵一 手嶋 慎介 寺島 雅隆(愛知東邦大学)

研究発表

ホスト・ゲスト接続タイム

ホスト・ゲスト接続タイム

ホスト・ゲスト接続タイム

ホスト・ゲスト接続タイム

ホスト・ゲスト接続タイム

ホスト・ゲスト接続タイム

事務連絡

＜２日目＞ 2022年6月12日（日）

シンポジウム：「ニューノーマル時代のビジネス実務」
　　コーディネーター　大島 武 氏  （東京工芸大学芸術学部教授・学部長）
　　シンポジスト　　　上條 憲二 氏（愛知東邦大学経営学部教授）
　　　　　　　        深澤 了 氏  （むすび株式会社代表取締役）
                      谷口 正博 氏（愛知東邦大学経営学部准教授）

ホスト・ゲスト接続タイム

＜1日目＞ 2022年6月11日（土）

開会式・大会実行委員長　挨拶

日本ビジネス実務学会　総会

ホスト・ゲスト接続タイム

基調講演:「ニューノーマル時代の会社－ガイアックスの取り組みをもとに－」

木村 智浩 氏（株式会社ガイアックス チーフ・カルチャー・オフィサー）
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＜１日目＞2022年6月11日（土） 

基調講演『ニューノーマル時代の会社－ガイアックスの取り組みをもとに－』 

 

木村 智浩 氏 

株式会社ガイアックス チーフ・カルチャー・オフィサー  

オルタナティブな教育と組織の研究家 

 

奈良県生まれ。早稲田大学卒業後、ソーシャルメディアとシェアリングエコノミー分野に

注力する起業家輩出のガイアックスにて、営業、新卒採用、広報 IR、経営企画、事業立

ち上げ（国内トップシェア獲得）等、幅広く経験。MVPを最多受賞。現在はインディペン

デント・コントラクター。20年の東京生活を経て 2021年から奈良県の奥大和に移住。 

4児の父。子どもたちは、モンテッソーリ園、また、体験型学習中心の自由学校に通う。 

 

ポジティブサイコロジー・プラクティショナー（セリグマン博士）。国家資格キャリアコ

ンサルタント。 

元ソニー上席常務の天外伺朗の天外塾にて「ティール時代の教育と子育て」講師。 

日本最大級のオンライン保育者研修「保育アカデミー」運営。 

ミネルヴァ大学院卒業生と教授による自己革新プログラム project MINTコーチ。 

「システム思考」「学習する組織」を学ぶシステムリーダーシップ実践コミュニティのコ

ミュニティ・ストラテジー・オフィサー。 

（参考） 

Work Design Award 2021 エンプロイーベネフィット部門賞受賞。 

https://www.gaiax.co.jp/blog/work-design-award-2021/ 

Work Story Award 2021 最多 3年連続受賞、2021年度審査員特別賞 2賞受賞。 

https://www.gaiax.co.jp/blog/work-story-award-2021/ 

「D&I Award 2021」にて最高位の「ベストワークプレイス」認定。 

https://www.gaiax.co.jp/blog/diversity-and-inclusion-2021/ 
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https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://www.gaiax.co.jp/blog/work-design-award-2021/%26amp;sa%3DD%26amp;source%3Deditors%26amp;ust%3D1650615810672638%26amp;usg%3DAOvVaw15FP0qzX6F1f1VIXhCaRnP&sa=D&source=docs&ust=1650615810681812&usg=AOvVaw3FctUTQ2ebjZ-DWfmJ5-Gi
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https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://www.gaiax.co.jp/blog/diversity-and-inclusion-2021/%26amp;sa%3DD%26amp;source%3Deditors%26amp;ust%3D1650615810673417%26amp;usg%3DAOvVaw2niUTP1sZbgOIrJSeqqLGu&sa=D&source=docs&ust=1650615810682235&usg=AOvVaw3eLfsBTq3dIUy19UYsQqwY


 

＜２日目＞2022年 6月 12日（日） 

シンポジウム『ニューノーマル時代のビジネス実務』 

 

大島武副会長によるコーディネート（全体進行は実行委員会）、３名のシンポジストによ

って行います。ブレイクアウトルーム機能を活用し、より多くの方の声が飛び交う場にな

るよう、積極的なご参加をお願いいたします。 

 

≪コーディネーター≫ 

大島 武 氏 東京工芸大学芸術学部教授・学部長） 

日本ビジネス実務学会副会長。一橋大学社会学部卒。ロンドン大学インペリアル校経営大

学院修了。日本電信電話株式会社勤務などを経て、現職。専門はビジネス実務論、パフォ

ーマンス研究。全国大学実務教育協会ベスト・エデュケーター・オブ・ザ・イヤー最優秀

賞受賞。 

 

≪シンポジスト≫ 

上條 憲二 氏 愛知東邦大学経営学部教授。 

外資系広告会社執行役員を経て、世界的なブランドコンサルティングファームであるイン

ターブランドの日本法人でエグゼクティブディレクターとして企業のブランド戦略に携わ

る。その間、大手住宅メーカー、ゼネコン、自動車会社、旅行会社、航空会社、放送局の

ブランド戦略を担当。2014年より現職。研究者であり、コンサルタントであり、現場の

実践者という「3in1の存在」として、「ブランドをマネジメントするのではなく、ブラン

ドでマネジメントする」を趣旨とした「ブランド経営」の重要性を日々説いている。近著

に『超実践! ブランドマネジメント入門』（ディスカヴァー・トゥエンティワン）。 

 

深澤 了 氏 むすび株式会社代表取締役 

クリエイティブ・ディレクター/ブランディング・ディレクター。 

早稲田大学商学部卒業後、山梨日日新聞社・山梨放送グループに入社。広告代理店にて

CMプランナー/コピーライターとして活躍した後、株式会社パラドックスへ入社。株式会

社リクルート(現・株式会社リクルートホールディングス)と協業し、数多くの企業の採用

戦略に携わる。これまで採用活動に関わった企業は 1000社以上。2015年、ブランディン

グを企業経営のインフラにしたいとの思いから、むすび株式会社を設立。早稲田大学ビジ

ネススクール修了(MBA)。近著に『採用ブランディング 完全版』（WAVE出版）。 

 

谷口 正博 氏 愛知東邦大学経営学部准教授 

株式会社デンキトンボ 取締役 兼アートディレクター。 

デザイン、アートワーク経験を活かし 2012年会社組織を共同設立。映像コンテンツ制

作、プロジェクションマッピング、複合イルミネーション案件をディレクションから実制

作まで多数手がける。 

近年は大学教育においてデザイン的思考、クリエィティブ思考を取り入れた柔軟な発想、

活動を取り入れ、自身の事業を社会活動として直結することで、学生にはより実務的な現

場体験として学びの場を提供することを実践している。 
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https://d21.co.jp/book/detail/978-4-7993-2826-2
https://www.musubi-inc.co.jp/
https://www.wave-publishers.co.jp/books/9784866212906/
https://www.denki-tombo.com/


 

2．学会奨励賞の実施について 

 

一昨年度は初めてのオンライン開催のため学会奨励賞の実施を見送りましたが、発表する皆様にとっ

ての貴重な研究実績になり得ること、そして学会員の研究促進に繋がることを鑑み、昨年度に続き、以下

の暫定措置を講じて、オンラインにおける学会奨励賞の実施をいたします。 

全国大会研究発表申込の方に対し、3月 7日付（研究発表申込延長時）で「学会奨励賞」開催に

ついて、エントリー募集を行いました。オンライン大会での「学会奨励賞」運営となるため、以

下の措置についてご確認を願っております。 

その結果、4月 10日（日）に応募を締め切り、4件を受け付けました。 

なお、規程により、「学会奨励賞」を 3回以上受賞した会員、昨年度に受賞した会員はエント

リー対象外となります。  

 

【オンライン大会開催による暫定措置】 

１．学会ウェブサイトでの表彰対象者発表 

 第 41回大会は、昨年度同様に、オンラインによるビデオ審査を行うため、全国大会時に表彰を執り

行わず、後日、学会ウェブサイトにて表彰対象者を発表します。 

２．審査のため研究発表の録画 

エントリー受付時には、事前の動画提出をお願いしていましたが、昨年度通り、当日の研究発表を

録画する方式といたします。 

 

※エントリー時、事前承諾 

■審査のため研究発表を録画 

 録画データは、審査目的以外では使用しません。 

 また、録画データの閲覧・取扱いは、審査員と運営確認を行う大会実行委員以外は行いません。 

 録画データの保管・管理は厳重に行い、審査終了後はデータを消去いたします。 

■録画トラブルの対応について 

 トラブル対応についての手続き詳細については、エントリー対象者に事前承諾通知済です。 

 

 

3．第 41回全国大会専用 HPのご案内 

 

以下の URLで全国大会ウェブサイトを開設いたしましたので、必ずご閲覧ください。 

大会に関する新着情報は、大会ウェブサイトで随時ご案内いたします。 

 

■第 41回全国大会ウェブサイト 

https://jsabs-41th.com/  ★大会統一テーマ「ニューノーマル時代のビジネス実務」★ 

 

■日本ビジネス実務学会「全国大会・総会」ページ URL  

http://jsabs.hs.plala.or.jp/meeting/annual/ 
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https://jsabs-41th.com/
http://jsabs.hs.plala.or.jp/meeting/annual/


 

4．第 41回全国大会参加申込のご案内 

 

■参加申込では、昨年度同様に「Peatix」（イベント管理サービス）からお願いします。  

早割価格の事前申し込み締め切りは 5月 31日（火）です。（大会当日まで受付を行いま

す。5月 31日以降は 1000円割り増し価格になります。） 

 

※参加費の支払い方法について 

 参加申込手続き前に Peatixでの「新規登録」が必要になります。 

支払手段としてクレジットカード・コンビニ・ATMが使えます。 

領収書は「領収書」画面から発行が可能です。宛名、但し書きは各自で記入願います。 

 

 

5．全国大会の申し込み手順 

 

① 第 41回全国大会ウェブサイトにアクセス https://jsabs-41th.com 

②「大会参加お申し込みはこちらから」もしくは右上の「申込み」をクリック 

③ Peatix（ピーティックス）というシステムの全国大会参加申込ページから参加費（チケット） 

を申し込む。 

（参加費の支払いについては Peatixでの「新規登録が必要となります」） 

④ 支払い後、「イベントに参加」ボタンをクリックして全国大会参加のパスワード入力ページに 

アクセスする。 

⑤ リンク先のページでパスワードを入れて全国大会プログラムのページへ移動する。 

 

【接続方法に関するヘルプページ】 

https://help-attendee.peatix.com/ja-JP/support/solutions/articles/44001934587 

 

 

 

第 2号通信が予定より大幅に遅くなり申し訳ございません。重ねてお詫び申し上げます。 
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https://jsabs-41th.com/
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