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ビジネス実務教育Iま 『働く個々人の能力開発』
会 1長

1春

明 美 (札 幌国際大学短期大学部

)

ビジネス実務教育 は、大学 か ら企業へ の移行 の橋渡 し役 として、短期的 に有効 であ る。短期的 と
い うのは、 この教育 を受けた学生は、 ビジネス社会や企業組織 の知識 と職務遂行 の初歩的ス キル は
身 につ けてい るため、企業へ の移行時に他 の新入社員 よ り早 く組織適応が で き滑 り出 しが良い。卒
業生 ヒアリングなどか ら得 た情報 で も、教育は有効 に働 いてい ると考え られる。 しか し、その知識
や能力 を常 に高度化 しなければ、変化 の激 しい職場 で生 き延びる ことは難 しい。そうい う意味で短
期的 とい う。
そ こで、今、高等教育には先が見 えない時代 を生 き抜 く力 として、 問題 を解決す る能力 の育成が
求 め られ、課題解決型授業が盛んに導入 されてい る。 この学会 の生みの親 である、一般財団法人全
国大学実務教育協会 の資格 には、それ らがす でに組み込 まれてい るが、 ビジネス実務能力 に加 えて
課題 を解決 してい く力 を備 える ことで、 これか らの時代 を乗 り切 る人材 を育成 しようとす る ものだ
と捉 える。
この課題解決型授業 は、職場 で協働す るため、テームで合意形成 をし、チームの中での 自分 の役
割 をどの ように遂行 してい くかを、実践 を通 して学 んで行 く。今では多 くの大学 で取 り組 んでい る
が、 ビジネス実務教育 に、 これが付加 される ことで教育効果 を高める点が特徴 となる。働 く人 とし
ての基礎知識 と実務能力、そ して課題解決能力 を身 につ け企業社会 において働 きなが ら学 びを継続
し、 自己を高めエ ンプロイア ビ リテイの高 い人材 になって行 く。同時に個人生活 を充実 して生 きて
いけることを望んだ教育 であ る。
さて、そのビジネス実務教育 を受けた学生 とそ うではない学生 との差異 について、在学時の就職
内定 までの情報 はある と思 うが、卒業後 のキ ャリアに関す る追跡調査 は多 くはない。 ビジネス実務
教育 を受 けた学生の在学時 のエ ンゲ ー ジメ ン ト (学 習や活動 に どの くらい熱心 に取 り組 んで い た
か)や 卒業時の知識能力 と、卒業後 のキ ャリア (ポ ジシ ョン、所得、転職等)の 関係 など、教育 の
その後 を検証す る研究 は余 り見当た らない。教育の質保証 として、PDCAを 回す とす ると追跡調査
をす るしかないが、 ビジネス実務教育 を受けた学生 と受けなか った学生のキャリア形成 に違 いがあ
るのか、ないのか、 ビジネス実務教育 の長期的効用、それが見 えたなら興味深 い。
6月 に神戸大学 で開催 される全国大会は、 ビジネス実務教育 の専 門教育 について考察す ることに
なるが、本学会 の研究 の軸 である「働 く個 々人の能力開発」の観点か らも議論 を重ねたい と考える。
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総務企画委員会では、 ビジネス実務論集規程の改定と ビジネス実務論集査読規程の制定 について検討 していま
す。詳 しくは、2017年 6月 の総会でこ案内 します。

第35回 2016年 度全国大会 (中 部ブロ ック担当)が 6月 11日 012日 の両 日、金城大学 ・金城大学短期大学部及び

ANAク ラウンプラザホテル金沢で開催されました。
本年度の大会統 一テーマ 「地域 と連携する ビジネス実務教育」の下、白山市山田市長のウエ ル カムス ピーチの
後、21件 の□頭発表と合わせ、本年度よ り多くの研究発表機会を提供するため取 り入れたポスタ ー発表も行い、
こちらには16件 の研究発表があ り盛会 に終了いた しま した。

9月 開催の研究推進委員会で ￨よ 大会実施報告を分析 し、次回第36回 全国大会 (近 畿ブロ ック)に 向けて運営方
・
法 プログラム構成等改善案を検討 しま した。また2015年度JA∪ CB受 託研究報告中間報告 (北 海道 ブ ロ ック担
当)を 再確認 し次年度の研究実施内容等の検討も行いま した。
12月 開催の委員会では、担当 の近畿 ブロ ックよ り詳細な全国大会プ ロ グラムの提案があ り詳細な検討を行いま

した。第36回 全国大会の統―テーマは 「ビジネス実務 における専門教育を考える」ですが、これ ￨よ そもそも 「ビ
ジネス実務教育」で育成する能力とは何かを再考する試みであ り、本学会の今後の研究領域を再検討する機会 で
もあ ります。企業実務の現場 ニー ズに応える ビジネス実務教育を改めて検討 して行きたいと思います。

2016年 度も ビジネス実務論集第35号 を発行 しま した。今年度は17件 の申し込みがあ り、うち13件 が投稿されま
した。各論文 に対 して査読者 2名 の審査と12月 の編集委員会における審議を経て、理論 ・調査研究分野で 2編 の
論文と 1編 の研究 ノー ト、教育開発研究分野で研究ノー ト4編 の計 7編 が審議を通過 (修 正を条件とするもの、
再審査を必要 とするものを含む)し ま した。採択率は54%と 掲載は容易ではあ りませんが、残念ながら不採用の
論文 におかれま しても、審査員の先生のア ドバイスをお読み頂き、ぜひ、再チ ャ レンジを 期待 したいです。特
に、今回は、近年少なかつた理論 ・調査研究分野で本格的な論文の提出があるなど、年々学会誌の レベルア ップ
が感 じられます。
2017年 度 (第 36号 )も 7月 に投稿 申 し込みを開始 し (8月 上旬締め切 り)、 原稿の締め切 りは10月 になる予定
です。投稿をお考えの先生方 ￨よ 、準備をよろ しくお願いすると同時に、多くの方か らの投稿 をお待 ち していま
す。

2016年 度も学会報を 2回 発行 しま した。会報 No。 65に は、昨年 6月 に金沢で開催された全国大会の詳細号 と し
て大会プ ロ グラムおよび研究発表 の概要を掲載 しま した。本号 (No.66)で は全国 6ブ ロ ックの活動報告を中心
に掲載 しています。各ブロ ックの特色を活か した有意義な研究活動が紹介されて いますので、今後の研究会企画
の参考としてお役立ていただけれ ば幸いです。また、学会ホー ムペ ージにつきま しては、 ビジネス実務の研究教
育の足跡を蓄積 するとともに、本学会 の魅力を発信すべ く、さらに充実させて いきたいと思います。会員の皆様
か らの積極的な情報提供や こ意見をお待ち申 し上げてお ります。
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■北海道 ブロック研究会報告
武丼 昭也

(札

幌国際大学
)

1.ブ ロック研究会の動向

あるが、研究会活動 に意欲的に取 り組 む会員が多 く、運
営 は監事 を含 む10名 の運営委員 を中心 に行 なってい る。
小 さい所帯 な らではの親密 さを活か しなが ら、 さらに活
動 を活発 に したい と願 ってい る。
2.2016年 度の活動
(1)総 会・ 講演会
(土 )に 札幌国際大学 で 開催。生活協

同組合 コー プさっぽろ専務理事 の 中島則裕様 に ご講演 を
依頼 した。昨年度の株式会社 セ イ コーマー ト代表取締役
社長 の丸谷智保様 に引 き続 き、北海道 とい う地域 をテー
マの一つ としてビジネスの現状認識や研修 などについて
お話 しい ただ き、研究活動 の視野 を広 げ ることと、学会
研究会 の認知、会員勧誘 を目的 として開催 した。
ご講演 には昨年同様 に会 員 のほか、学生や地域 の方 々
も加 わ り、経営方針や社員教育、 また、北海道経済や産
業 の将来について大変有意義なお話 をうかが うことがで
きた。
(2)第 14回 学生 プレゼンテ ーシ ョン コンテス ト
2016年 12月 23日 (金 )に 北海商科大学 で開催。 4大 学
10チ ームの発表があ り、応援や見学 の学生 との質問や意
見 など充実 した内容 となった。 審査結果 は以下の とお り
である。
優秀賞 2組 (最 優秀賞 な し)
「巻 き込み力 の重要性 〜地域活動か ら見 えた もの〜」
札幌大谷大学 蝦名佑美 さん他 2名
「上士 幌町観光振興 に向けた新 たな挑戦」
札幌 国際大学

近 間 友 紀

さ ん

(3)ブ ロック研究会
2017年 2月 25日 (土 )に 北海商科大学で開催。出席者
は11名 。研究発表 3件 、発表終了後 にはフリー・ディス
カッションの場を設けて意見交換 と会場を移 しての懇親

会でさらに情報交換を行 った。
(4)2016年 度「ブロック研究会活動報告書」の発行
例年 どお り、「ブロ ック研究会活動報告書 (要 旨集)」
を年度末に発行 し、会員に郵送の予定である。

中島氏の講演

(名

古屋経営短期大学
)

1.2016年 度 ブロック研究会の動向

ブ ロ ック会員数 はここ数年、入退出があ りなが らもほ
ぼ30名 前後 で推移 してい る。 6ブ ロ ック中最小規模 では

2016年 7月 2日

■関東 ・東北 ブロック研究会報告
高橋 員知子

学生プ レゼンコンテス ト

2016年 度 は、ブ ロ ック に とって「挑 戦」 の 年 で あ っ
た。初 めての東北地区でのブロック研究会 の開催 は、 2
年越 しの準備期 間をかけ多 くの方 々の ご協力 で、近年 で
は最多 の参加者 による有意義 な研究会 となった。 また、
会員 の研 究活動支援 を 目的 とした公 開講座 の 開催 をブ
ロ ックの公式活動 と位置づ けて実現す ることがで きた。
今後 も会 員 と運 営 委員 の協 力 に よ り、「学 び続 け るブ
ロ ック研究会」 を目指 して活動 を進めてい きたい。
2.2016年 度の活動
(1)第 1回 公開講座
2016年 9月 3日 (土 )大 妻女子大学 で 開催。
「若 い研
こ
究者」「 れか らの研究者」 を対 象 とした「論文 の書 き
方」講座 を中村 健壽先生 に講 師 をお引受 け頂 き開催 し
た。全国か ら参加者43名 (非 会員 17名 )に よる熱気 に包
まれた半 日講座 となった。 第 2・ 第 3弾 が期待 されると
ころである。
(2)総 会
2017年 2月 18日 (土 )福 島学院大学で開催 した。飯塚

サブリー ダーから①2015年 度の活動報告・決算報告およ
び2016年 度活動計画・予算が提案され承認。②共同研究
2件 が承認。③研究助成の「共同研究」についてブロ ッ
ク内規 を明文化 したことが報告 された。高橋か ら④ ブ
ロ ック研究会の開催時期を 2月 から9月 へ変更を検討中
であることを報告 した。
(3)第 44回 ブロック研究会
①基調講演 :日 本 のパ フォーマンス学の第一人者である
佐藤綾子氏を迎えて「リーダー シップ論〜パ フォーマ ン
ス心理学の視点から〜」を広 く一般公開講座 の形で開催
した。地元 新 聞 2社 の取材・広報 もあ り、参加者55名
(非 会員20名 )で 大変興味深 く盛 り上がった。
②発表 :共 同研究 1件 、研究発表 1件 、実践事例報告 2
件。新会員や久 しぶ りの会員 の方 々が充実 した発 表 を
行 った。
③バズセッション :関 心の高いテーマ 6件 について全員
参加 で情報交換 を行った。
④懇親会 :研 究会終了後、多数の参加者で和やかに懇親
を深めた。

3.2016年 度 ブロック会報
2017年 3月 末 を目途に会報 をHPに 掲載予定である。

佐藤先生の講演

バズセ ッション風景

輻

■近畿ブ ロ ック研究会報告

■中部ブロック研究会報告
手嶋 慎介

(愛

知東邦大学

1.ブ ロック研究会 の開催
2017年 1月 28日 ・29日 の 2日 間、中部学院大学 (岐 阜

県 ・各務原 キャ ンパ ス)に おいて、今年度 のブロ ック研
究会が開催 された。約20名 の会員 と、プレゼ ンテー シ ョ
ン 0コ ンテス ト出場学生 7名 の参加があ り、大変賑 わい
の ある研 究会 となった。初 日には、南 山大学教 職 セ ン
ター、総合政策学部総合政策学科教授 の宇 田光先生 をお
招 きして、「講義 で実現 で きるアクテ イブ・ ラーニ ング
ー当 日ブリー フレポー ト方式 を中心 に」 とい うテーマで
ワー クシ ョップを開催。 2日 目には、愛知東邦大学経営
学部地域 ビジネス学科准教授 の大勝志津穂先 生 をお招 き
して、「産学連携 による人材育成 一愛知東邦大学 ×(株 )
名古屋 グラ ンパ スエ イ トの取組 を中心 に 一」 とい うテー
マ で「特色 ある取組事例」報告 をしてい ただいた。 どち
らも研 究会 を充実 させ る もので あ り、研 究発 表 も2日
間・ 8件 に加 え「中部ブ ロ ック助成共同研究報告」 も行
われて活発 な質疑応答が交 わされた。

2.総 会
2017年 1月 28日 、ブ ロ ック研究会 の最初 に総会が開催

された。複数回実施 された運営委員会報告、平成27年 度
の会計報告、次年度活動方針等 が審議 され、満場 一致 で
承認 された。

3.学 生 プ レゼンテ ーシ ョン・ コンテス トの開催
初 日に開催 された「学生 プ レゼ ンテー シ ョン・ コンテ
ス ト」 では、最優秀賞 を竹内愛理沙 さん

(名 古屋経営短

期大学 1年 )が 受賞 し、優秀賞 には安藤綾花 さん

(名 古

屋経営短期大学 1年 )と 佐木志保梨 さん (富 山短期大学

1年 )の 2名 が、そ して奨励賞 には橋本怜奈 さん (金 城
大学短期大学部 1年 )、 米原千裕 さん (金 城大学短期大
学部 1年 )、 宮 田真里 さん (富 山短期大学 1年 )、 濱田直
希 さん (愛 知東邦大学 2年 )の 4名 が選ばれた。

4.中 部 ブロック会報第31号 の発行
2017年 3月 には、ブ ロ ック研究会 の発表内容等 を盛 り

込んだ「 中部 ブ ロ ック会報第31号 」 を発行 し会員 に配布
した。

懇親会

坂本 理郎

)

学生プ レゼンコンテス ト

(大

手前大学
)

第53回 近畿 ブロ ック研究会が2017年 2月 19日 (日 )に
大手前大学 ・短期大学 い たみ稲 野 キ ャ ンパ スで 開催 さ
れ、参加 者 は非会員 を含 む32名 であ った。今 回の研究会
は、総会、助成研究最終 ・ 中間報告、研究発表、学生 に
よるプ レゼ ンテー シ ョン大会、研修会 とい う次第 で進め
られた。
1.総 会
ブ ロ ックリー ダー よ り、2015年 度活動報告お よび収支
報告 があ り、 さらに2016年 度 の事業進捗状況 お よび決算
予測、2017年 度 の事業計画 と予算案 が示 された。以上 に
ついて、参加 の全 会員 の承認 を得 た。
2.助 成研究最終・ 中間報告
平成27年 度 よ りの助成研究 の最終報告が 1件 、平成28
年度 よ り始 めた中間報告が 1件 あ り、今 回の報告 か ら、
質疑応答 の時間が設け られた。
3.研 究発表
個人、 または共同研究での研究発表が 3件 であった。
いずれ も、長期 にわたる研究の成果 として報告 された。
4.学 生 によるプレゼンテ ーシ ョン大会
10回 目となる今 回は、 4組 5名 の学 生が「学 生生活の
中で、個人 またはグループで主体 的に取 り組 んだこと」
を共通テーマ に、ボラ ンティア活動、 ゼ ミナー ル、イ ン
ター ンシ ップ等 で学 んだことを発表 した。評価 は会場全
員 が「内容」「技術」「発 表時間」「質疑応答」等 の項 目
に沿 って採点 し、最優秀 賞 を 1名 、優秀賞 を 1組 、奨励
賞 を 2組 にそれぞれ授与 した。
5.研 修会
「 ビジネス実務 にお け る専 門教育 を考 える」とい うテー
マで、 ワー クシ ョップを開催 した。 これは第36回 全 国大
会 と同 じテーマであ り、 ブ ロ ック内での議論の啓発 と意
見収集 を目的 として実施 された。 コーデ ィネー ター は、
京都女子大学現代社会学部 の西尾久美子教授が務 めた。
関西外 国語大学短期大学部 の高橋克実教授、 プール学院
大学短期大学部 の苅野正美教授、京都女子大学現代社会
学部 の掛谷純子准教授 の順 に、それぞれで実施 されてい
る専 門教育 の概要お よび個 々の授業等 での取 り組み につ
いての報告が行 われた。その後、 4〜 5人 のグルー プに
「ビ
分かれ てのデ ィスカッシ ョンが行 われた。その中で、
ジネス実務 における専 門 とは何 か」、「そ もそ もビジネス
実務 とは何 か」、「 ビジネス実務教育 はなぜ必要 なのか」
といった根本 的な疑 問や、「学 生が必ず しも興味 を持 た
ない専 門分野 に対 して どの ように動機 づ けるか」、「激変
す る ビジネスの現状 に教 員 が どの ようにキャッチ・ ア ツ
プす るか」 な どといった具体的な課題 が提示 された。

研究発表

学生プ レゼンコンテス ト

鰈一

濃 欝

■中国 0四 国 ブロ ック研究会 報告
佃 昌道

(高

松短期大学
)

1.ブ ロック研究会の動向
ブ ロ ック会員数 は、今現在、約50名 前後 とな ってお
り、6名 の運営委員 を中心 に運営 を行 ってい る。
2.2016年 度の活動
2016年 8月 27日 ・28日 の 2日 間、中国学園大学 にお い
て、 第33回 ブ ロ ック研究会 を開催 した。今 回の基調講演
は、「株式会社 い ち」代表取締役社長兼NPO法 人 タブ ラ
ラサ理事長 の河上直美氏 をお招 きして「地方で新 しい仕
事 を生み出す 〜若 い世代が考 える これか らの働 き方 〜」
を開催 した。
研究会 では、総会、学生 プレゼ ンテー シ ョン大会、研
究発表が行 われ、活発 な質疑応答が交 わされた。その後
の会場 を移 しての懇親会 で も、情報交換 を行 った。

3.総 会
ブ ロ ックリー ダー による前年度 (2015年 度)の 事業報
告 と会計報告が行 われた。 さらに新年度 (2016年 度)の
事業計画 と予算案が示 され、承認 された。 また、今後 の
研究会 の発展 のための さまざまな提 案 が行われ、活発 な
議論 を行 った。
4.学 生 プレゼンテ ーシ ョン大会
学生 プレゼ ンテー シ ョン大会 は今 回で11回 日とな り、
発表者 は、仲根 百合 さん (徳 島文理大学短期 大学 部 2
年)、 宇都宮 由依子 さん (徳 島文理大学 3年 )、 森穂乃香
さん (高 松短期大学 2年 )、 上 瀬梨里子 さん (広 島女学
院大学 3年 )、 梶原千聖 さん (中 国学園大学 2年 )、 難波
拓樹 さん (中 国学園大学 2年 )の 6名 であった。毎年、
発表技術が上がってお り、先生方 の熱心 な指導 もあ り、
発表者それぞれに内容・構成等 を工夫 し、熱意あふれる
とて もすば らしい発表 となっていた。

5.運 営委員会
2016年 度 の役割分担 について、次年度以降の方策、 さ

らに研究推進や会員数拡大等、今後 の課題 について検討
を行 い、再来年 の 日本 ビジネス実務学会全 国大会 に向け
た話 し合 い を行 った。

学生プレゼンコンテス ト

■九州 ・沖縄 ブロ ック研究会 報告
大重 康雄

(鹿

児島女子短期大学
)

6月 の第35回 全国大会では、統 一 テーマ「地域 と連
携す るビジネス実務教育」 の下、九州 ・沖縄 ブ ロ ック
研 究 会 か ら 口 頭 発 表 で 4件 (江 藤 ・所 ・見 舘 ・大
重 )、 ポ ス タ ー 発 表 で 3件 (井 上 ・石 橋 ・藤 井)あ
り、 ブ ロ ック会員が熱心 に 日頃の研 究成 果 を発 表 し
た。 尚、北九州市立大学見舘先生の研究発 表 「大学生
が地域社 会 を変 革す る 『地域創 成 モ デ ル』 の 開発」
は、学会奨励賞 (研 究発表)を 受賞 した。
2.ブ ロ ック研究会 は、 これ まで年 2回 主 に10月 と2月
に開催 して きたが、オー プ ンキャ ンパス等行事が繁忙
を極 め、特 に10月 開催 が厳 し く改善 を必要 としてい
た。本年度 は、2月 開催 1回 とし、その分内容充実 を
図 ろ う と試みた。 2月 開催 のブ ロ ック研究会 の コンテ
ンツを協議す るため以下 の通 り運営委員会 を開催 し、
講演 ・ シンポジウム な どの 開催 の可能性 について話 し
合 った。
3.ブ ロ ック研究会開催
。日時 :平 成29年 2月 18日 (土 )
・会場 :福 岡市天神 久留米大学サテライ トキャ ンパス
0出 席 :ブ ロ ック会員 18名 (研 究発表 6名
ゲ ス トス
)、
ピーカー 4名
・研究会 プ ログラム
講演 :「 急激 に変化す るビジネス現場が求める大学 ビ
ジネス実務教育」株式会社 ス ター フライヤー執行役員
兼総務人事部長 山下照彦氏
パ ネルデ ィスカッシ ョン :「 ビジネス実務経験者か ら
みた大学 (実 務 )教 育 の課題」株式会社 ス ター フライ
ヤー 山下氏 と、 同社社員 1名 ・学生代表 2名
研究発表等 6名 ・懇親会 (17:30〜 19三 30)
今 回の研 究会全体 の コンセプ トは、「 ビジ ネス 実務
教育 にお け る企業 ニーズはなにか ?」 とい う問題意識
を持 ち、学会の「 ビジネス実務研究 ・教育 の 目的」 に
ある「働 く個人 の能力向上 に役 立ち、 ビジネス現場 の
活性化 に寄与す ること」 を再確認す る もの とした。そ
のため 内定 した学生 も交 え教 育現場 とビジネス現場 の
現状 を探 る講演 とシンポジウム を実施 した。 シンポジ
ウムで は、 講演頂 い た株 式会社 ス ター フラ イヤ ーヘ
2013年 入社 の石丸 さん、地銀内定者 の丸 岡さん (鹿 児
島女子短期大学教養学科 )、 同 じく大 手流通会社 内定
者 の坂本 さん (福 岡工 業大学短期大学部)に ゲス ト参
加頂 き、見舘先生の司会で、学生時代 の ビジネス実務
教育や職業選択へ のプロセス を振 り返 って頂 き、大変
有意義 なシ ンポジウム となった。今後 とも、地域や事
業所 と連携 しビジネス実務 の課題 について研究 を深 め
て行 きたい。
1。

研究発表

パネルディスカッションの様子

躙

■北海道 プ ロ ック研究会
1口 「
JAUCB受 託調査研究「産学連携コラボ」の実
践に関する報告〜実践内容 と実践から得られたイ
、関憲治 (札 幌国
ンプリケーションを中心 に〜」
際大学)、 高橋秀幸 (北 海道武蔵女子短期大学)、
千葉里美 (札 幌国際大学)/【 1】 ビジネス実務教
育 3)教 育方法の研究
2口 「ホスピタリティに関する時事テーマの導入事
例 『雇用の未来―コンピューター化 によつて仕事
は失われるのか』論文を学生はどのようにとらえ
たか」
、加藤由紀子 (北 海商科大学)/【 1】 ビジネ
ス実務教育 3)教 育方法の研究
3日 「研修プログラム開発 の方策 ―保育者養成を足
がかりに」、武井昭也 (札 幌国際大学)/【 1】 ビジ
ネス実務教育 2)ビ ジネス実務の教育プログラム
開発と教材開発

■関東・ 東北 プロック研究会
<共 同研究>

1.「 情報機器を活用 したアクテイブ 0ラ ーニング

の方策」
、岡田小夜子 (大 妻女子大学短期大学
部)、 池頭純子 (大 妻女子大学短期大学部)/【 1】
ビジネス実務教育 3)教 育方法の研究
<個 人研究>
2.「 学生アンケー トから見 るジェンダー観 とキャ
リア教育」、坂本祐子 (群 馬パース大学)/【 1】 ビ
ジネス実務教育 1)ビ ジネス環境 とビジネス実務
<実 践事例報告>
3口 「女子大学 における人材育成の取 り組み〜人材
育成のフレームワーク〜」、安齋徹 (群 馬県立女
子大学)/【 1】 ビジネス実務教育 2)人 材育成 と
能力開発
、山口憲二 (い わ
4口 「地域連携PBLの 設計と運営」
き明星大学)、 金世換 (い わき明星大学)/【 1】 ビ
ジネス実務教育 3)教 育方法の研究

■ 中 部 プ ロ ック 研 究 会
1.「 クリッカー活用による診療情報管理士取得教

、米本倉基 (藤 田保健衛生大学)/
育の取組み」
1】 ビジネス実務教育 3)教 育方法の研究
【
2.「 医療ツーリズムのグローカル展開への可能性
一日本とアジア主要国医療ツーリズムの現状 0課
、米田迪 (金 城大学)・ 北潟克輔
題 の比較―」
(金 城大学)/【 2】 ビジネス実務研究 1)ビ ジネ
ス環境とビジネス実務
、岡野大
3.「 ビジネス実務教育における専門教育』
沢星稜大学
)、 加納
(金
輔 (金 城大学)、 奥村実樹
輝 尚 (富 山短期大 学 )、 中原亜紀美 (金 城 大学短

晰

期大学部)/【 1】 ビジネス実務教育 3)教 育方法
の研究
「ビジネス実務 から考 える会計教育 ―全国 ビジ
ネス系学科 のカ リキ ュラム調査 を踏 まえて一」、

4。

河合晋 (岡 崎女子短期大学)/【 2】 ビジネス実務
研究 2)ビ ジネス環境 とビジネス実務
5口 「プロジェク ト
型教育の継続性に関する意義と
、奥村実樹 (金 沢星
その困難性に関する一考察」
稜大学)/【 1】 ビジネス実務教育 3)教 育方法の
研究
6口 「本学
経済学部におけるビジネス実務教育の
取 り組みについ て」、西川 三恵子 (九 州共立大
学)/【 1】 ビジネス実務教育 1)カ リキュラム検
討
7口 「診療所 が重視す る医療事務教育についての一
考察」、黒野伸子 (岡 崎女子短期大学)、 河合晋
(岡 崎女子短期大学)/【 2】 ビジネス実務研究
2)人 材育成と能力開発
8.「 インターンシップの現状 と課題 ―各事例 を題
、松崎陽子 (金 沢星稜大学女子短期
材 として一」
大学部)、 小里千寿(NPO法 人キャリアサポ ー ト
協会理事長)/【 1】 ビジ ネ ス実務教育 1)カ リ
キュラム検討

■近 畿 プ ロ ック研究会
1口 「
旅行・観光ビジネスにおける『地域限定旅行
業』の現状と将来性」(ブ ロック助成研究最終報
告)、 中川伸子 (神 戸女子短期大学)、 川島正章
0研 究
(大 手前大学)/【 2】 ビジネス実務 の調査
2)ビ ジネス環境 とビジネス実務
2口 「評価 されるプ レゼンター育成のための教育方
法の工夫―演技指導を取 り入れることによる効果
の測定 ―」 (ブ ロック助成研究中間報告)、 瀬口昌
生、酒井健 (大 手前大学)/【 1】 ビジネス実務教
育 3)教 育方法の研究
3.「 大学等 における就職筆記試験対策指導の問題
点整理」樋 口勝 ― (追 手門学院大学)、 福井就
(大 手前学園)、 仁平直 (神 戸国際大学附属高等
学校)/【 1】 ビジネス実務教育 3)教 育方法の研
究
4.「 伝統文化専門職の人材育成―専門教育 と教養
教育の視角から―」西尾久美子 (京 都女子大学)
/【 2】 ビジネス実務 の調査・研究 1)人 材育成 と
能力開発
5.「 若手従業員の成長に機能する職場の人間関係
とその規定因の探求―造船業A社 における調査結
果―」坂本理郎 (大 手前大学)/【 2】 ビジネス実
務の調査 0研 究 1)人 材育成 と能力開発

■中国・ 四回プ ロ ック研究会
1.「 大学の授業における協同作業による展望主義
と協同作業認識 の変化 について一学生の心理特性
に着 目して一」、吉田順子 (広 島女学院大学)/

【 ビジネス実務教育 3)教 育方法の研究
2日 「地域と連携 した教育活動 :阿 波踊 り学生通訳
ボランテ ィアの現場 から」、堀 口誠信 (徳 島文理
大学短期大学部)/【 2】 ビジネス実務研究 2)人
材育成と能力開発
3.「 初年次学生のキャリア意識の検討について」
、
金岡敬子 (四 天王寺大学)/【 1】 ビジネス実務教
育 3)教 育方法の研究
4口 「産学医農連携事業での地域発 のオンリーワン
事業と地域活性化 ― まびファーム"で の活動報告
と今後 につい て一」、佐 々木公之 (中 国学園大
学)/【 2】 ビジネス実務研究 1)ビ ジネス環境 と
ビジネス実務
5.「 男女共同参画の視点に立つたキャリア教育 に
ついて〜大学生を対象とした意識調査結果をもと
に〜」
、桐木陽子 (松 山東雲短期大学)/【 1】 ビジ
ス
ネ 実務教育 1)カ リキュラム検討
6.「 ビジネスの能力向上についての一考察 ―思い
やり行動の基になるボウルビィ等が確立 した「愛
着理論」を視点 として一」、曽根康仁 (大 阪電気
通信大学)/【 2】 ビジネス実務研究 2)人 材育成
と能力開発
1】

■北海道ブロッ
◎武井

日
召也

○加藤 由紀子

(札 幌国際大学)

権゛
美

(大 妻女子大学短期大学部)

樋口

勝一

(追 手門学院大学)

坪井

明彦

(高 崎経済大学)

足塚

智志

(京 都華頂大学)

幸恵
篤

神野 由香里

(山 本隆行法律事務所)

藤原

高橋

(北 海道武蔵女子短期大学)

秀幸

由美

(神 奈川歯科大学)

西尾久美子

(京 都女子大学)

(青 森中央短期大学)

兒島

尚子

(大 阪樟蔭女子大学)

(産 業能率大学)

仁平

章子

(阪 南大学)

田澤

早苗

(北 海道文化放送)

■中部 ブロ ッ

千葉

里美

(札 幌国際大学)

◎手嶋

慎介

(愛 知東邦大学)

南

聡子

(札 幌放送芸術学校)

○加納

輝尚

(富 山短期大学)

森谷

一経

(北 海道文教大学)

○河合

晋

和田

早代

(札 幌国際大学)

■関東 。東北ブロッ
◎ 高橋 員知 子
○飯塚

順―

(名

古屋経営短期大学)

(湘 北短期大学)

西川 三 恵子

(岡 崎女子短期大学)
(九 州共立大学)

若月

博延

(金 城大学短期大学部)

奥村

実樹

(金 沢星稜大学)

岡野

大輔

(金 城大学)

中川

雅人

(中 部学院大学)

国 道 子 一信 香 吾
四 昌 敬 裕 誠 智 文

畠田
宮田

国
岡 辺 口 花
中 佃 金 渡 堀 立
■ ◎ ○

(北 海商科大学)

昌子

野緑郎 (筑 紫女学園大学 OMC&フ ューチャーコ
ンサルティング)/【 2】 ビジネス実務研究 1)ビ
ジネス環境とビジネス実務
2口 「課題解決型授業の改善とその効果」
、見舘好隆
(北 九州市立大学)/【 1】 ビジネス実務教育 3)
教育方法の研究
3口 「氾濫社会におけるビジネス実務教育の一考察
(そ の 3)」 、北原康司 (釜 山女子大学)/【 2】 ビ
ジネス実務研究 1)ビ ジネス環境とビジネス実務
4.「 短期大学における学修意欲の向上を目指 した
簿記・会計フィール ドの習熟度別クラス編成の取
り組みについて」、石橋慶一、藤井厚紀 (福 岡工
業大学短期大学部)/【 1】 ビジネス実務教育 1)
カリキュラム検討
5.『「薩摩を「雄藩」にした男、浜崎太平次の生涯
―如何にしてビジネスの先駆者となったかの一考
察 ―』、松尾裕― (東 亜大学留学生センター 0留
学生別科)/【 2】 ビジネス実務研究 1)ビ ジネス
環境とビジネス実務
6.「 アクテ ィブ 0ラ ーニングの実践 における探索
的なアプローチ」
、朴熙成 (福 岡女学院大学)/
1】 ビジネス実務教育 3)教 育方法の研究
【

澤田

(北 海道武蔵女子短期大学)

官尾

■九 州・ 沖縄 プロック研究会
13「 ビジネス現場の質的変化と新卒採用への影響
―土台となる研究と作業仮説―」
、大橋健治・天

ブロッ

水口

(高 松短期大学)
(四 天王寺大学)
(川 崎医療福祉大学)
(徳 島文理大学短期大学部)
(安 田女子短期大学)
(高 松短期大学)

■九州 0沖 縄ブロッ
◎大重 康雄 (鹿 児島女子短期大学

○ 岡 田小 夜 子

(大 妻女子大学短期大学部)

○齊藤

裕美

(多 摩大学)

安齋

徹

(群 馬県立女子大学)

◎坂本

理郎

(大 手前大学)

大島

武

(東 京工芸大学)

○中川

伸子

(神 戸女子短期大学)

藤村やよい

(久 留米信愛女学院短期大学)

大塚

映

(東 京経営短期大学)

福井

愛美

(神 戸女子短期大学)

(熊 本学園大学)

野坂

純子

(大 手前短期大学)

井上奈美子
天野 緑郎

加藤

晴美

(プ

)

木 本寸 イ
言綱 (福 島学院大学短期大学部)
小松

由美

(福 島学院大学)

■近畿ブロッ

○見舘

ール学院大学短期大学部)

好隆

(北 九州市立大学)

大橋 健治

(筑 紫女学園大学)

(MC&フ ューチャーコンサルティング
)

ッ事務局からのお知らせ⑬
■ビジネス実務腑集No.36に ついて
2018年 3月 発行予定のビジネス実務論集 No.36の 投稿募集は以下のスケジュールで予定 しております。みなさまの投
稿をお待ち しております。投稿申込期限を過ぎますと受付できませんので ご注意ください。こ質問等は、学会事務局ま
でメールにてお問い合わせください。
2017年 7月 上旬 ￨ま がき、学会 HPに て投稿募集のお知 らせ
2017年 8月 上旬 投稿申 し込み締切

■転居・ 所属先変更等 ご連絡のお願い
当学会から発行物等をお送 りする際には、宅配業者を利用することもあります。そのため、郵便局に転居届をご提出
いただいていても、宛先不明で学会事務局へ返送される場合があります。会員のみなさまに発行物をスムーズにお届け
するためにも、転居も しくは所属先変更の際には事務局あてにこ連絡くださいますようお願いいたします。
なお、 6月 には年会費の請求書をお送 りいたしますので、よろしくお願いいたします。

言卜 報
本学会元会長 和野内崇弘殿 (前 札幌国際大学理事長 )に おかれ ましては、去 る平成28年 10月 17日 、
病気療養 中の ところ ご逝去 され ま した (享 年84歳 )。 会員 の皆様 にお知 らせ す る とともに、 謹 んで ご冥福
をお祈 り申 し上げます。

匡用
圭ホ

鸞正 会 員
安藤

香織

芝浦工業大学

関東 0東 北

中原

金

世換

いわき明星大学

関東・東北

濱野裕貴子

小里

千寿

学校法人芝浦工業大学

関東・東北

米田

迪

資税研株式会社

関東 0東 北

奥村

命子

オフィス・ラポール

関東 。東北

森本

光

関東・東北

柚木崎千春

坂丼
佐藤

陽介
由利

想田ひろえ

淳

東京大学

関東・東北

特定非営利活動法人キャリア・サポー ト協会 関東 0東 北
金城大学

中部

大阪人間科学大学

近畿

税理士法人越智会計事務所

中国・四国

南九州短期大学

九州・沖縄

■開催日時 :2017(平 成29)年 6月 10日 (土 )011日 (日 )
■会 場 :神 戸大学六甲台第 2キ ャンパス・農学部 (神 戸市灘区)
■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」
■大会事務局 :大 手前大学

■お問合せ先 :E― maH/rirO― S@Otemae.aC」 p
ロ
申し込みはお早めにお願いいたします。
※大会案内第 2号 通信は 4月 7日 頃発送予定です。参カ

日本 ビジネス実務学会会報No日 66
◆発行 日 :2017年 4月 1日
・
・
・
・
◆編 集 :広 報委員会 和田佳子 (委 員長)・ 大橋健治 金岡敬子 高橋員知子 手嶋慎介 中川伸子
◆連絡先 :日 本ビジネス実務学会事務局 (札 幌国際大学内)TEL 011‑807‑7176
◆印 刷 :山 藤三陽印刷株式会社 〒063‑0051 札幌市西区宮の沢 1条 4丁 目16‑1

