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「パフォーマンス・チャートの実践 －外交官・公務員日本語研修における自律学習－」
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東京家政学院筑波女子大学紀要第８集、127-137.
『通訳・翻訳ジャーナル』3月号
『日本語国際センター紀要』5号、85－104.
『日本語･日本文化研究』10号、84－94.
『日本語教育』87号、25-39.

筑波学院大学

「'75新入社員の人生知識最新号」

『社会教育』179号

国土社

2003
2002
1999

「待遇コミュニケーション教育の構想」
「国際ビジネスコミュニケーションと相手中心思考：商学的記号としての国際ビジネス英語とその問題」
「東南アジアから見た日本人マネジャーのコミュニケーション能力と問題点」

早稲田大学日本語教育センター
同志社大学
日本大学経済学部経済科学研究所

唐偉

2011

「外国語大学におけるビジネス日本語教育の課題」

川口義一
川口義一
川口義一
川口義一
川口義一
川口義一・蒲谷 宏・坂本 惠
川口義一・蒲谷宏・坂本惠
川田美恵子
岸保行
岸保行
岸保行
岸保行
岸田由美
北尾謙治・北尾S・キャスリーン
北原恵
木下是雄
金貞美
金孝卿、近藤彩、品田潤子、内海美也子

1987
2001
2002
2002
2003
2002
2002
2003
2006
2007
2010
2010
2004
1988
2005
1994
2005
2010

「日本語初級教科書における敬語の扱われかた」
「初中級レベルの聴解指導--聴解3Eの場合」
「海外における待遇表現教育の問題点 : 台湾での研修会における「事前課題分析」(1)」
「海外における待遇表現教育の問題点 : 台湾での研修会における「事前課題分析」(2)」
「海外における待遇表現教育の問題点 : 台湾での研修会における「事前課題分析」(3)」
「待遇表現としての「誘い」」
「「敬語表現」と「ポライトネス」--日本語研究の立場から (特集:言語の対人関係機能と敬語)」
「ビジネス社会に生きる日本文化の心 -秘書の歳時記－」
「台湾日系企業における「現地化」--台湾日系企業に勤める現地人マネジャーの証言から」
「台湾日系企業の魅力--台湾大学生と日系企業で働く現地人スタッフの比較分析を通じて-」
「誰が優秀な人材なのか?--日系ものづくり企業の台湾マネジメントと「セカンド・ベスト・プラクティス型」人材活用」
「アジアに進出した日系企業の現地化問題に対する社会学的アプローチ--現地人長期勤続マネジャーに関する一考察」
「理系大学院留学生の生活とニーズに関する事例研究―金沢大学留学生生活実態調査の分析より―」
「ポライトネス－人間関係を維持するコミュニケーション手段」
「日中間ビジネスにおける中国語・日本語人材の育成 」
「これからのビジネス・コミュニケーション」
「韓国人のビジネス日本語の表現の誤用例」
「B2レベル課題達成を目指す教材開発－化粧品企画部門のビジネス・コミュニケーションを中心に－」

金 華

2004

「中国と日本の大学における日本語の敬語の使い方の比較」

工藤節子
窪田晃子
熊野七絵・石井容子・亀井元子・田中哲哉・岩澤和宏・栗
原幸則
熊谷ユリア
九門崇
桑原和子

2007
2004

「経済活動の接触場面から日本語教育を考える―台湾の日系企業の調査より」
「サービス日本語」という考え方 : 観光都市ハワイでの日本語教育の現状から考える

『講座日本語教育』39号、1-28.
『同志社商学』54(1-3)、197-222.
『経科研レポ-ト』16、11-31.
『異文化コミュニケーションのための日本語教育（跨文化交际中的日
语教育研究）』1014-1015.
『日本語教育』61号、126-139.
『講座日本語教育』37(11)、45-61.
『早稲田大学日本語研究教育センター紀要』15(0401)、15-28.
『講座日本語教育』38(11)、1-15.
『早稲田大学日本語研究教育センター紀要』16号、37-50.
『早稲田大学日本語教育研究』1(20020331)、21-30.
『社会言語科学』5(1)、21-27.
『武蔵野短期大学研究紀要』17号、109-127.
『異文化コミュニケーション』9号、119-134.
『The Japanese Association of Administrative Sience』153-156.
『国際ビジネス研究』2(2)、47-60.
『年報社会学論集』23号、24-34.
『金沢大学留学生センター紀要』7号、45-58.
『日本語学』７、52-63.
『神戸学院経済学論集』6(3/4)、37-80.
『日本語学』13(12)、4-8.
『人文社会科学研究』第13集、25-49.
『2010年度日本語教育学会秋季大会予稿集』
『日中言語対照研究論集Contrastive studies:Japanese and
Chinese』6、162-175.
『中国21』27、65-86.
『昭和女子大学大学院日本語教育研究紀要』2、65-69.

2005

「初級レベルの専門日本語研修のためのオーラルテスト評価基準開発－外交官・公務員日本語研修での試み－」

『国際交流基金日本語教育紀要』1、175-188.

国際交流基金日本語国際センター

1997
2005
1998

「Rising sunに見る日本および日本型ビジネスについてのステレオタイプ」札幌大学経済学会
「逼迫する日本語人材」
「会議の提案の談話における「話段」の展開とストラテジー」

権艶美

2011

「在中日系、韓国系企業における異文化コミュニケーションについて」

胡 桂蘭
胡 小春 , 新山 忠和
小池浩子
黄 涵梅
国際協力銀行開発金融研究所
小田切隆
小野寺志津
小林和夫
小林和夫
小宮千鶴子
近藤彩

2001
2011
2006
2007
2003
1990
2005
1993
1994
2001
1998

「在中日系企業の成功要因 : 経営理念の確立と人的資源の活性化こそ成功のカギ」
「社会言語能力の評価について--STBJ標準ビジネス日本語テストを例として」
「日本人と日系ブラジル人の職場における情動摩擦―自由回答調査の分析」
「台湾におけるビジネス日本語教科書についての研究－MIJ教科書とMIT教科書の語彙分析を中心に－」
「高等教育支援のあり方―大学間・産学連携―」
「中級日本語教科書から発展した読み物」
「ビジネス日本語教科書の日韓対照分析」
「ビジネス・コミュニケーションの実態を調べる」
「ビジネス・コミュニケーションの阻害要因と言語投資状況の実態調査」
「経済の初期専門教育における専門連語」
「ビジネス上の接触場面における問題点に関する研究―外国人ビジネス関係者を対象にして―」

『経済と経営』経済学部開設30周年記念号第28巻、559－584.
『ジェトロセンサー』55(656)、7-19.
『国文目白』37号、33-43.
『異文化コミュニケーションのための日本語教育（跨文化交际中的日
语教育研究）』1042-1043.
『中京経営研究』 11(1)、247-265.
『東アジア日本語教育・日本文化研究』 14, 565-575.
『国際行動学研究』1、40-52.
『中国四国教育学会教育学研究紀要』第53巻、554-559.
『開発金融研究所報』13、60-97.
『講座日本語教育』25号、40-49.
『東京家政学院筑波女子大学紀要』9号、67-71.
『AJALT』16号、22-26.
『日本語学』13(12)、21-29.
『専門日本語教育研究 』3、21-28.
『日本語教育』98号、97-108.

イカロス出版
国際交流基金日本語国際センター
京都外国語大学留学生別科

高等教育出版社
日本語教育学会
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神戸学院大学
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日本貿易振興機構
日本女子大学国語国文学会編
高等教育出版社

国際協力銀行開発金融研究所
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近藤彩

2000

「国際見本市におけるインターアクション―日本人ビジネス関係者は何をどのように評価するのか―｣

『言語文化と日本語教育』19号、75-88.

近藤彩

2001

「商談におけるインターアクション―参加者全員の視点から―」

『アメリカ・カナダ大学連合日本研究センタ-紀要紀要』24号、35-60. アメリカ・カナダ大学連合日本研究センター

近藤彩
近藤彩
近藤彩

2002
2004
2004

近藤彩

2005

「日本人と外国人のビジネス上の問題点に関する実証研究―新しい『日本語によるビジネス・コミュニケーション』の構築に向けて」
「日本語によるビジネス・コミュニケーションをめぐる研究動向」
「会議におけるトピック展開についての研究－非母語話者に「非効率」と思わせる要因－」
「日本語教育のためのビジネス・コミュニケーション研究」

近藤彩・品田潤子・保坂敏子・島田めぐみ

2001

「営業担当者のタスクの特徴―打ち合わせの事例から―」

お茶の水女子大学博士論文
お茶の水女子大学大学院
『言語文化と日本語教育』28号、123-126.
お茶の水女子大学日本言語文化学研究会
『2004年度日本語教育国際研究大会』、267－272.
『第二言語習得教育の研究最前線―2004年版』（『言語文化と日本語
お茶の水女子大学日本言語文化学研究会
教育』2004年11月増刊特集号）、202-222.
『日本語教育学会春季大会予稿集』、103-108.
社団法人日本語教育学会

近藤彩・ヤルディ，ムグダ・金孝卿
近藤彩、金 孝卿、 サテー，アシュウィニー
近藤彩・金孝卿・福永由佳・ヤルディ，ムグダ、
厳紅君

2009
2010
2009
2011

近藤

2010

「在印日系企業における日本人側のコミュニケーションに対する葛藤―インド人との協調的な関係作りのために―」
「インド人ビジネス通訳者の養成に関する基礎研究―プネーの日本語学習者を対象に―」
「在印日系企業におけるインド人と日本人の仕事上の葛藤と工夫」
「ビジネス日本語能力の測定について（试论商务日语的能力界定）」
｢ケース活動｣における学びの実態－ビジネス上のコンフリクトの教材化に向けて－

彩、金 孝卿

榊原挿隆

『言語文化と日本語教育』37号、pp.59-62、お
『社会言語科学会第26回大会発表論文集』194-197
『2009年度日本語教育学会春季大会予稿集』249-250
『日語学習与研究』3.60-66.
『日本言語文化研究会論集』15-31.

1991

「米大学の国際ビジネス学科での大学院生を対象とした日本語プログラムの開発」

崔敬研

2011

「3年制大学におけるビジネス日本語教育カリキュラムについて」

崔亜蕾

2011

「ビジネス日本語におけり実践報告」

坂口 昌章
坂本・川口義一・蒲谷

2005
1994

阪本 俊生

2001

佐々木技好・吉田晃高
佐々木倫子
佐々木ひとみ・水野治久

2002
1996
2000

「海外動向 北東アジアのマーケット動向 中国ビジネスの誤解と現実--反日デモショックと異文化コミュニケーション」
「『行動展開表現』について―待遇表現教育のための基礎的考察」
「現代の社会関係と敬語の可能性--ブラウンとレヴィンソンのポライトネス論を手がかりに (特集 <敬意>はどこから来るか--ポライトネスと<
敬意表現>)」
「留学生別科におけるイマーションプログラムの可能性 ―「日本の就職事情」をトピックに して―」
「日本語教育と専門教育の連携」
「外国人研修生の異文化適応に関する縦断的分析」

サテー、アシュウィニー

2010

「インド人向けのビジネス通訳養成コースのシラバス作成のための基礎研究―プネ印日協会の中上級学習者を対象に―」

佐藤郡衛・横田雅弘・吉谷武志
佐野ひろみ
佐野ひろみ

2006
1993
2000

「異文化間教育学における実践性-「現場成型研究」の可能性-」
「CIBERグループ夏期日本語コース報告」
「経営大学院のための日本語集中コース実践報告―経営大学院生のための体験学習クラス―」

佐野ひろみ

2002

品田潤子・吉田依子・内海美也子
柴田武
島田めぐみ
島田めぐみ・澁川晶
島田めぐみ・澁川晶
島田めぐみ・渋川晶
島田めぐみ他

2005
2001
2002
1999
1999
1998
1999

「1998～2002年サマープログラム報告｣
「ビジネス日本語のCan-Do-statementsの記述―目標設定・プログラム作成・評価のために」
「何が目的の「敬意表現」か」
「日本語ビジネス文書の評価―会社員と日本語教師への調査から―」
「企業における外国人社員の採用に関わる諸要素―日本語のニーズ分析を中心に－」
「アジア5都市の日系企業におけるビジネス日本語のニーズ」
「外国人ビジネス関係者日本語使用－実態と企業から要望－」
「アジア５都市の日系企業におけるビジネス日本語のニーズ」

芝原里佳

2011

「ビジネス場面のコミュニケーション学習における企業ドラマの敬語分析」

周 宝玲
周 宝玲
周林絹・潘幼芳
庄 藝
白土 保 ・ 丸元 聡
申恩浄

2000
2003
2011
2007
2006
2003

「中国における日系企業の異文化コミュニケーション」
「中日間の異文化経営と異文化コミュニケーション」
「『ビジネス日本語模擬実践』教授法の探索と研究（“商务日语模拟实践”教学法的探索与研究）」
「中国の日系企業における管理職間の異文化コミュニケーション--インタビュー調査に基づいて」
「日本語発話文における敬語の誤用を指摘するシステムの開発」
「ビジネス日本語の学習用教材に関する研究」

新吉宇一

2011

「国内ビジネス日本語教育の現状と課題」

申淑子・趙婷婷

2011

「ビジネス会話に見る敬語使用の外的条件」

杉戸清樹・沢木幹栄

1979

「言語行動の記述―買い物行動における話しことばの諸側面―」

杉戸清樹

2002

「企業に内の敬語：大規模質問調査」

杉戸清樹
鈴木志のぶ
鈴木伸子

2001
2002
2009

「敬意表現の広がり－「悪いけど」と「言っていいかなあ」を手がかりに－」
「国際企業内の対人コミュニケーション・パターンと社会的アイデンティティ －文化的内・外集団の観点から－」
「インタビューを活用したビジネス日本語教育の試み：日本企業のOJT研修に備えたProject Based Learningとして」

清ルミ

1997

「外国人社員と日本人社員―日本語によるコミュニケーションを阻むもの―」

清ルミ
清 ルミ
清ルミ
清ルミ
清ルミ
清ルミ
清ルミ
清ルミ

2001
1998
1995
1995
1997
2001
2005
2006

「学生・社会人に対する待遇表現教育についての方法論・具体的な指導法」
「ビジネス会話ワークショップにおける待遇表現学習の試み」
「ビジネスコミュニケーション能力向上のための指導法開発に向けて－仕事で日本語を遂行している上級日本語ビジネスピープルの場合－」
「上級日本語ビジネスピープルのビジネスコミュニケーション上の支障点－インタビュー調査から教授内容を探る－」
「外国人社員と日本人社員－日本語によるコミュニケーション上の支障点－インタビュー調査から教授内容を探る－」
「学生、社会人に対する待遇表現教育についての方法論・具体的な指導法－」
「大学生の敬語・若者ことばに関する意識と対人コミュニケーション教育方法試論」
「禁止場面における現実の言語表現-医師と美術館員の場合-」

孫愛維・劉娜・野々口ちとせ・徳永あかね他

2008

高江洲由美子・中川麻美
高江洲 由美子
高木美嘉・川口義一
高木裕子・内藤裕子

2009
2011
2007
1991

「アジア人材資金構想ビジネス日本語 第一期フェーズ ビジネス会話クラス授業担当者報告会」
「『ビジネス日本語1』報告」
「企業の重役への敬語表現教育の理念と方法－社会生活の内省を通した敬語表現教育の試み－」
「中級レベルの自己管理学習を目指してのプロジェクトワーク」

高島美江

2011

「観光日本語教材の傾向と特徴」

高見澤孟

1987

「Job-oriented Trainingー米国国務省日本語研修所における日本語教育」

｢日本人と中国人のビジネス・コミュニケーション及び習慣に関する意識調査―在中日系企業を対象に―」

『日本語教育論集 世界の日本語教育』1号、173-182.
『異文化コミュニケーションのための日本語教育（跨文化交际中的日
语教育研究）』1002-1003.
『異文化コミュニケーションのための日本語教育（跨文化交际中的日
语教育研究）』1048-1049.
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