
 

教 育 研 究 業 績 書 

                                        ２０２０年 ５月 １日 

                              氏名    山 田  政 樹  

研 究 分 野 研 究 内 容 の キ ー ワ ー ド 
１．経営学，商学 経営管理，経営情報，国際経営，人的資源管理，マーケティング 

２．外国語教育 ESP (English for specific purposes)，EBP (English for business purposes) 

教 育 上 の 能 力 に 関 す る 事 項 
事      項 年月日 概      要 

１ 教育方法の実践例   

１ ) Essential English for 

Business Meeting: Demonstration 

of EBP Materials Development 

 

2017年11月12

日 

 

グローバル人材育成（ビジネス英語） 

ビジネスミーティングでの多様な英語やファシリテーションス

キルに着目した自立学習教材プラットフォームを使用し，教育

関係者向けに共同ワークショップ形式で実践 

寺内一，山田政樹 

開催地：台湾台北市 劍潭海外青年活動中心 

２）札幌大谷大学社会学部地域社会

学科 

非常勤講師 

2018年5月1日 

～ 

2019年3月31日 

英語演習Ⅰ，英語演習Ⅱ 

社会学部地域社会学科生へ英語の基礎と実践での使用方法を指

導 

 

３）小樽商科大学大学院商学研究科

アントレプレナーシップ専攻 

TA（Teaching Assistant） 

2018年10月1日 

～ 

2019年3月31日 

経営組織Ⅱ（問題解決能力の開発） 

採点，グループワーク補助など大学院での教育・研究補助業務

全般 

４）札幌大谷大学社会学部地域社会

学科 

専任教員（助教） 

 

2019年4月1日 

～現在 

マーケティング入門，マーケティング応用，英語演習Ⅰ，英語

演習Ⅱ，英語実践C，英語実践D，基礎演習Ⅰ，基礎演習Ⅱ，基

礎演習Ⅲ，基礎演習Ⅳ，インターンシップⅢ，キャリア支援プ

ログラムA（企業課題解決実践），キャリア支援プログラムB（海

外研修B（中国）），キャリア支援プログラムB（海外研修C（ロシ

ア））を担当 

社会学部地域社会学科生へ経営学，マーケティング，英語基礎・

実践，社会人基礎，企業経営基礎を指導 

 

５）英語演習，英語実践 2019年4月1日 

～現在 

Eラーニング，ICTを活用した授業，実際にビジネスで英語を使

用していた経験に基づく実践的シミュレーション，インタラク

ショントレーニング，ビジネス資料作成 

 

６）基礎演習（ゼミ） 2019年4月1日 

～現在 

社会人基礎力の底上げ，きめ細やかな個別指導，メンタリング，

進路指導，ゼミ担任業務全般 

 

７）インターンシップ 2019年4月1日 

～現在 

企業とのコラボレーションによるインターンシッププログラム

の作成，学生の事前事後指導 

 

８）キャリア支援プログラム 海外

研修（中国，ロシア） 

2019年4月1日 

～現在 

キャリア支援プログラムとして，中国およびロシアの海外研修

に関する事前研修，現地研修，事後研修の指導 

   

２ 作成した教科書，教材   

１）グローバルビジネスパーソンの

ジャンル別自律英語学習プラット

フォーム構築 

 

 

2014年4月1日 

～ 

2018年3月31日 

 

研究および作成協力 

ビジネスミーティングでの多様な英語やファシリテーションス

キルに着目した自立学習教材プラットフォームの共同作成協力 

寺内一，荒木瑞夫，マスワナ紗矢子，照井雅子，内藤永，藤田

玲子 

 

 



 

事      項 年月日 概      要 

３ 教育上の能力に関する大学等

の評価 

 特になし 

４ 実務の経験を有する者につい

ての特記事項 

  

１）社内研修トレーニングマテリア

ル開発 

および社内トレーニング講師 

2015年1月1日 

～ 

2016年5月31日 

インメモリービッグデータ対応プログラムパフォーマンス解析

手法の社内メンバー向け研修マテリアルをドイツ本国と共同開

発および社内トレーニング講師（日本語および英語使用） 

２）社内メンバー育成およびメンタ

リング 

 

2011年1月1日 

～ 

2016年5月31日 

 

シニアコンサルタントとしてジュニアコンサルタントの育成お

よびメンタリング（日本メンバーおよび海外メンバー向け） 

５ その他   

１）産学連携プログラムDEMOLA 参

加メンバー 

2018年10月1日 

～ 

2018年12月31

日 

北海道大学が主催となり小樽商科大学と協力して行っている産

学連携プログラム 

企業が実際に抱えている経営課題を学生が主体となり課題解決

を行う 

 

２）産学連携プログラムDEMOLA 参

加学生マネジメント 

2019年9月1日 

～ 

2019年3月31日 

北海道大学が主催となり小樽商科大学と協力して行っている産

学連携プログラム 

企業が実際に抱えている経営課題を学生が主体となり課題解決

を行う 

札幌大谷大学からの参加者に対しての事前説明，募集，参加中

のメンタリング，事後レポート作成等に関するマネジメント 

 

３）海外研修引率（中国） 2019年11月8日 

～ 

2019年11月14

日 

 

札幌大谷大学が行う中国雲南省昆明市への海外研修に関する引

率および海外研修に付随するその他業務 

４）海外研修引率（ロシア） 

北海道代表団 

2019年11月18

日 

～ 

2019年11月23

日 

 

北海道代表団として札幌大谷大学学生が参加したロシアサンク

トペテルブルク市への海外研修に関する企画立案，見積もり，

費用拠出依頼，スケジュール調整，交渉，参加学生マネジメン

ト，引率，事後報告書作成および海外研修に付随するその他業

務 

職 務 上 の 実 績 に 関 す る 事 項 
事      項 年月日 概      要 

１ 資格，免許   

１）Linux Professional Institute 

Certification  

(LPIC)Level 1 

 

2004年9月 特定非営利活動法人Linux Professional Institute認定資格 

２） SAP Development Consultant 

SAP NetWeaver 

 – ABAP Workbench (2003) 

 

2005年12月 SAP SE (Societas Europaea)認定資格 

３）SAP Solution Consultant SCM –  

Planning & 

 Manufacturing with mySAP ERP 

2005 

 

2009年5月 SAP SE (Societas Europaea)認定資格 

４）宅地建物取引主任者 

 

 

2009年12月 一般財団法人 不動産適正取引推進機構認定資格 



 

事      項 年月日 概      要 

１ 資格，免許   

５）3級ファイナンシャル・プラン

ニング技能技師 

 

2011年3月 一般社団法人 金融財政事情研究会認定資格 

２ 特許等 

 

 特になし 

３ 実務の経験を有する者につい

ての特記事項 
  

１）IT関連中小企業など 

 
2004年4月1日 

～ 

2008年10月31

日 

 

職種：ネットワークエンジニア，システムエンジニア 

所属部署：技術部，ITコンサルティング事業本部 ERPグループ

など 

職務内容：商社，製造業向けなどのアドオン開発プロジェクト

でのリーダーおよびメンバーとしてプログラム設計，作成，見

積，進捗管理，統括を担当 

 

２）外資大手ITソフトウェアベンダ

ー（ドイツ） 

2008年11月1日 

～ 

2016年5月31日 

職種：ITコンサルタント 

所属部署：グローバルサービス&サポート事業本部CoE Build 

Supply Chain Planning & Manufacturing 

職務内容：ITコンサルタントとして海外顧客含むプロジェクト

のアセスメント，システム解析サービス，Focus Technical 

Quality Manager，海外含む社内メンバー技術教育全般担当 

 

４ その他   

１）北海道キャリア教育フォーラム

2018 

少年院を出院した子どもたちの自

立支援―日本キャリア教育学会 北

海道・東北地区研究会― 

 

2018年9月29日 

 

通訳（英語） 

ゲストスピーカーのプレゼンテーション内容を日本語から英語

への通訳，シンポジウムでの日本語と英語双方向の通訳 

開催地：札幌大谷大学大谷記念ホール 

 

２）日本商業学会・小樽商科大学特

別セミナー 

インバウンド顧客ニーズを探る―

ニュージーランドにおける調査か

らの示唆― 

 

2019年3月6日 

 

通訳（英語） 

質疑応答での日本語と英語双方向の通訳 

開催地：小樽商科大学札幌サテライト 

３）大学英語教育学会JACET学会運

営委員 

 

2019年4月1日 

～ 

現在 

学会運営委員 

研究促進委員会委員および総務委員会委員として，Web管理や国

際大会運営の補佐など学会運営に関する業務を担当 

 

４）日本マーケティング学会サロン

委員 

 

2019年4月1日 

～ 

現在 

サロン委員 

マーケティングサロンの事前準備，開催，事後対応等マーケテ

ィングサロンに関する運営全般業務を担当 

 

５）日露経済協力・人的交流に資す

る人材育成プラットフォーム専門

セクション運営委員（平成29年度文

部科学省大学の世界展開力強化事

業採択プログラム） 

 

2019年5月1日 

～ 

現在 

セクション運営委員 

産業多様化促進委員および中小企業交流委員として，ロシアサ

ンクトペテルブルク市を中心とした産業および中小企業を実態

調査，人材育成プラットフォームを作成 

 

６）ハッカソン（テクのこ）IT技術

コンテスト審査員 

SCSK北海道株式会社主催 

 

2019年8月30日 

～ 

2019年8月31日 

 

審査員 

社員向けIT技術コンテストの審査，アイディアソンで生まれた

ビジネスアイディアからハッカソンで実際にIT技術を使用して

のプログラミング実装を行い，その内容に関する審査を行う 

開催地：ＴＫＰガーデンシティ札幌駅前 

 

 

 

 

 



 

研 究 業 績 等 に 関 す る 事 項 

著書，学術論文等の名称 
単著・ 

共著の別 

発行又は 

発表の年月 

発行所，発表雑誌等 

又は発表学会等の名称 
概      要 

（著書）     

１．ビジネスミーティン

グ英語力 Essential 

English for Business 

Meetings 

 

共著 2015年 5月 朝日出版社 

P.ⅰ～P.ⅲ， 

研究協力 

交渉と議論の舞台となる英語による

ミーティングでビジネスパーソンが

感じている困難性をテーマとした調

査結果について 

寺内一（監修）藤田玲子・内藤永（編

集）一般社団法人大学英語教育学会

EBP調査研究特別委員会・一般社団法

人国際ビジネスコミュニケーション

協会（著者） 

 

２. Towards a New 

Paradigm for English 

Language Teaching - 

English for Specific 

Purposes in Asia and 

Beyond （英文） 

共著 2019年 10月 Routledge 

P.193～P.201 

 

Edited by Hajime 

Terauchi, Judy 

Noguchi, Akira Tajino 

著者 

Chapter 18: Materials development 

for EBP 

ビジネスミーティングに着目した

English for Business Purposesに関

する自立学習教材プラットフォーム

開発について 

Masaki Yamada, Hajime Terauchi, 

Kosuke Miki 

 

（学術論文）     

１．A genre-based study 

of tourism language in 

English textbooks 

（査読付き，英文） 

 

共著 2017年11月 

 

Union Press 

Journal of Global 

Tourism Research, 

Volume 2, 

P.115～P.122 

 

ツアーリズムでの英語の重要性と必

要な英語レベルに関して英語テキス

ト観点からの調査結果 

Hajime Terauchi，Sayako Maswana，

Masaki Yamada 

 

２．実践的インタラクシ

ョン活動の取り組み―

スピーキング能力の養

成を目指して― 

 

共著 2019年 3月 札幌大谷大学紀要49号 

（札幌大谷大学・札幌大

谷大学短期大学部） 

実践的なタスクを用いた取り組みに

ついて取り上げ，授業における課題

について論じる。タスクでは，テキ

ストで学んだ内容を使用しながら，

応用させていくことを狙いとした取

組事例 

石川希美，山田政樹 

 

３. 海外研修生の心理

的特性 

- 札幌大谷大

学における中国雲南省

昆明およびロシアサン

クトペテルブルク海外

研修生の心理的特性 

 

共著 2020年 3月 札幌大谷大学社会学部

論集8号 

特性的自己効力感，セルフ・モニタ

リング，楽観主義，セルフ・ハンデ

ィキャッピングの 4 つの心理的特性

の観点から，海外研修参加学生と不

参加学生の違いについてのアンケー

ト調査結果 

山田政樹，富樫慧凛央 

 

（その他）     

（調査報告書）     

１．JACET－IIBC共同研

究プロジェクト企業が

求めるビジネスミーテ

ィング英語力調査報告

書 

 

共著 

 

2014年3月 

 

一般社団法人大学英語

教育学会（JACET）EBP

調査研究特別委員会お

よび一般財団法人国際

ビジネスコミュニケー

ション協会（IIBC）共同

出版 

P.ⅰ～P.ⅱ， 

 

 

研究協力 

企業が求めるビジネスミーティング

英語力の調査結果報告書 

JACET EBP調査研究特別委員会担当理

事寺内一（編集） 

 



 

著書，学術論文等の名称 
単著・ 

共著の別 

発行又は 

発表の年月 

発行所，発表雑誌等 

又は発表学会等の名称 
概      要 

（調査報告書）     

２．グローバルビジネス

パーソンのジャンル別

自立英語学習プラット

フォーム構築とその検

証 

 

共著 

 

2018年3月 

 

科学研究費助成事業研

究成果報告書 

基盤研究（B）（一般） 

研究課題番号 26284082 

P.17～P.26 

 

ビジネス英語自立学習教育教材に関

するプラットフォーム構築とその検

証，ビジネスミーティングをターゲ

ットにしたプラットフォーム提案 

研究代表者：寺内一 

山田政樹, 内藤永, 寺内一 

 

３．海外研修―中国雲南

省昆明市の大学との交

流 

共著 2020年 3月 札幌大谷大学紀要50号 

（札幌大谷大学・札幌

大谷大学短期大学部） 

海外研修で行った中国雲南省昆明市

の大学との交流で得られた研修成果

および今後の発展可能性について 

堀じゅん子，森雅人，山下成治，島

名毅，山田政樹 

 

４．日露経済協力・人的

交流に資する人材育成

プラットフォーム 

産業多様化促進専門セ

クション活動報告書 

 

単著 

 

2020年3月 

 

日露経済協力・人的交流

に資する人材育成プラ

ットフォーム平成29年

度 文部科学省 大学の

世界展開力強化事業 採

択プログラム専門セク

ション活動報告アニュ

アルレポート 

 

専門セクション活動報告書 

産業多様化促進セクション，ロシア

サンクトペテルブルク市で行われた

日本法人現地企業の現地調査に関す

る報告 

山田政樹 

（リサーチペーパー）     

 

１．レアスキル人材提供

事業 事業計画書 

 

 

単著 2018年 2月 小樽商科大学大学院ア

ントレプレナーシップ

専攻リサーチペーパー 

事業計画 

小樽商科大学大学院アントレプレナ

ーシップ専攻での最終成果物として

ビジネスプランを作成 

山田政樹 

（査読歴）     

１．JAAL in JACET 

Proceedings, Vol. 2 

 

 

 2020年3月 一般社団法人大学英語

教育学会（JACET）JAAL

 in JACET Proceeding

s, Vol. 2 

The Japan Association of Applied 

Linguistics (JAAL) in JACET のグロ

ーバル人材育成，ESP関連論文に関す

る査読 

 

（学会発表）     

１． A genre-based 

study of tourism 

language in English 

textbooks（国際） 

 

 

口頭発表

（共同） 

2016年 6月 CERLIS (Centro di 

Ricerca sui Linguaggi 

Specialistici)  

Ways of Seeing, Ways of 

Being: Representing 

the Voices of Tourism 

International 

Conference 

 

ツアーリズム 

ツアーリズムでの英語の重要性と必

要な英語レベルに関して英語テキス

ト観点からの調査結果発表 

寺内一，マスワナ紗矢子，山田政樹 

開 催 地 ： イ タ リ ア ベ ル ガ モ 

University of Bergamo 

２．教材開発について 

 

 

口頭発表

（共同） 

2017年2月 高千穂大学 

これからのビジネス英

語とは 

グローバル人材育成（ビジネス英語） 

新しいビジネス英語自立学習教育教

材プラットフォーム開発に関する概

要を発表 

照井雅子，山田政樹 

開催地：東京 高千穂大学 

 

 

 



 

著書，学術論文等の名称 
単著・ 

共著の別 

発行又は 

発表の年月 

発行所，発表雑誌等 

又は発表学会等の名称 
概      要 

（学会発表）     

３.Self-learning 

Materials for English 

for Business Purposes 

(EBP)（国際） 

口頭発表

（共同） 

2017年6月 CAES (The Centre for 

Applied English 

Studies) 

Faces of English 2 

Teaching and 

Researching Academic 

and Professional 

English International 

Conference 

 

グローバル人材育成（ビジネス英語） 

ビジネスミーティングでの多様な英

語やファシリテーションスキルに着

目した自立学習教材プラットフォー

ムに関する発表およびデモンストレ

ーション 

照井雅子，山田政樹 

開催地：香港 University of Hong 

Kong 

４ . A Questionnaire 

Survey to Develop a 

Regional Program  

of Sending Students to 

Exhibitions Abroad as 

Volunteer Interpreter

（国際） 

ポスター

発表 

（共同） 

2017年 10月 ABC (Association for 

Business 

Communication) 

ABC 82nd Annual 

International 

Conference 

グローバル人材育成（大学生の商談

会通訳ボランティア派遣事業） 

学生意識調査結果からの，今後の学

生ターゲット層とこれからのボラン

ティア派遣ブラッシュアップに関す

る発表 

内藤永，坂部俊行，三浦寛子，柴田

晶子，石川希美，山田政樹 

開催地：アイルランドダブリン 

Royal Marine Hotel 

 

５. Essential English 

for Business Meeting: 

Demonstration 

of EBP Materials 

Development（国際）（再

掲） 

ワークシ

ョップ 

（共同） 

2017年 11月 ETA-ROC (English 

Teachers ’ 

Association-Republic 

of China) 

The 26th International 

Symposium on English 

Teaching and Book Fair 

グローバル人材育成（ビジネス英語） 

作成したビジネスミーティングでの

多様な英語やファシリテーションス

キルに着目した自立学習教材プラッ

トフォームを使用したワークショッ

プ 

寺内一，山田政樹 

開催地：台湾台北市 劍潭海外青年活

動中心 

 

６. グローバルビジネ

スパーソンのジャンル

別自律英語学習プラッ

トフォーム構築とその

検証について 

 

口頭発表

（共同） 

 

2018年2月 高千穂大学 

これからの英語教育

-ESPの先にあるもの 

 

 

グローバル人材育成（ビジネス英語） 

ビジネスミーティングでの多様な英語や

ファシリテーションスキルに着目した自

立学習教材プラットフォーム作成に関す

る成果発表 

内藤永，山田政樹 

開催地：東京 高千穂大学 

 

７. 3 X 3 Table English 

Training Method for 

Improving a Quick 

Response at Business 

Scenes（国際） 

 

ポスター

発表 

（共同） 

 

2018年 10月 ABC (Association for 

Business 

Communication) 

ABC 82nd Annual 

International 

Conference 

 

グローバル人材育成（コミュニケーショ

ン） 

9マスの表を用いた英語即時レスポンス

力を伸ばすトレーニングメソッドに関す

る発表 

内藤永，坂部俊行，柴田晶子，石川希美，

山田政樹 

開催地：アメリカ合衆国 マイアミ 

Marriott Biscayne Bay 

 

８. ビジネスシーンに

おける即時レスポンス

力を高める「9マス英会

話」メソッド 

ポスター

発表 

（共同） 

2018年12月 第1回 JAAL in JACET 学

術交流集会 

グローバル人材育成（コミュニケーショ

ン） 

9マスの表を用いた英語即時レスポンス

力を伸ばすトレーニングメソッドについ

て，実施前後での語数の伸びや成果に関

する発表 

内藤永，坂部俊行，三浦寛子，石川希美，

山田政樹 

開催地：東京 高千穂大学 



 

著書，学術論文等の名称 
単著・ 

共著の別 

発行又は 

発表の年月 

発行所，発表雑誌等 

又は発表学会等の名称 
概      要 

（学会発表）     

９. 3 X 3 Table English 

Training Method for 

Improving a Quick 

Response at Business 

Scenes part 2（国際） 

 

ポスター

発表 

（共同） 

 

2019年10月 ABC (Association for 

Business 

Communication) 

ABC 83rd Annual 

International 

Conference 

 

グローバル人材育成（コミュニケーショ

ン） 

9マスの表を用いた英語即時レスポンス

力を伸ばすトレーニングメソッドに関す

るアンケート調査内容発表 

内藤永，山田政樹，石川希美，坂部俊行，

柴田晶子 

開催地：アメリカ合衆国 デトロイト The 

Westin Book Cadillac 

 

１０. ビジネスシーン

における即時レスポン

ス力を高める「9マス英

会話」メソッド 

ポスター

発表 

（共同） 

2019年11月 第2回 JAAL in JACET 学

術交流集会 

グローバル人材育成（コミュニケーショ

ン） 

9マスの表を用いた英語即時レスポンス

力を伸ばすトレーニングメソッドについ

て，実施前後でのアンケート調査結果に

関する発表 

内藤永，山田政樹，石川希美，坂部俊行，

柴田晶子 

開催地：東京 高千穂大学 

 

１１. 国際人的資源管

理 - グローバル人材育

成モデル   

口頭発表 

（単独） 

2019年 11月 日中学生研究発表会 主

催: 雲南日本語研究会

(中国) 

グローバル人材育成（経営管理，人的資

源管理） 

日本企業の国際人的資源管理に関して，

グローバル人材育成の観点から発表 

 

山田政樹， 

開催地：中国雲南省昆明藤澤会館 

 

１２. 高業績者の成果

達成コンピテンシーモ

デル研究 -グローバル

IT エンジニアの行動特

性-   

口頭発表 

（単独） 

2019年 12月 日本経営学会北海道部

会 

グローバル人材育成（経営管理，人的資

源管理） 

グローバルで活躍するITエンジニアの行

動特性に関して，高業績者の成果達成コ

ンピテンシーモデルの観点から発表 

 

山田政樹， 

開催地：小樽商科大学 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


