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国際会議開催報告書 

 

第 1回 GBLS(Global Business Leadership and Sustainability)会議に関する報告 

 

開催日   2017年 9 月 2 日（土） 

開催場所  明治大学駿河台キャンパス 

 

「アジアにおけるグローバリゼーションとビジネス」をテーマとする初めての GBLSの会議は 9

月 2日明治大学にて開催された。今回の 会議の目的は国際的な研究者を集め、世界で最もグロ

ーバル化と競争が進んでいるアジア経済を持続させる戦略に関して意見を交換することにある。 

学会は基調講演と 4 つのリサーチセッションで構成された。初めに、湯沢威氏（学習院大学）は

オープンニング講演での参加者の来場を歓迎した後、GBLS 学会の全体的なテーマと目的を紹介

した。また、将来の持続可能な発展のため、アジア経済とアジア諸国による共同研究の重要性が

強調された。続いて、豊富な研究と実務経験を持っている申晩秀氏（高麗大學）による基調講演

が行われた。彼はアジア諸国のグローバル市場への進出に関する有効なビジネス戦略について講

演し、またアジアの多国籍企業の持続可能な市場におけるリーダーシップに関する見識を披露し

た。 

第 1セッション（セッションホスト：ジュリア・ヨング氏、法政大学）では「日本におけるグロ

ーバルタレント・マネジメント」というトピックで議論が行われ、報告者たちはそれぞれの研究

を紹介した。ジェレミー・ブレーデン氏（モナシュ大学）は「グローバルタレント教育における

言語、異文化理解能力、リーダーシップの関係性の探求」をテーマとする研究を発表した後、マ

リア・グアヤード氏（創価大学）が「日本のグローバルな役割とリーダーシップの発展」という

テーマで報告を行った。さらに、河谷隆司氏（ダイバーシティ・マネジメント株式会社）は「日

本における異文化リーダーシップトレーニング」について豊富な経験に基づいて発表を行った。 

第 2セッション（セッションホスト：湯沢威氏）の中で、日本に焦点を当てたグローバルビジネ

スの戦略と実践に関する二つの発表が行われた。1番目の「日本のインバウンド観光開発、

2013-2016」についてマリー・クエック氏（ハートフォ―ドシャー大学）が最近の動向と問題点

が紹介された。２番目ホン・ファ氏（シンガポール社会科学大学）は「グローバリゼーション時

代におけるグローバル競争－ユニクロのケース」において日本のグローバル企業の事例を紹介し

た。 

第 3 セッション（セッションホスト：レスリー・ハンナ氏、ロンドン・スクール・オブ・エコノ

ミクス）では、グローバルリーダーシップとサステナビリティというトピックで三つのプレゼン

テーションが行われた。まず、ディープティ・シャルマ氏とシェルティー・ミッシュラ氏（マニ
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パル大学）は「発展途上国と先進国における女性リーダーシップのガラスの天井効果」について

報告を行った。続いてクミュディネイ・ディサナヤケ氏（コロンボ大学）は「日本における零細

企業の女性 CEO の経営持続性とチャレンジ」という研究を発表した。さらに、有江和美氏 (武蔵

野大学)による「グローバル世界における、香港の映画業界の持続可能性」をテーマとする研究

が紹介された。 

第 4 セッション（セッションホスト： 金素延氏、明治大学）において、日本と海外の学生から

三つの発表が行われた。N.B.ハルシェバーダン（VIT ビジネススクール）は「グリーンビジネス

によるイノベーションとサステナビリティ」という研究を紹介した。続いてリ－・ローレル、ス

タイナー・グロリア、戸田 秀幸 (創価大学）からなる学生グループは「学生視点による、次世

代のグローバルリーダーの育成」についての発表を行った。さらに、ジェシカ・マリー・アロキ

アサミー (明治大学)は「異文化適応における、感情と文化の理解力の役割－マレーシアでの日

本人駐在員のケース」をテーマとする研究を紹介した。各セッション後、参加者と発表者の間で

インタラクティブなディスカッションが行われた。これを通じて参加者は発表の内容を深く理解

し、発表者にも新しいひらめきを与えた。 

総じていえば、我々組織委員会は海外と日本の専門研究者達を招いて、明治大学で開催された初

の国際会議は素晴らしいスタートを切った。今回の会議ではオーストラリア、スリランカ、カナ

ダ、イギリス、インド、韓国、シンガポール、アメリカなど世界各国の学問・ビジネスの分野か

ら 35人が発表者、ホスト、 参加者として参加し、国際的かつ学際的な雰囲気の中で知識とアイ

ディアを交換し、 交流を深めた。われわれはアジア諸国をとりまく現在の経済とビジネス環境

関してより明確な考えを持つようになるのみならず、アジア経済に対する将来の展望や世界にお

ける可能な役割などについて意見を交換した。 

我々は今回の会議が継続的なディスカッションと国際研究の交流のため、確かな礎になることを

期待したい。 

明治大学の国際連携本部の寛大なご支援によってこのような素晴らしいスタートを実現する事が

出来たことに感謝を申し上げる。 

 

組織委員会 会長: 高橋 正泰 (教授 / 明治大学) 

組織委員:  湯沢 威 (名誉教授 / 学習院大学) 

ジュリア・ヨング(教授 / 法政大学) 

マリー・クエック(准教授 / ハートフォ―ドシャー大学） 

ジェレミー・ブレーデン（モナシュ大学） 

金 素延 （特任講師 / 明治大学） 

 

2017年 10月 17日  
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Conference Report 

 

The First International Conference on Global Leadership and Sustainability (GBLS) 

2017  

 Surugadai Campus, Meiji University, Tokyo, Japan 

Sept 2nd, 2017 

 

The First GBLS conference was held in Meiji University on Sept 2 with the overall theme of 

‘Globalization and Business in Asia.’ The conference was organized to gather local and 

international scholars and to share ideas on the sustaining strategies of the Asian economies in 

the globalized and competitive world.  

The conference was framed with a keynote address and four research sessions. Professor 

Takeshi Yuzawa (Gakushuin University) gave an opening address to begin the conference. He 

welcomed all the participants and introduced the overall theme and the purpose of the GBLS 

conference. His speech highlighted the importance of Asian economies and the collaborative 

efforts of Asian countries for future sustained growth. After the opening speech by Prof. 

Yuzawa, the keynote address by Prof. Mannsoo Shin (Korea University) followed. Building 

on his research expertise and working experiences, he addressed successful business strategies 

for the global market entries in the Asian countries and shared his insights on the sustaining 

market leadership of multinational companies in Asia.  

In the first session (Session chair: Julia S. Yongue, Hosei University), the topic, ‘Global 

Talent Management in Japan’ was discussed. Three research papers aligned with the topic 

were presented by professional international researchers. The first presentation was made by 

Jeremy Breaden (Monash University) on his research titled as “Exploring the nexus of 

language, intercultural competence and leadership in global talent education." The second 

presentation, titled “Japan’s global role and leadership development,” was shared by Maria 

Guajardo (Soka University). The third paper, titled “Japanese culture-based cross-cultural 

leadership training,” was presented by Kawatani Takashi (Diversity Management Institute, 

Inc.).  

In the second session (Session chair: Takeshi Yuzawa, Gakushuin University), two 

presentations on Global Business Strategy and Practice with a particular focus on Japan were 

provided. One presentation was presented from Mary Quek (University of Hertfordshire) on 

“Japan inbound tourism development, 2003-2016.” The other presentation was made by 

Huong Ha (Singapore University of Social Science) on “Global competitiveness in the age of 

globalization: The case of Uniqlo.” 

In the third session (Session chair: Leslie Hannah, London School of Economics), three 

research were arranged to discuss the topic of Global leadership and sustainability. The first 

presentation, by Deepti Sharma and Shruti Mishra (Manipal University), discussed the “Glass 

ceiling effect on women leadership in developing and developed nations.” The second, 

presented by Kumudinei Dissanayake (University of Colombo), focused on “Challenges of 

sustainability of micro enterprises led by women in Japan;” Kazumi Arie (Musashino 

University) followed with the third presentation on “Sustainability of the Hong Kong Film 

Industry in the globalized world.”  
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In the fourth session, a student-led session (Session chair: Soyeon Kim, Meiji University), 

three presentations were made by local and international students. The first presentation was 

made by N.B. Harshavardhan Reddy (VIT Business School) on his research titled "Innovation 

and sustainability through green business.” The second came from a group of students— Lee 

Laurel, Steiner Gloria and Toda Hideyuki (Soka University) on "Raising the next generation 

of global leaders: A student perspective.” Jessica Marie Arokiasamy (Meiji University) 

presented the third on “The role of emotional and cultural intelligence in cross-cultural 

adjustment: A case of Japanese expatriates in Malaysia.” After each session, interactive 

discussion between audience and presenters occurred. Such free-style interactive talks 

enhanced a deeper understanding on each presentation among audience and also provided 

further useful ideas to presenters.  

Overall, our committee team is pleased to say that the first international conference held in 

Meiji provided a great start by gathering international and local professional researchers. 

Around 35 people participated in the conference and it should be highlighted that the 

conference showed both an international and an interdisciplinary nature. The participants—

including presenters, chairs, and audience—were from various countries including, Australia, 

Sri Lanka, Canada, England, India, South Korea, Singapore, the USA, and others. Participants 

also hailed from diverse academic and business fields. Such international and interdisciplinary 

aspects of the conference facilitated and enhanced the exchange of knowledge and ideas. The 

knowledge shared in the conference helped researchers to have a clear view of the current 

economic and business situations that Asian countries are facing and to get ideas about the 

future prospects of the Asian economies and their potential roles in the world. We are hoping 

that this first meeting will serve as a strong building block for the ongoing discussion on the 

topic and international research collaboration.  

This good beginning was possible due to the generous support from the headquarters of 

international collaboration in Meiji University. Therefore, we would like to extend our sincere 

appreciation to the headquarters of international collaboration in Meiji University and we look 

forward to their continued cooperation on our future conferences.  

 

 

Conference Chair:      Masayasu Takahashi, Professor, Meiji University  

Conference Committee:  Takeshi Yuzawa, Professor Emeritus, Gakushuin University 

Julia Yongue, Professor, Hosei University  

Mary Quek, Senior Lecturer, University of Hertfordshire 

Jeremy Breaden, Associate Professor, Monash University 

Soyeon Kim, Assistant Professor, Meiji University  

 

Oct 17, 2017  
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湯沢威氏によるオープンニング講演 

申晩秀氏による基調講演 

ディスカッション 

 

 

 

 

 


