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異国の地ロシアでの修行時代を振り返って
－ピアニスト・加藤露弥さんへのインタビュー－

加藤　寿子

IAAP(全米秘書協会）機関誌「officePRO」ご紹介： 2015年5・6月号より

－5  ways to get a busy person to respond to your e-mail
（多忙な人からe-mailに返信をもらう5つの方法）－

国際委員会

６月号 再活性化プロジェクト進行中：IAAP（全米秘書協会） 戸枝　明美

５月号
２月月例会／国際トークサロンレポート

「サワッディーカー」－微笑の国、タイの魅力とは
（参加者に依頼）

「東南アジアの風」シンガポールレポート 吉崎　奈々

IAAP(全米秘書協会）機関誌「officePRO」ご紹介： 2014年1・2月号より

－Five tough questions to ask yourself（５つのタフな自問）－
国際委員会

第22回アジア・パシフィック秘書（ASA）会議　カラチ大会を振り返って
－実行委員長シェリル・ﾏｼｭｰ氏への誌上インタビュー
　Standing High in Challenging Times!－

戸枝　明美

IAAP(全米秘書協会）機関誌「officePRO」ご紹介： 2014年11・12月号より

－Holidays & Healthy Habits（ホリデーと健康のための習慣）－
国際委員会

１月号
国際委員会再開７年目を迎えて
－立ち上げメンバーへのインタビュー－

国際委員会

「広める価値のあるアイディア」を共有する場：TED
－ジェイソン・ウルフさんに伺う－

戸枝　明美

IAAP(全米秘書協会）機関誌「officePRO」ご紹介： 2014年8・9月号より

－Recalibrating the personal and professional: Tips for achieving work‐life
balance（キャリアとプライベート、測り直してみましょう：ワーク･ライフ・バランスの
ためのヒント）－

国際委員会

36年の時空を超えて 中込  陽子

IAAP(全米秘書協会）機関誌「officePRO」ご紹介： 2014年７月号より

－Generational melting pot(世代のるつぼ）－
国際委員会

７月号

１２月号

１１月号

2014年

2015年

２・３月号

４月号

「国際委員会 News」 一覧表
(2008年４月号～最新号)



１０月号
７月月例会／国際トークサロンレポート

アンニョンハセヨ、韓国の面白さ再発見！
　－ドラマが語る社会と文化－

（参加者に依頼）

８・９月号
日本を伝える
－早春の休日、和事ワークショップ－

中込  陽子

中央アフリカの人々を助けるエイズ医療活動家
　　徳永瑞子氏へのインタビュー（後編）

加藤　寿子

IAAP(全米秘書協会）機関誌「officePRO」ご紹介： 2014年5・6月合併号より

－Dust off your manners (マナーのほこりを落としましょう）－
国際委員会

中央アフリカの人々を助けるエイズ医療活動家
　　徳永瑞子氏へのインタビュー　（前編）

加藤　寿子

IAAP(全米秘書協会）機関誌「officePRO」ご紹介： 2014年3・4月合併号から

－キャリアディベロップメントは、入念に選択した道を辿る過程－
国際委員会

５月号
２月月例会／国際トークサロンレポート

日本人と欧米人の特性比較とコミュニケーション術
　－ホスピタリティ・マインドを生かして－

国際委員会

ＡＬＴが学ぶ和食 岩川　真美

IAAP(全米秘書協会）機関誌「officePRO」ご紹介： 2013年11・12月合併号から

－Meeting Planning 101   （会議手配110番）－
国際委員会

２・３月号
集客交流MICEについて
　－日本として、企業として－

中込  陽子

出発点は秘書のキャリア
　－英語通訳ガイド　乗田泰子氏にインタビュー－

宮崎　祐子

IAAP(全米秘書協会）機関誌「officePRO」ご紹介： 2013年10月号から

－Seven Ways to Empower Diversity Where You Work
   （7つのアイディアで、職場の多様性に権限を）－

国際委員会

１２月号
71年目を迎えた IAAP
　－新ロゴが象徴するその新たな方向性－

戸枝　明美

トレイルウォーカーのサポーターとして
　－誰でも参加できる国際支援活動－
      藤田紀久子常任理事にインタビュー

国際委員会

IAAP(全米秘書協会）機関誌「officePRO」ご紹介： 2013年7月号から

－Letter From The President  （巻頭記事・IAAP会長からのメッセージ）－
国際委員会

2013年

１月号

４月号

７月号

６月号

１１月号



１０月号
７月月例会／国際トークサロンレポート

職場を変える、世界をつなぐファシリテーション
　－ファシリテーターへの第一歩－

宮崎　祐子

８・９月号
「ミスター同時通訳」　村松増美先生の思い出
   (村松増美先生追悼　特別寄稿）

石川　愛、小泉　佳子、
森田　育代

「Beers for Books」のイベントに参加して 中込　陽子

IAAP(全米秘書協会）機関誌「officePRO」ご紹介： 2012年3・4月号から

－Five Steps To Take To Improve your Job Satisfaction
   （仕事満足度を高める５つのステップ）－

国際委員会

ホテル業界で働く　－キャリアの軌跡－
　ホテルグランヴィア京都勤務・河村沙映子氏にインタビュー

山島　和子

IAAP(全米秘書協会）機関誌「officePRO」ご紹介： 2012年1・2月号から

－How To Complain Effectively （苦情を効果的に伝える方法）－
国際委員会

５月号
２月月例会／国際トークサロンレポート

やればできる、グローバル化は怖くない
　－「日本人が世界に誇れる33のこと」 の著者が贈る日本人へのエール－

（参加者に依頼）

グローバルで「いき」な秘書を目指そう
　－実務翻訳者　山本ゆうじ氏にインタビュー－

田中　維子

IAAP(全米秘書協会）機関誌「officePRO」ご紹介： 2012年11・12月号から

－Breaking Habits （マンネリ化した習慣を打ち破ろう）－
国際委員会

通訳者の目に映るグローバル化
　－社内通訳者　秋山名子氏にインタビュー－

飯尾　美称

通訳訓練体験記 中込　陽子

1月号
グローバル化時代における企業と秘書の取り組み：
　コミュニケーターとして秘書が考えること

国際委員会

香港グローバル経済ツアーに参加して
　－より幸せな将来のために海外資産運用を考える－

安部　美希

IAAP(全米秘書協会）機関誌「officePRO」ご紹介： 2012年12月号から
－Managing Multiple Bosses （複数のボスと上手くやっていく秘訣）－ 国際委員会

エバーグリーン―人生もゴルフも
　－米海軍厚木基地勤務　佐藤倫子さんへのインタビュー－

鈴木　潤子

１2月号
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４月号

１１月号

７月号

６月号

２・３月号



IAAP(全米秘書協会）機関誌「officePRO」ご紹介： 2012年7月号から

－The Sandwich Generation （サンドイッチ世代）－
国際委員会

10月号
６月月例会／国際トークサロンレポート

キャリア・デザインの秘訣
　－キャリア・アンカーと自分の価値を明確に！－

（参加者に依頼）

日本とバングラデシュの架け橋となって
　－斎藤憲二さんに聞く－

中込陽子

IAAP(全米秘書協会）機関誌「officePRO」ご紹介： 2012年5・6月号から

－IAAP創立70周年記念特集－
国際委員会

パンダの保護活動に全力を注ぐ 「パンダ大使」
　－梶原裕美子さんへのインタビュー（後編）－

加藤　寿子

IAAP(全米秘書協会）機関誌「officePRO」ご紹介： 2012年3・4月号から

－"Thou Shalts" For Your Career:
　　　　　汝のキャリアのためにすべきこと－

国際委員会

パンダの保護活動に全力を注ぐ 「パンダ大使」
　－梶原裕美子さんへのインタビュー（前編）－

加藤　寿子

IAAP(全米秘書協会）機関誌「officePRO」ご紹介： 2012年3・4月号から

－10 Steps To Being A Pacesetter
　 （ペースセッターになるための10のステップ）

国際委員会

５月号
２月月例会／国際トークサロンレポート

島国イギリスと日本で育って
　－両国の違いと魅力－

（参加者に依頼）

客室乗務員から神職へ
　－日本の文化を世界へ語るために－

岩川　真美

IAAP(全米秘書協会）機関誌「officePRO」ご紹介： 2012年1・2月号から

－My Great Idea:  Time Management
　 （私のアイディアご紹介：「時間管理」）

国際委員会

日台黒潮泳断チャレンジ２０１１ 田中　維子

IAAP(全米秘書協会）機関誌「officePRO」ご紹介： 2011年12月号から

－The Rules of Office Gift - Giving  （職場内での贈答ルール）
国際委員会

3月月例会プレ企画
「言葉でたたかう技術」　座談会
　－加藤恭子先生を囲んで

鈴木　潤子

IAAP(全米秘書協会）機関誌「officePRO」ご紹介： 2011年10月号より

－The Evolution of Leadership in the Digital Age -
デジタル時代におけるリーダーシップの進化

国際委員会

顧客と接する秘書を求めて 西塔　靖恵

４月号
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６月号

１１月号

12月号
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IAAP(全米秘書協会）機関誌「officePRO」ご紹介： 2011年8・9月号より

－Do You Understand Your Colleagues' Work Styles? －
ワークスタイルに合わせて

国際委員会

外資系企業、買収で本国の国籍が変わると何が変わる?
　－親会社が買収された日本法人のアレコレ－

宮崎　祐子

IAAP(全米秘書協会）機関誌「officePRO」ご紹介： 2011年7月号より

－Gardening 101: Cultivating Relationship －
ビジネスに役立つ園芸ガイド：　リレーションシップの栽培

国際委員会

10月号
７月月例会／国際トークサロンレポート

日台の絆
　－被災地への台湾の篤い支援から学ぶこと－

（参加者に依頼）

８・９月号
IAAP（全米秘書協会）機関誌 「officePRO」 のご紹介
　－Amazing Admins:  Superior Skill－

戸枝　明美・松田　千秋

７月号
国際委員会メンバー紹介
国際委員会は次のフェーズへ
　－新旧リーダーを囲む会報告 -

鈴木　潤子

６月号
Our thoughts and prayers are with you!
　－災害時に私たちができること

鈴木　潤子

５月号
２月月例会／国際トークサロンレポート

コンシェルジュという職業
　－効果的に接するには－

（参加者に依頼）

４月号
日本外国特派員協会イベント「Book Break」に参加して
　－ダニエル・スローン氏著「Playing to Wiin: Nintendo and the Video Game
Industry's Greatest Comeback 」 のご紹介－

中込  陽子

２･３月号
IAAP（全米秘書協会）機関誌 「officePRO」 のご紹介
　－米国で秘書職がおかれている環境とは－

戸枝　明美・松田　千秋

1月号
カンボジアからの最新レポート
　・アンコール遺跡から８００年前の仏像が再び出現
　・カンボジアはカボチャの味

加藤　寿子・山島和子

12月号
学び、教え、そして自然体に
　－何足もの草鞋を履きこなす究極の時間管理とは－

戸枝　明美・松田　千秋

11月号
上海だより - 「中国赴任にチャレンジして」
　オムロンヘルスケア中国・岩佐博人様にインタビュー

田中　維子

10月号
７月月例会／国際トークサロンレポート

萬鉄五郎と日本近代美術 - ユニバーサリズムを求めて
  －２０世紀初期の日本近代美術と西欧近代美術の交流－

（参加者に依頼）

８･９月号
第２回ミニトークサロンレポート

「生きた英語」を追い求めて
鈴木　潤子

7月号 海外における日本人学校の制度と現状レポート 岩川　真美

6月号 外国人留学生の就職事情 加藤　寿子

2010年

11月号

12月号



5月号
2月月例会／国際トークサロンレポート

最初の６０秒を制するコミュニケーション術の秘密
（参加者に依頼）

４月号 特別寄稿「シンクロの妙 - バーサ、84歳の生き方」 石川   愛

２･３月号 女性リーダーの育成を目指す「NPO法人 J-Win」探訪記
小林　清子

１月号
最近の「officePRO」から
　－２００９年６・７月号記事ご紹介－

伊藤　規子

12月号
９月月例会／国際トークサロンレポート

アンコール・ワットの修復と人材育成
  －国際協力は肌の色と言語を超えて－

（参加者に依頼）

１１月号
サルサの熱い情熱で、秘書として日本とペルーの架け橋に
  －ペルー大使館秘書　坂本有紀さんとの座談会レポート－

袖山　雅子

１０月号
異文化が触れ合う「オアシス」
　－社団法人東京アメリカンクラブ－

戸枝　明美・松田　千秋

８・９月号
「Inspire. Motivate. Lead.」
　フィリピン秘書協会（PAS）の全国秘書会議２００９

戸枝　明美・松田　千秋

7月号 アメリカ人、パリで働く 小林　清子

６月号
真のアドミニストレイティブ・プロフェッショナルの資質とは
　－IAAP（全米秘書協会）ウェブサイトから－

田中　維子

５月号
２月国際トークサロンレポート

ビジネスパーソンとして生き抜くために
　－グローバルビジネスに必要な３つのスキル－

伊藤　規子

４月号
ホームステイ体験記
　－「台湾人的情熱」に触れて

袖山　雅子

２･３月号
11月国際トークサロンレポート

ペルーの魅力 世界遺産
  －謎とロマンの歴史と文明をひもとくｰ

（参加者に依頼）

１月号 ザリガニ研究家の来日アテンド報告記 中込  陽子

１2月号 初めて「officePRO」を手にして 阿部 宏子

１１月号
多様化する職場環境に対する企業の取り組み グローバル企業における、多様
性の尊重・受容・活用
  -アメリカン・エキスプレス・インターナショナル, Inc.

戸枝　明美

１０月号
７月国際トークサロンレポート

ニュース最前線から
  －ロイターのニュースができるまで

（参加者に依頼）

2008年

2009年



８・９月号 事業家・槙恵淑さんにインタビュー 原  美穂

7月号 第19回ASA会議を前にして 小林  清子

６月号
外国人上司が期待する秘書像とは
  -ヒアリング結果報告② 座談会-

田中　維子

５月号
外国人上司が期待する秘書像とは
  -ヒアリング結果報告①-

ヒアリングプロジェクトチーム


