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巻 頭 言 

第47回年次大会を迎えるにあたって 

年次大会実行委員長 小山哲春（京都ノートルダム女子大学） 

 

 第４7回年次大会は2017 年6 月3日(土)・４ 日(日)に京都ノートルダム女子大学 

（京都市左京区）で開催されます。この記事をご覧になっていただいているのは大会 

の直前、あるいはすでに大会終了後かもしれません。ニュースレター前号の「会場校 

案内」でもお伝えいたしました通り、関西地区、そして京都では、2012年の京都文教 

大学での第42回大会以来5年ぶりの開催となります。小さなキャンパスではありますが、2014年に完成した比較

的新しい校舎で皆様をお迎えできるのを大変嬉しく思っております。 

 

 聖母マリアを校名に冠した京都ノートルダム女子大学は、ノートルダム教育修道女会（School Sisters of Notre 

Dame）を母体として1961年に設立されました。ラテン語で「徳と知」を意味する”Virtus et Scientia”をモッ

トーとし、知識や技術（知）の教授にとどまらず、価値観、道徳律、宗教心といった精神性や人間性（徳）の涵

養を建学の精神としとし、具現として「尊ぶ」「対話する」「共感する」「行動する」という４つのミッションコミ

ットメントを掲げています。私自身はカトリック信者ではなく、自分の勤務する大学の建学の精神やミッション

コミットメントについてもこのような機会がなければ深く考える機会をもたない不勉強で不誠実（？）な人間で

はありますが、我々の研究対象である「コミュニケーション」の最も重要な構成概念の一つである「対話」「共感」

といった語を勤務大学のミッションコミットメントに見出し、普段は悪く言えば buzz word としてしか認識して

いないこれらの語を、研究者・教育者として常に再定義、再分析し、教育現場へ応用する必要性と大切さについ

てあらためて感じている次第です。 

 

 さて、本号中の「学術局報告：第４７回年次大会について」でも言及されていますが、本学会年次大会の発表

数は近年減少傾向にあるようです。大会テーマや開催地、会員数の推移、等々、様々な要因が絡んでのこととは

思いますが、「コミュニケーション学」という学術領域がそもそも学際的であることも一つの要因かもしれません。

1980年代から90年代に見られた「学際化」推進の中で、多くの大学で学際化を理念とする組織改編が行われまし

た。かく言う私の出身大学院もその一つですが、ご存知の通り、学際化の試みは組織改編という観点では必ずし

も成功ばかりではなく、元の専門分化型組織へと再々編（後退）したケースすらあります。私見ですが、こうし

た「学際的組織・交流」の難しさは、学術的なパラダイムの衝突（だけ）に起因するのではなく、むしろ、本来

そうした融合に積極的に参画すべきわたしたち研究者の偏見や狭量の反影でもあるという可能性も無視できませ

ん。自身の研究と「直接」関係のない研究会や学会には参加しない、という話も珍しくありません。こうした姿

勢が大学院生や若手の研究者にまで感染していくことは想像に難くなく、その結果学際的な学会への参加が減少

しているとすれば、これは憂慮すべきことです。 

 

 コミュニケーションという複雑な人間行動／社会現象を対象とした研究が複数の学術的観点から構成される必

要があるのは明白であり、我々コミュニケーション研究者にも、複眼的に研究を遂行する姿勢と、なによりもそ

のための高い技術と能力が求められます。コミュニケーション学会の魅力の一つは、特定の研究パラダイムや方

法論を推奨して「コミュニケーション」を狭義に定義してしまうことなく、むしろ学際的、複眼的なアプローチ

を推奨し、これを多くの会員が共有し、協働できる可能性を開いているところだと思います。本年度の大会実行 
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委員として、そして一学会員として、本学会の年次大会がそのような魅力をさらに積極的にアピールし、より学

際的な交流の場としてさらに活発化していくよう、微力ながら努力を重ねたいと思っています。 

 

 最後になりましたが、学術局の先生方を中心に、年次大会の企画・実行に関わってくださった全ての皆様、そ

して年次大会にご参加いただく会員の皆様に深く感謝し、この場を借りて厚くお礼を申し上げます。明後日（？）、

京都で皆様とお会いするのを心から楽しみにしております！ 
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 去る2017年 1月30日、日本コミュニケーション学会元会長で、獨協大学名誉教授の石井敏先生がご逝去され

ました。ここに心からの哀悼の意を表すとともに、謹んでご冥福をお祈り申し上げます。 

 五島現会長と、学部生時代から教員時代まで長きにわたり石井先生と親交を深めた工藤和宏先生から文章をお

寄せいただきました。以下にご紹介差し上げます。 

 

 

 日本コミュニケーション学会元会長の石井敏先生のご逝去のお知らせを承り、驚きと悲しみを深くしておりま

す。石井敏先生には会長として学会をご指導していただきました。学会が発展してきたのも、ひとえに石井敏先

生のお力添えあってのことと改めて感謝いたしております。先生の教えを賜った会員も多くいます。先生のご遺

志を継ぎ、学会のさらなる発展に会員一同努めていく所存です。先生のご冥福をお祈り申し上げます。合掌 

 

日本コミュニケーション学会 会長 五島幸一 

 

 

 贅沢を好まず、質素で素朴なものに惹かれ、大きな体と重厚な声で人々の注意を惹きつけ、講義と研究は体系

的、独創的かつ大胆。私が大学生の頃から20年余りご指導ご鞭撻いただいた石井敏先生は、まさに質実剛健な方

でした。コミュニケーション行動や価値観に関する膨大な数の比較文化研究に留まらず、遠慮と察し、仏教的世

界観、宗教間対話などを明確に概念化された先生の論文や著書は、国境を越えて数多の研究者・学生に知的興奮

を与えてくださいました。 

 こうした先生のご功績の根本には、複雑な事象を俯瞰し整理する力と、基本に忠実であれという信念があった

ように思います。長年に渡る国内外の研究者や学生との絆、そして、非常に規則正しい研究重視の日常生活の存

在も忘れてはなりません。研究者として生涯現役を貫かれた石井先生の大きな背中は、先生の豊かな才能と寛大

さに触れた多くの人々の記憶にいつまでも残ることでしょう。 

 

獨協大学 工藤和宏 

 

 

 

  

石井敏先生を偲んで 
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 2017年3月30日(木)午後１時から、日本コミュニケーション学会2016年度2回理事会がJR 東京駅に隣接する東京駅前サ

ピアタワー9階の｢関西大学東京センター｣にて開催された。15名の理事の出席により理事会は成立した。 

 

【報告事項】 

【1】会長挨拶 

 先日、本学会会長を務められた石井敏先生がお亡くなりになられた。少し前に同じく元会長である平井一弘先生も亡くなら

れている。学会を立ち上げてきた最初の世代の方々から、現会長世代、そして、次の新しい世代へと引き継がれていくことに

なる。その意味で、これからの学会の方向性をみなさまと考えていきたい。今後のますますの発展のためご協力をお願いした

い。 

 

【2】報告事項 

1. 第46回年次大会 

① 学術局（森泉） 

報告事項は審議事項のなかで行われる旨が述べられた。 

② 会場担当（野中） 

報告事項は審議事項のなかで行われる旨が述べられた。 

 

2. 各局および担当理事報告 

(1)事務局 

 ①入退会者および会費納入報告（清宮） 

会員の状況（3月現在）について以下の通り報告があった。 

 

i. 会員全体数 

（一般会員 427名、学生会員 15名 準会員 1名 合計443名） 

ii. 各支部会員数 

 北海道支部    正会員 25名 学生会員 1名 

 東北支部     正会員 23名 

 関東支部     正会員 169名 学生会員 3名 準会員 １名 

 中部支部     正会員 48名 

 関西支部     正会員 75名 学生会員 3名 

 中国・四国支部  正会員 22名 

 九州支部     正会員 57名 学生会員 8名 

 海外       正会員  8名 

 

 ②会員管理について（高永、菅家） 

仮登録状態の件数が報告された。また、新規入退会者の報告が行われた。 

 

 ③会計報告（松島） 

第46回年次大会の会計修正案について報告が行われた。概要は事務局報告を参照。 

2016年度 第２回理事会報告 
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 ④ゆうちょダイレクトのWeb照会サービス開始（松島） 

サービスの使用開始と会計事務における利便性が報告された。 

 ⑤会計所在地の変更の手続き（松島） 

会計所在地の変更の確認が行われた。 

 ⑥業務委託の進捗状況（高永） 

1 月下旬より業者との交渉を開始し、ヒアリングシート作成、業務委託内容の確認が行われてきた。3 月 24 日、高井学

術局長と業者を訪問し直接の交渉を行った旨が報告された。 

 ⑦会計年度について（高永） 

会則第43条の変更案が報告された。 

 ⑧支部助成金について（松島） 

3月15日段階で、支部活動助成金申し込みは、東北、中部、九州、北海道、関西、中国・四国から出ている。支部大会

助成金申し込みは、九州、中部、北海道、中国・四国から出ている。来年度も引き続き申し込みは早めにお願いしたい。 

 

(2)学術局 

 ①ジャーナル関連（坂井） 

1.『日本コミュニケーション研究』第45巻 第2号 発行準備状況 

2016年度年次大会学術講演論文（Kent Ono先生）1本、研究論文2本、以上3本の第2校校正中 

（2017年5月31日発行予定） 

2.『日本コミュニケーション研究』第46巻 第1号 

投稿論文11本受理（再投稿論文4本含む）（2017年1月31日締め切り、2017年11月30日発行予定） 

○査読委員22名（ゲスト1名含む）による投稿論文11本審査中（5月中旬結果通知予定） 

○初回査読者2名による再投稿論文4本再審査中（5月中旬結果通知予定） 

3.『日本コミュニケーション研究』第46巻 第2号 投稿論文募集開始 

（2017年7月31日締め切り） 

4. 次回再投稿論文受理予定日（2017年7月31日） 

 ②J-stage関連 (坂井) 

 CiNiiからJ-Stageへのデータ移行状況 

○「日本コミュニケーション研究」データ移行完了（42巻～44巻2号、44巻2号は初回公開済み） 

 ○前身誌2誌（「ヒューマン・コミュニケーション研究」、「スピーチコミュニケーション教育」）データ移行未完了 

（4月以降移行作業予定） 

 ③学会賞関連（高井） 

 論文と著書の部の候補が学術局会議で審議された旨が報告された。 

 

 (2)広報局（高永、小山） 

 ①ニュースレター114号の発行と115号の予定 

ニュースレター114号（2月号）を発行した。次号115号（6月号）は5月末日発行の予定。また、ニュースレター上の

著書紹介について報告と確認が行われた。 

②他学会への年次大会案内送付について 

年次大会チラシが完成後、2017年4月上旬に大会案内を出す予定。 

異文化教育学会、多文化関係学会、日本マス・コミュニケーション学会表象文化論学会、国際ビジネスコミュニケーシ

ョン学会、映画英語教育学会、外国語教育メディア学会、大学英語教育学会、日本ディベート協会、SIETAR JAPAN、日

本語用論学会 
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③第46回年次大会広告・展示ブース出展 

協力企業との交渉の経過が報告された。また、今後の事務局・学術局との連携が確認された。 

 ④Web関連 

ニュースレター(114号)掲載とその他お知らせの掲載が報告された。 

 

 

3. 各支部報告 

    各支部より報告が行われた（内容は支部ニュースを参照）。 

 

4. 各理事からの報告 

(1) 企画担当理事より（吉武） 

 オーラル・ヒストリー（OH）企画の進展状況が報告された。 

 

 

【審議事項】 

 

【１】第47回年次大会関係 

1. 論文査読 

査読結果が報告された。発表論文12本、パネルが7件査読の結果採択された。 

2. プログラム関係 

プログラム案が提案され、発表形式、セッション運営方法、時間の修正などが審議され、承認された。昨年度に引き続

き、昼食を取りながら支部会議を行うスケジュールとなっている点が確認された。 

3. 今後の日程と大会運営方法 

大会運営における、事前申し込み、弁当の注文、懇親会費の支払い等、また、プログラム、プロシーディング、大会チ

ラシ、総会委任用はがきの印刷・発送、などの業務委託について審議された。 

 

【２】各局関係 

1. 事務局 

① 会員管理について 

仮登録状態への対応が審議された。対応として再連絡を行うことと、今後の入会手続きの運用方針が決まった。 

② 会計年度について 

報告された会則第43条の変更案が、6月の総会に諮ることが決まった。 

③ 業務委託について（J-Stage、Web移行、その他） 

業務委託先業者からの見積、委託業務内容、移行期間等を検討し、委託業者と交渉の方向性が決まった。 

2. 学術局 

① 学会賞 

論文の部：藤巻光浩『「制度としての美術館」と作品の意味・可視性 : 森美術館における会田誠回顧展と「ポルノ 

グラフィー」論争』 

教科書啓蒙書の部：小山哲春・甲田直美・山本雅子『認知語用論（認知日本語学講座第5巻）』くろしお出版 

② J-Stage移行関連 

移行時に必要な書誌情報を論文 PDF より取得が可能かどうかを確認していくことになった。2000 年以降の論文を移

行するが、費用によっては最新10年分の以降となることが決まった。 
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3. 広報局 

①Web関連 

業務委託の項目として、CMS、Web 上の大会申し込み、会員管理、会計管理などの機能を導入していく方向性が話し

合われた。また、レンタルサーバーの利用を含むWebページのみ個別委託の可能性も検討していくことになった。 

 

【３】次回理事会開催日時・会場 

  ６月２日(金)１４時より、京都ノートルダム女子大学にて開催予定。 

 

【2016年度年次大会 収支報告修正（案）】 

 学会支援機構の請求漏れがあり、その請求書が2017年2月に送られてきたため、修正案をここにお知らせ 

いたします。 

〈収入の部〉 

  〈支出の部〉 

 

     
大会参加費 352,000 

 

プログラム作成費 284,795 

懇親会参加費 165,000 

 

プロシーディングス費 77,760 

弁当代 37,000 

 

ポスター製作費 83,808 

寄贈図書売上 0 

 

講師謝礼 50,000 

ジャーナル売上 3,000 

 

講師交通費 8,350 

広告費 50,000 

 

懇親会費 227,500 

展示費 10,000 

 

役員弁当代 51,000 

助成金（西南学院大学から） 123,000 

 

弁当代 35,000 

学会補助 457,683 

 

茶菓代 7,831 

   人件費 157,500 

   設営費および事務費 58,359 

   業務委託費 48,600 

   添乗員旅費 107,180 

   会議費 0 

     
合計 1,197,683 

 

合計 1,197,683 

 

備考 

 ハイライト部分＝変更部分 

 プログラム作成費：前回 251,661円 

 設営費および事務費：前回 46,622円  
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第47回年次大会について 

 第47回年次大会は、2017年6月 3日、4日の二日間、小山哲春実行委員長のもと、京都市の京都ノートルダム女子大学で

開催されます。このニュースレターの発行が6月１日ということですので、２日後には熱気あふれる大会が開催されているこ

とでしょう。 

 さて、今年のテーマは「コミュニケーションと未来」です。様々なレベル・場面で行われるコミュニケーションについて、

研究者としてコミュニケーションの何をどう分析するのかを考えたり、実践家としても今後どのようなコミュニケーションを

おこなっていくのがよいのかなど、今年度の大会を通してコミュニケーションのあり方を改めて立ちどまって考える機会にな

ればと考えております。 

 学術講演では、鈴木謙介先生（関西学院大学）をお招きし、「ウェブ時代のコミュニケーション―＜多孔化＞した社会の中

で―」という題名でご講演いただきます。対面場面と情報・メディア場面が複雑に絡み合い、その境界があいまいになってし

まっている社会を鈴木先生は「多孔化」という表現を使用して分析をされています。今後ますます様々なメディアが登場する

社会において、先生のお話から大きなヒントが得られることと思います。その後シンポジウムでは、マルチメディアを利用し

た教育の視点から野澤和典先生ならびに記号論・メディア論の視点から松本健太郎先生に議論を広げていただき、鈴木先生や

聴衆の皆様との対話を通して、コミュニケーションの未来を共に検討していければと考えております。 

 そのほか、九州支部パネル、対人コミュニケーションやレトリックに関するパネル、各研究会（レトリック研究会、コミュ

ニケーション教育研究会）パネル、特別企画パネル、学術局企画による若手研究者が未来を語りあうパネルなど、多彩なプロ

グラムが用意されています。もちろん、大会を盛りあげるのは、会員の皆様の発表によるところも大です。ぜひ一人でも多く

の方にご参加いただき、それぞれの目的で知的交流を深めていただければと思います。 

 今回の大会では、個人発表が１２件、パネル７件と、個人発表が近年の中で最も少なかったのは懸念材料です。おそらく初

めてとなる申込締め切り期限を１週間程度延長することも行いました。大会の告知が充分でなかったことは年次大会担当者と

しても反省しております。会員の方々が年次大会に参加するのを心待ちにするようなプログラムを用意できるように私たちも

努力することをお誓いするとともに、ぜひ多くの方が年次大会に参加・発表をしていただき、コミュニケーション研究者が、

コミュニケーションを通して、コミュニケーションについて考えを深め、ネットワークを広げていただく場となることを望み

ます。使いやすいオンライン申し込みサイト、見やすいプログラムなど、できるところから改善を図っていきます。どうぞ今

年度、来年度と多くの方々にご参加できる年次大会にしていきましょう。 

 

（学術局年次大会担当理事 森泉 哲） 

 

  

学術局報告 
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学会誌に関するお知らせ 

 現在『日本コミュニケーション研究』(Japanese Journal of Communication Studies)の第45巻2号の編集がほぼ終了し発

行に向けた最終準備をしています。今回の学会誌には2本の研究論文と2016年度年次大会での基調講演者のKent Ono氏の論

考が掲載されます。5月末までには皆様のもとにお届けできると思われますので少々お待ちください。 

 現在は、第46巻1号の締め切りが1月末に終了し、11本の論文(内4本は再審査希望論文)が投稿されました。こちらは11

月末の発行を目指し、査読作業が順調に進められ審査結果の取りまとめが現在行われています。また、第46巻2号（2017年

5月末発行予定）への投稿論文を募集中です。締め切りは7月末日ですので是非皆様の研究結果を論文としてご投稿ください。

投稿方法は、ワード等で作成されたファイルを指定メールアドレスに添付して送付してください。送付の際には、（1）「論文」、

（2）「シノプシス」、（3）「ファイル作成に使用した機種を加えた著者情報」、以上3つのファイルを添付してください。執筆・

投稿の詳細は、公式ホームページにある「研究論文集投稿規程」「学会誌執筆要項」を参照してください。 

 送付の際、ジャーナル専用アドレスに加え、編集委員長のメールアドレスにも「CC:」にて送付してください。メールアド

レスは以下の通りです。 

 

To:  journal[＠を入れる]caj1971.com 

CC:  jisakai[＠を入れる]ed.tokyo-fukushi.ac.jp 

 

 上述したメール投稿で受領の返信がない等の不具合、また、ジャーナル投稿に関するその他のお問い合わせは、ジャーナル

担当の坂井（jisakai[＠を入れる]ed.tokyo-fukushi.ac.jp）までご連絡下さい。迅速に対応いたします。 

 去年の今の時期にこの紙面で人工知能の革新的進化が人間の本質を考えるきっかけになりうることについて少しふれまし

た。これが人間を人間たらしめる本質かどうかは別として、「もろさ(vulnerability)」と「粘り強さ(resiliency)」は非常に

人間的な要因に思えます。人間の心身は時にもろくバランスを崩します。その反面、そのもろさを受け入れ、もろさと共存し

続けるにつれ、「粘り強さ」が培われていきます。ジャーナル投稿に例えていうならば、何回投稿したにもかかわらず掲載さ

れない結果となった場合、著者としては心がある種傷つき受け止められないことがあります。しかしその「傷」を受け入れ、

くじけずさらに研究を続けていく中で研究者としても人としても「粘り強さ」が涵養されていきます。皆様方も、研究者とし

てくじけそうな時もあるかと思いますが、粘り強く研究をつづけ、是非その研究成果をご投稿いただきたいと思います。 

 最後になりますが、6月の年次大会では学術局セッションとして若手研究者によるパネルディスカッションを行います。コ

ミュニケーション研究の未来について新進気鋭の研究者による刺激的な議論が展開されると思われます。お時間があればぜひ

ご参加ください。 

(副学術局長:ジャーナル担当 坂井二郎) 
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2016年度ジャーナル『日本コミュニケーション研究』掲載論文 

『日本コミュニケーション研究』第45号 第1号（平成28年） 

研究論文： 

IMAI Tatsuya「Influences of Mental Illness Stigma in a Computer-Mediated Communication Context:  

Mechanism of the Stigma Influence」 

田島慎朗「民衆の創造－本庄事件後の地方紙『埼玉タイムズ』分析を通じて－」 

藤巻光浩「「制度としての美術館」と作品の意味・可視性－森美術館における会田誠 回顧展と「ポルノグラフィー」論争－」 

MORIIZUMI Satoshi「What Do I Say Next?: Social Status Differences,  

Self-Construals, and Partner’s Response Messages in Interpersonal Conflict Styles」 

 

『日本コミュニケーション研究』第45号 第2号（平成28年） 

特別企画： 

 ONO Kent A.「The Shifting Landscape of Asian Americans in the Media」 

研究論文： 

RAUSCH Anthony「Complexity, Accuracy, Fluency as a Communication Paradigm: From Theory to Instructional Curriculum」 

末田清子、井上美砂「女性管理職者のコミュニケーション・スタイルに関する研究(1)：外資系IT企業における 

調査結果から」」 
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事務局からのご報告とお願い 

1. 2017年度年会費の請求について 

 2017年度の年会費は7月中旬頃に請求いたします。 

 

2. 会費滞納による除名とジャーナル受け取りの権利について 

 本年6月2日に開催される理事会までに2014年度、2015年度、2016年度の会費が全て未納の場合には、会則第12

条内規に従い、特別な理由がない限り除名となります。また会則第8条内規に従い、2015年度の会費が未納の場

合（2016年度入会者は除く）にはジャーナルをお送りすることができませんのでご了承ください。 

 

3. 会費残高の確認について 

 学会ホームページの「会員各種手続き」→「会員登録情報変更手続き」のページにて、会費の残高（未納金額）

がご確認いただけます。振込用紙を紛失された方は、郵便局に備え付けの用紙をご利用いただくこともできます。

残高をご確認の上、下記の郵便振替口座にお振込みください。 

郵便振替口座番号：00190－0－721181 

加入者名：日本コミュニケーション学会 

 

4. 学生会員・準会員登録申請について 

 大学院生対象の学生会員、学部生対象を準会員として登録するには、登録申請が毎年必要です。既会員の申

請期限は7月末日です。申請書のフォームは学会ホームページの「会員各種手続き」よりダウンロードし、学生

証等のコピーを添付して郵送で学会支援機構までお送りください。 

 

5. 会員情報変更の際の届出のお願い 

 入会された時点と所属や住所、またはメールアドレスに変更がある方が多くいらっしゃいます。会員情報を

更新するため、年次大会プログラムに同封されている総会の出欠ハガキの通信欄をご利用いただき、変更のあ

った方はお手数ですが最新情報を必ず記入の上ご返送ください。今後JCAからのいろいろな情報がメールによっ

て配信される予定です。メールアドレスの変更の際は忘れずにご連絡ください。 

 

6. 学会発刊物の購入申し込みと閲覧、複写申し込みについて 

 ジャーナルのバックナンバー、記念論文集、大会プロシーディングス等学会発刊物をお求めになりたい場合、

学会支援機構にお問い合わせくださいますようお願い申し上げます。 

 

 

 

事務局報告 
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7. 新規会員の手続き 

 JCAでは、新しい学会会員を随時受け付けています。スムースでより入会しやすいシステムに移行するため、

以下のような流れで、新規会員の手続きを行います。とくに、会費納入について迅速に確認するため、新規の

申込者には、会計担当理事にメールにて会費の振込した日をお知らせいただくようお願いすることにいたしま

した。その上でJCA事務局から申込者と所属支部長に、会員登録の完了を連絡するようにいたします。ご不明な

点がありましたら、事務局までご連絡ください。皆様のご協力をお願い申し上げます。 

 

 

 

2016年度決算／2017年度予算案 

 年次大会の総会で諮る決算書案および予算案について審議を行った。支部助成金申請を12 月の理事会までにできる

だけ早く申請すること、研究会助成金に関してはあらかじめ上限を設定せず申請ごとに会長および副会長の承認をもっ

て支給されることが承認された。 

  

会
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を連絡



Japan Communication Association                              News Letter 115 (June, 2017) 

 13

JCAニュースレターへのご寄稿のお願い 

 

 

 

 

 広報局では、プログラム広告と大会当日の書籍展示のご協力を呼びかけました。本年度は、以下の企業様からのご協力を得

手おります。心からお礼申し上げます。 

  ① プログラム広告掲載（50音順）： 朝倉出版、ナカニシヤ印刷、ひつじ書房、有斐閣 

  ② 書籍展示ご予定（50音順）： くろしお出版、ナカニシヤ書店、ピアソン・ジャパン 

 
広報局からのお知らせ 

① ジャーナル投稿専用アドレスの運用について： 学術局と連携し、ジャーナル専用のメールアドレス（journal[@を

入れる]caj1971.com）で次号投稿の受付を行います。広報局では他学会の情報や教員公募情報なども積極的にアッ

プしていくことにしております。現在も、いくつかの研究学会の年次大会案内や教員公募などの情報をアップして

います。ぜひ、ご活用ください。 
 
会員の皆様からも、国内だけでなく、海外の学会を含めて関連する講演会や研究会があれば情報として広報局までご一報くだ

さい。ホームページにアップしたいと思います。 

 

（広報局長 小山 哲春） 

 

 

 

 

日本コミュニケーション学会では、ニュースレターへの会員の皆様のご寄稿を募集しております。 

以下の要領で奮ってご寄稿ください。 

 

① 著書紹介 

会員の皆様の著書を紹介するコーナーです。自薦、他薦を問わず、会員の皆様の著書をご紹介ください。 

和文で 250〜500字程度の原稿を受け付けております。 

 

② コラム：コミュニケーション教育 

コミュニケーション教育に関する実践報告、事例紹介、展望、論考、その他のエッセイを受け付けています。 

和文で1000〜1500字程度の原稿を受け付けております。 

 

③ 書評 ／ 教科書（テキスト）紹介  

コミュニケーションおよび関連領域の著書に関する書評、および、コミュニケーション関連の教科書（テキスト）等の 

紹介を受け付けております。和文で1000〜1500字程度の原稿を受け付けております。 

 

④ NL表紙の写真  

ニュースレターの表紙を飾る写真を募集しております。本学会のNL表紙に相応しい写真がございましたら 

是非お寄せください。（写真は、会員の皆様ご自身でお撮りになったもの、または版権をお持ちの写真に限 

ります。また、写真内容が法令に触れないようご配慮ください。） 

広報局便り 
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（支部長 長谷川 聡） 

 支部勉強会は2017年1月27日(金)19:00-20:30、札

幌市内の北海道医療大学サテライトキャンパスにおい

て行いました。事務局長の目時光紀先生をプレゼンタ

ーとして「言語テストの基礎」をテーマに、語学教育

における試験作成や実施における要件や基本的知識な

どを参加者で総ざらいし、それぞれの教育現場で生じ

る様々な疑問や問題点について意見交換しました。参

加者は 4 名でした。勉強会は、学会発表や講演などの

ように肩ひじ張らず、日頃の研究・教育活動について

支部会員どおしで語りあう時間として昨年度から新た

にスタートしたイベントです。今後も継続したいと考

えています。 

 北海道内関係 3 学会、すなわち JCA 北海道支部と、

大学英語教育学会(JACET)北海道支部、北海道英語教育

学会(HELES)による合同勉強会が2017年3月4日(土)、

札幌市内の北星学園大学で行われました。今回で 3 回

目となりますが、次年度にも実施しようとの意見でま

とまり、恒例化しつつあります。今回も午後半日の日

程で、基調講演、ワークショップ、パネルディスカッ

ションのほか、各学会からの有志による研究発表 4 題

の発表があり、半日で収まりきれないほどのボリウム

ある集会となりました。基調講演は我らが五島幸一会

長を名古屋からお招きし、「アメリカのメディア報道の

特徴と言語表現:コミュニケーションの視点から」と題

して、レトリック研究の視点からお話しいただきまし

た。これを受けてパネルディスカッションは「米国大

統領選を振返る:メディアの伝え方」をテーマに、筆者

(長谷川)の司会進行のもと、パネラーに樽見弘紀氏(北

海学園大学)、渡辺将人氏(北海道大学)、坂井宏氏(北

星学園大学)、竹内康二氏(札幌国際大学)に公共政策、

選挙活動、報道、英語学などの視点から幅広く議論い

ただきました。参加者からは「コミュニケーション学

会の音頭らしく、久しぶりに学校で社会科の授業を受

けたような印象」と高い評価を得ました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 この合同研究会をもって2016年度の活動を終え、こ

の後は全国大会前後に開催予定の支部総会を皮切りに

新年度の活動に移ります。会員の皆さんに少しでも関

心をもって参加していただけるよう、引き続き知恵を

絞って参ります。 

北海道支部のお問合せ先: 

metoki0702[@を入れる]gmail.com 

                

            

 

（支部長 川内 規会） 

 東北支部の2016年度後半の活動をご報告いたします。 

1. ニュースレター第28号の発行（2017年2月） 

2. 支部ホームページ 

  http://www.caj1971.com/~tohoku/news.htmlの更新 

3. 2016年度東北支部定例研究会の開催 

 今年度の東北支部定例研究会は、2017年3月11日に

仙台市で開催されました。研究発表は様々な方向から

コミュニケーションをとらえた 5 件の発表で、充実し

たディスカッションにより盛会に終わりました。研究

発表の詳細は、以下の通りです。 

・「オブジェクト指向コミュニケーションモデルの一 

 考察―児童における「いじめ」についてその２―」 

小島正美（特定非営利活動法人 

地域情報モラルネットワーク） 

・「幸福とコミュニケ―ション」 

宮曽根美香（東北工業大学） 

・「Examining potential intervention methods to  

 increase child restraint seat use in Japan」 

Mellisa Ogasawara, Atsuko Chiba, & Kie Kawauchi 

(Aomori University of Health and Welfare) 
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・「外国人患者と医療者間のコミュニケーションの壁」 

川内規会、小笠原メリッサ（青森県立保健大学） 

・「苦悩を表現することの意味 

    ―「お絵かきがん哲学カフェ」の試みから―」 

五十嵐紀子、栗﨑由貴子（新潟医療福祉大学） 

 

 今後の活動予定は、以下の通りです。 

1. 2017年6月3日(土) 年次大会時に支部総会を開催 

2. ニュースレター第29号の発行(年2回発行) 

3. 支部ホームページの更新（役員改選後、東北支部 

 研究大会前、東北支部定例研究会前の3回） 

4. 2017年10月14日（土）第18回JCA東北支部 

研究大会(青森市）開催決定 

 皆様ぜひ青森へお越しください。 

            

            

 

 

（支部長 小西 卓三） 

 関東支部は、2017年3月26日（日）に、「公共性・

雑誌文化とコミュニケーション」というテーマで、立

教大学法学部の松田宏一郎先生と、東京経済大学コミ

ュニケーション学部の松永智子先生を招待講演者とし

てお招きし、定例支部研究会を開催した。 

 本年度のテーマは、メッセージの産出（production）

や流通（distribution）の可能性を考察した昨年度の

研究会の発表・討議を受けたものであり、新しいメデ

ィアの中でこれまでのメディア（新聞雑誌）を通した

公的コミュニケーションの可能性を考える機会とした。

松田先生は、「日本政治思想史研究における政治的コミ

ュニケーション問題」というタイトルで、江戸時代と

明治期の連続性と非連続性について、「公論」や「公儀」

などの術語を用いながら、権威主義的国家での公共圏･

公論形成をどのようにとらえていけるかを検討した。

発言の「自由」は認めつつも「権利」は積極的に保護

しないという立場をとることで、明治期の政府が公論

形成のコミュニケーションを存在させていたという分

析は、ハーバマス的公共圏や討議を日本の近代の文脈

で如何にとらえられるかについて、示唆的な解釈であ

った。 

 英字新聞『Japan Times』、『百万人の英語』、『Newsweek

日本版』などの日本における英語紙・誌をメディア史

の立場から研究してきた松永先生は、「メディア史にお

ける雑誌研究の成果と課題」というタイトルで、日本

の英語メディアやハワイの日本語メディアが作る言説

空間の特異性に言及しつつ、討議には還元されない公

共圏･雑誌文化における共同体でのコミュニケーショ

ンについて、ご自身の研究を自己言及的に参照しつつ

発表を行った。 

 発表後の自由討議では、政治性の強い（しかし読み

手が少ないと考えられる）雑誌の効果や、メディアコ

ミュニケーションと身体性の欠如をどのようにとらえ

ていけるのかや、歴史研究の意義を誰にどのように語

っていけるのか、論壇にどのように貢献していけるの

かなど、雑誌文化や公共性、公論形成への大学人の貢

献など、今回のテーマを踏まえた重要な問いが提示さ

れた。 

 「コミュニケーション」という述語を中心に据えて

いないものの、二人の研究者のこれまでの研究は、コ

ミュニケーション研究者としても学ぶところが多いも

のであった。例えば、公論や権利などの政治的に重要

な構築物をどのような文脈でどのように解釈していけ

るのか（メッセージ解釈）、聴衆やコミュニティや共通

意識などにメッセージがいかなる影響を与えうるのか

（聴衆分析）、そしてその「影響」をどのように論じて

いくのか（効果研究）、資料・史料が入手しやすい研究

が量産されることの学問的な意義はどのように考えて

いけるのかなど（研究の意義）、分野は異なれどコミュ

ニケーション研究にとっても関連する争点であり、参

加者にとって重要な争点提示がなされた研究会であっ

た。 
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（支部長 藤巻 光浩） 

 

 年度初めのニュースレターは、今年度の活動計画を

開示させていただきます。といっても、ここ数年で支

部活動が安定してきたせいか、毎年同じことができる

ようになっています。まず第一に、毎年12月中旬に開

催している支部大会についてです。日程はまだ調整中

ですが、決定次第お知らせします。外部講師をお呼び

しての講演や研究論文の報告があります。また、論文

を投稿していただいた方には、多くのフィードバック

を支部一丸となって差し上げたいと思っております。

是非、報告をしていただければと思います。 

 第二に、すでに恒例となったニュースレターの発刊

があります（年度末に発行）。一年に一度の発刊ですが、

書評を10本前後掲載しております。多くの方に投稿い

ただきたいと思っておりますので、ゼミなどで書いた

メモのような文章など、論文になるには少々足りない、

というようなものでも、書評のかたちで世に出すこと

ができたりします。是非、ご利用ください。 

 その他にも、HP の運営、運営委員会の会議、勉強会

などがあります。勉強会の開催については、またメー

リングリストなどでお知らせ申し上げます。 

 

 

            

            

 

（支部長 守﨑 誠一） 

 

 2017年3月4日（土）に、京都ノートルダム女子大

学にて、2016年度第15回ＪＣＡ関西支部大会が開催さ

れました。参加者は 12 名（うち非会員が 1 名）、懇親

会への参加も7名ありました。  

 最初に、会場校となりました京都ノートルダム女子

大学の小山哲春先生よりご挨拶をいただいたのち、支

部総会を開催いたしました。守﨑誠一関西支部長から

2016年度の事業報告および2017年度事業計画が報告さ

れ、出席の支部会員（16 名の委任状を含む）から承認

を得ました。引き続き、田中典子さんより2016年度決

算報告および2017年度予算案が報告され、同様に承認

を得ました。また、審議の結果、秋期研究会を2017年

11月18日（土）14時～17時の予定で関西大学梅田キ

ャンパス705号室にて開催することが決定されました。 

 その後、「ネット時代の『場』を考える」と題して、

京都文教短期大学の森川知史先生に話題提供をしてい

ただき（司会：守﨑誠一 関西大学）、その後フロアを

交えての「ディスカッション」をおこないました。 

 この「ディスカッション」の後、以下の 2 つの研究

発表（司会：北本晃治 帝塚山大学）がおこなわれま

した。 

研究発表１： 木本伸泰（武田薬品工業株式会社） 

  「先天性多発障害児の『成長に伴うコミュ 

  ニケーションの変遷について』」  

研究発表2： 小山哲春（京都ノートルダム女子大学） 

  「参照点起動発話モデルによる発話意図理解 

  メカニズムの検討：共同注意の観点から」  

支部大会の終了後、「イタリアンレストラン IN THE 

GREEN」で懇親会が開かれ、7 名での楽しい交流会とな

りました。 
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（支部長 脇 忠幸） 

 

 中国四国支部では、第20 回支部大会を以下のように

予定しております。 

 

日時（候補日）： 平成29年12月 2日(土)  

 平成29年12月 3日(日) 

 平成29年12月 9日(土) 

 平成29年12月10日(日) 

（いずれも13:00開始予定） 

場所：福山大学 宮路茂記念館（福山駅北口を出てすぐ） 

全体テーマ：コミュニケーションと教育 

 特別講演：未定 ※教育に関わるご講演を予定 

 

 今年度の支部大会は“第20回”というメモリアルな

回となります。ただ、それに気づいたのはつい最近の

ことで、何も企画することなく今にいたっています。

支部長就任 1 年も経たずして、私のいい加減さがバレ

てしまったわけです。来年度の支部大会（第21回）に

支部の「新たな一歩」を考える企画ができればと私案

を思案中です。 

 ぜひ、6月の京都にてみなさまのご意見をお聞かせく

ださい。お待ちしております。 

 

            

            

  

（支部長  池田 理知子） 

 9月23 日（土）、第24 回支部大会を長崎市の純心女

子高校江角記念館で開催します。大会テーマは「記憶

の継承―コミュニケーション学の視点から―」で、大

会委員長は畠山均先生です。九州支部ではここ数年、

「公害」「戦争」「記憶」といった鍵語を中心に議論を

深めてきました。その一環として、今回の大会では長

崎での被爆体験をどう継承していけるのか、その課題

に私たちコミュニケーション研究者がどのように向き

合っていったらいいのかを考えていきたいと思ってい

ます。 

 論文発表の受付締切は7月15日（土）です。詳細は

支部ホームページをご覧ください。毎年、10 本以上の

研究発表があり、活発な意見が交わされています。九

州支部以外の先生方の発表が複数あるのも、この支部

での大会の特徴の一つです。会場は長崎駅から路面電

車で15分ほどのところで、アクセスの非常に良いとこ

ろですので、多くのみなさまの参加をお待ちしており

ます。 

            

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 学会支援機構の連絡先 

   〒112-0012 

    東京都文京区大塚5-3-13 小石川アーバン4F 

    一般財団法人 学会支援機構 

    日本コミュニケーション学会担当 

   TEL: 03-5981-6011  /  Fax: 03-5981-6012 

   E-mail: office[@を入れる]asas.or.jp
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NLの電子版への完全移行のお知らせと 
 

日本コミュニケーション学会 広報局 

日本コミュニケーション学会ニュースレターは、107号より電子版に完全移行いたしました。当面は

PDF版をHPに掲載する予定ですが、将来的には学会全体のメーリングリストを構築してのメールマガジン

の配信も視野に入れ、さらに検討を続けていきます。つきましては、会員の皆様には、本学会 HP（学会

支援機構データベース）にて メールアドレスの登録 をお願い申し上げます（下記の方法をご覧下さ

い。）今後、NLの配信を含めた学会の広報活動を効率化し、会員の皆様とより情報価の高いコミュニケー

ションを取れますよう、ご協力をお願いいたします。 

 

  メールアドレスの登録（変更）方法   

① 本学会 HP（http://www.caj1971.com）にアクセス 

② 左側メニュー「会員各種手続き（Membership）」クリック 

③ ページ中頃の「各種変更手続き」の下「1オンラインで Web 登録情報確認・変更、会費残高照

会のページ」をクリック 

④ 会員番号とパスワードを利用してログインし、メールアドレスを登録（変更）して下さい。 

＊ ご登録いただきましたメールアドレスは、学会（学生支援機構）が責任を持って管理し、

学会から のお知らせの配信（および、これに係るメーリングリストの構築）以外の目的では

使用しません。 

 

 会員番号とパスワードの取得方法   

■ 会員番号は、学会からの郵送物の宛名ラベルの中に印字されています（10桁の番号） 

■ パスワードをお忘れの場合には、上記④の画面で、「パスワードの問い合わせ」をクリックし

て手続きを行って下さい。 

 

編 集 後 記 

 

 ニュースレター第115号をお届けいたします。今回の表紙には、宮崎 新先生（中部支部）から

ご提供いただいた写真を使っております。カラー化して初めてのニュースレターでも写真をご提

供いただき、今回で二度目になります。素晴らしい写真をいただいた宮崎先生には、この場を借

りて深く御礼申し上げます。 

 今年に入って平井一弘先生、石井敏先生と相次いでお亡くなりになり、この学会にとって、大

きな節目の年となりました。今回のニュースレターには石井先生の追悼記事を特別に掲載いたし

ましたが、先生を含む、設立時から学会を支えて下さった方々の意思を継ぎ、意義のある学術・

教育活動をしていこうという思いをより一層強くした編集作業になりました。 
 今後とも、皆さまのご支援をどうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

広報局 ニュースレター担当 田島 慎朗 


