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コロナ禍とSF 

九州支部長 吉武正樹（福岡教育大学） 

 

コロナウイルス感染拡大により、私たちの日常は一変した。１年前の今頃、まさか世界が「こう」なっ
てしまうとは、誰が予測できただろうか。 
完全なステイホーム期が終わった現在、政府は感染と経済の均衡を図っている。人々が少しずつ大胆さ
を取り戻すなか、我が家ではDVDを観る機会が増えた。特に、『エイリアン』『プレデター』『ターミ
ネーター』『マトリックス』といったSFのシリーズ物が多く、今日の一本は『バイオハザード ザ・ファ
イナル』。T-ウィルスの蔓延が今の状況を髣髴とさせる。 
レンタルショップ「圏内突入」に、マスクと消毒は欠かせない。長居はせず、「帰還」後は速やかにシ
ャワーを浴び、すべて着替える。DVDを借りるというありふれた日常の一コマが、今ではまさにSFの
ようだ。もしかしたら、SFという非日常の世界がノンフィクションと化したのかもしれない。 
近内悠太著『世界は贈与でできているー資本主義の「すきま」を埋める倫理学―』
(https://newspicks.com/academia/books/37)に、「SFの機能」の話がある。その機能とは、「僕ら
が忘れてしまっている何かを思い出させること、忘れてしまっているものを意識化させること」
（p.177）。SF界の大御所、小松左京の作品にある、地球の自転が止まる話に言及し、近内はこう述べ
る。 

…「地球の自転」という世界像はそれ自体を僕ら一人ひとりが確かめることができたから正しい
というのではなく、それを認めることでそれ以外のさまざまな現象が理解可能となりすべての辻
褄が合うからこそ、疑うことができない――という意味での「確実性」を持つのでした。 

     だから、そんな世界像を疑うとSFになる。（pp.172-173；傍点削除） 
つまり、SFという物語はあえて「論理の歯車」を一つ外してみることで、当たり前の世界像を意識化さ
せる。こうした想像力を人間は兼ね備えているのだ。近内はこれを「逸脱的思考」と呼ぶ。あとは、その
逸脱的思考という想像力を使うか、使わないか。 
コロナ禍で大きく変化したことの一つに教育がある。この巻頭言をお読みの方の多くが、教育現場でさ
まざまな選択と工夫、労力を強いられたのではないだろうか。一方で、こうしたSFのような事態は、教
育の在り方に対する私たちの世界像を「脱臼」してみせた。 
例えば、教育学者パウロ・フレイレが批判した「銀行型教育」、つまり自分の口座に知識を貯蓄させる
ような、教師による一方的な情報伝達式の教育ならば、教室に集まりともに学ぶ意味とは何か、その効用
とは何か、といった教育コミュニケーションに関する批判的問いがよりリアルなものとして開かれた。教

巻 頭 言 
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育を成り立たせていた既存の世界像の「論理の歯車」が外れたことにより、そこに「批判的」に考える際
に求められる想像力の余地が現れる。今私たちは教育現場にて、その只中にある。 
「批判的思考」は現代における教育政策の柱の一つだ。では、既存の世界像でどの程度批判的思考の教
育が可能なのかというと、その道のりは険しいものに私には思える。 
教育社会学者の舞田敏彦が指摘するように（「批判的思考が低い日本の教師に、批判的思考を育む授業

はできない」Newsweek日本版） 
(https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2020/09/post-94329.php)、「牙を抜かれた」
教員たちが果たして子どもたちの批判的思考を伸ばすことができるのか。同様に、教員のキャリアが上司
や委員会に握られ、教育のトップである文部科学省が財務省に首根っこを掴まれているなか、教員や文科
役人は批判的に思考し、行動することができるのか。もちろん、個々の教員、役職者、官僚には有能な方
が多く存在するが、ここにはより構造的な問題がある。 
批判には、常に宛先が、もう少し鋭利な比喩で言えば「矛先」がある。特に日本という文脈では、対人
あるいは社会において批判の矛先が「垂直」に向いた時、「水平」な批判とは異なったダイナミクス、す
なわち下への強制や上への抑制が働くということは、私たちの経験が教えるところである。 
したがって、子どもたちが教師に対し、例えばブラック校則への疑問を呈し、議論することが許されな
ければ、教員が校長や学長にアイデアや意見を自由に述べる機会が保障されなければ、役人が省庁のトッ
プに、新聞記者が首相や官房長官に自由に質問したり、意見したりすることができなければ、さらには、
上に立つものが下からの声と真摯に向き合う姿勢を持たなければ、批判的思考は水平の関係のみに閉ざさ
れ、単なる仲間内のおしゃべりに成り下がってしまう。 
批判的思考は、「対話」として他者に開かれなくてはならない。教師、文部科学省、社会が本気で批判
的思考を醸成しようと願うのであれば、鍵は、縦社会において上に立つとされる人たちがいかに下方、あ
るいは周辺へと虐げられた人たちに対し、「対話」を開くことができるか、にある。 
『JCA九州支部ニューズレター No.3』(http://www.caj1971.com/~kyushu/newsletter_34.pdf)
（2019年12月）の巻頭言「～ iとして『質問する』ことから～」で、こんな主旨の文章を書いた。一
人の「i」として、疑問に思うことを単純に「質問する」ことから始めよう、もしそれが阻害されるなら
ば、そこに私たちが抗うべき何かが潜んでいる。森達也監督作品『i－新聞記者ドキュメント－』
(https://i-shimbunkisha.jp/)を観て考えたことだ。コロナ禍が私たちの棲む世界から外した「論理の歯
車」とは、実は長らく縦の関係を塞いでいた「蓋」のことではないか、その風穴から批判的思考を促す空
気が社会に流れ込むのではないかと、SFのように想像を膨らませながら、「コロナ以後」の世界を思い
描いている。 
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日本コミュニケーション学会理事（前会長） 五島幸一 （愛知淑徳大学） 

  

コミュニケーション学のアイデン
ティティーを考える企画として、自

分にとってコミュニケーション学と

は何かという宿題が与えられた。コ

ミュニケーションという言葉は様々

な分野で使われており、いろいろな

意味がつけられているというか、包

括している。表面的には何だか様に

なっているが、よく分からないこと

が多い。20世紀のUmbrella Termとして、この言葉は流行したのであろう。私自身にとっては、コミ

ュニケーションは言葉の意味付けだと考えている。 

 これまで継続的に行ってきた研究はマスメディアを通じての災害報道や科学技術に関する報道の分析で

ある。とくに、日本とアメリカの報道内容の違いを比較し、どのような意味を付与して報道しているのか

を考察するものである。それは、出来事の意味の付け方と文化の関連性を調べてみていたいという興味か

らであった。例えば、アメリカの災害報道では復興のストーリーを作り上げているようである。大きな地

震、強烈なハリケーンなどの自然災害に襲われた場合、直後には悲劇に出会ったと嘆き、その後いかに復

興するのかに焦点を当てた報道が特徴的である。そこでは復興に向けてのヒーローを作り出し、復興に向

けて人々の結束を図ろうとする報道の仕方である。 

 このように社会的な出来事に焦点を当てて、レトリックの観点から分析する研究を始めたキッカケは、

大学院時代にさかのぼる。70年代の後半、オハイオ州立大学でレトリック批評を研究していた時、社会

運動とレトリックに関する授業を受け、かなり興味を覚えた。そこで、社会運動をレトリックの観点から

どのように分析するのかを考えた。社会学者であり、集団行動の専門家である Neil Smelser（ニール・

スメルサー）の理論をもとに、社会運動が活性化する（広がっていく）際に、どのように言葉が使われて

いくのかを考察しようとした。それを実際の社会運動の分析に援用し、アメリカ国内において、1900年

私にとってコミュニケーション学とは 
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から1924年に活発になった日本人排斥運動の分析を行った。そこでは、日本人排斥運動が広がっていく

プロセスにおいて、どのような言葉が使われ、どのように人々を動員していったのかを分析したことが、

今の研究の原点となっている。 

 その後の研究では、新聞、テレビなどのマスメディアがどのように情報を人々に伝えているのかをレト

リックの観点から考察してきた。国内において、様々な事件、事故などが報道される際には、各メディア

の報道の仕方に違いがある。それは、意味の付け方の違いから派生するものである。その点から考える

と、各メディアの立場を理解することができる。海外のメディアの報道に目を向け、国内の報道と比較す

ると、大きな違いがあり、それは文化の違いからくるものと考えられる。そこで、地震、火災、台風など

の災害報道に焦点を当てて、日本国内とアメリカ国内での報道の仕方の違いに焦点を当て、その報道に影

響を与える文化について分析することが研究テーマである。さらに、研究対象を科学技術に関する報道に

も広げて、両国において科学技術がどのように考えられているのか、言い換えれば、どのように意味を付

けられているのかという課題も含めて研究を進めている。 

 
 
 
 
 
 
 

 
  



Japan Communication Association                          News Letter 125 (November, 2020) 

 5 

 
 
 

日 時：2020年5月31日 (日) 13時～17時  
会 場：オンラインでの開催 
 
上記日程・会場において、2020年度第1回理事会が開催された。会長、副会長（2名）、理事19名の出席
により理事会は成立した。なお、これにくわえて、前年度活動報告などのために前理事3名にもご出席いただ
いた。 
 

【会長挨拶】 
今回は、旧理事と新理事にお集まりいただきました。また、新型コロナの影響で、オンライン開催という初め
ての試みとなりました。コミュニケーション研究者であるわれわれが、新たなコミュニケーションのツールを試
す機会でもあります。よろしくお願いします。 
 

【審議事項】 
 
【１】第50回年次大会（第50回・第51回合同年次大会）関係 
1. 学術局 
（１）開催形態の方針について（小西） 
2021年度全国大会の開催形態について審議された結果、以下のとおり承認された。 
・今後、他学会等での情報を収集して、次回理事会で方針を決める。 
  ・大会名称についても、次回理事会で学術局から原案を出す。 
 
【２】各局関係 
1. 事務局 
（１）2020年度総会の開催について（松島） 
総会の開催形態・方法について、審議の結果、以下のとおり承認された。 
・2020年度総会はオンライン（Zoom）で開催する。 
・開催日程は後日調整する。 
・委任状の取り方について、後日、理事間で検討する。 
 
（２）2019年度決算と2020年度予算について（松島） 
審議の結果、2019年度決算・2020年度予算ともにすべて承認された。 
なお、若手へのサポート（抜き刷り無償提供）は大学院生を想定しているものであり、手続きに関しては未定
であるとの説明がなされた。また、ジャーナルの発行形態（現在は紙媒体）について、学会費に見合った形態を
継続して検討することとなった。 
 
（３）2019年度・2020年度支部大会助成金の取り扱いについて（松島） 

2020年度 第1回理事会報告 
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 2019年度の取り扱いに問題がなかったことが確認され、2020年度についても例年通りの運用で進められる
ことが承認された。 
 
（４）理事会開催とニュースレター発行の時期について（松島） 
現在6月発行となっているニュースレターの前倒しが提案された。これは、年次大会（6月）よりも前にニュ
ースレターを発行することで会員サービスの向上を企図したものである。審議の結果、理事会の開催時期と関わ
ることでもあり、次回理事会で改めて原案が提示されることとなった。 
 
2. 学術局 
（１）学会賞（書籍）の締切変更について（小西） 
審査担当者が書籍を読む時間を確保するために、学会賞(書籍)の締め切りを今年度から12月31日（必着）
とすることになった。なお、募集告知はHPと11月のニュースレターにて行われる。 
 
（２）「学会誌執筆要領」及び「研究論文集投稿規程」の改定（大橋） 
「執筆要領」では冗長な表現の修正や英文との文言統一を図り、「投稿規程」では文科省指針の更新と審査担当
の制限を緩和することが承認された。 
 
（３）その他 
 学会賞（ジャーナル）が「印刷中」でも対象となることについて、すでに査読を通過しているものなので問題
ないとの確認がされた。 
 
3. 広報局 
（１）学会公式FacebookおよびTwitterアカウントの開設について（松本） 
学会の研究活動を対外的に発信するための公式SNS開設が承認された。なお、ニュースレターは今後も継続
して発行されることとなった。 
 
（２）SNS担当の広報局運営委員の設置（松本） 
業務軽減と充実のために、広報局運営委員（公式SNS担当）の設置が承認された。 
 
（３）その他 
広報局より、ニュースレターの形式について再検討したい旨の提案があり、承認された。今後、広報局から案
が提示されることとなった。 
 
【３】次回理事会開催日時・会場 
日時：10月3日（土）13時開始 
会場：オンライン開催 
高井会長より、今後、理事会は基本的にオンラインで実施し、対面参加は必要な場合のみにしたいとの説明があ
った。 
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【報告事項】 
 
【１】第50回年次大会（第50回・第51回合同年次大会） 
1. 学術局（小西） 
延期となった2020年度年次大会に関する報告があった。発表予定であった方々に連絡を取り、次年度に開
催される年次大会での発表を希望するか聴取したことが説明された。また、11月のニュースレターで次年度学
会の形式に関する公式発表を行うことが報告された。 
 
【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（脇） 
5月30日現在での会員全体数は338 名（一般会員：318 名、学生会員：18 名、準会員：2 名）であっ
た。また、新規入退会者の確認が行われた。 
 
（２）2020年度ジャーナル発行部数について（松島） 
 会員全体数を鑑みて、ジャーナルの発行部数は最近刊と同数にすることが報告された。 
 
（３）支部会計について（松島） 
助成金の使用用途等（2019年度12月理事会にて承認済）を遵守するよう確認と要請がされた。 
 
（４）その他  
―Web入会申し込みについて（脇） 
Web入会手続きの準備が整っており、最終的な整備と周知については広報局が担うことが報告された。 
 ―事務局の運営委員について（松島） 
事務局の運営充実を図るために、運営委員として野島晃子先生をお迎えする旨の報告があった。 
 
２．学術局 
（１）ジャーナル関連（大橋） 
―『日本コミュニケーション研究』第49巻第１号の審査状況 
 新規投稿６編、再投稿３編、新規投稿１編が途中で辞退、現時点で１編が第三者査読中であるとの報告がされ
た。 
 
―『日本コミュニケーション研究』第49巻第2号の投稿論文募集締め切り 
会計年度の変更に合わせる形でジャーナル締切・発行の時期変更も今後検討したいとの報告があった。 
 
３．広報局 
（１）ニュースレター123号の発行と124号の予定（今井） 
ニュースレター123号（2020年3月号）が発行され、次号となる124号は2020年7月初旬発行予定で
あるとのことであった。 
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（２）HPへの掲載情報（宮崎・小山） 
以下の情報が学会HPに掲載されたとの報告があった。 
 ・「役員の交代について」（2020年5月14日） 
 ・「第50回年次大会開催中止のお知らせ」（2020年4月07日） 
 ・「各支部研究会の中止について（東北支部、中部支部、関西支部）」（2020年3月10日） 
 ・「ニュースレター123号を発行しました」（2020年3月10日） 
 ・「記念講演会のお知らせ『未来戦略としての外国語教育』（西南学院大学）」（2020年2月14日） 
 ・「学会賞応募に関するお知らせ」（2020年1月16日） 
 ・「訂正： 第50回年次大会の発表論文・企画セッション募集について」（2020年1月15日） 
 ・「会員情報管理システム『マイページ』運用開始のお知らせ」（2019年12月24日） 
 ・「HPリニューアルのお知らせ」（2019年12月24日） 
 ・「ニュースレター122号 を発行しました」（2019年11月19日） 
 
（３）新HP立ち上げとML配信システム運用開始について（小山） 
 2019年12月24日から新HPの運用が開始され、随時改善中であることが報告された。また、ML配信シ
ステムも同時期に運用が開始されたが、一部会員にうまく配信できていないとの報告があった。メールアドレス
の変更やアドレス未登録が主な原因だと考えられるため、アドレス確認・登録を支部に依頼するとの説明があっ
た。 
 
（４）ML配信システム支部版の運用開始とGoogleアカウントについて（小山） 
新HP開設と同時に、支部ML（各支部長から支部会員宛）も運用が可能となったことが報告された。 
 
（５）ML配信システムへのメール登録のお願い（小山） 
支部等を通じて、会員に「マイページ」での情報登録を周知する旨の報告があった。 
 
【４】各理事からの報告 
１．50周年担当理事より 
JCA50周年記念シンポジウムに関する報告があった。2020年度年次大会の延期に伴い、シンポジウムも延
期となったが、登壇予定者とテーマに変更はないとのことであった。 
 
【５】各支部報告 
各支部報告を参照。 
 
【６】その他 
岡部朗一先生の叙勲について報告があった。 
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日 時：2020年7月26日 (日) 14時～15時 
会 場：オンラインでの開催 
 
1. 開会の辞・会長挨拶 
司会の松島事務局長より開会が宣言された。続けて、議事進行に先立って録音・撮影の禁止などの注意事項が
伝えられ、参加者によるテスト投票（投票機能の試行）が行われた。 
高井会長より挨拶があった。まず、豪雨災害とCOVID-19に関するお見舞いが述べられた。また、50周年

記念大会が延期となり、総会がオンライン開催となったことへのお詫びがあった。最後に、いわゆる「コロナ
禍」をともに乗り越えるべく今後も努めていく決意が示された。 
 
2. 議長・書記選出 
五十嵐紀子先生が議長に推薦され、承認された。 
まず五十嵐議長より、会則38条では「会員現在数の5分の1以上の出席」が議決の条件であることが確認さ
れた。それに基づき、現時点における会員数347名の内、総会出席者42名、委任状111通の合計153名 
(会員数347÷5＝69.4名) で、総会が成立したことが確認された。また、脇副事務局長の書記就任が承認され
た。 
 
3. 役員人事案について 
高井会長より、資料にもとづいて、理事会にて選出され会長が承認した2020年度の役員人事が発表され
た。今回の改選は、以下の通りである（敬称略）。 
 
副会長（総務担当：高永茂）、副会長（学術担当：守崎誠一）、事務局長（松島綾）、副事務局長（会員サービ
ス：脇忠幸）、副事務局長（会計：宮脇かおり）、学術局長（小西卓三）、副学術局長（年次大会担当：日高勝
之）、広報局長（松本健太郎）、副広報局長（ニュースレター担当：今井達也）、副広報局長（ホームページ担
当：宮崎新）、理事（関東支部長：田島慎朗）、理事（関西支部長：小山哲春）、理事（中国・四国支部長：谷
口直隆） 
 
続いて、監事2名のうち1名が改選を迎えたため、理事会にて選出された監事（川内規会）が、投票によって
承認された。 
 
4. 2019年度事業報告・2020年度事業計画について 
高井会長より、資料に基づいて2019年度事業報告（下記項目）があり、投票によってすべて承認された。 
・第49回年次大会の開催 
・ジャーナルの発行 
・ニュースレターの発行（121号・122号・123号） 
 ・支部大会の開催（東北・中部・関西・中四国・九州） 
 ・新HP開設 
 ・感謝状贈呈（第49回年次大会実行委員長：松本健太郎先生） 
 ・「マイページ」開設 
 ・理事会の開催 
 
引き続き、高井会長より、2020年度事業計画（下記項目）が説明され、承認された。 

総会報告 



Japan Communication Association                          News Letter 125 (November, 2020) 

 10 

 ・第50回年次大会（50周年記念大会）の延期について 
 ・ジャーナル（第49巻1号と2号）の発行 
 ・ニュースレター（124号、125号、126号）の発行 
 ・支部大会の開催 
 ・理事会の開催 
 
なお、第50回年次大会については、予定していたテーマやプログラム（シンポジウム・発表論文・企画セッ
ション等）を基本的に引き継ぐとの説明があった。開催日程や会場（東京都内での開催に向けて調整中）につい
ては未定とのことであった。 
 
5. 事務局からの報告・審議事項 
①  2020年度の業務委託契約について（報告事項） 
松島事務局長から、資料に基づいて、2020年度も引き続き国際文献社と業務委託契約を行った旨の報告が
あった。算定基準書の金額は1,225,213円であり、年次大会業務委託費（見積）は520,372円であるとの説
明がされた。これらにジャーナル印刷・発送費、HP管理費などが加わるものの、従来（４つの業者に対して
合計約300万）に比すると費用が削減されていることもあわせて報告された。 
 
② 2019年度決算報告・2020年度予算審議 
松島事務局長（前副事務局長：会計担当）から、資料に基づき、2019年度決算報告がなされた。重要な変
更点として下記項目が口頭説明された。 
 
―収入の部 
・年会費：一般会員 307名と学生会員・準会員21名の年会費収入（3,171,000円）があった。 
・年次大会 大会参加費：65名の参加費 (会員：253,500円、非会員：25,000円) 
   広告費：20,000円 
            助成金：50,000円（二松學舍大学より） 
・積立金を300万円と定めたことによる運転資金への移動：2,665,446円 
 
―支出の部 
・ジャーナル第47巻2号は500部発行したが、第48巻1号からは会員数に合わせて400部とした。 
・新HPの開設（284,670円）には、リニューアル費とドメイン更新料が含まれる。 
・年次大会の講師謝礼は、学術講演（山口誠先生）とコミュニケーション教育研究会の企画（ゲスト講師）に対
するもの。 
・交通費はコミュニケーション教育研究会の企画（ゲスト講師）に対するもの。 
・第49回年次大会では、会場校（二松學舍大学）に無償で会場を貸し出していただいた。 
・文具費には、ジャーナル等を送付する封筒代を組み込んだ（従来はジャーナルの事務費として計上していた
が、2019年度から記載箇所の変更となる）。 
・学術局セッション出張費として、第49回年次大会（2日目）のディベートへの補助費を計上。 
・支部活動助成金は通常通りであったが、支部大会助成金についてはCOVID-19の影響などで開催が叶わなか
った支部があるため減額となった。 
 
―監査報告 
丸山監事より、藤巻監事とともに厳正な監査を行った結果、適正な会計処理が行われていた旨の報告もあっ
た。投票によってすべて承認された。 
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引き続き、2020年度予算について、松島事務局長より説明があった。 
 
―収入の部 
・繰り越し金が増えているのは、前述のとおり積立金の一部を移動したため。 
・年会費：一般会員300名と学生会員10名で計上。2019年度実績を踏まえた保守的な見積もり。 
・年次大会関係費：2020年度は開催されないためにすべて0円。 
・ジャーナル売り上げ：2019年度実績に基づく。 
  
―支出の部 
・ジャーナル発行：2019年度に400部へと減らしたが、会員数に合わせてさらに350部へと削減。大量の余
剰が出てしまうと、保管料がかさむため。 
・HP関係費：新HPが開設されたので、大幅減額。 
・年次大会関係費：2020年度は開催されないためすべて0円。 
・年次大会関係費（2021年度から） 

：プロシーディングスは基本的に事務局と大会実行委員で作成することとなった（国際文献社にはデザ
イン料のみ）。 
：茶菓子代は撤廃（用意しない）。 
：大会参加証兼領収書についても委託を停止（事務局と大会実行委員で作成）。 

        ：大会実行委員への優遇措置（懇親会費と大会参加費の無料化）を撤廃。 
・総会ハガキ：国際文献社からの助言もあって、年次大会の会計から一般事務会計に移動。 
・支部大会助成金：減額ではなく、東北支部と中部支部が2019年度支部大会（中止）分を繰り越すことによ
るもの。 
・そのほか（40,000円）：若手サポート（抜き刷り料など）のため。 
投票の結果、上記予算案についてすべて承認された。 
 
6. 学術局報告 
小西学術局長より、学会賞・奨励賞の報告があった。なお、授与式は第50回年次大会にて行われるとのこと
であった。 

書籍の部（学会賞）：清宮徹先生（西南学院大学）, 『組織ディスコースとコミュニケーション』（同文
館出版, 2019年） 

論文の部（学会賞）：田島慎朗先生（神田外語大学）, 「Civility概念の意義：現代日本の社会運動を考え
るにあたって」（『日本コミュニケーション研究』第48巻第2号掲載） 

論文の部（奨励賞）：宮本淳子先生（常葉大学短期大学部）・増田靖先生（光産業創成大学院大学）, 
「イノベーション創出を促進する『対話』型コミュニケーションの特徴：新技術開
発現場における『語り』に関する事例研究」（『日本コミュニケーション研究』第
48巻第1号掲載） 

 
7. 広報局報告 
松本広報局長より、まず学会HPのリニューアル公開について報告があった。また、会員MLも構築され運用
が可能となったことも報告された。ただし、会員MLにおいて宛先不明によるエラーが40件ほど発生している
ため、「マイページ」での登録情報更新に関する周知・要請がなされた。 
 
8. 閉会の辞 
五十嵐議長より議事の終了が宣言されたのち、松島事務局長から参加者への御礼と総会の終了が宣言され散会
となった。 



Japan Communication Association                          News Letter 125 (November, 2020) 

 12 

 
 
 

 
ジャーナル投稿について 

 
7月末に『日本コミュニケーション研究』第49巻第2号への投稿が締め切られ、2021年5月末の発行を目指し
て査読プロセスを開始致しました。また、現在は第50巻1号への投稿論文を募集中です。締め切りは2021年1
月末日です。この度の新型コロナウイルス流行による勤務状況の変化により、研究が進まれた方もいらっしゃれ
ば、研究に支障をきたされた方もいらっしゃるかと存じます。どうぞご無理のない範囲で、積極的に論文の投稿
をご検討ください。 
投稿の際には、ワード等で作成された電子ファイルを添付ファイルとして指定メールアドレスに送付してくだ
さい。投稿論文送付の際には、（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」、の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」をご参照ください。 
投稿される際には、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:」にて送付をお
願い致します。メールアドレスは以下の通りです。 
 

To: journal[＠を入れる]caj1971.com 
CC: ohashiri[＠を入れる]ouj.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、ジャーナル担当の大橋（ohashiri[＠を入れる]ouj.ac.jp）までご連絡ください。可及的速やかに対応致しま
す。 
今年度は様々なことを当初予定とは異なる形で進めざるを得ない状況に面しておられる方も多い中、研究の成
果をご投稿下さった方々に心から御礼申し上げます。また、今年度は査読委員の任期満了の年に当たるため、次
期査読委員会委員に改めてご就任をお願いした方に加え、新たにご就任をお願いした方もいらっしゃいます。大
変お忙しいにも拘わらずご快諾下さった皆様に感謝申し上げます。そして、実際に論文の査読をお願いし、お引
き受け下さった方々におかれましては、本当にどうも有難うございます。『日本コミュニケーション研究』に
様々な形で関わって下さる皆様の、どんな時でも学会活動を継続するという強い意志、そしてこの学術誌の刊行
を滞らせまいとして下さる熱い思いを、ひしひしと感じました。 
是非これからも『日本コミュニケーション研究』をよろしくお願い申し上げます。 

(副学術局長:ジャーナル担当 大橋理枝) 
 
 
 

 

学術局からのお知らせ 
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来年度２０２１年に開催される第５０回記念年次大会の発表論文・企画セッションを募集いたしま
す。以下をご参照のうえ、ふるってご応募ください。 
 

【大会開催要項】 
 
〇日程 ２０２１年６月１２日（土）・１３日（日） 
〇場所 オンライン開催 
〇テーマ 「コミュニケーション学の現在地／現在知(アクチュアリティ)」 
 

【募集内容】 
 

〇応募締切（発表・企画申し込み原稿ファイル提出締切） ２０２１年２月１日 
 
〇応募・問合先 副学術局長 日高勝之(大会担当、立命館大学) 
MAIL: k-hidaka [@を入れる]wa2.so-net.ne.jp  
 
〇募集①「研究発表」：質疑応答を含む３０分程度の、論文発表を前提としたいわゆる研究発表です。 
 
〇募集②「企画セッション」：会員相互の研鑽や情報交換を目的とした９０分程度の自由企画です。形式はパネ
ルディスカッション、ワークショップ、統一テーマの論文発表、模擬講義など。その他の企画案も可能のですの
で、学術局にご相談ください。 
 
〇応募方法 
①発表・企画申し込み(プログラム掲載要旨申し込み) 
※メール件名に「JCA 大会申込」と記してください。 
※メール本文に「研究発表/企画セッションの別、演題/企画名、発表者の氏名・所属を記してください。 
※プログラム掲載用要旨原稿ファイルを添付してください。ファイル形式は自由です。要旨は発表言語（日本語
または英語）で作成してください。要旨にも演題名、発表者氏名・所属を入れてください。 
※本文字数は和文８００字以内、英文３００語以内です。 
 
②発表原稿提出(プロシーディングス掲載要旨送付) 
※プロシーディングス掲載要旨を2021年２月１日までにメール添付ファイルで送付してください。 
※プロシーディングス掲載要旨は発表言語（日本語または英語）で作成してください。企画名・発表者氏名と所
属も入れてください。字数は和文３０００字以内、英文１０００語以内(脚注含む)で、いずれもＡ４版縦
置・横書で見開き２頁に収まる分量を目安にしてください。 

※締め切り後、学術局で検討して発表・企画の採否をできるだけ速やかにお知らせします（おおむね ７～１０
日）。 

 
〇その他  
①個人発表は会員限定。グループ発表は筆頭者および発表者が会員限定です。非会員の発表希望者は応募時まで
に入会手続きを済ませてください。 
②当初予定されていた２０２０年度の年次大会での発表が受理されていた研究発表と企画セッションは、発表者
が希望される場合には５０回記念年次大会で発表ができます。連絡は上記応募・問い合わせ先までメイルしてく
ださい。  

第５０回記念年次大会 発表論文・企画セッション募集 
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学会賞応募に関するお知らせ 
 
当学会では、学会賞審査対象の著書を募集しております。これまでに出版された本学会員によるオリジナルの
著作のうち、過去５年間に応募していないものが対象となります。共著・分担執筆による著作については、すべ
ての執筆者が本学会員である必要はありませんが、著作への本学会員の貢献が顕著と認められるものについて審
査の対象とします。応募資格に関して不明な点がある場合は、事前に下記問い合わせ先にお問い合わせくださ
い。締め切りは2020年12月31日（必着）となります。応募される会員は下記要領に従い応募してくださ
い。なお、審査結果の報告は、年次大会の授賞式での発表に代えさせて頂きます。 
 

応募要領 
 
応募資格：正会員 
応募方法：応募者は審査用著書3冊とともに、1000字程度の著作概略および著者の名前・連絡先を明記したも

のを添えて応募してください（尚、著書は返却いたしませんのでご了承ください）。 
応募数量：会員一人一冊まで応募可（自薦、他薦は問いません） 
 
問い合わせ先：下記２名に同報送信でお願いします。 

学術局長 小西卓三 tkonishi[@を入れる]swu.ac.jp 
副学術局長 大橋理枝 ohashiri[@を入れる]ouj.ac.jp 

審査書類一式提出先：学術局長 小西卓三 
住所：〒154-8533 東京都世田谷区太子堂1-7-57 昭和女子大学 英語コミュニケーション学科 
電話：03-3411-5403  
ファックス：03-3411-6404 
E-mail: tkonishi[@を入れる]swu.ac.jp 
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事務局からのご報告とお願い 
1. 2020年度JCA総会が7月26日（日）にオンライン形式で開催されました。会員の皆様にはオンライン

開催にご協力いただき、心よりお礼申し上げます。 

 

2. 会費納入のお願い 

年会費の振込用紙を8月初旬にお送りしました。未納の方はお早めにお振込みくださいますようお願い

申し上げます。 

 

3. 学生会員・準会員登録申請締め切り  

大学院生対象の学生会員、学部生対象の準会員としての登録は7月末日をもって締め切りました。前年

度学生会員または準会員であった方で、新たに登録をされなかった方は自動的に一般会員に切り替えます

のでご了承ください。なお、すでに今年度の学生会員または準会員の会費を振り込み済みで登録をされな

かった方には差額を請求させていただきます。 

 

4. マイページの利用開始について 

昨年12月から「マイページ」（会員情報管理システム）が利用できるようになっています。マイペー

ジでは「会費納入状況の確認」「会員情報の検索」「会員情報の変更・確認」などができます。新しい

HPの右上のバナーからログインできますので、できるだけ早い時期にアクセスしていただいて、記載内

容の確認・登録・更新をお願いいたします。マイページへのアクセスに必要なIDとパスワードは、年会費

の請求書と一緒にお送りしております。「お振り込みに関するご注意」の欄に〈マイページのご案内〉が

ありますのでご覧ください。もしこの用紙を紛失なさった場合には、日本コミュニケーション学会事務局

（以下「学会事務局」とする）までお問い合わせください。 

問い合わせ先： 日本コミュニケーション学会事務局 

jcom-post[＠を入れる]bunken.co.jp 

 

 

事務局報告 
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5. 住所等変更届のお願い 

住所や所属が変更になった場合には次のいずれかの方法で手続きをしてください。 

（1）日本コミュニケーション学会HPにある「マイページ」にアクセスし「会員情報の変更」を選択して

必要事項を更新してください。メールアドレスの更新も「会員情報の変更」内で行うことができます。 

（2）学会事務局までメール、郵送、ファックスのいずれかでご連絡ください。 

 

6. ジャーナルバックナンバー、記念図書の購入申込みと閲覧・複写申込み 

これまで発行されたジャーナルバックナンバーなど学会発刊物を購入されたい場合は、学会事務局にお

問い合わせください。また、科学技術情報発信・流通総合システムJ-STAGE

（https://www.jstage.jst.go.jp/browse/-char/ja/）あるいは国立情報学研究所の論文情報ナビゲータ

CiNii（http://ci.nii.ac.jp/）にも論文が掲載されており、閲覧・印刷することができますので、こちらも

是非ご利用ください。同サービスを利用せずに複写をご希望の場合は、学会事務局までお問い合わせくだ

さい。 

 

7. 新規会員の手続き 

JCAでは新しい会員を随時受け付けています。次頁のような流れで、新規会員の手続きを行います。ご

不明な点がありましたら、学会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。 

 

【会員申込から会員登録完了までの流れ】 
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１．学会公式Twitterアカウントが開設されました 
友池梨紗広報局運営委員のご尽力により、9月8日付で学会公式Twitter
（https://twitter.com/jca_1971）が開設されました。今後、年次大会の案内、基調講演の
案内、支部情報（大会・研究会）の案内、ニュースレター発行の案内、学会誌発行の案内、
学会受賞書・論文の紹介などの情報を発信していく予定です。 
 
２．広報局からのお知らせ  
① 広報局では、新規に構築されたMLをもちいて、学会HPにおける掲載情報を中心に会員の皆様あての情報
配信をおこなっております。それらが届いているかをご確認いただいたうえで、もし不達の場合には、JCA
ニュースレター今号21ページのご案内を参照いただき、マイページへの登録手続き／メールアドレスの更
新をお願いいたします。 

② 広報局では各支部や各研究会の情報、他学会や教員公募などの情報も、ホームページにアップロードしてい
きたいと考えております。ぜひ、情報をお寄せください。 

③ 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
ご一報下さい。ホームページにアップロードしたいと思います。 

④ ホームページ（http://jca1971.com/）は、適宜更新しております。ご意見やご質問を頂ければ幸甚です。 
 

（広報局長 松本健太郎） 
 
 
 
 
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。宛先：今井達也 (imatatsu.jca[＠を入れる]gmail.com) 

 
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・英文で１枚程度（A4）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・英文で１枚程度（A4）の原稿を受け付けております。 

③ 書評  
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を受け付けております。 
和文・英文で１枚程度（A4）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 

JCAニュースレターへのご寄稿のお願い 
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（支部長 関 久美子） 
東北支部では第21回東北支部研究大会を、昨年
に引き続き、大学英語教育学会(JACET)東北支部
と合同で11月14日（土）に開催いたします。
今年度は新型コロナウイルスの影響により、
Zoom会議室システムを用いたオンラインでの開
催を予定しております。一般参加ご希望の方は
「氏名・所属」をメールにて kseki［＠を入れ
る］n-seiryo.ac.jp（関）までお送りください。追
って大会の詳細とZoomのアカウント情報をお送
りいたします。東北は「遠い」いったイメージを
お持ちの皆さまもおられたかと思いますが、今回
はオンライン開催ですので、ぜひお気軽にご参加
ください。 
 また2021年2月ないしは3月に2020年度
の支部定例研究会を予定しております。こちらも
新型コロナウイルス感染拡大の影響を注視しなが
ら、その開催方法を検討してく予定でおります。 
 

 
 

 
（支部長 森泉 哲） 

今年度第１回研究会を 2020 年 9 月 19 日
（土）にZoomを使用して、オンライン上で行い
ました。コロナ禍の中でも、例年通り研究会は実
施したいという願いから実現できましたことを嬉
しく思っております。また、オンラインであった
利点として、通常はご参加が難しい他支部の先生
方も多数ご参加いただきました。参加者が23名
にもなり、オンライン会議の新たな可能性を感じ
ることができました。 
 
 
 

 
 
 

（研究会の様子） 
 
「コミュニケーション研究を進めるために―科
研費取得のコツ―」というテーマのもとに、科研
費に複数回採択され、活発に研究活動を行われて
いる3名の先生からそれぞれの視点を踏まえて、
ご発表いただきました。高井次郎先生（名古屋大
学）から、科研費の審査システムとともに社会心
理学研究の進め方、藤巻光浩先生（フェリス女学
院大学）は、支部活動と共同研究との関連につい
て、毛利雅子先生（名古屋市立大学）からは通訳
実践研究の社会的意義のあり方とともに研究の進
め方についてお話いただきました。 
その後参加者の皆さんとの意見交換を行うこと
を通して、結論は出せませんが、ある程度のまと
めとして、(1)学問的・社会的意義を考えながら研
究を継続すること、(2)できるだけ近接領域の研究
者とのネットワークを広げ、共同研究を模索する
こと、(3)自身の研究成果を次の科研費申請につな
げるといった「よい研究サイクル」を廻すように
努力すること、といった重要性について、話し合
われたのではないかと思います。 
このように今後の研究のあり方について示唆に
富む研究会を行うことができましたこと、ご登壇
いただきました3名の先生をはじめ、今回ご参加
いただきました先生方に改めて感謝申し上げま
す。 

支部ニュース 



Japan Communication Association                          News Letter 125 (November, 2020) 

 19 

次回の研究会は支部大会として、2021年 3 月
に開催予定です。日程など詳細が決まりました
ら、 またお知らせいたします。ぜひ多くの皆様の
ご参加をお待ちしております。 
 

 
 

（支部長 小山 哲春） 
関西支部では、2020年度関西支部大会を以下の
要領で実施いたします。社会情勢を総合的に判断
し、今年度はZoomによるオンライン開催を決定
いたしました。 
 
日時： 
2020年11月14日（土曜）13:00～ 
（ただし13:00～13:30会員総会、講演は 
13:30開始） 

大会テーマ：  
「雑談に与えたコロナの影響」 
基調講演：  
「コロナ渦の今、あらためて雑談について考え
る」（村田和代先生（龍谷大学）） 
研究発表： ２件を予定 
 
一般参加をご希望の場合、メールにて小山
（tkoyama[@を入れる]notredame.ac.jp）まで
ご連絡ください。追ってZoom会議室入室情報を
ご連絡差し上げます。基調講演や研究発表後に
は、関西支部名物？の少人数での自由討論（また
は「雑談」）を予定しております。遠隔参加が可
能な利点を活用し、全国の皆様にもお気軽にご参
加頂ければと思います。 
 
 
 

 
（支部長 谷口直隆） 

中国四国支部では、第23回支部大会について、
規模を縮小し以下の要領での開催を予定していま
す。 

日時：2020年12月19日（土）、13:00開
始、２時間（予定） 
形式：オンライン会議システムZOOMを用いた
ラウンドテーブル 
参加費：無料 
全体テーマ：コミュニケーションと身体性―新型
コロナウィルスは私達のコミュニケーションをど
う変えたのか― 
 
2020年、コロナ禍の社会において、多くのコ
ミュニケーションがリモート/オンラインで行われ
ることを余儀なくされています。これまで対面で
行われてきたコミュニケーションのほとんどをオ
ンラインで代替することが試みられていると言っ
ても過言ではないかもしれません。このような状
況の中、オンラインでも支障の無いものや、むし
ろオンラインの方がよいもの、逆に、やはり対面
でなければ、というコミュニケーション場面や状
況、行動への気づきや省察がみなさんにもおあり
なのではないでしょうか。今回は、この気づきに
ついて、「身体性」をキーワードに参加者のみな
さんと考えてみたいと思います。 
そこで、今回はラウンドテーブルという形式を
とり、発表者を広く募集いたします。中国四国支
部のメンバーに限らず、全国の会員の皆様に申し
込んでいただければと思います。 
申し込み締め切り：2020年11月21日(土) 
必要事項：メールに題目と和文または英文の要
約を添付し、件名「JCAcs20」で送ってくださ
い。 
申し込み先：ntaniguc[＠を入れる]shudo-
u.ac.jp 
 

  
 

（支部長 吉武 正樹） 
秋と言えば、食欲の秋、読書の秋、スポーツの秋
…といろいろありますが、九州支部にとっての秋
は「支部大会の秋」です。今年はコロナウイルス
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感染拡大のため早々と中止を決め、その喪失感の
なか、あっという間に夏が終わり、秋も通り過ぎ
てしまいました。9月末となってようやく、支部
総会や来年度支部紀要の特別企画に向けて、重い
腰を上げ始めたところです。 
そんなアパシーの支部長とは裏腹に、この間、
支部紀要編集委員長の塙幸枝先生（神田外語大
学）には、『九州コミュニケーション研究』第 
18 号の準備を着々と進めていただきました。お
かげさまで無事刊行の運びとなり、すでに九州支
部ホームページ
(http://www.caj1971.com/~kyushu/)で公開中
です（塙先生、ありがとうございました）。 
どの論考も読み応えがあるなか、「特別企画：
ローカル・メディアの役割」に収められた、熊本
日日新聞社の高峰武氏（第26回九州支部大会の
基調講演者）による「地域メディアの『これま
で』と『これから』」は、すべての会員にとって
一読に値する一本です。通常なら、熊本の「ロー
カル」紙の記者とみなされるであろう高峰氏は、
冒頭からこう啖呵を切ります。「私自身は、自分

の立ち位置をローカルメディアと規定したことは
これまで一度もない」。大会テーマ「メディア・
コミュニケーション～ローカル・メディアの役割
～」の基調講演者として、これほど挑発的でスリ
リングな宣言はありません。「ローカル」と思っ
ていたことが、どう「普遍」につながっている
か。そんな、村上春樹『ねじまき鳥クロニクル』
に出てくる、井戸に潜り、壁抜けをするシーンを
想起せずにはいられないこの問いに対する答え
を、高峰さんの論考に見つけることになるはずで
す。 
 

連絡先 
〒162-0801 

東京都新宿区山吹町358-5 アカデミーセンター 
日本コミュニケーション学会事務局 

Tel: 03-6824-9372 
Fax: 03-5227-8631 

jcom-post[@を入れる]bunken.co.jp 
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マイページ登録のお願い 
 

日本コミュニケーション学会 広報局 

1.  マイページの利用開始について 

マイページでは「会費納入状況の確認」「会員情報の検索」「会員情報の変更・確認」などがで
きます。新しい HP の右上のバナーからログインできますので、できるだけ早い時期にアクセス
していただいて、記載内容の確認・登録・更新をお願いいたします。マイページへのアクセスに必
要な IDとパスワードは、年会費の請求書と一緒にお送りしております。「お振り込みに関するご
注意」の欄に〈マイページのご案内〉がありますのでご覧ください。もしこの用紙を紛失なさった
場合には、日本コミュニケーション学会事務局（以下「学会事務局」とする）までお問い合わせく
ださい。 

      問い合わせ先：              日本コミュニケーション学会事務局 

                                      jcom-post[＠を入れる]bunken.co.jp 

  

2.   住所等変更届のお願い 

住所や所属が変更になった場合には次のいずれかの方法で手続きをしてください。 

（1）日本コミュニケーション学会HPにある「マイページ」にアクセスし「会員情報の変更」を
選択して必要事項を更新してください。メールアドレスの更新も「会員情報の変更」内で行
うことができます。 

（2）学会事務局までメール、郵送、ファックスのいずれかでご連絡ください。 

 
  
 

 
今回からの新企画「私にとってコミュニケーション学とは」いかがでしたでしょうか。以前より、
「日本コミュニケーション学会のアイデンティティーと何か」という議論が学会内（外でも）であり
ました。多様な研究領域の研究者が集まることこそが強みのコミュニケーション学ですが、その特性
ゆえに学会としてのアイデンティティーを構築していくことに試行錯誤しているような気がしており
ました。そこで、もっとミクロな部分に焦点を当て「学会員の方々一人ひとりにとってのコミュニケ
ーション学がどういった意味を持つか」について紐解いていくことで、学会全体のアイデンティティ
ーを模索することができないかと考えました。五島先生にはこの企画の最初の原稿を書いていただ
き、素晴らしいスタートを切ることができました。今後もこの企画は続けてまいりますので、原稿依
頼が来た際には快諾していただけますよう、どうぞよろしくお願いいたします笑 
 

広報局 ニュースレター担当 今井達也 

編集後記 


