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「補助線」としての学問 

日本コミュニケーション学会副会長（学術担当） 

 守﨑誠一（関西大学） 
 

若い人にとっては、もう歴史の話のよ
うな感じなのかもしれませんが、いまか

ら33年前の1989年1月7日に昭和

天皇が亡くなり、昭和という時代が終わ

りました。昭和天皇は、突然亡くなった

のではなく、前年の9月19日に日本テレビが天皇吐血をスクープしたあと、その病状が思わしくないと

の報道が連日続き、4か月余りを経て亡くなるに至りました。 

そんな昭和天皇の体調不良の第一報が出てすぐのころ、たまたま私の母方の伯父が、私の実家に遊びに

来たことがありました。伯父は、ある一部上場企業の副社長にまで上り詰めたやり手のビジネスマンで、

当時まだ珍しかった株の個人売買を趣味として長年おこなっていて、小遣いを稼いでいるといった人でし

た。 

その伯父が、天皇の体調不良を伝える新聞の見出しに目をやりながら「紙の株を買っておかないといけ

ないな」と言ったので、私は怪訝そうに「どういう意味？」と尋ねました。すると伯父は、天皇が亡くな

ると元号が変わる、元号が変わるとカレンダーや手帳などはもちろんのこと、これまで使われていた「昭

和」が印刷された領収書や申請書などあらゆる文書を印刷し直す必要が生じる、すると紙の需要が一気に

増えるので、製紙会社が儲かり、結果として製紙会社の株が上がるので今のうちに買っておく必要がある

のだ、と説明してくれました。この「天皇が変わるときには、製紙会社の株を買え」という話は、株を少

しでもやっている人なら皆知っていることなのだそうですが、当時まだ学生だった私は、非常に驚いたの

を覚えています。つまり「天皇の死」を全く異なることと結び付けて考えている人がいることに驚かされ

ました。 

巻 頭 言 
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後になって研究と教育を生業とするようになって、これは学問というものの本質に関わることだと考え

るようになりました。世の中には、法学、経済学、文学、理学、工学などなど、さまざまな学問がありま

すが、それぞれの学問を学んだ人は、同じ出来事に出会っても、法学を学んだ人は法律の側面から、経済

学を学んだ人は経済の側面からその問題をとらえ・考えることができます。つまり、その学問を学ばなか

った人には見えなかったり、気付けなかったりすることを見たり、気付いたりできるようになり、理解と

解決のための発想を可能にしてくれるのが、学問を学ぶということなのだと思います。 

それはあたかも「補助線」のようなものなのかもしれません。図形の問題を解こうとするときに、一

本の補助線を引くことで、その図形がこれまでとは別の面を見せてくれて、解法が導かれるように、学問

は社会にある様々な問題を読み解き・解決するためのヒントを与えてくれる「補助線」のようなものだと

思います。そして、一つの学問だけではなく、複数の学問を学んだ人は、複数の「補助線」を使ってより

多面的に問題をとらえたり、解いたりすることができるはずです。それは、この世の中をより立体的にと

らえることを可能にしてくれるように思います。 

私は、異文化間コミュニケーション学を専門にしていますが、異文化間コミュニケーション学という

「補助線」は、文化的な多様性（それは必ずしも、国や人種といった大きな文化だけではなく、性的指向

や障がいの有無などのより小さな文化も含む）が広がる現代社会において、一本持っておいてよい「補助

線」のように思います。授業でも、学生に対して異文化間コミュニケーション学という「補助線」を使う

ことで、これまで気付けなかったり、考えてもみなかったことが、気付けたり考えたりできるといった、

気付きの経験をさせることを心がけています。そして社会に出たあと、何かの時にこの「補助線」を使う

ことがあり、これを持っていて良かったなと思ってくれたら、私の授業には意味があったのだと考えるよ

うにしています。 
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青沼 智 （国際基督教大学教養学部 アーツ・サイエンス学科 教授） 

今回、コミュニケーション学と自分との関わりをざっと振り返り、愕然、そして困惑しました。これ
まで約三十数年間、基本的にはずっと同じような問題（系）に飽きもせず、また大した進歩もなく、取

り組んできたことに気付いてしまったからです。 

私のコミュニケーション学へのエントリーは、フォレンシックス（forensics）、具体的には教育デ

ィベート（academic debate）でした。学部時代はディベーターとして、大学院入学後は指導者

（Teaching Assistant, Assistant Debate Coach）としてディベート、議論教育に関わり、同じよ

うな境遇の大学院生同様、レトリックを中心とした学術トレーニングを受け、現在に至ります。 

そのかなりだらだらとした（？）教育・研究活動の歩みを振り返り、今回改めて発見できたのが、ど

うやら私の学術的な興味が、いわば＜ヒューマン・ユニバーサル＞としてのコミュニケーションにあ

ったのではないかということです。例えば 

The East is not the West. Cultures differ, and minds, feelings, and intentions in 

differing societies intermesh in differing ways. Discourse occurs, or is constrained, 

under different circumstances and has different styles for different reasons. . . . Any 

attempt to discover in Asia prototypes of the Western rhetorical canons would be 

私にとってコミュニケーション学とは 
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unavailing. It would resemble trying to measure the salinity of water with a ruler. (Oliver, 

1971, p.3) 

といった先人のことばに、ことあるごとに噛みついていたような気がします。戦争、ナショナリズム、

環境破壊、差別、格差等、人類共通・地球規模の問題がいくらでもあるなか（現在は「宇宙」（軍拡・

ごみ）の問題もあります）、いつまでも西だ東だ、我が国だ彼の国だ、と言っているわけにはいかない

だろう、というのが大きな理由かと今になって思います。 

加えて（過剰な）文化相対主義・文化決定主義への抵抗もあったかと思われます。「日本人にディ

ベートは合わない」「日本文化と議論（討論、討議、英argument、独diskurs等）は相容れない」

さらには「非建設的なディベートより建設的な対話を」等といった巷の発言を、ディベートのバックグ

ラウンドを持つ研究者として軽く看過ごすことができなかった自分の大人気無さに赤面することしき

りです。 

私がこれまで取り組んできた研究に、国や地域、また文化を超えて連帯する人々のコミュニケーシ

ョンを対象としたものが少なからずあるのは、上記のような志向のせいではないかと今考えています。

またそれ以上に、コミュニケーションに限らず、私たちの日常は絶えず研究者の期待を裏切ったり、私

たちの考える先を行ったりするのが常だというのも大きいと思っています。例えば、公権力に「包囲攻

撃という様式」（ハーバーマス、1994、xxxvi頁）で対抗するラジカルデモクラシーの言説（英Extra-

Parliamentary Opposition、独ausserparliamentarische Opposition (APO)）は、近代の代表（間

接）民主制の「発明」以降、古今東西に見られるごく普通のコミュニケーション実践です。過去10年

の日本社会に限ってみても、脱原発デモしかり、安保法案抗議行動しかり、さらには入管法改正反対デ

モしかり、時の政府・国政に対する公然の異議申し立てのコミュニケーションは枚挙にいとまがあり

ません。そのような日常の現実を目の当たりにすれば、「声を上げないのは日本人の美徳」「批判的言

説は非日本的」等といったステロタイプが何かしらの再考・変更を迫られるのは必然かと思うのです。 

日本のコミュニケーション研究者の多くは、おそらく、何らかの形で「日本＝レトリック（演説、弁

論、討論、ディベート等）不毛の地」論への対峙を余儀なくされた経験をお持ちかと思います。例えば

波多野完治（1968）は、「日本の演説にとっての不幸は大正期デモクラシーとならんで日本国民の政

治意識の高揚した昭和初年、すなわちマルクス主義の「宣伝煽動論」に、演説の地位が確立されなかっ
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たことである」（97頁）とかつて書きました。が、実際、そうなのでしょうか。例えば昭和「初年（元

年）」ではないにせよ、昭和初期の「プロレタリア文学運動」はマルクス主義的な「アジプロ（agitation 

and propaganda；宣伝扇動）」とレトリックのコラボレーションという枠組みで捉えることが可能

ではないか、といったことを書かせていただいてからもうかなりの年月が経ってしまいました。 

あるいは、この波多野の発言については、「マルクス主義の「宣伝煽動論」に、演説の地位が確立さ

れなかったこと」は「日本の演説にとっての不幸」というよりも、（あるいはそれと同時に）「日本の

マルクス主義運動にとっての不幸」と読めなくもありません。そうであれば、（これも厳密には昭和初

年・元年ではありませんが）昭和5年（1930年）に近藤栄蔵が著した『プロレタリア雄弁学』はど

う評価されるべきなのでしょう。実は、波多野完治がたまたま私の学部時代のゼミの恩師のお父上で

あったこともあり、勝手に親近感を感じ、目下、私が重点的に取り組んでいる研究がこの課題（「近代

日本のレトリックと階級闘争 ―「プロレタリア雄弁学」の理論と源流 」日本学術振興会科学研究費助

成事業基盤研究(C) ）だったりします。 

以上、恥をしのんで「私にとってのコミュニケーション学」を反芻させていただきました。JCA会

員にこんな輩もいたのか程度の、笑いのネタを提供することができましたら嬉しい限りです。 

 

引用文献 

波多野完治（1968）「日本のレトリック その心理と論理」『思想』10月号。 

ユルゲン・ハーバーマス（1994）『公共性の構造転換 市民社会の一カテゴリーについての探求（第

2版）』細谷貞雄・山田正行訳、未来社。 

Oliver, Robert T. (1971). Culture and Communication in Ancient India and China. Syracuse 

University Press. 
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日 時：2021年9月25日 (土) 13時～16時 
会 場：オンラインでの開催 
 
上記日程・会場において、2021年度第2回理事会が開催された。会長、副会長（2名）、理事14名の出席
により理事会は成立した。 
 

会長挨拶 
 貴重な土曜日にお集まりいただきありがとうございます。今日も多くの議題がありますが、特に次年度の大会
についてご審議いただくことになっております。長い時間になりますが、どうぞよろしくお願いいたします。 
 

審議事項 
【１】第51回年次大会関連 
1. 学術局 
（1）年次大会の基調講演者について（小西） 
 次回年次大会の基調講演候補者として藤垣裕子氏（東京大学教授：科学技術社会論、科学計量学）が提案され
た。審議の結果、藤垣氏に基調講演を依頼することが承認された。 
 
（2）年次大会の投稿規定の整備、および執筆用ひな形の配信について（小西） 
これまで年次大会の投稿規定が定まっておらず、学術局の作業が非常に煩雑なものになっていたことが説明さ
れた。続いて「年次大会プログラム掲載要旨およびプロシーディングス掲載原稿執筆要領」（案）が示され、こ
の案に沿って次年度の年次大会から募集をかけたい旨の提案があった。審議の結果、承認された。 
 
【２】各局 
1. 事務局 
（１）2021年度年次大会決算報告（宮脇） 
資料にもとづいて説明があった。オンライン開催（参加費無料）のために赤字となったものの、例年に比べる
と赤字が15万円ほど減少したとのことであった。審議の結果、承認された。 
 
2. 学術局 
（１）ジャーナルの投稿規程および執筆要領の改訂について（大橋） 
 WGの答申（下記4(1)参照）に沿った投稿規定改訂案が提案された。具体的には、第3条として「投稿資
格」の改訂が行われることとなる。また、配布資料（改訂案）には記載がなかったが、投稿時の年会費納入状況
に関する規定も追記したい旨の説明があった。あわせて、執筆要領についても改定案が示された。見出しの体裁
を統一する指示を追記し、「文献一覧」という表現を「参考文献」に統一するとのことであった。いずれも
2021年11月以降に発行されるジャーナルに適用されるとの説明があった。審議の結果、すべて承認された。 
 

2021年度 第２回理事会報告 
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3．その他 
（１）JCAワーキンググループ答申案（松島） 
前回理事会において「年次大会の発表資格について」を審議した際に、発表資格を含めた会員資格（会員の利
益と権限）について、ワーキンググループ（WG、メンバーは8名：小西・高永・日高・松島・松本・宮脇・守
崎・脇）を組織したうえで検討することになった。このWGによる答申（以下記載）について、資料にもとづ
いて説明があった。 
 
―年次大会口頭発表者資格について 
A. 研究論文投稿 

a. 複数著者の場合、筆頭著者が学会員であり、さらに著者の半数もしくはそれ以上が学会員であるこ
と。 

b. 発表に関しては、筆頭著者が発表代表であり、発表者の半数もしくはそれ以上が学会員であること。 
 
B. パネルについて 

a. 学会企画パネルと一般応募パネルは別とする。 
b. 一般応募パネルは、少なくとも司会が学会員であること。学会員以外が参加する場合は、応募の際に
ゲストとして相応しい理由とパネルに参加する正当性を明記すること。 

 
―ジャーナルの投稿規定と公開時期について 

a. 論文投稿は学会員のみとする。複数著者の場合は筆頭著者が学会員であり、全体の半数もしくはそれ
以上が学会員であること。編集委員会が認めた招待執筆者はその限りではない。 

b. J-Stageでの公開時期と会員への公開時期のタイムラグを無くす。 
 
―年次大会について 

a. 次回大会をオンライン開催にすることの問題点 
３年連続で対面開催をしないことになり、人的交流が減り参加者や会員の減少に繋がりかねない。
特に日本での就職を考えている若手研究者にとって対面開催で生じる発表以外の場でのコミュニケ
ーションは重要である。若手研究者が人脈を構築（維持ではない）する場を提供するべき。 

b. 学部生・修士学生の発表について 
これまでのパネルとは別枠で、会員でない学生が研究発表できる機会を設ける。優秀な学部生や修
士学生に、会員である指導教員の推薦があれば発表資格を与える。この場合、会費は免除だが大会
参加費は払ってもらう。 

c. 他学会との共催パネルを毎年開催することで、他学会会員、特に若手にアピールができるのではとの
提案がされた。学術局がやるには負担が大きいので「企画」「渉外」理事にお願いしてみるのはど
うか。 

d. 博士学生や非常勤、３０代研究者等の若手の存在が見えにくい現状がある。「就職活動経験談」「研
究資金獲得方法」などその層が興味を持つ内容のパネルを企画すれば、横のネットワークを作る手
助けになるのでは。こちらも学術局がやるには負担が大きいので「企画」理事にお願いしてみるの
はどうか。 
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 まず「年次大会口頭発表者資格」について審議された。審議の結果、「半数もしくはそれ以上」という表現は
冗長であるため「半数以上」とすることで了承された。この点に関連して、高井会長からは、非会員（特に海外
在住者）への門戸を広げるためにも「原則、半数以上」としてはどうかとの意見が出された。しかし、「原則」
の付記については、“例外”に関する基準と手続きが別途必要になるとの指摘があり、承認されなかった。また、
理事からは、学生会員が指導教員（複数：非会員）を共著者とすることも想定されるため、筆頭著者が学生会員
の場合は共著者の条件（「著者の半数以上が学会員」）を外してはどうかとの提案があった。審議の結果、この
学生会員に関する例外規定については承認された。 
 次に「パネル」について審議され、原案通り承認された。 
 続いて「ジャーナルの投稿規定と公開時期」について審議された。審議の結果、ジャーナルに限らず年次大会
発表についても、当該年度を含めて年会費未納入があれば受理しない旨を規定に明記することとなった。また、
「J-Stageでの公開時期と会員への公開時期のタイムラグを無くす」ことについては、国際文献社の業務過程で
どうしても生じるものであるため、現在のタイムラグ（1週間）を超えることがないよう改めて学術局から国際
文献社に伝えることが承認された。 
 最後に、「年次大会」について審議された。「次回大会をオンライン開催にすることの問題点」については、
オンライン開催と並行して、対面開催の可能性も探ることとなった（ハイブリッド開催はしない）。オンライン
開催or対面開催については、中部支部で改めて検討することとなった（※事務局追記：後日、中部支部からの
回答にもとづいて理事会で審議した結果、第51回年次大会はオンラインで開催されることになった）。「学部
生・修士学生の発表」については、推薦者は「会員である教員」とすることで承認された。c「他学会との共催
パネル」、d「若手向けのパネル企画」については、審議の結果、答申通り承認された。 
 

報告事項 
 
【１】第51回年次大会関連 
1. 学術局（小西） 
 資料にもとづいて「第51回年次大会」と「学会賞応募」について報告があった。まず、「第51回年次大
会」は2022年6月4日・5日を第一候補とするとのことであった。また、「学会賞応募」については、次の
ような内容で周知するとのことであった。 
 
―学会賞応募について  
・対象：本学科委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。共著・分担執筆作

品は、全執筆者がJCA会員でなくともよいが、著作への本学科委員の貢献が顕著と認められるも
の。 

・締め切り：2021年12月31日(消印有効)  
・応募資格：正会員  
・応募方法：審査用の著書3冊、および100字程度の著作概略および著者の名前・連絡先情報（著書の返

却はなし）  
・応募数量：会員1人1冊(自薦、他薦問わず)  
・問い合わせ先：下記2名に同報送信  

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  
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・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  

 
【２】各局 
１．事務局 
（１）入退会者および会費納入報告（松島） 
資料にもとづいて、会員数と入退会者の確認について報告があった。2021年9月17日時点での会員全体数
は331 名（一般会員：319 名、学生会員：11 名、準会員：1 名）との報告があった。なお、購読会員は
1、寄贈先は7とのことであった。 
 
（２）退会者への会費請求について（松島） 
以前、高井会長より事務局に「4月以降の退会者（会費未納者）には会費請求をしなくてよいか」という旨の
お尋ねがあった。これについて、事務局内で協議した結果、現行の対応を継続することとなったとの報告があっ
た。 
 
２．学術局 
（１）『日本コミュニケーション研究』第50巻第１号の刊行（大橋） 
2021年11月30日に発行予定（論文2本掲載）であり、間に合えば改定後の規定を掲載したいとの報告が
あった。 
 
（２）『日本コミュニケーション研究』第50巻第2号の刊行準備（大橋） 
2022年5月31日に発行予定（現在査読中）であり、第50回年次大会の基調講演及びシンポジウムの報告
も掲載予定との報告があった。 
 
（３）『日本コミュニケーション研究』第51巻第１号の原稿募集（大橋） 
2021年1月31日投稿締め切りであり、規定の改訂があるためHPは未修正との報告があった。 
 
３．広報局 
（１）ニュースレター128号の予定（今井） 
次号となる128号は2021年11月に発行予定となっているとの報告があった。 
 
（２）HPへの掲載情報（宮崎） 
以下の情報が学会HPに掲出されたとの報告があった（前回理事会以降、12件）。  
・2021年08月21日【ニュース】教員公募のお知らせ（武庫川女子大学）2021年9月1日  
・2021年08月18日【ニュース】集中豪雨で被災された皆さまへ  
・2021年07月30日【ニュース】九州支部ニュースレター第37号発行のお知らせ  
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・2021年07月22日【ニュース】「2021年度電気通信普及財団賞（第37回）」研究論文・著作等募集
のお知らせ  
・2021年07月22日【ニュース】教員公募のお知らせ（昭和女子大学）2021年9月22日必着  
・2021年07月07日【関連学会等案内】異文化コミュニケーション学会SIETAR Japan第36回年次大
会のお知らせ  
・2021年07月06日【ニュース】教員公募のお知らせ（国際基督教大学）2021年9月15日必着  
・2021年07月02日【ニュース】教員公募のお知らせ（武蔵野大学）2021年07月31日 消印有効  
・2021年07月01日【ニュース】教員公募のお知らせ（立教大学）2021年9月10日必着  
・2021年06月25日【年次大会案内】50周年記念年次大会の閉会について  
・2021年06月18日【ニュース】教員公募のお知らせ（椙山女学園大学）2021年7月30日必着  
・2021年06月17日【ニュース】SOLVE for SDGs (社会的孤立枠） 2021年度 公開オンラインセミナ
ー/募集説明会のご案内(7/1(木)) 

 
（３）ML／Twitterでの情報発信（松本） 
 次の2点について、報告があった。 
・HP掲載情報のうち、会員向けに共有すべきものに関してはMLにて配信をおこなっている（前回理事会以
後11件）。  

・HP掲載情報、およびそれ以外の情報（会員の新刊情報等）を含め、学会公式Twitterをつうじて発信をお
こなっている（前回理事会以後2件）。 

 
（４）旧サーバからのホームページ移行状況について（松本） 
 各支部長の協力も得ながら、支部ホームページの新設・移行について情報を集約したとの報告があった。選択
肢としては、次の３つが示されていた。 

①現行の支部ホームページをそのまま新サーバ上に移設する。 
   ②学会本体のホームページの形式にあわせて新設、もしくはリニューアルする（その場合は、各支部が費

用を負担する）。 
    ③支部ホームページは不要。もしくは学会ホームページでの発信のみとする。 
 
これらについて、各支部の希望は次の通り。 

北海道…③ 東北…① 関東…③ 中部…① 関西…② 中国・四国…③ 九州…① 
 
【３】各支部報告 
各支部報告を参照。 
 
【４】その他 
 高井会長より、もしNCAに参加できれば、その際JUCAとJCAの交流を図りたいとの報告があった。 
 また、松島事務局長からはコミュニケーション理論研究会の活動報告（3回実施済）があった。 
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学会誌に関するお知らせ 

 
2021年11月に『日本コミュニケーション研究』第50巻第1号が無事発行されました。現在は2022年5月末に
発行予定となっている第50巻第2号の準備が進められています。また、第51巻第1号の締め切りは例年通り
2022年1月末となっておりました。 
第51巻第2号の締め切りにつきましては、2022年4月1日以降にウェブサイトに掲載いたしますので、是非ご
確認下さい。投稿の際は（1）「論文」、（2）「シノプシス」、（3）「著者情報、並びに原稿作成に用いた
OS及びソフトウェアなどの情報」の3つのファイルを、下記のメールアドレス宛に添付ファイルで送付してく
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。前回のニュースレターでもお伝えした通り、先日比較的大きな改定が行われました。是非一度ご確
認ください。皆様の研究論文のご投稿をお待ち申し上げております。 
原稿を送付される際には、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:」してく
ださい。送付先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@ouj.ac.jp）までご連絡ください。可能な限り迅速に対応いたします。 
本学会では投稿された研究論文に対し、妥当性、体裁、研究方法（データ収集方法等含む）の適切性・倫理
性、分析の緻密性・独創性、そして表現の明確性・厳密性の5点の規準で査読を行っています。今回は五番目の
表現の明確性・厳密性について、お願いしたいことがあります。 
研究内容が読者に誤解なく伝わるように明確に表現するのは勿論大切ですが、この点については多くの場合査
読者からのコメントに従って修正していくことが可能です（修正できる範囲を超えると判断される場合は掲載不
可の評価が出ます）。一方、参照した文献の引用箇所の出典記載や文献表での記載方法、更には図や表の作成の
仕方などについては、著者本人の責任において厳密性を期して頂く必要があります。執筆要領の第4条には「最
新の MLA スタイル又は APA スタイルに従うこと」が明記されていますし、掲載可とされた論文の査読結果
通知の中でも然るべきスタイルにそっていることを確認して頂けるようお願いしております。編集側ではスタイ
ルについての個別の指摘は原則的に行いませんので、どうか今一度ご自身が用いられている体裁に則っているか
をご確認下さい。皆様のご協力を何卒宜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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事務局からのご報告とお願い 
 
1. マイページの利用について 
 2019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りました。マイペー
ジの中で「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、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、年会費の請求書といっしょ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。 
 
3. 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。 
 
4. 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。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】 
 

事務局報告 
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１．新刊情報提供のお願い 

広報局としては、会員の皆様の新刊情報を学会公式Twitter(@jca_1971)およびMLで発信・配信していき
たいと考えております。自薦、他薦を問わず、新刊のご著書に関する情報をお寄せいただきたく、お願い申
し上げます。ぜひ、ご検討ください。 
※学会ホームページに記載されている「基本方針」に合致しないものに関しては、学会公式Twitter等での
発信をお断りする場合がございます。ご了承下さい。 
 

http://jca1971.com/keynote 
 
２．広報局からのお知らせ 

① 広報局では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 20 ページのご案内をご参照いただき、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。 

⑤ JCA公式Twitter(@jca_1971)も適宜更新しております。是非フォローをお願いいたします。 

 
３．支部ホームページの新サーバーへの移行計画について    

現在のところ支部ホームページは、そのすべてが旧サーバー上で稼働しております。学会の新ホームページ
が新サーバー上で稼働し始めていることから、支部ホームページに関しましても今年度中を目途に、新サー
バーへの移設作業を進めたいと考えております。関係する方々にご協力いただくことになると思いますが、
どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 
 

（広報局長 松本健太郎） 
 
 
 
 
 
 

広報局便り 
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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。） 
 

  

JCAニュースレターへのご寄稿のお願い 
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（支部長 佐々木智之） 
2021年8月25日に支部役員会を行い、12月
に支部研究会を行うことを決定しました。以下の
通りご報告いたします。 
 
１．タイトル 
北海道支部研究会 
２．開催日 
   2021年12月4日（土） 13:00-15:30 
３．形式 
   完全ZOOM オンライン 
４．テーマ 
   「グループワークは有効か」 
５．流れ 
第一部 話題提供と意見交換会（全体で） 
第二部 分科会（ブレークアウトルームで複数

の部屋に） 
第三部 分科会報告と意見交換（全体で） 
６．当日の様子 
 まず話題提供として、支部長佐々木智之が勤務
校のＦＤ研修で題材となった、オンライン講義に
おけるグループワークの現状や問題点について、
まじめな学生が負担を感じる例、リーダー不在時
の困難、フリーライダーの弊害といった具体例を
提示しました。  
 次に、自己紹介を兼ねて、参加者みなさんがオ
ンライン講義の取り組みについて簡単に報告しま
した。その中から、それぞれの大学に固有の実態
と共通点の両方が浮き彫りになっていきました。
共通点として、教師側がサポートしてもグループ
活動にすんなり入っていけない学生がいることが
確認されました。 
 グループに分かれての分科会は、参加者が学生
の気持ちを実感する機会となりました。グループ
にされた直後に起こるのが、沈黙です。そしてだ

れかの開口一番と共に発言のパスが続いたり、時
には途切れたりする。徐々に情報の共有化が図ら
れながら進行していきました。 
 最後に分科会ごとの報告があり、そのあと参加
者全員が感想を述べて終わりました。異口同音に
この会が有意義であったことが確認できました。
いくつか紹介します。 
「学生の戸惑いを味わえた」「オンラインだと
マスクなしなので表情がわかるのが良い」 
「なんとなくやっていたグループワークに明確
な目的を見出せた」「コミュニケーション研究の
ヒントがたくさん得られた」「明日からの組織マ
ネジメントに生かせる点があった」 
 今回のタイトル「グループワークは有効か」に
ついては、諸々の条件があることを前提に、その
有効性について考える貴重な場となりました。今
後も日常の実践を題材とした研究会を企画してい
きます。             
 

 
 

（支部長 関 久美子） 
昨年11 月13 日（土）、2021 年度大学英語
教育学会（JACET）東北支部例会・日本コミュニ
ケーション学会（JCA）第22回東北支部研究大
会 をJACET東北支部と合同でオンラインにて開
催しました。 

支部ニュース 
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JACET東北支部の金子淳先生（三重大学）、
畠山研先生（秋田大学）から「機械学習モデル
（AI分析）による、理数教育と英語教育の連携を
踏まえた、中学校「総合的な学習の時間」調査研
究」と題して、そして本支部の小林葉子先生（岩
手大学）から「フィリピン人講師による英会話レ
ッスン受講者への調査：ネイティブ志向との関
係」と題して、2本の研究発表がありました。 
大会後半は「対面授業/オンライン授業の評価

と教育の行方」をテーマに座談会を開催し、自由
な意見の共有が行われました。学会長の高井先生
にもご参加いただき、それぞれの大学でのコロナ
禍における教育の現状や抱える問題、また授業評
価における具体的な取り組みなどについて、改め
て多くの意見が交わされました。全体の会が終わ
ってからも引き続きオンラインで「二次会」が開
催され、両支部の交流の意味でも大変よい機会と
なりました。 
3月13日（日）には2021年度東北支部定例
研究会をオンラインで開催予定です。当日のプロ
グラムは決まり次第、東北支部のブログ
（http://tohokucaj.jugem.jp/）にも掲載いたし
ますが、関（kseki［＠を入れる］n-
seriyo.ac.jp）までご連絡いただければお送りいた
します。また、ご参加希望の方も関までご連絡く
ださい。 

 
 

 
（支部長 森泉 哲） 

イブニング研究会開催報告 
秋の深まりを見せる2021 年11 月5 日
（金）の夕方1時間、オンラインで研究会を開催
しました。友池梨紗先生（愛知淑徳大学）に「日
本的恋愛コミュニケーション研究の発展に向け
て」というタイトルで、ご自身が著された博士論
文の内容と現在どのようにその内容を発展されて
おられるのかについてお話いただきました。結婚
相談所での取り組みなど実践活動を含めたお話
で、とかく大学生間での恋愛関係という矮小化さ

れた対象の話になりがちであった本研究分野を親
密な他者とのコミュニケーションの課題として取
り上げておられ、活発な議論がなされました。 
今回は平日の夕方に研究会を短時間実施しまし
たが、支部内外から10数名の参加者があり、大
変盛会となりました。主催者として、週末だとな
かなか日程が合わなく、半ばやけっぱちで（？）
平日夕方開催としましたが、怪我の功名でむしろ
気軽に参加していただけたのではないかと思いま
す。ご発表いただいた友池先生はじめ、ご参加い
ただきました先生方ありがとうございました。 
 
支部大会開催のお知らせ 
 例年3月に開催しております支部大会を以下の
ように開催いたします。多くの方のご参加をお待
ちしております。今回は、「多文化社会×ジャー
ナリズム」という視点から、名古屋のテレビ局の
一つである中部日本放送（CBC）の制作に携わる
難波氏がてがけたドキュメンタリー映像「ボーダ
ー 心のままに生きる「性」」（2016年）をまず
は視聴し、その後難波氏よりご講演いただきま
す。その後フロアの方とディスカッションをしな
がら本問題を深めていければと考えております。
参加希望の方は、森泉までご連絡ください
(moriizum[＠]nanzan-u.ac.jp)。追って、接続先
をお伝えいたします。 
 
日時：2022年3月5日（土）14：00～17：
00 
方式：オンライン（Zoom） 
日程： 
14:00 開会 
14:05 「ボーダー 心のままに生きる「性」」 

上映会 
14:50  休憩 
15:00  講演 
    難波将司氏（CBCクリエイション） 
15:50  休憩 
16:00  ディスカッション 
17:00  閉会 
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なお、支部大会に先立ち13:00より支部運営委員
会を開催します。支部長、運営委員の改選時期と
なりますので、支部会員であればどなたでも参加
いただけますので、多くの方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、COVID-19感染拡大影響を受
け、第19回関西支部大会を2021年11月13
日（土）にオンライン（Zoom）で開催いたしま
した。関東、中部、九州支部からのご参加も含め
て延べ20名の皆さまの御参加をいただき、「コ
ロナの時代における他者への共感」というテーマ
での大会を実施いたしました。 
当日は、支部総会終了後、塙幸枝先生（成城大
学）によるご講演、続いて関西支部運営委員によ
るパネルディスカッションがおこなわれました。 
 
2021年11月13日（土曜）13:00～ 
大会テーマ：  
「コロナの時代における他者への共感」 
 
基調講演：  
「障害者表象をめぐる共感的視聴の（不）可能性
―障害者と笑いの関係から探る」 
塙 幸枝 先生（成城大学） 

 
パネルディスカッション： 
「コロナの時代における他者への共感」 
日高 勝之（立命館大学） 
守崎 誠一（関西大学） 
小山 哲春（京都ノートルダム女子大学） 

 
 塙先生のご講演後には、（関西支部名物？）１
時間を割いての参加者による活発な議論が交わさ
れました。今大会のテーマであった「共感」への
様々な視点と主張が交叉し、コロナ禍、アフター

コロナ社会における共感的コミュニケーションの
在り方への批判的洞察を深める貴重な機会となり
ました。ご参加いただきました皆様、誠にありが
とうございました。 
 なお、初の試みとして、大会後に「オンライン
飲み会」を実施いたしました。それなりの充実感
はあったものの、そしてオンライン研究会のメリ
ットは認めつつも、やはり懇親会を含めた人間同
士の交流における対面コミュニケーションの重要
性と渇望を改めて認識する場ともなりました。 
 
 
 
 
 
 
 
 

オンライン懇親会の様子 
 
 関西支部では、春期研究会を2022年3月5日
（土）にオンラインで開催することを決定してお
ります。詳細が決まりましたらHP、NL等でご案
内いたします。皆様是非ご参加ください。 
 
 
 
 

（支部長 谷口直隆） 
第 24回支部大会についてのお知らせ 
 
中国四国支部では、延期しておりました第24
回支部大会について、以下の要領で開催すること
といたしました。 
 
中国四国支部 第24回支部大会 
日程：2022年3月13日(日)13:00～15:00 
形式：オンライン(Zoom)  参加費：無料 
全体テーマ：コミュニケーションとオンライン 
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 2019年末からのコロナ禍の影響はまだ収束を
見ませんが、この影響もあってオンラインでのコ
ミュニケーションに大きな注目が集まるようにな
りました。しかし、オンラインのコミュニケーシ
ョンは2019年以前にすでに広がっており、特に
若年層の間では不可欠と言っても過言ではないコ
ミュニケーション環境及びツールとなっていま
す。そして、その環境やツールはコミュニケーシ
ョンの内実や様相はもとより、コミュニティ形成
の方法やコミュニティのあり方そのものにも影響
を与えているように見えます。 
 本大会では「コミュニケーションとオンライ
ン」について多様な実態についての報告や、それ
について複数の視点からの考察が行えればと考え
ています。自由研究発表の形で行いますので、奮
ってお申し込みください。 
 
ご発表・ご参加を検討いただけますと幸いで
す。他支部からの参加等も歓迎いたします。 
発表の申込及び参加申し込み、ご質問につきま
しては、広島修道大学 谷口：（ntaniguc［＠を入
れる］alpha.shudo-u.ac.jp)までご連絡ください。 
 発表申し込み締め切り：3月9日(水)17:00 
 参加申し込み締め切り：3月11日(金)17:00 
 
 
  

（支部長 吉武 正樹） 
金！これが2021年の「今年の漢字」に選ばれ
ました。私個人は、金メダルをいただけるような
評価を各所でいただいた気もしませんし、金字塔
を打ち立てる業績もありません。だからと言っ
て、懐が暖かくなった感じもまったくありませ
ん。どうも「今年の漢字」に無縁の年だったよう
です。 
一方、九州支部としては、無事に支部大会を開
催し、支部紀要も発行することができ、例年通り
のホットな年となりました。 

まず11月６日（土）、（結果的にお「金」の
かからない）Zoomにて、第28回九州支部大会
をオンライン開催しました。 

第28回九州支部大会参加者との記念写真 
 
今年度の大会テーマは「コロナ禍での教育」。
２回連続のリモートとなるなか、少しでも互いを
近く感じる会であってほしいという願いから、同
テーマのラウンドテーブルを設けました。担当し
た最初の短い発表で「金」言の一つぐらい言えた
らよかったのですが、各グループでは活発な議論
がなされたようで、企画者としては安堵していま
す。 
その後、５つの研究発表がありました。テーマ
も、オンラインの講習やＷｅｂを使用した授業と
いった大会テーマに直結するものから、高等学校
国語科の分析、会社における危機コミュニケーシ
ョン、記憶の継承など、筋「金」入りの研究者の
多様な関心が反映された、どれも聞き応えや議論
し甲斐があるものばかりでした。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
塚本泰造先生（宮崎大学）の発表の様子 
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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 
 

 

最終的には計19名の方にご参加いただきまし
た。他支部から５名、私が指導する学部学生１名
を含む２名の非会員の方々の参加もあり、おかげ
さまで盛会に終えることができました。ご参加い
ただいたみなさん、ありがとうございました。 
九州支部のもう一つの柱である支部紀要『九州
コミュニケーション研究』第19号ですが、11月
末に九州支部ウェブページにて公開されました。
上土井宏太さん（九州大学大学院）の「授業・課
外活動におけるオンラインディベート実践の可能
性と課題」、筒井久美子先生（立命館アジア太平
洋大学）、上原優子先生（立命館アジア太平洋大
学）、藤原義嗣先生（梅光学院大学）の「多文化
共生社会に向けて―日本と韓国における多文化政

策と意識をもとに―」、そして平野順也先生（熊
本大学）の「On Politics and the Diffusion of 
Passivity」という３本の研究論文が掲載されてい
ます。ぜひお読みください。 
コロナ禍になってから、２年が経ちました。研
究活動や支部活動が制限されるなかではあります
が、支部長として最終年度になる2022年度、み
なさんと一緒に少しでも支部を盛り上げたいと思
っています。多くの重鎮がいらっしゃった、かつ
ての黄「金」時代のような活動に近づけるよう
に。 
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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、編集後記を書いているこの時、窓の外では雪が降っています。これを書いている今が年末か新年
か、というところは、執筆者の方々には年末に原稿締め切りを設定させてもらっていましたので、明
言は控えさせていただきますが（笑）、今年の冬もかなり寒いようです。新型コロナウイルスの影響
で人々の生活が大きく変わり、そんな日常も２年が経ってしまいました。新たなオミクロン株の出現
で、また振り出しに戻ってしまったような、そんな悲壮感を雪が彩っているようにも思えます。しか
し、こんな時だからこそ、人と人とのつながりに重要な役割を担うコミュニケーションの力を実感し
ています。私達一人一人にできることは限られているかも知れませんが、学会として人と人の力をつ
なぎ合わせれば、コロナに負けずに豊かな生活を維持できるとも信じています。今年も学会に微力な
がら貢献していきたいと思っております。何卒どうぞよろしくお願いいたします！個人としては、ま
ずは届いた年賀状の返事から、、、 

広報局 ニュースレター担当 今井達也 
 
表紙写真提供：平田淳 様 

編集後記 


