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死（者）に向き合う 

 
日本コミュニケーション学会関東支部長 田島 慎朗（神田外語大学） 

 

2022年は、世界中で多くの著名人や要人が亡くなった。これを執筆中にも、エリザベス2世の国葬が

執り行われ、安倍首相の国葬についての議論が社会全体を巻き込んで行われている。お二方だけではな

く、テレビやラジオのニュースでもコロナ禍にもかかわらず、そしてコロナ禍であったが故に、亡くなっ

てしまった方が多くいる。また、ほかの方々も各々の理由により、この世から旅立たれた。 

 筆者も今年に入ってから目にした訃報のいくつかに大きく心を動かされ、落ち込むことが多くあった。

しかし、そのなかのいくつかの「落ち込み方」には、いくばくかの違いがあるように思えた。こうした経

験を通じて、最近の訃報に感情を動かされると「私はなぜ、何に対して、何を感じているのだろうか」と

考えるようになった。そこで、今回は死を悼む行為について、ここに一つ文章をしたためてみたいと思

う。暗い話題になってしまって申し訳ないが、こういう時節柄だからこそ触れることができる話題なの

で、少々お付き合いいただけると幸いである。 

 2022年1月某日、水島新司先生の訃報を知った時、私は純粋な気持ちでその死を悼み、水島先生の功

績をたたえるとともに、ご冥福を心から願えたように記憶している。不幸なことに、私は先生の漫画ドン

ピシャ世代ではない。しかし小学校の時『ドカベン』は一通り読んだ記憶があるし、当時から中学校ごろ

まで、親が買ってくる漫画雑誌の『あぶさん』を楽しみに読んでいた。作画中あるキャラクターが三振す

るネームを作ったのに、ペンを入れたらいつの間にかホームランを書くストーリーになっていたという超

人的なエピソードも伝え聞いていたし、引退宣言をしたことも知っていた。だから、訃報を聞く前までは

「一時代を築いた偉大な漫画家が、華麗に自身のキャリアの幕引きをした」という印象を持っていた。そ

のおかげで、水島先生の訃報は私のなかに受け入れられ、純粋にその死を悼むことができたのではないか

と思う。 

巻 頭 言 
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 もう一つ、10年近く前のことになるが、大学学部時代からお世話になり、今勤める大学では同僚とし

て仲良くさせていただいた臼井直人先生について、ここに書いてみたい。初めてお会いした時の先生は快

活で気さくな方で、当時私は大学一年生か二年生だったと思う。他大学（注：大学別の競技会場でお会い

したので）の、変な恰好をして、生意気で不愛想な（注：当時、私は一部のネット界隈でそんな噂がたっ

たことがある。懐かしい思い出である）私にも明るく接していただき、コミュニケーション学の分野には

なんと素晴らしい方がいるのだろうと感動したのをよく覚えている。時が経ち、私が現在の勤務校に勤め

始めた時には、先生は体調を崩されることが時折あった。ただ、それ以上に、そのことで教育をはじめと

する学務に滞りをきたすことをたいそう気にされていた。研究室で幾度となく世間話をした記憶もある

が、それ以上に、休職されたために「いつもドアが開いていた」と言われていた研究室が閉まっている様

子を横目に通りかかる機会のほうが多かった。 

  臼井先生が亡くなられたという一報を受けたのは、学期中の私の授業日であった。休み時間に電話で

呼び出された先は臨時会議中で、主任の先生ならびに何人かの先生方が臼井先生の授業を受け持ってくれ

る人を探しているところだった。そこで先生が亡くなったことを聞いた後、臼井先生のクラスを変わって

受け持っていただける先生をあてがう作業に途中参加した。すべての授業について受講生に連絡をして進

行状況を把握し、学期途中にも関わらずクラスを担当していただけた先生方には引継ぎをして、私も一部

の授業を引き継いで担当することになった。そのため、この学期はかなり忙しかったのを覚えている。ま

た、学期終了後には先生の研究室にお邪魔して、教材の一部を遺品として引き取ったり、年度末に行われ

た偲ぶ会についての打ち合せを関係者の職員・教員の先生方と行ったりしながら過ごした。先生の研究室

の様子は今でもはっきりと頭の中に残っているが、それは亡くなった後に職員の方と研究室に入った時、

とても悲しかったからだろうと思う。 

 忙しかったその年から、早くも十年近くが経過してしまった。ただし、亡くなられてからの数年間は、

先生の死に向き合えている実感はまるでなかった。先生が亡くなった年こそ忙しかったものの、その後は

新しい先生も補充され、クラス運営などがだんだんと通常通りに戻っていった。大学にいると、幾度とな

く臼井先生を思い出すことはあったが、「学生に不安や不満を抱かせぬようクラスを運営するというのは

先生が一番危惧していたことだったから」という理由をつけて臼井先生への思いを脇へ押しやり、その場



Japan Communication Association                           Newsletter 131 (November, 2022) 

 3 

をやり過ごした。しかし、そのような思考の整理の仕方をして日々の仕事に自らを忙殺させることは小泉

（1997）が指摘するように世俗的なもので、先生の死に向き合うことではなかったのだ。 

 それに気づいたのは、恥ずかしながら何度か先生の墓参りに行った後だったと思う。何度か繰り返し墓

参りをしながらさまざまに思いをめぐらすうちに、また皮肉なことだが、ほかの方の追悼記事をここ何年

かで目にするときに何度か先生を思い出すなかで、次第にすっきりとしたかたちで先生の死と向き合える

ようになってきたような気がする。こんな時期に、＜ナショナル＞なものに対する対抗心のあった先生の

ことを思い出すとは、皮肉なものだ。しかし、臼井先生からは、生者との向き合い方と同様に死者との向

き合い方にも様々あることを、今も勉強させてもらっている気がする。 

引用文献： 小泉義之（1997）『弔いの哲学』河出書房新社  
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宮脇 かおり（桃山学院大学） 

「普通」というのは、目に見えない。「普通に

しなさい」と言われても、みんなが期待する「普

通」って何だろう。「普通」ではないことは、悪

いことだろうか。私にとってコミュニケーション

学とは、「普通」を疑うことを可能とする視点を

提供してくれる、そして「普通」を疑うことを肯

定してくれる、ひねくれ者の自分が出会えた居心

地のよい場所である。 

  私がコミュニケーション研究の世界に飛び込

むことになったきっかけは、学部生の頃に取り組

んでいた ESS でのディベート活動である。大学

３年生、引退間近のシーズンの論題は「日本政府

は子どもが産まれた男性正規社員に育児休暇取得を義務付けるべきである」だった。米国から講師を

招いてのワークショップに参加する機会に恵まれ、そこで衝撃的な出会いがあった。Kritikという、論

題に潜む価値観そのものを否定するという議論である。ワークショップでは「論題は異性愛を前提と

している」ことが指摘された。今でこそ当然に思える議論だが、当時のESSディベートではなかった

類の議論であり、そこに強く惹かれた私はその後の試合でもそういった議論を展開していた（そして

よく負けていた）。「普通」の持つ暴力性に気づき、コミュニケーション研究、その中でもディベート

出身者が多いレトリック研究に興味を持った。大学卒業直前には日米交歓ディベートに参加する機会

にも恵まれ、米国の大学院でディベートやレトリックの勉強をすることに強い憧れを抱き、数年かか

ったが留学することができた。 

  大学院でまず衝撃的だったのが、ジェンダーとコミュニケーションの授業で Personal is political

（個人的なことは政治的なことである）というスローガンを知ったことだった。これまでの人生で感

私にとってコミュニケーション学とは 
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じてきた違和感（子どもの頃は「女の子は足を閉じて座りなさい」「女の子はもっと丁寧に喋りなさ

い」、大人になったら「男を立てなさい」「男を論破してはだめ」「結婚は若いうちに」など）がふつ

ふつと蘇った。そういったことに違和感を感じる私は「普通」ではない、少数派の変な人間なのだと思

っていた。その違和感は間違っていない、むしろ生活の中に織り込まれて無色透明化したジェンダー

規範に気づくことができていたのだ、とこれまでの自分を肯定的に捉え直すことができた出来事だっ

た。 

  ジェンダー以外にも、米国での生活を送る中で、自分の人種や国籍を意識することになった。黒人エ

リアのスーパーで買い物をすると、やたら視線を感じる。キャンパスを歩いていると、やたら中国語で

話しかけられる。初めて話す人には「日本人なのに英語上手だね」と褒められる（と同時に日本人が貶

される）。こうした経験から、ステレオタイプやアイデンティティといった異文化コミュニケーション

の概念にも興味を広げた。 

  現在はコミュニケーション研究の中の「普通」を問い直すことに関心がある。長年お世話になってい

る諸先生方に助けられながら、ミシェル・フーコーのパレーシア概念を軸に行為主体を考え直したり、

精神分析の知見を参照しながら物（特にぬいぐるみ）と人とのコミュニケーションの可能性を探って

みたりしている。これらのテーマを追求していく中で、コミュニケーション研究はもとより、哲学、社

会学、メディア論、記号学、心理学といった隣接領域からも学ぶべきことは山積みである。初めてコミ

ュニケーション研究に出会ってから今まで、退屈している暇はなかった。 

  ふと部屋を見渡せば、テレビ画面を指でスクロールさせようとしている1歳の息子と、YouTubeの

おもちゃ紹介動画を真剣に見ている4歳の娘。私が子どもの頃とは全く違う環境の中で生活している

子どもたちを眺めながら、コミュニケーションの形は私がおばあさんになる頃には大きく様変わりし

ていくのだろうな、と思いを馳せる。その時になっても、コミュニケーション研究は「普通」を覆す沢

山の知見を生み出し続けてくれていると期待するし、私も微力ながらそこに貢献していきたいと思う。 
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日 時：2022年5月29日(日) 13時～16時 
会  場：オンラインでの開催 
 
参加者：23名（敬称略） ※前理事も含む 
守﨑、高永、小山、松島、宮脇、小西、日高、内藤、大橋、松本、今井、宮崎、高井、五島、宮原、末田、水
島、會澤、関、田島、毛利、谷口、吉武 
 
欠席者：3名（敬称略） 
佐々木、森泉、脇 
 
議長：守﨑(会長) 
司会：松島(事務局長)  
書記：脇(副事務局長) ※後日、録画・録音を確認 
 

会長挨拶 
 お忙しい中、お集まりいただきましてありがとうございます。まだ会長という意識はないのですが、これから
徐々に実感がわいてくるものと思います。今後とも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）年次大会の発表資格について（小西） 
     小西学術局長より、資料にもとづいて以下のような説明があった。 
  
     ―年次大会の「発表のカテゴリー」「参加費」「投稿規定」の整備について 

ニュースレター128号の投稿規定と、ニュースレター129号の「答申案」議事録をもとに、続く
①～④についてご審議いただきたい（表1参照）。 

 

 

 

 

 

2022年度 第1回理事会報告 
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表1：ニュースレター128号の投稿規定と、ニュースレター129号の「答申案」議事録の記述の違い 
 ニュースレター128号 

投稿規定 
ニュースレター129号 
「答申案」議事録 

発表カテゴ
リー 

(1) 研究発表 
質疑応答を含む３０分程度の、論文発表
を前提とした研究発表 
(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―１２０分程度の自由企画。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で、学術局に
ご相談のこと。 

(1) 研究論文投稿 
（※研究論文投稿＝研究発表とみなすと
よいのでは？） 
(2) パネルについて 
（※パネル＝企画セッションとみなすと
よいのでは？） 
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。 

 
 

①会員へのサービスという観点から、「研究発表」（投稿規定）と「研究論文発表」（「答申案」
議事録）、そして「企画セッション」（投稿規定）と「パネル」（「答申案」議事録）について
は、それぞれ同一のものとみなす。 
②「企画セッション」の下位区分として「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」を設けて、それらを「学会企画のもの」と「一般応募のもの」に区分
する。 
③費用については、「非会員の参加者」「非会員の院生の参加者」いずれであっても、大会参加費
を徴収する。 
④「研究発表」「企画セッション」に非会員が含まれる場合、筆頭著者や企画セッション代表者で
ある本学会正会員（一般会員または学生会員）が申込時に必要な情報を提供する。 

 
―投稿募集のニュースレター原稿原案（2023年度年次大会向け） 

 上記の整備案をふまえると、次のような投稿募集となる。これについてもあわせてご審議いただきた
い。 

 
【募集内容】 ※赤字が変更部分 

〇応募締切：2023年2月1日  
〇申し込み方法：メールにて申し込み。添付書類として、プログラム掲載用要旨（「要旨」）、プロ

シーディングス用原稿（「原稿」）を送付する。その他、「企画セッション」の場合
には必要に応じて「非会員の参加の理由とその正当性」に関する文書を提出する。 

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研究発表 
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90～120分程度の自由企

画。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
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文発表、模擬講義など。その他の企画案も可能で、学術局にご相談のこ
と。 

〇応募資格 
「研究発表」： 
1. 単独発表の場合はJCA正会員であること。 
1.a. 会員の教員により推薦された非会員の学部生および修士課程の学生は、1.の条件は当てはま

らない。 
2. 共同発表の場合、筆頭著者がJCA正会員であること。 
2.a. 筆頭著者が正会員（一般会員）である場合、著者の半数以上が学会員であること。 
2.b. 筆頭著者が正会員（学生会員）である場合は2.a.の条件は当てはまらない。 

3. 共同発表の場合には、筆頭著者が当日の口頭発表代表であること。 
3.a. 筆頭著者が正会員（一般会員）である場合、口頭発表者の半数以上が学会員であること。 
3.b. 筆頭著者が正会員（学生会員）である場合は3.a.の条件は当てはまらない。 
4. 研究発表を行うJCA正会員は申込時に2022年度までの会費を納入していること。 

 
「企画セッション」： 

司会がJCA正会員であること。JCA会員以外が参加する場合は、司会担当者/企画セッション
代表者が（追記）応募の際に参加者としてふさわしい理由と参加の正当性を明記すること。JCA
会員は申込時に2022年度までの会費を納入している。 

 
 まず、年次大会におけるワークショップや模擬講義について、学会として様々な選択肢を用意してお
くことは重要であり、引き続きこれらの実施形態を設けることが確認された。 
 これとは別に、発表カテゴリーを「研究発表」「パネル（会員が企画・応募）」「企画セッション
（学会側が企画）」の3区分にしてはどうかとの意見が出た。審議の結果、発表カテゴリーを「研究発
表」「パネル（会員が企画・応募）」「企画セッション（学会側が企画）」の3区分とすることになっ
た。 

 
【2】各局 

1. 事務局 
（１）2021年度決算と2022年度予算案について（宮脇） 
  宮脇副学術局長より、資料にもとづいて下記のような説明があった。 

 
―2021年度決算報告 
◆収入の部 
・全体としてこれまでと大きく変わった点はない。 
・会員数の減少と収入の減少（会費未納者も含む）が目につく。 

   ・年次大会（オンライン開催）の参加費を無料としたために、これに関する収入は無かった。 
 

   ◆支出の部 
・全体としてこれまでと大きく変わった点はない。 
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・支部ホームページのサーバー移行費は44,000円の支出となった。なお、移行はすでに完了して
いるため、これは2021年度に限った支出である。 

・年次大会をオンライン開催にしたことで、年次大会関係費が例年よりも低く抑えられた（91,770
円）。また、赤字幅も例年に比べると小さくなった。 

・学術事業費における基調講演の書き起こし（アルバイト雇用）は、33,000円の支出となった。 
 

―2022年度予算案 
◆収入の部 

・例年に比べると、繰越金が多くなっている（726,281円増）。これは、2021年度年次大会関係
費の赤字が減少したことと、支部活動助成金の申請がなかったことによる。 

・年会費については、会員数の減少が続いていることと未納者がいることから、例年よりも少なく
見積もっている（50,000円減）。 

・年次大会関係費については、2022年度は大会参加費が有料（2,000円）となったので、参加者
70名と想定して126,210円を見込んでいる。 

  
       ◆支出の部 

・ジャーナル発行費は、2020年度と同様800,000円（350部発行）とした。これは、2021年度
に発行数を減らしたものの（300部発行）、追加発行と手続き代金が必要となり、結果として支
出が増えてしまったためである。 

・年次大会関係費と学術事業費は、2021年度から大きな変更はない。基調講演の書き起こし代金
については2021年度の実績に従った。 

・支部活動助成金についても例年通りである。なお、この助成金は支部からの申請があった場合に
支給される。ただし、原則として、支部残金が50,000円以下の場合に限って申請を認める。 

・支部大会助成金も例年通りである（一支部につき一律30,000円）。 
・そのほか、研究者育成助成金もこれまで通り40,000円を計上している。具体的な助成内容とし
ては、ジャーナルの抜き刷り無償提供と年次大会参加費の一部免除である。 

 
     審議の結果、いずれも承認された。 
 

（２）議事録等の共有・引き継ぎのためのDropbox開設について（松島） 
     松島事務局長より、理事間での議事録等の共有や新理事への引き継ぎをスムーズにするために、

Dropboxの学会アカウントを取得・開設したい旨の説明があった。ファイルにアクセスできるのは理
事のみであり、パスワードは理事が変わるたび（2年ごと）に変更する。また、容量が大きくなれば
有料（年間１3,000円程度）となることも、合わせてご審議いただきたいとのことであった。 

     審議の結果、いずれも承認された。基本的にファイルは事務局が管理するので、もし理事間で共有し
たいファイルがあれば、事務局へ連絡するようにということであった。 

  
 
   （３）会費未納による除名への救済措置について（松島） 
     松島事務局長より、資料にもとづいて、経緯と対応案に関する説明があった。 
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     今回、会費滞納（3年以上）によって24名の方が除名対象者となり、このうち「完納（2名）」
「退会申請あり（3名）」以外の19名が除名となった（会則第12条とその内規に基づく）。未納分
の納入期限を2022年5月20日としていたが、除名となった方から、納入期限後に会員継続の意思が
示された（5月25日付けで未納分も完納）。 

     原則として期限後の申し出は受け付けられないが、近年の会員減少傾向や本人の強い会員継続意思に
鑑みて、救済の可能性を探りたい。ついては、「除名取り消し」や「正会員への速やかな復帰（再入
会）」といった救済措置の可否についてご審議いただきたい。また、今後、滞納分の納入期限後（＝
除名後）に会員継続の意思が示された場合、今回のように理事会でその対応を審議することも合わせ
てご検討いただきたい。 

     審議の結果、すべて承認された。すなわち、今回除名後に会員継続の意思を示した方については、
「除名取り消し」として引き続き正会員とする。また、今後同様の事態が発生した場合は、理事会にて
対応を協議する。さらに、除名候補が判明した時点で支部のほうへ連絡することとなった。 

 
2. 学術局 

    （１）ジャーナル第51巻の発行について（内藤） 
       内藤副学術局長より、資料にもとづいて、ジャーナル発行に関する現状説明と今後の対応につい

て説明があった。 
       現在、査読中の原稿が「掲載不可」となり、修正中の原稿もないために、第51巻第1号に掲載

予定の論文がないという状況になっている。こうした状況になった場合の対応として、次のことが
前回理事会において承認済である。 

 
       ・現在査読中の第51巻第1号への投稿論文がいずれも査読を通らなかった場合は、第51巻第

1号の発行を（2022年11月末日ではなく）2023年5月末日とし、以降5月に発行する号
を第1号、11月に発行する号を第2号とする。 

 
        これに従うと、第51巻第1号は2023年5月発行、第51巻第2号は2023年11月発行とな

り、2022年度はジャーナル発行実績がなくなる。一方、投稿規程第7条（「発行回数・時期」）
によれば「1）原則として年1巻発行する」とある。今年度の発行について改めて検討をお願いし
たい。学術局としては次のことを提案する。 

 
              ・第51巻は第1号・第2号合冊として、2023年1月頃に発行する。掲載内容は第51回年

次大会（2022年6月開催）関連の論考とする。 
              ・その場合、第52巻の締め切りを2022年9月末日まで延長し、投稿された論文は2023年

7月発行第52巻第1号として扱う。 
 
     以上の案について、審議の結果すべて承認された。 
 
    （２）執筆要領について（内藤） 
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      内藤副学術局長より、資料にもとづいて、「執筆要領」の修正に関する説明があった。執筆要領の
第4条5)と第5条5)において、「参考文献」と「引用文献」という記載の不整合がみつかったた
め、第4条5）を「参考文献」→「引用文献」へと変更したいとのことであった（下記参照）。 

 
          ―執筆要領：第4条（書式上の注意） 
          〈修正前〉 
            5) その他，図や表の表記法，引用の仕方，及び，参考文献一覧の作成方法等の書式の細部につい

ては，最新の MLA スタイル又は APA スタイルに従うこと．但し見出しについては全てポイ
ントシステム（例：１．はじめに／１．１． 研究の目的／１．１．１． …など）で統一す
ること.  

  
         〈修正後〉 
            5) その他，図や表の表記法，引用の仕方，及び，引用文献一覧の作成方法等の書式の細部につい

ては，最新の MLA スタイル又は APA スタイルに従うこと．但し見出しについては全てポイ
ントシステム（例：１．はじめに／１．１． 研究の目的／１．１．１． …など）で統一す
ること. 

 
          ―執筆要領：第5条（体裁） 
            5) 原稿は題名，氏名，所属，アブストラクト，本文，註，引用文献，付録から構成される． 
 
      以上のことについて、審議の結果、承認された。 
 
【３】その他 
   會澤東北支部長から、「年次大会において支部会のみの参加となる場合、大会参加費の支払いは必要か」

旨の質問があった。本学会において参加費有料のオンライン開催は第51回年次大会が初めてであり、この
ような参加形態は想定されていなかった。このことを受けて松島事務局長より、審議事項として協議いた
だきたいとの要請があった。 

   審議の結果、第51回年次大会については、「基調講演と全体シンポジウムは参加無料」「それ以外（支
部会含む）は有料」とすることになった。これはすでに会員に周知済みの情報でもある。今後の年次大会
における対応については改めて検討する。なお、會澤東北支部長からは、支部活動への参加のみを希望す
る会員がいる旨も申し添えられた。 

 
報告事項 

 
【１】第51回年次大会関連 
   1. 学術局（小西） 
    小西学術局長より、資料にもとづいて以下の報告があった。 
 
   （１）最終応募件数、発表件数 
     個人発表12件、パネル発表3件の応募があり、すべて発表を許可した。 
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   （２）基調講演について 

基調講演の演題は「危機・人間・共同体―令和日本のデザイン―」となった。昨年度同様、大会後
に基調講演を書き起こしてジャーナルに掲載予定である。 

 
   （３）2023年度第52回年次大会について 
     大会テーマなど、現在の予定は次のとおりである。 
     ・テーマ：「AIとコミュニケーション」 
     ・日時：2023年6月の週末 
     ・場所：立教大学（予定） 
     ・大会実行委員会：師岡淳也先生および関東支部 
     ・形式：未定 
 
   ２．その他（高井） 
    高井理事より、資料にもとづいて、第51回年次大会の業務担当（司会・ホストなど）と業務内容が確

認された。 
 
【２】各局 
   １．事務局 
    （１）2021年度決算の監査について（宮脇） 
      宮脇副事務局長より、2021年度決算について、藤巻監事と川内監事に監査を依頼し終了した旨の

報告があった。また、総会当日の監査報告は藤巻先生にお願いしているとのことであった。 
 
    （２）研究者育成支援助成金の告知について（宮脇） 

宮脇副事務局長より、資料にもとづいて次のような報告があった。 
研究者育成支援助成金（予算40,000円：ジャーナル抜き刷りも含む）の一部を利用した大会参加

費補助について、すでに事務局から提案を行い、会長・副会長の承認を得て年次大会申し込みフォ
ームで告知を行っている。理事会の審議を待たなかったのは、理事会開催後では告知期間が短いと
判断したためである。また、今回の補助対象は発表者のみとした。告知文は以下の通り。 

 
      ―研究者育成支援のための大会参加費補助について 
       日本コミュニケーション学会では研究者育成支援の一環として、以下の条件をすべて満たし、期

限内に連絡をいただいた方に、年次大会参加費の補助を行います。補助できる金額は応募者の人数
確定後に決定します。 

 
      研究者育成支援助成金対象者 
       以下の条件をすべて満たす者 
       (1)2022年度JCA年次大会の個人発表者、もしくはパネル報告者、司会者、応答者として発表

を予定している者 
       (2)院生もしくは修了（満期退学を含む）後５年以内 
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       (3)応募時点でJCA会員である 
       (4)応募時点で無職もしくは非常勤である（１年を超える任期があるものは除く） 
 
        補助金希望者は、以下の内容をJCA会計担当の宮脇までメール(miyawakk@andrew.ac.jp)

で送ってください。 
--------------------------------------------- 
必要事項  
１．氏名  
２．所属  
３．職位  
４．JCA会員番号  
５．個人報告もしくは参加予定のパネルタイトル 
-------------------------------------------- 
※振り込みに必要な口座情報を補助金額決定後にお伺いします 

 
締切：年次大会参加申し込み締切に準ずる  

 
     なお、５月29日現在、申込者はいないとのことであった（※理事会後、4名の申し込みがあり、そ

れぞれに2,000円の補助を行った）。 
 
    （３）大会参加費補助の予算について（宮脇） 
      引き続き、宮脇副事務局長より、大会参加費補助の予算について報告があった。前述のとおり、こ

の補助は研究者育成支援助成金から拠出されることになっているが、助成金のうちジャーナル抜き
刷り無償提供に使用するお金は確保しておかねばならない。そこで、5,000円をジャーナル抜き刷
り用として確保し、残りの35,000円を大会参加費補助とする。一人あたりの補助金額は、希望者
の数によって変動するが、最小でも半額（1,000円）、最大で全額（２,000円）の補助となる。 

 
    （４）入退会者報告と会費滞納による除名について（松島） 
      松島事務局長より、資料にもとづいて、入退会者と会費滞納による除名者について報告があった。

会員数は294名（一般会員：278名、学生会員：15名、準会員：1名、一般会員には前述の除名
取り消しとなった者を含む）であり、300名を割ったとのことであった。また、会費滞納による除
名者は、前述の除名取り消しとなった者を除くと、18名であった。 

 
    （５）総会の進行について（松島） 
      松島事務局長より、総会の進行とそれに関する注意事項が確認された。新会長と新理事の人事につ

いては、報告事項であって審議事項ではないのでご注意いただきたい。また、審議の際に説明者と
なる理事は投票ができないため、「投票権なし」という選択肢を選んでいただきたいとのことであ
った。最後に、投票（Zoom）のテストが実施された。 
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   ２．学術局 
    （１）ジャーナル第50巻特別号の発行について（内藤） 
      資料にもとづいて、ジャーナル第50巻特別号が予定通り発行される旨の報告があった。 
 
    （２）査読結果について（内藤） 
      査読中の投稿論文（2本）について、いずれも「掲載不可」という結果になった旨の説明があっ

た。 
 
   ３．広報局 
    （１）ニュースレター130号の発行について（今井） 
      今井副広報局長より、ニュースレター130号（2022年5月号）が発行された旨の報告があっ

た。 
 
    （２）HPへの掲載情報（宮崎） 
      宮崎副広報局長より、以下の情報が学会HP【ニュース】に掲載された旨の報告があった（前回理

事会以降、10件）。 
 

・2022年05月18日【ニュース】ニュースレター130号を発行しました 
・2022年05月10日【年次大会案内】【最新版】第51回年次大会「危機とコミュニケーショ

ン」2022年6月4日（土）、5日（日）プログラム＆プロシーディングス 
・2022年05月01日【ニュース】教員募集のお知らせ（関西大学）2022年6月10日（金）必

着 
・2022年04月18日【ニュース】『日本コミュニケーション研究』第51巻第2号論文募集開始

のお知らせ 
・2022年04月13日【ニュース】教員募集のお知らせ（武蔵野大学）2022年6月17日（金）

必着 
・2022年04月12日【ニュース】JST戦略的創造研究推進事業（CREST・さきがけ・ACT-X）

2022年度研究提案の募集開始 
・2022年04月08日【ニュース】電気通信普及財団 2022年度5月期の助成・援助に関する公

募情報に関して 
・2022年04月05日【ニュース】【JST-RISTEX/「科学と社会」推進部】2022年度提案募集

開始のお知らせ 
・2022年04月01日【ニュース】「2023年度フルブライト奨学金募集開始」募集開始のお知ら

せ（～5月31日） 
・2022年03月18日【ニュース】福島県沖地震で被災された皆さまへ 

 
    （３）メーリングリスト（ML）／Twitterでの情報発信（松本） 
      松本広報局長より、MLとTwitterにて会員向けに周知された情報について、次のような報告があ

った。 
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      ・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4件）。 

 
【３】各担当理事 
   １．理事会運営（宮原） 
     宮原理事（理事会運営担当）より、会長・理事選挙に関するワーキンググループについて、進捗状況

の報告があった。なお、当該ワーキンググループは、前回理事会において設置が承認されたものであ
る。 

     これまで、ワーキンググループでのミーティングを2回開催したが、まだ理事会で提示できるよう
な案はまとまっていない。たとえば、従来の会長・理事選出方法でも大きな問題はなく、むしろ選挙
を導入することで問題（例：選出された方がやる気も経験もない／理事会業務をうまく引き継げな
い）が生じる恐れがあるという意見が出た。議論をまとめるにはもう少し時間が必要だが、選挙の導
入を前提とした議論ではなく、選挙の必要性を精査しながら議論を進めたい。 

  
【４】各支部報告 
   各支部報告を参照。 
 
【５】その他 
   田島関東支部長より、2023年度年次大会にて日米交歓ディベートの企画・申し込みを検討している旨の

報告があった。あわせて、企画・申し込みの際の注意事項について確認したいとのことであった。松島事務
局長より、もし謝礼が必要であるならば、その正当性を明らかにしていただかなくてはならないので、事務
局（会計担当）に相談していただきたい旨の回答があった。 

 
【６】次回理事会開催日時・会場 
   10月９日（日）午後1時開始。オンライン開催（Zoom）。 
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日 時：2022年6月4日 (土) 14時30分～15時15分 
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。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。 
  続いて、高井会長より次のような挨拶があった。まず、会長としての任期（2期4年）を終えるにあたり、会
員のみなさまへ感謝を申しあげたい。就任当初の抱負はコロナ禍への対応に追われて結局果たすことができなか
った。その一方で、2021年度年次大会（50周年記念大会）は本学会初のオンラインでの開催であったが、過
去最多の参加者数となった。今回もオンラインでの年次大会となったが、過去2番目に多い参加者数である。
今後も新会長のもとで日本コミュニケーション学会へのご支援をお願いしたい。 
 
2. 議長・書記選出 
  塙幸枝先生が議長に推薦され、承認された。 
  まず塙議長より、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293名の内、総会出席者48名、委任状98通の合計146名 (会員
数293÷5＝58.6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、資料に基づいて、理事会にて選出され会長が承認した2022年度の役員人事が発表された。
今回の改選は、次の通りである（敬称略：所属は総会時のもの）。 
 
    会長：守﨑誠一（関西大学） 
  副会長（学術担当）：小山哲春（京都ノートルダム女子大学） 
  副学術局長（ジャーナル担当）：内藤伊都子（東京福祉大学） 
  理事（企画担当）：高井次郎（名古屋大学） 
  理事（渉外担当）：五島幸一（愛知淑徳大学） 
  理事（理事会運営担当）：宮原哲（西南学院大学） 
  理事（北海道支部長）：水島梨紗（札幌学院大学） 
  理事（東北支部長）：會澤まりえ（尚絅学院大学） 
  理事（中部支部長）：毛利雅子（名古屋市立大学） 
 
 守﨑新会長より、新体制における監事選出について説明があり、藤巻光浩先生（フェリス女学院大学）と川内
規会先生（青森県立保健大学）の就任が原案として示された。このうち川内先生は1期目の任期（2年）を終え
ての再任となる。この監事の人事について審議され、投票によって承認された。 

2022年度総会報告 
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4. 2021年度事業報告・2022年度事業計画について 
  高井前会長より、資料に基づいて2021年度事業報告（下記項目）があった。投票によってすべて承認され
た。 
  ・年次大会の開催：第50回年次大会（50周年記念大会）。オンライン開催。 
  ・支部大会等の開催：北海道支部・東北支部（2回）・中部支部（2回）・関西支部（2回）・中四国支部・

九州支部 
         ：コミュニケーション理論研究会 
  ・ジャーナルの発行：『日本コミュニケーション研究』第50巻1号 
 ・ニュースレターの発行：『JCA NEWS』127号・128号 
 
  引き続き、守﨑新会長より、会長就任挨拶と2022年度事業計画の説明があった。会長として次の3点に取
り組みたいとのことであった。 
    １）会員増加（特に若い世代）のための施策 

すでに支部でも様々な取り組みをしているようなので、それらも参考にしながら方策を練りたい。 
    ２）会長・理事選出における選挙導入の検討 
      現在、宮原理事（理事会運営担当）を中心としたワーキンググループにて検討を進めている。 
    ３）第52回年次大会（2023年度）の対面での開催準備 
        新型コロナの感染状況を考慮しながらではあるが、対面で開催できるよう準備をすすめたい。現在、

「AIとコミュニケーション（仮）」をテーマとして、2023年6月に開催予定である。会場は立教大学
（実行委員長：師岡淳也先生）となる予定であるが、具体的な日時等の詳細が決まり次第、改めてお知ら
せする。 

 
5. 事務局からの報告・審議事項 
① 2022年度の業務委託契約について（報告） 

松島事務局長から、資料に基づいて、2022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1,187,190円であり、業務委託前よりも減額となっている。業務委託の主な内容
としては、「会員管理」「会費請求・受付」「会計業務」「ジャーナル印刷・発送（年2回）」「年次大会関
連業務」（2022年度はオンライン開催のため業務無し）がある。また、「大会会計業務」「参加証・領収書等
の作成」「プログラム・プロシーディングスの作成と発送」については、2020年度から業務委託を停止して、
事務局および年次大会実行委員で担当している。これによって約250,000円の経費削減となった。 
 
② 2021年度決算報告・2022年度予算審議 
   宮脇副事務局長から、資料に基づき、2021年度決算報告がなされた。 
 
   ―収入の部 
    ・2021年度の主な収入源は年会費であり、これにジャーナル売上と前年度繰越金などを加算した金額

5,978,362円が収入の総計となった。 
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   ―支出の部 
     ・ジャーナルについては、例年通り350部を発行した（552,145円）。 
     ・ニュースレターはWeb発行のために経費がかかっていない。 
     ・ホームページ関係費は22,772円となった。これはサーバー移行に費用がかかったためである。なお、

移行が完了したので2022年度において同様の経費は発生しない。 
     ・年次大会関係費（91,770円）は、講師謝礼のほか、Zoom有料アカウントの購入に使用している。

2020年度に業務委託内容を見直したことで経費削減されている。 
   ・会議費（22,110円）は、理事会がすべてオンライン開催となったために、Zoom有料アカウントの購

入のみに費用が発生している。 
   ・事務費（1,244,001円）と通信費（84,088円）は、業務委託による費用である。 
     ・学術事業費（50,420円）は、学会賞のトロフィーや基調講演の書き起こし（アルバイト代）などによ

る費用である。 
     ・支部活動助成金と支部大会助成金については、2021年度は申請がなく0円となった。 
 
  ―監査報告 
   藤巻監事より、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があった。 
  
  以上のことについて、投票によってすべて承認された。 
 続いて、宮脇副事務局長より、資料に基づいて2022年度予算の説明があった。昨年度との主な差異は次の
通りである。 
 
   ―収入の部 
    ・前年度繰越金（3,693,924円）が2020年度・2021年度予算よりも増額となっている。これは、

2021年度年次大会の赤字が例年より少なかったこと（業務委託をしなかったため）と、支部活動がオン
ラインとなり助成金の申請がなかったことが主な理由である。 

   ・年会費（2,850,000円）は、会員の減少傾向に鑑みて2021年度よりも少なめに想定している。 
   ・年次大会関係費（2020年度・2021年度：0円）が126,210円となっているのは、2022年度年次大

会（オンライン開催）は参加費として2,000円を徴収するためである。 
 
   ―支出の部 
   ・ジャーナル発行費については、2021年度に発行部数を350部から300部へと減らしたが、結局不足が

生じて追加発行の費用が発生した。そのため、2022年度は2020年度と同額（800,000円：350部）
とした。 

   ・学術事業費については、基調講演書き起こしのアルバイト代として45,074円を計上した。 
   ・予備費に「研究者育成助成金」（40,000円）を計上した。具体的な用途は、ジャーナル抜き刷りの無償

提供と年次大会参加費一部免除である。詳細な応募条件については、学会HPなどをご確認いただきた
い。 

 
  以上のことについて、投票によってすべて承認された。 
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6. 学術局報告 
小西学術局長より、2021年度学会賞・奨励賞の報告があった。 
 
  書籍の部（学会賞）：応募なし 
  論文の部（学会賞）：受賞該当論文なし 
  論文の部（奨励賞）：受賞該当論文なし 
 
 続いて、感謝状の贈呈式が行われた。守﨑新会長より、第51回年次大会実行委員長であった小山哲春先生
（京都ノートルダム女子大学）に感謝状が贈呈された。 
 
7. 広報局報告 
  松本広報局長より、①ニュースレターの発行（128号・129号・130号）、②ホームページによる情報掲
載、③会員メーリングリストによる情報提供、④Twitter（@jca_1971）による情報提供について報告があっ
た。会員メーリングリストについては、宛先不明によるエラーが発生しており、改めて「マイページ」（学会ホ
ームページ）での登録情報更新の周知・要請がなされた。 
  また、支部ホームページのサーバー移設作業完了について報告があった。すでに学会ホームページにてリンク
が張られているとのことであった。 
 
8．閉会の辞 
  塙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。時：2021年6月12日 (土) 14時30分～15時20分 
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ジャーナル投稿規程第7条の変更について 

 2022年度第1回理事会にて、『日本コミュニケーション研究』第51巻より発行時期が7月末と1月末に
なることが承認された（第51巻は合冊で1月末発行）。これにともない、学術局から、投稿規程第7条（発
行回数・時期）の変更についてメール審議の依頼があった。 
 
        変更前 
        第7条 （発行回数・時期） 
        1）原則として年1巻発行する． 
        2）但し，該当年度の1巻を2分割して発行することは，それを妨げない．その場合の発行日は，原則

として1巻1号を11月末，1巻2号を5月末日とする． 
 
        Article 7: Publication Frequency 
        (1) In principle, JCA publishes one volume annually. 
        (2) A single volume of the journal could be issued in the form of two separate biannual 
          publications, with November 30 as the date of publication for the first issue of the 
          volume; May 31 for its second issue. 
 
         変更後 
         第7条 （発行回数・時期） 
         1）原則として年1巻発行する． 
         2）但し，該当年度の1巻を2分割して発行することは，それを妨げない．その場合の発行日は，原

則として1巻1号を7月末，1巻2号を1月末日とする． 
 
         Article 7: Publication Frequency 
         (1) In principle, JCA publishes one volume annually. 
         (2) A single volume of the journal could be issued in the form of two separate biannual  
          publications, with July 31 as the date of publication for the first issue of the volume 
          ; January 31 for its second issue. 
 
 松島事務局長より次の審議スケジュールが示され、これに沿って理事（21名）によるメール審議が行われ
た。 

8月22日：審議依頼 
8月23日～24日：質問受付 
8月25日～26日：質問解答 
8月27日～29日午後5時：承認可否投票（オンライン） 

 
 質疑において、「「原則として」「但し」といった表現は不要ではないか」という意見が出た。学術局から
は、こうした表現を外して「必ず年2回発行する」旨を定めた場合、査読結果（掲載可能な原稿の数）によっ
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ては綱渡りの運営になりかねない、との説明があった。審議の結果、但し書きとして1巻を2分冊で発行する
可能性は残すことになり、改めて下記の規程案が示された。 
 
       1）年1巻発行する 
       2）但し，該当年度の1巻を2分割して発行することは，それを妨げない．その場合の発行日は，原則

として1巻1号を7月末，1巻2号を1月末日とする． 
 
       (1) JCA publishes one volume. annually. 
       (2) A single volume of the journal could be issued in the form of two separate biannual 

publications, with July 31 as the date of publication for the first issue of the volume; 
January 31 for its second issue. 

 
  投票の結果、投票数20（賛成20・反対0・棄権1）となり、賛成多数でジャーナル投稿規定第７条に関する
変更は承認された。 
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ジャーナルに関するお知らせ 

 
2022年5月に『日本コミュニケーション研究』(Japanese Journal of Communication Studies)第50巻特別
号が発行されました。現在は、第51巻を2023年1月末発行予定として、準備が進められています。 
 ジャーナルの発行時期につきましては、前回のニュースレターでもお伝えしました通り、同一巻の第1号と第
2号を同一年度内に発行できるように調整しておりましたが、第52巻より原則として第1号を7月末日、第2号を
1月末日に発行予定となりました。これにともない、投稿規程の第7条（発行回数・時期）が以下のように変更
となりました。 
 
投稿規程 
第7条 (発行回数・時期) 
 1) 年1巻発行する。 
 2) 但し、該当年度の1巻を2分割して発行することは、それを妨げない。その場合の発行日は、原則として1

巻1号を7月末、1巻2号を1月末日とする。 
 
 また、執筆要領についても変更点があります。 
 
執筆要領 
第4条（書式上の注意） 
 5) その他，図や表の表記法，引用の仕方，及び，引用文献一覧の作成方法等の書式の細部については，最新

の MLA スタイル又は APA スタイルに従うこと．但し見出しについては全てポイントシステム（例：
１．はじめに／１．１．研究の目的／１．１．１．…など）で統一すること. 

 
 現在は、第52巻第2号（2024年1月発行予定）の原稿を募集しております。締め切りは、2023年3月末を
予定しております。変更等が生じた場合には、ウェブサイトに掲載致しますので、最新情報をご確認のうえご投
稿いただきますようお願い申し上げます。 
 投稿は、ワード等で作成された「論文」、「シノプシス」、「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ファイルとして、指定メールアドレスに送付するという形でお願い致します。投
稿規程・執筆要領の詳細は、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。また、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:」で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。  
  

学術局からのお知らせ 
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To:journal[＠を入れる]ml.jca1971.com 
CC: itnaito[＠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、ジャーナル担当の内藤（itnaito[＠を入れる]ed.tokyo-fukushi.ac.jp）までご連絡ください。可能な限り迅
速に対応致します。 
 皆様のご投稿を心よりお待ち申し上げております。 
 

（副学術局長：ジャーナル担当 内藤 伊都子） 
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２０２３年に開催される第５２回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 ２０２３年６月３日（土）・４日（日）  
〇場所（予定） 立教大学（関東支部開催）  
〇テーマ 「AIとコミュニケーション」 
 
【募集内容】 
〇応募締切 ２０２３年２月１日  
〇申し込み方法 メールにて申し込み。添付書類として、プログラム掲載用要旨（「要旨」）、プロシーディン 
グス用原稿（「原稿」）を送付する。添付書類作成の際には、学会HPに掲載するひな形を使用すること。 
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  
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研究発表。 
募集②「パネル発表」：統一テーマについての９０―１２０分程度の研究発表。 
募集③「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―１２０分程度の自由企画。形式はパ
ネルディスカッション、ワークショップ、模擬講義など。その他の企画案も可能で、学術局にご相談のこと。 
 
〇応募資格 
「研究発表」： 
1. 単独発表の場合はJCA正会員であること。 
2. 共同発表の場合、筆頭著者がJCA正会員であること。 
2.a. 筆頭著者が正会員（一般会員）である場合、著者の半数以上が学会員であること。 
2.b. 筆頭著者が正会員（学生会員）である場合は2.a.の条件は当てはまらない。 
3. 共同発表の場合には、筆頭著者が当日の口頭発表代表であること。 
3.a. 筆頭著者が正会員（一般会員）である場合、口頭発表者の半数以上が学会員であること。 
3.b. 筆頭著者が正会員（学生会員）である場合は3.a.の条件は当てはまらない。 
4. 研究発表を行うJCA正会員は申込時に2022年度までの会費を納入していること。 
 
「パネル発表」： 
1. 司会がJCA正会員であること。 
2. パネルにおける発表が単独発表の場合は、発表者はJCA正会員であること。 
3. パネルにおける発表が共同発表の場合、筆頭著者がJCA正会員であること。 
3.a. 筆頭著者が正会員（一般会員）である場合、著者の半数以上が学会員であること。 
3.b. 筆頭著者が正会員（学生会員）である場合は3.a.の条件は当てはまらない。 

第５2回年次大会 発表論文・企画セッション募集 
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4. パネルにおける発表が共同発表の場合には、筆頭著者が当日の口頭発表代表であること。 
4.a. 筆頭著者が正会員（一般会員）である場合、口頭発表者の半数以上が学会員であること。 
4.b. 筆頭著者が正会員（学生会員）である場合は4.a.の条件は当てはまらない。 
5. パネル発表にて発表を行うJCA正会員は申込時に2022年度までの会費を納入していること。 
 
「企画セッション」： 
司会がJCA正会員であること。JCA会員以外が参加する場合は、応募の際に参加者としてふさわしい理由と参
加の正当性を明記すること。JCA会員は申込時に2022年度までの会費を納入していること。 
 
締め切り後、学術局で検討し、採否をできるだけ速やかに回答する。 
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学会賞（書籍部門）応募について 

 
・ 対象：本学会正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。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JCA会員の貢献が顕著と認められるもの。 
・ 締め切り：2022年12月31日(消印有効) 
・ 応募資格：JCA正会員(2022年度までの会費を納入していること) 
・ 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：会員一人一冊(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 内藤伊都子 itnaito [@を入れる] ed.tokyo-fukushi.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.  2022年度JCA総会が 6月4日（土）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4月下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 
  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]as.bunken.co.jp 
 
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

事務局報告 
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（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/）やCiNii Research（https://cir.nii.ac.jp/?lang=ja）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．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33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） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 會澤 まりえ） 

東北支部では、今年度大きな取り組みを予定して
います。それは、支部創立３０周年記念誌を作る
ということで、来年３月発行を目指しておりま
す。また、年２回の研究大会をこれまで通りに行
う予定です。今年度、第１回目の研究大会は12
月３日（土）にオンライン（Zoom）で開催する
ことになりました。今回は大会テーマを特に決め
ず、ヒューマン・コミュニケーションに関する研
究発表を募集します。発表申し込みは大会開催１
カ月前までとし、当日ご参加を希望される方は、
支部長の會澤までご連絡［aizawa[@を入れ
る]shokei.ac.jp］いただければZoomミーティン
グのURLとプログラムをメールにてお知らせ致
します。 

 
 

 
（支部長 毛利 雅子） 

 
支部大会開催報告 
 
2022 年10 月1 日（土）13：00から、中部
支部大会を開催しました。今回もコロナ感染状況
を鑑み、オンライン（Zoom）開催となりまし
た。 
  今回の中部支部大会では時事的なトピックを扱
い、二部構成としました。まず第一部は、メディ
アがコミュニケーションに与える影響について、
コロナウィルス、ロシアとウクライナの紛争など
をトピックとして、若手研究者が発表、日本と中
国のメディアで情報提供の仕方や与える影響に違
いがあるのかについて発表し、参加者の皆様と活
発な議論を交わしました。第二部は、コロナ禍に
おけるオンライン国際共修について、茨城大学、

名城大学、名古屋大学の取り組み・実践発表を伺
い、参加者の皆様と意見交換、今後のオンライン
国際共修の姿を議論しました。オンライン開催と
いうことで遠方からの参加も可能となり、非常に
活発な議論展開となり、実り多き例会となりまし
た。 
  次回は2023年3月４日（土）、愛知淑徳大学
（対面）で開催予定です。 
 
 
 

（支部長 小山 哲春） 
関西支部では、2022年度関西支部大会を11月
20日（日）午前中にオンライン（Zoom）で開催
いたします。「ビブリオバトル」、「人工知
能」、「記号創発ロボティクス」等の分野で著名
な谷口忠大先生（立命館大学）をお招きし、貴重
講演と、これに続いて先生を囲んでのディスカッ
ションを行う予定です。プログラム詳細、参加申
し込み方法については決定次第ML、HPにてお知
らせいたしますので、ぜひご参加ください。 
 
 
 
 

（支部長 谷口 直隆） 
中国四国支部では、2022年度の研究大会（第
25回支部大会）を2023年3月４日、13:00～
で予定しております。形式(対面・オンライン)等
については、今後、検討いたしますので、メール
等で追ってお知らせをいたします。 
  なお、今回の大会は、特にテーマを設けず、自
由研究発表を中心に開催したいと考えておりま
す。 
お問い合わせ等ございましたら、支部長(広島修道
大学 谷口：ntaniguc[@入れる]alpha.shudo-
u.ac.jp)までご連絡ください。  

支部ニュース 
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（支部長 吉武 正樹） 
コロナのバカヤロー！！！これは九州出身のミュ
ージシャンMISIAが、去年のフジロックの舞台上
で叫んだ言葉です。私も今、MISIAと同じ心境で
す。何のことかとお思いでしょう。支部大会のこ
とです。 
  第29回九州支部大会の日程が、12月11日
（日）に決まりました。大会テーマは「幸せとコ
ミュニケーション」です。過去２年はオンライン
開催となり、今年こそはと運営委員会でも対面開
催の道を探ってきました。そのうえで総合的に判
断し、残念ながら今年度もオンライン開催となり
ました。苦渋の決断でした。 
  しかし、以前も書いたように、転んでもただで
起きないのが九州支部。今年度は３年ぶりに外部
から講師をお招きし、基調講演を行います！講演
者は、駐日フィンランド大使館にお勤めで、ライ
ターでもいらっしゃる堀内都喜子先生です（『フ
ィンランド 幸せのメソッド』、『フィンランド 
豊かさのメソッド』（ともに集英社）など）。戦
争を直視し、平和について考えざるを得ない今、
フィンランドの話を通じて、まずは足元の「幸
せ」の意味を深く考える機会にしていただければ
「幸」いです。大会実行委員長は丸山真純先生
（長崎大学）です。在外サバティカル研究期間中
でしたが、着実に進めていただいています。滞在
された国、もちろんわかりますね。 
  大会参加申し込みの締め切りは、12月3日
（土）です。九州支部HPにてGoogle Formsで
受け付け中です。九州支部以外の方も無料でご参
加いただけます。開始時間やプログラムの詳細は
未定ですが、決まり次第順を追って支部HPに更
新します。多くの方のご参加お待ちしています！ 
  他には、現在、1)支部紀要『九州コミュニケー
ション研究』第20号と2)九州支部ニューズレタ

ー39号を準備中です。支部紀要には、特別企画
「ポストコロナの教育とコミュニケーション」を
掲載する予定です。論考を募ったところ、5本の
寄稿がありました。ニューズレターは、支部大会
に続き、NL担当の丸山先生に原稿を集めていた
だいています。支部大会情報も含め、すべて九州
支部HPに掲載予定で、JCA公式Twitterやメー
ルでもお知らせします。お楽しみに。 
http://kyushu.jca1971.com/ 
  今となっては対面開催なんて「記憶」の彼方…
という方もいらっしゃるかもしれません。私も悔
しくて、MISIAと並び立ち、「眠れぬ夜は君のせ
い」だ、コロナ！！！と叫びたいくらいです。こ
のままコロナ禍が「果てしなく続くストーリー」
になり、私たちの「EVERYTHING」を奪ってし
まうのでは…と不安にさいなまれそうになりま
す。ですが、明けない夜はありません。この閉塞
からいち早く「Escape」し、あの「忘れない
日々」が「K.I.T」（きっと）戻り、対面という
「陽のあたる場所」で晴れて支部大会を開催でき
るのを、「I BELIEVE」しています。まるで「愛
しい人」に会うかのような気持ちで、みんなと顔
を合わせながら議論したりお酒を飲んだりする、
あの「心ひとつ」になった瞬間ば「好いとっと」
です。「逢いたくていま」という想いは「つつみ
込むように」そっと胸に収めて、「雨の日曜日」
でもなんのその、オンラインでの支部大会にご参
加いただき、大会テーマでもある「幸せをフォエ
バー」に感じてください！支部大会って、「アイ
ノカタチ」そのものなんですよね。 

 
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]as.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]as.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。 

 
 

秋がやってきたかと思えば、すぐに寒くなってしまう季節になりました。季節の変わり目には必ず風邪
をひく私ですが、年齢とともにさらに変化に弱くなってきたように思います。そういった意味では、ここ
３年ほどは大きな「変わり目」の連続だったと思います。言わずもがなコロナウイルスの蔓延もそうです
が、国と国との関わりにおいても、様々な変化を私たちは目の当たりにしてきました。その変化にやはり
私は適応できておらず、心が「風邪」をひかないギリギリのところを走ってきたような気がします。実際
に、この変化の波に飲まれ、たくさんの人が苦境に立たされているのではないでしょうか。私たちが関わ
ることの多い大学生という若者世代もそうですが、年齢を重ねた人たちにも多くの我慢を強いるような社
会になっているように感じます。その渦中において、むしろ心を平穏に保つことは至難の業と言えるので
はないでしょうか。そのためにコミュニケーションができることは何かと考えます。今回のニュースレタ
ー編集を通して、日本全国でコミュニケーション研究の可能性を信じ、それを模索するような試みが多く
されていることに勇気づけられました。一人で変化に立ち向かうのは心細いですが、みなさまと立ち向か
っていければ変化にも勝てるような気がしています。 

広報局 ニュースレター担当 今井 達也 

編集後記 


