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第43回研究大会も前回に引き続きオンライン開催といたしました。前回大会後に実施さ
れた「振り返り」で、オンラインならではの取り組みが検討されていました。これを踏ま
え、前回のデジタルポスターのアップデートはもちろんのこと、1) 英語発表セッション
の設定と2) 聴講専用ボリュームパックの追加に取り組むことにしました。2)に関しては、
研究発表のパブリックビューイングのようなものをご想像いただけますとよいかと思いま
す。これを機会に、多くの皆様方より研究成果をご発表頂けますことを希望しております。

2021年10月2日(土)～3日(日)オンライン開催

川路崇博実行委員長
（久留米大学）

第４3回日本創造学会研究大会

井上奈美子国際担当委員長
（福岡県立大学）

古川洋章副実行委員長
（北九州市立大学）

大会テーマ：「100年間をどう生きるか」

１

参加方法 :  大会HPより申込書をダウンロードご記入の上、学会事務局アドレスに送付して

ください。原稿（和文・英文）テンプレートもダウンロードできます。

大会HPはこちら⇒ http://www.japancreativity.jp/conference/43rd/index.html

発表申込 : 申込書の発表申込欄にご記入ください。発表要項をお送りします。

日 程 : 2021年10月2日（土）～10月3日（日） 会 場 :オンライン（Zoom)

内 容 : 講演会/パネルディスカッション/研究発表（日本語・英語）デジポス発表

大 会 要 項

【発表申込締切】 8月10日 【研究発表論文/レジュメ提出締切】 8月末日（厳守）

【発表のない参加申込締切】 10月1日

【研究発表論文掲載料】4頁まで2000円、1頁追加ごと1000円 ※書式はテンプレートに従うこと

【デジポスレジュメ掲載料】A4/1頁500円追加頁不可 ※書式自由４辺必ず3㍉の余白をとること

【大会参加費】事前払込み 2,500円 3,000円 4,000円 8,000円

学生
（会員・非会員同額）

正会員 非会員
聴講専用ボリュームパック

（人数制限なし、代表者

が申込）

※査読はありません。研究発表はテンプレートに従った書式で投稿してください。デジポスのレジュメ
（A4/１枚）は形式自由ですが必ず４辺に余白3ｍmを残してください。研究発表/デジポスともに仮説の
ままや実験途中の研究でも構いません。研究発表は会員資格が必要です。デジポス発表は非会員学生も
可とします。論文・レジュメ提出後の事務局への訂正の依頼等は受け付けられません。
【デジポス発表の例】プレゼン、ビデオ、各種作品、口頭のみ、寸劇、ちょっとしたセミナー、実験、
体験などもOK

http://www.japancreativity.jp/conference/43rd/index.html
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▲▼▲第65回クリエイティブサロン（2021年 2月6日）開催報告▲▼▲

『私たちのNew Normal 2021』－創造的問題解決に全集中！－

モデレーター：豊田貞光氏
日本創造学会副理事長

手順は以下の通り
１．永井理事長新年度挨拶（14:00～14:10）
２．第1回小部屋にて情報交換/自己紹介（14:11～14:40）

お題：「私、 With New Normalでこれにはまってます！」
３．合同にてグループ代表者レクチャー（14:41～15：00）
４．第２回小部屋での情報交換/自己紹介（15：11～15：40）

お題：「私、 Life with New Normalでこれ探してます！」
５．合同にてグループ代表者レクチャー（15：41～16：00）
６．おわりに（16：01～16：10）

（概要）永井理事長の時流を反映した挨拶後、お題を決めてZoom機能のブレイクアウトルームを活
用し、自己紹介＆今嵌っていること、探していることをフリーに話してもいらいました。まあ、ほぼ
ほぼ雑談でしたけど・…しかし、そのような中でも、やはり創造研究を邁進している会員諸氏。2回
目の代表者レクチャーにおいて、「KJ法の深淵」に話題が集中し、川喜田先生が残してくれた財産
をどう受け止め、咀嚼し、『私たちのNew Normal』に伝承、発展していけばよいか、深い～、深い
～議論が出来ました。オンラインでこの知の交換ができたことは、新たな発見！まさに、－創造的問
題解決に全集中！－でした。
最後に2021年度のクリエティブサロンの日程をお伝えします。先取り情報として以下に記します。

是非、手帳、スマホカレンダーにチェック入れてください。 （記事：豊田貞光)

クリエイティブサロン66thでは、オンラインで大人数でアイデア出しを行うやり方を、皆で一緒に実
践し学びました。参加者は学会員と一般参加の方、計50人弱で、積極的な方が多くてブレストタイムは創
造的なコミュニケーションが活発になされていました。

①まずZoom上ランダムな小集団をつくりブレストをしました。時間が来たらシャッフルし、新しい小
集団でさらにブレストを。合計で4回のブレストを行い、アイデアを醸成しました。（ファシリとして、
各チームを回ってみましたが、集団サイズが小さいゆえ皆さんが楽しんで活発にブレストをされていまし
た）
②次に各人が着想をGoogleスライド（無料のパワポのようなもの）に書きだしました。休憩ののち、

魅力的なものに☆印をつけてもらいました。
③最後に上位3案についてレビューしました。発案者はアイデアの内容を２～３分で紹介し、それを聞

いて皆さんはその次のページに設置した白いページにコメント（便乗アイデア、感想、質問など）を書き、
それも発表者とファシリ（＝石井）が読みあげて、着想をさらに広げていきました。
レビューした3案はどれも魅力的なものでした。短時間でよくここまで発想されたなあと思うアイデア

が、☆の少ないものにもたくさん見受けられました。（このワークショップ中、発想時間は「ブレスト8
分×4回」および「アイデア素描15分」の合計47分です。）

下記URLから全アイデアを閲覧できます。こうした創造的な資質や現場の知見を持つ人が、効果的に創
造的コミュニケーションをする場があれば、広く課題になっているものに対する解決のアイデアを創出し
ていける貴重な力が日本創造学会にはある、と感じました。
なお、事前配布したスライドPDFは、拙著のイラストを多く使っていますが、それは出版社の著作物ゆ

え、ネット上に公開されるなどは避けていただきたいのですが、授業や社内等でご本人が講義にお使いに
なる分にはご自由にお使いください。 （記事：石井力重）

【アイデア閲覧URL】
https://docs.google.com/presentation/d/1SKEcjGx02l2uPUFkdO6dvmx2lxAdTUXmBRwYl526T3w/edit?usp=sharing

100人以上でもできるオンライン・アイデアワークショップ

ファシリテーター：
石井力重氏

アイデアプラント代表
日本創造学会評議員

▲▼▲第66回クリエイティブサロン（2021年 4月3日）開催報告▲▼▲

5月16日(日） 7月10日（土） 10月9日-10日 12月4日（土）

オンライン開催 オンライン開催 大三島での開催（予定）オンライン開催

今年度中のクリエイティブサロン予定日
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第42回研究大会発表賞受賞者の声
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2020 年度第 42 回研究大会（2020年10月/オンライン開催）では、39 件の研究発表と 20 件の
デジタルポスター発表が行われました。多くの発表の中から発表賞に選出された受賞者の皆様
の声をお伝えします。

●研究大会発表賞 ●

清水謙汰さん
無所属

『競争のデザインによるブレインストーミング支援システムの研究』

藪内公美さん
長岡造形大学

この度は、日本創造学会におきまして、このような賞を頂戴させていただいたこと
を大変光栄に思います。本研究では、ブレインストーミングに競争要素を組み込む
ことで人の創造性をさらに発揮させることができると考え、競争のデザインによる
ブレインストーミング支援システムの構築及び実装を行いました。こちらの遂行に
あたり、ご多忙の中ご指導いただきました北陸先端科学技術大学院大学の永井由佳
里教授、薮内公美助教、由井薗隆也准教授にこの場をお借りして御礼申し上げます。
また、実験や評価に協力してくださった学生の方々に深く感謝いたします。

『アート視点による創造性を探るリフレクション研究』
この度は、日本創造学会研究大会第42回研究大会発表賞を頂戴し、大変光栄に思
っております。本研究『アート視点による創造性を探るリフレクション研究』は、
アーティストでもある藪内自身が感じていたことをきっかけに、共著者の先生方
の知見を得て、“アート視点”というキーワードで創造性に迫ろうとする萌芽的研
究です。研究遂行にあたり、共著者の北陸先端科学技術大学院大学永井由佳里先
生、中田泰子先生、森進太郎さん、本研究に賛同して協力いただいたアーティス
トの皆さんにこの場をお借りして御礼申し上げます。また、研究大会で貴重なご
意見アドバイスを頂戴しましたこと感謝申し上げます。今後の研究につなげてい
きたいと思います。

●研究大会発表学生賞 ●

『共創プロセスにおけるデザイナの気づきに関する研究』

谷口俊平さん
北陸先端科学技術
大学院大学

『グラフィティライターの創造的動因と社会規範』

この度は第42回研究大会発表学生賞に選んでいただきありがとうございます。本
研究のご指導を頂いた先生方をはじめ、共著者、研究に携わった皆さまに厚く御
礼申し上げます。本研究は、尿失禁防止器具のデザイン開発過程におけるデザイ
ン思考やラピッドプロトタイプによる可視化を用いたUXDの事例から患者、医
師、製造者、デザイナ相互のコミュニケーションから派生する気づきの構造を整
理し、気づきの共有とその有用性を検証しました。本研究の成果を元により質の
高い気づきを誘発する方法を探したいと考えています。今回の受賞を励みに社会
に貢献できるよう、より一層精進していきたいと思います。

末吉進太郎さん
九州大学

この度は研究大会発表学生賞を頂き、大変光栄に思います。周囲からは認められに
くい研究テーマで、苦しい時期もありましたが、こうして名誉ある賞を頂けたこと
でようやく葛藤の日々を意味あるものにできたと安堵しています。熱意ある指導で
研究でも精神面でも背中を押し続けて頂いた松前あかね准教授、私を信じて価値あ
る話をして頂いたグラフィティライターの方々、そしていつも刺激を頂く研究室の
メンバーなど、全ての方にこの場を借りて厚く御礼申し上げます。まだまだ未熟者
ではありますが、創造的な社会の発展に寄与する研究が出来るよう、これからも文
化や人、社会に対して誠実に向き合い、胸を張れるような研究に精進致します。
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『デザインと共創に関する文献研究 -創造性研究の視点から-』

この度は日本創造学会研究大会団体賞を賜り大変光栄に存じます。とりわけ受賞理由の１つに、
当研究室の主軸と位置づける科研費プロジェクトでの最初の挑戦「客観指標による『響きあい』捕
捉の試み」を挙げていただいたことに大変励まされ，ひと際有難く存じます。
当研究室は2019年4月に九州大学芸術工学研究院ソーシャルイノベーションデザイン講座に誕生

し、この春に初めて博士後期学生を迎える新しい研究室です。社会を「関係性」の織り重なりと捉
え、人・プロセス・場に着目した関係性の動的メカニズムの探求に取組むと同時に，受託研究等を
通じてwell-beingな社会を志向する様々な実践的プロジェクトを展開し、創造性の本質に向き合い
続けることを大切にしています。
新年度も６カ国からのメンバーが１人１人ユニークな個性を発揮しつつ，研究室ポリシーを共有

するしなやかでパワフルなコミュニティを形成し、着実に研究を進めていく所存です。どうぞ引き
続き御指導・ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。

※写真は創造学会年次大会時のもの

●デジタルポスター発表賞 ●

⻄野涼⼦さん
北陸先端科学技術
大学院大学

この度は日本創造学会、第42回研究大会デジタルポスター発表賞を賜り、大変光栄に
存じます。関係の先生方に深謝いたします。受賞テーマ『デザインと共創に関する文
献研究 -創造性研究の視点から-』は知識科学で扱われる知識共創とデザイン学で近年
重要視される共創との関連性や差異等を、多数の文献を調査し体系的にまとめた研究
です。その中でも創造性研究に着目することで歴史的背景や研究の重要性を認識する
ことができました。今回の受賞を機に自身のさらなる発展に加え、広く人を巻き込む
共創の場作りや参加型デザインの実践・研究を行っていきたいと考えております。最
後に、ご指導賜りましたの永井由佳里先生に御礼申し上げます。

『小学校の環境教育における問題発見・課題解決学習の分析』

髙瀬和也さん
早稲田大学

この度は、第42回研究大会デジタルポスター発表賞を賜りまして、誠にありがとうご
ざいます。本研究「小学校の環境教育における問題発見・課題解決学習の分析」では
先行研究・先行実践事例の調査から、問題発見・課題解決学習が広く行われていない
ことが明らかとなり、特定の指導モデルに基づいて指導方法を体系化する必要性が示
唆されました。特に、創造的問題解決(CPS)をはじめとした問題解決手法を導入するこ
とで、現状の改善が期待できると考えております。これを踏まえ、今後は子どもたち
が「より創造的に」環境問題をとらえ、その解決方法を考えていくための指導方法を
検討していきます。引き続きご指導ご鞭撻をお願い申し上げます。

●デジタルポスター発表賞 団体賞 ●

『九州大学大学院芸術工学研究院 松前あかね研究室』



■■日本創造学会⻄日本支部第4回研究発表会■■
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参加費 ：正会員3000円、学生会員2000円（事前振込）
申込方法：学会ホームページのTOPIX欄の西日本発表会のトピックから、参加申込書を

ダウンロード、ご記入の上学会事務局宛に送信してください。
※同ページより論文テンプレートもダウンロードできます。

本年3月20日、徐方啓先生がご逝去されました。徐先生は日本創造学会に貢献したとともに、
近畿大学経営イノベーション研究所の設立に尽力されました。
「創造性」の研究は、日本の社会、経済にとって喫緊の課題です。現在、新型コロナウィル

スに直面し、日本社会は変革の時を迎えています。また、日本社会が「ダイバーシティ」に本
気で取り組む必要があると痛感致します。
発表会は徐先生を偲び、「創造性」「イノベーション」を未来志向で再考したいと思います。

多様な方々にご参加して頂きたく存じます。
研究発表をする場合の申込・原稿締め切りは5月21日、発表をしない場合の参加申し込みは6月

11日です。

2021年6月26日（土）13：00～17：00 オンライン開催

西日本大会実行委員長：峰滝和典

コロナ下のビジネスパーソンの

発想の媒体/場所/時間は何かを知りたい！
評議員長

髙橋 誠

日本創造学会会員で大阪経済大学教授の相原正道さんが、業績『世界で
最も地球に優しいスポーツスポGOMIの普及啓発』で文部科学大臣表彰科
学技術賞（理解増進部門）を受賞されました。持続発展教育の観点から、
スポーツゴミ拾い大会の実践事例を分析、スポGOMIが運動効果と環境教
育の視点から、教育効果が高いことを示しました。
相原さんは第39回日本創造学会研究大会での発表『スポーツ・イノベ

ーション―スポGOMI大会―』で研究大会発表賞を受賞され、この内容
が今回の文部科学大臣賞につながりました。
相原さんは現在49歳、40代での受賞おめでとうございます！

※相原さんの講演は5月16日に開催のクリエイティブサロンでお聴きいただけます。

総務省の「平成29 年度 情報通信メディアと情報行動に関する調査」によれば、「仕事や調べもの
に役立つ情報を得るメディア」のトップは「インターネット」で、全年代平均が 76％、次が「書
籍」の9％、次いで「テレビ」の4％です。このようにインターネットは、ビジネスパーソンにとって、
仕事や調べものや「アイデア探し」のトップの媒体といえます。
では、アイデア発想の場所や時間は、どうなのでしょうか。
北宋の儒学者である欧陽修は文章を考えるのに良い場所として「馬上」「枕上」「厠上（トイ

レ）」の3 上を『帰田録』であげています。私は2004年に約800人のビジネスパーソンに、「アイデ
アを考えるのに適した所」を聞きました。するとベスト3 は、「乗り物の中」 51％、「寝床」 40％、
「風呂場」 31％、となりました。欧陽修の約1000 年前と比べると、馬上が車中に、寝床は同じで、
厠上が風呂場に代わったわけです。
「アイデアが生まれる時」を聞くと、ベスト3は「夕方から夜」 42％、「寝入りばな」37％、「深

夜」 29％になりました。このように発想の時間は圧倒的に夜でした。
では2021年、コロナ下の現代はどうでしょうか。媒体はインターネット、時間が夜は、多分変わら

ないでしょう。しかし場所はどうでしょうか。リモートワークの今は、乗り物の中は大分減少したの
ではないでしょうか。一方、寝床、風呂場は増えているかもしれません。もしかしたら自宅の居間な
どが、上位に挙がってきているかもしれません。
誰か、私と一緒に、「コロナ下の発想の媒体、場所、時間の調査」をしませんか。

会員の相原正道さんが文部科学大臣賞を受賞！

相原正道会員
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徐方啓先生は世界の創造学交流の
パイオニアだった！

日本創造学会理事の徐先生が2021年3月20日に、天国に召されました。御年67歳、若すぎま
す、残念です。先生と私の出会いは、1984年8月。日本創造学会が「創造学交流中国訪問団」
を組織し、上海を訪問した時です。この訪問団は学会の恩田彰先生、比嘉佑典先生、そして私
など計5人が、中国側の招請に応じハルビン・北京・上海などで行った、中国初の創造学の講
演旅行です。以来、先生とは現在まで36年のお付き合いとなりました。
先生は、中国上海の出身。文化大革命で地方に下放され大変なご苦労をされます。我々と出

会って約十年後1991年に、創造性の研究のため、国費派遣で来日します。日本大学経済学部
を卒業、日本大学大学院のグローバルビジネス研究科を修了、北陸先端科学技術大学大学院で
博士号を取得します。その後、一橋大学の野中郁次郎先生の研究室で学ばれ、江蘇工業大学教
授、日本教育大学院大学客員教授を経て、近畿大学経営学部教授に就任され、昨年定年を迎え
られました。その他、マカオ都市大学特別招聘教授、安徽工業大学客員教授、日本知的資産経
営学会副会長、経営関連学会協議会副理事長などの要職も歴任されました。
本学会には、来日直後に入会し、理事を経て理事長・会長を歴任されます。また、本学会初

の本格的な国際学会を研究大会と同時に近大で実施されます。
先生を一言でいえば、「創造学の日中そして世界の交流のパイオニア」といえます。世界の

創造学者たちとは幅広いネットワークを構築しました。交流された主たる方々は、英国のマン
チェスタービジネススクールのTudor Rickards教授、ドイツ創造学会理事長のHorst Geschka
教授、オランダ・デルフト工科大学のJan Buijs教授、米国のニューヨーク州立大のGerard J.
Puccio教授などです。そして一昨年にはその人脈を駆使して、世界の創造学会を束ねる「国際
創造学会連合会」を立ち上げられました。
また、近大の「Kindai Management Review」、経営関連学会協議会の「Journal of Japanese

Management」などの英文論文誌の編集長としても活躍されました。他にも「South Asian
Journal of Management」編集委員、「 Journal of Entrepreneurship and Innovation in
Emerging Economics」編集委員、「Izvestiya of ASU」編集委員、ロシアフィナンシャル大学
「Management Science」誌国際編集委員等、研究誌の編集においても国際的な活躍が顕著で
す。受賞歴は、ドイツ創造学会・創造賞、第８回ヨーロッパ創造性とイノベーション会議・優
秀論文賞、日本創造学会・論文賞などです。
先生には本学会と世界の創造学会が、交流と連帯で強く結ばれますように、天国から見守っ

ていただこうと思います。 徐先生、どうぞ安らかにお眠りください。合掌！

日本創造学会評議員長
(元会長・元理事長) 髙橋 誠

左から、櫻井敬三元理事長、田村新吾会長、
徐方啓先生、比嘉由佳里事務局長、高橋誠元会長
（2021年3月8日）

創造賞「CREO」をドイツ創造学会より授与された徐先生
左から、ドイツ創造学会ホルスト・ゲシュカ会長、徐先生、
マティナ女史、ジョージ・メルホン理事長
（2019年11月）
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著作賞の応募期間は2年毎で、今回の第8回日本創造学会著作賞は2019-2020年度内に発行された著作
が対象となります。募集期間は5月15日までの予定です。エントリーフォームはこのニューズレター送付
時に添付致します。応募の著作や資料の返却はいたしません。
（送付先は学会事務局、著作は希望者には１冊返却しますが、エントリー時にその旨を申し出て下さい。
著作は査読者が精読しますので、新品同様での返却はできません。）
詳しくは下記「著作賞選考規程」をご確認の上、ふるってご応募下さい。

日本創造学会「著作賞」選考規程
下記の「応募基準」を満たした全エントリー著作に関して、「著作賞選考委員会」が審議して候補を決
め、理事会において承認し、ニューズレターで公知する。エントリー期間は、基本的に２年毎とする。
受賞件数は著作の質に依存するので明確には定めないが、概略、数件程度を目安とする。

[応募基準]
１．応募の規定年度内に出版されたISBN取得の著作であること。
２．単著または共著または編著・監修とする。共著の場合、応募者が第一筆者またはそれに準ずる内容
量を担当した筆者であることとする。編著・監修の場合、応募者が編著・監修の筆頭責任者であること
とする。

３．著作の内容は、創造性研究・実践に関する学術的または実践的なものとする。
４．年度ごとの同一著者によるエントリーは１件までとする。
５．過去の著作を改訂した再版は応募資格があるが、増刷は応募資格なしとする。
６．会費完納の会員であること。

[応募手続き]
Ⅰ．自薦の場合
１．学会事務局より送付される、エントリーフォームに必要事項を記載し提出する。
２．著作の概要をＡ４版２枚以内（３千字以内）にまとめたもの３部（著作のオリジナルな点を明記する）
を提出する。

３．審査用に著作を３冊日本創造学会に寄贈する。
※応募書類・著作・資料の返還は行わない。（著作返還希望者はエントリー時に申し出る）

Ⅱ．他薦の場合
１． 他者を推薦できるのは学会賞委員のみとする。
２． 他薦する場合、著者に推薦者より連絡をとり、両名のどちらかがエントリーフォームおよび自薦の

場合と同等の形式で著作の概要を書き3部を提出する。
３． 学会への納本については、最低1冊は寄贈し、残り2冊については著者より借りる（寄贈でも良い）。
４． 他薦エントリーの場合、納本やエントリー条件を満たす書類の事務局への送付などは基本的に推

薦者が手続きの責任を負う。
５． 学生会員も推薦対象になる。
※応募書類・資料の返還は行わない。貸与された著作は著者に返還される。

[選考基準]
以下の点等に基づいて、選考する。
１．学術的な価値の高いものであるか。
２．実践的な価値の高いものであるか。
３．創造性研究・実践の新たな地平を拓くものであるか。
４．世界の創造性研究・実践に影響を与えるものであるか。
５．受賞対象が共著・編著・監修の場合、著作中の本人執筆の割合も考慮し、評価の対象が執筆
内容であるか、編集・監修の技術か等、選考委員会が妥当と思われるカテゴリーの賞を選定
する。

６．社会的評価の高いものであるか（下記の諸点に関して社会的評価がわかるものがあれば添付
する）。
・他者の研究に引用されている。・基調講演やシンポジウム等の文献となっている。
・新聞・雑誌等の書評で紹介されている。・海外で翻訳されている。
・インターネット等で言及がある。
７．応募著作により、学術部門と啓蒙部門に分けて選考することができる。
８．著作賞の質を守るために、「該当なし」の結論になることもある。

2019-20年度出版の著作賞のエントリーを募集します

Japan Creativity Society NEWSLETTER  2021.4.10 №1
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●●●新入会員紹介●●●

お知らせください

■会員登録情報に変更がある方はお知らせ下さい■

2021年度の会費納入の期限は2月末日でした。学会賞への応募・大会発表、論文誌への投稿な
どは会費納付が条件となっております。未納の方は、下記口座にお振込みをお願い致します。

2021年度の会費納入について

日本創造学会年会費納入先口座
ゆうちょ銀行（金融機関コード9900） 店番019 店名 ０１９店（ゼロイチキュウ店）
当座 0126409 ニホンソウゾウガッカイ

日本創造学会 ニューズレター
2021年4月発行（№1）
日本創造学会事務局
発行人 ：永井由佳里
編集担当：比嘉由佳里

〒272-0031 千葉県市川市平田
1－10－2

Tel  080－3465－6152
Fax  047－718－1747

e-mail：jcs-info@japancreativity.jp
http://www.japancreativity.jp/

事務局メッセージ

誰も体験したことのないコロナ禍の世界。
繰り返す第○波、変異種の出現、どうやら
Withコロナの時代はしばらく続くようだ。
ニューノーマルの世界では、これまでの経験

から正解を見つけることが出来ない。未来を予
測することが難しい。
ピーター・ドラッガーは言った。「未来予測

をする最良の方法は、未来を創ることだ。」
そう、わからないなら創るほかない。だから今
は創造の時代。

（事務局：比嘉）

年度がわりにともなう、住所・所属・連絡先・メールアドレス等の変更がある方は、学会事
務局まで変更をお知らせ下さい。
ニューズレターやクリエイティブサロン等のお知らせは、電子メールで配信されておりま

す。登録アドレスは、皆様に有用な情報をお届けする窓口となっておりますので、よろしく
お願い致します。
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氏名 会員種 所属 住所 専門分野

林　浩一 学生会員 同志社大学大学院 大阪府

経営学

演劇学

新聞学

髙橋俊臣 正会員 岡山県立大学 岡山県

広告

色彩学

ビジュアルデザイン

中島琢郎 正会員 清泉女学院短期大学 長野県
経営学（経営戦略）

経営学（ベンチャー企業）

水本　徹 正会員 株式会社島津製作所 兵庫県

ユーザビリティ

人間中心設計

UXデザイン

楊　賢芳 学生会員 西九州大学大学院 佐賀県

高齢者福祉

社会保障

制度、政策

竹内宏文 学生会員 北陸先端科学技術大学院大学 埼玉県

知識マネジメント、創造の「場」

の研究、マーケティング

イノベーション

大島裕市 学生会員 慶應義塾大学大学院 山口県

経済地理

地場産業（地域）振興

イノベーション

楠　聖伸 正会員
社会福祉法人

全国社会福祉協議会
東京都

社会的養護

Wellbeing

システムエンジニアリング

太古益樹 学生会員 大阪市立大学大学院 奈良県
経営組織論

広告コミュニケーション

入会者（入会順）


