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大会実行委員長

川路崇博

第43回日本創造学会研究大会は2021年10月2日-10月3日
オンラインで開催されます

●大会テーマ●

「100年間をどう生きるか」

2020年より世界的に流行している新型コロナウイルス感染症ですが、ペストやコレラ、スペイン風
邪など疫病の類が約100年ごとに人類を脅かしていることが分かっています。約100年ごとの疫病の流
行が帰納的に推論できるのであれば、2120年頃を見据えた対応を“創造”しておくことは当然といえま
す。なにより、これからの100年は、今後100年間に何をすべきかを探究するために最大に残された時
間です。本研究大会を、その探究のキックオフ大会と位置付けます。
前回に引き続きオンラインでの開催を予定しています。従来の研究発表に加え、英語による発表セッ

ションを追加します。また、デジタルポスター発表では、新しいアイデアの提案や問題の提起、研究
萌芽段階の論議などアイデアレベルの内容を歓迎いたします。さらに、参加の方法として「聴講専用
ボリュームパック」を用意いたしました。多くの皆さんの参画をお待ちしております。

副実行副委員長

古川洋章

北九州市立大学久留米大学

副実行副委員長

古川洋章

国際担当委員長

井上奈美子

福岡県立大学

大 会 要 項

【発表申込締切】 8月10日 【発表のない参加申込締切】 10月1日

【研究発表論文・レジュメ提出締切】 8月31日（火）（厳守）

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

※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。

【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㍉以上の余白をとること

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）
【大会参加費】

http://www.japancreativity.jp/conference/43rd/index.html
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後藤俊夫氏プロフィール
1942年生まれ。東京大学経済学部卒。大学卒業後NEC 入社し、1974年ハーバード大学ビジネススクール
にてMBA取得。1997年から1999年まで(財) 国民経済研究協会・常務理事(兼) 企業環境研究センター所長。
1999年静岡産業大学国際情報学部教授、2005年光産業創成大学院大学統合エンジニアリング分野教授を経
て、2011年より日本経済大学渋谷キャンパス教授に就任し、同経営学部長を経て、2016年4月から現職。
経営戦略(企業の持続的成長) を専門分野とし、日本における長寿企業、ファミリービジネス研究の第一人
者。国内外の大学における教育活動及び大手企業など各方面での講演・セミナーを精力的にこなしている。

「長寿企業に学ぶポストコロナの経営」

10月2日（土）１３：１０～１４：１０◆基調講演◆

－講演概要－
民間企業で33年間勤めた後、1999年の大学転職以来20年余、長寿経営を一貫した研究テーマとして

きた。長寿企業の絶対数について、日本の52,328社を筆頭として、世界136ヵ国・地域の分布状況を
確認した後、各国経済規模に比した相対値では、1位日本に続き、2位をドイツ文化圏が占めると判明
し、研究の焦点は長寿経営の要因と共に国際比較に移りつつある。
今回のCOVID-19パンデミックに関して、長寿経営から見える要点は次の3点である。第1に、典型

的な長寿企業は今回のリスクを未曾有とは認識していない。大規模の自然災害や社会経済的危機の定
期的発生を彼らは経験知として察知し、日頃の手堅い経営で蓄積した手元流動性で備えている。
第2に、大規模危機への対応は地域共存が効果的と教訓が伝わり、1995年関西淡路大震災、2011年

東日本大震災と同様、今回もコミュニティを基盤とした早期レジリエンスが特徴的である。
第3に、ポストコロナ時代の経営は長寿企業にある。長寿企業は「三方良し」の理念、並びに従業員、

顧客、地域社会、そして地球の限られた資源を大切にしてきたからこそ、長期継続してきた。
世界中が同時に危機的状況を経験したことで、経済的な営みの本質に対する反省、社会木活動への

哲学的考察が進むのではないか。株主を第一に考える米国流の「株主資本主義」も揺らぎ、多くの企
業が明日の経営の姿について悩む中、長寿経営の意義を学ぶ重要性が従来以上に増すと思われる。

講演者：後藤俊夫氏

日本経済大学大学院特任教授

一般社団法人１００年経営研究機構代表理事

※2日目詳細プログラムは次号に掲載いたします
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一條 厚氏 元㈱GK ダイナミックス代表取締役社長、道具学会理事

1948年岩手県盛岡市産まれ。1970年東京藝術大学美術学部工芸科入学、1977年
同大学院染織専攻修了。同年、株式会社GK インダストリアルデザイン研究所入
社。1980年~1983年 (米国LA)出向。元株式会社GK ダイナミックス代表取締役
社長、道具学会理事。
USを旅し初代Vmaxを、日本を旅しSRX600を創造。自然の力学が生み出す美と
カタチを探り、ヤマハ発動機の様々なビークルやショーモデルに反映しました。

山下裕子氏 広場ニスト／ひと・ネットワーククリエイター

2007年よりグランドプラザ運営事務所勤務。2009年（財）地域活性化センター
第21期全国地域リーダー養成塾修了。2011年よりNPO法人GPネットワーク理
事。2013年より全国まちなか広場研究会理事。2016年よりまちなか広場研究所
として活動開始。八戸・酒田・豊田・神戸・明石・姫路・久留米をはじめとす
る地域のまちなか広場づくりの伴走者的立ち位置で関わる。著書に『にぎわい
の場 富山グランドプラザ－稼働率100％の公共空間のつくり方』（学芸出版
社）、『生きた景観マネジメント』（共著・鹿島出版会）、『コンパクトシ
ティのアーバニズム』（共著・東京大学出版会）。

白坂成功氏 慶應義塾大学大学院教授・日本創造学会理事

東京大学大学院工学系研究科航空宇宙工学専攻修士課程修了。その後、三菱電
機株式会社にて宇宙開発に従事。技術試験衛星VII型（ETS-VII）、宇宙ステーショ
ン補給機（HTV）等の開発に参加。特にHTVの開発では初期設計から初号機ミッ
ション完了まで携わる。途中1年8ヶ月間、欧州の人工衛星開発メーカに駐在し、
欧州宇宙機関向けの開発に参加。「こうのとり」（HTV: H-II Transfer Vehicle）開発
では多くの賞を受賞。内閣府革新的研究開発推進プログラムのプログラムマネー
ジャーとしてオンデマンド型小型合成開口レーダ衛星を開発。2004年度より慶應
義塾大学にてシステムズエンジニアリングの教鞭をとり、2010年度より同大学院
システムデザイン・マネジメント研究科准教授。2017年度より同教授。

◆パネルディスカッション◆ 10月2日（土）１４：３０～

司会：藤原由美

「むこう100年のわたしたちへ
～デザイン・生活の場・技術～」
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日本創造学会第14期任命理事のご紹介

任命理事 石井力重 オンラインメソッド推進担当

㈱オージス総研行動観察リフレーム本部／国立大学法人大阪教育大学理数情報
教育系特任准教授。
フィールドワーク推進担当創造的思考法への注目はますます高まっていますが、

手法を導入しても創造活動につながらないという現場が散見され、例えば、広く普
及しているKJ法についても、その9割が誤用と指摘されるなど、創造的手法の真髄
がまだまだ十分に伝わっていない状況かと思われます。この現状において、どのよ
うに手法実践すればよいのか、また、その手法実践を支える理論的背景をどのよう
に理解すべきかについて、実践・研究に取り組んでいければと思います。そして、
「創造的思考の研鑽を深めるには日本創造学会」と、より多くの研究者・教育者・
ビジネスパーソンなどが集う場として本学会の発展に貢献し、様々なフィールドに
て創造的活動に取り組んでいければ幸いです。また、Society5.0時代の教育イノ
ベーションについても、大阪教育大学の大学院・大学・附属中高の各年代にて授業
を試行していますので、次代の創造性教育についての議論にも参加できればと思い
ます。よろしくお願い致します。

この度、任命理事を拝命しました杉原麻美です。日本創造学会には2015年からお
世話になり、多様なバックボーンをお持ちの皆様から多くの学びと刺激を頂いてき
ました。1979年の創立以来オープンで学際的な学会として発展してきた日本創造学
会ですが、知的生産のあり方が様変わりし、人間の持つ「創造性」があらためて問
われるようになっている現代では、その存在意義は一層大きくなっていると思いま
す。学会の発展に少しでも寄与できるよう努めてまいりますので、引き続きどうぞ
よろしくお願いいたします。
（プロフィール）淑徳大学人文学部表現学科准教授。大学卒業後、1989年（株）
リクルート入社。同社にて「ゼクシィ」副編集長、「赤すぐ」副編集長、「ケイコ
とマナブ」編集長、リクルート学び総合研究所研究員などを歴任後、2014年より現
職。専門はメディアコミュニケーション、情報コミュニケーション。著書に『多文
化共生社会における協働学習』（学文社、2018）。

任命理事 杉原麻美 ダイバーシティ推進担当

この度、任命理事を拝命しました石井力重です。名前は「りきえ」と読みます。
仕事は、アイデアプラントの代表をしています。堅いところでは、早稲田大学・
奈良女子大学で非常勤講師もしています。創造学、デザイン論を担当しています。
私の本業では、ブレストを助ける製品も多数作っています。新製品は、「NHKお
はよう日本」に取材されたことが3度ありました。オンライン上の活動は、対面
よりもやりにくい面はあるものの、移動の負担がなく参加しやすい利点もありま
す。長期的に見れば、テクノロジーの発展に伴い、オンライン上の活動割合が
徐々に増えていくでしょう。そうした時代に向けて、我々日本創造学会は、オン
ライン上の創造活動に役立つ知見を、社会に広く提供する存在でありたい、と
思っています。
“あなたがいなければ、無かったはずのものを、皆で作ろう。”――という姿勢で、
挑戦する人をいつも応援しています。どうぞよろしくお願い致します。

任命理事 安松健 フィールドワーク推進担当

会則第15条に則り、第14期理事会は３名の任命理事を指名し、本人の承諾を経て就任されました。
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第68回クリエイティブサロン開催のお知らせ

第68回クリエイティブサロンは7月10日（日）にオンライン（Zoom)で開催されます。
詳細はJCSのウェブサイトでご案内しております。

開催日：2021年7月10日（土）13：00～16：30予定

「深い学び」に関する私的・試
的・詩的考察

～探究的学びを通して～

第1部講演会Ⅰ

講師：下町壽男氏

参加費：無料/  参加資格：Zoomでのオンライン参加が可能な方。※参加希望の方は、［ ］について
メールで学会事務局までお申し込みください。［氏名/所属/正会員or学生会員or非会員］

創造の知とは何か？
ーそれは探求の知と何が違うのか？－

原島博氏プロフィール
2009年3月、東京大学を定年退職。その後女子美術大学（芸術）、明治大学（総合数理）、立命
館大学（文学）の客員教授を経て、 古希を過ぎて2015年12月より本年3月まで東京大学特任教授。
文系と理系をまたがった全学共通の大学院講義をコーディネートした。 これとは別に一般向け
の個人講演会（ＨＣ塾）を東日本大震災の直後より毎月開いている。 毎週土曜日の朝10時から
30分、Zoomで勝手な話もしている。 もともと人と人の間のコミュニケーションを技術的に支援
することに関心があり、 その一つとして顔学の構築と体系化を夢見た。科学・技術と文化・芸
術の融合にも興味がある。 （個人ホームページ：http://harashima-lab.jp/) .

下町壽男氏プロフィール
岩手県内5校の高校に数学科教諭として勤務後、青森県に2年間派遣される。 東日本大震災後、岩
手県教委学力授業力向上担当主任指導主事として、個別指導、セミナー、講演、 出前授業、教材
開発などを通して教員文化を変える取組に尽力する。 2013年度以降は管理職として授業改革を軸
にした学校改革に力を入れ、全国への発信を行う。 花巻北高校長退職後、2019年度より2年間盛
岡中央高校附属中学校に勤務しつつ、 探究アドバイザー、授業改革、キャリア教育など幅広い内
容での講演活動やコンサルティングを行う。 .
趣味は演奏活動。仲間内でのライブも行っている。現在は「しもまっちハイスクール」を立ち上
げ、教育改革コンサルタントとして活動中。著書は「つながる高校数学」（ベレ出版）など。
数学及び教育関係の書籍への執筆多数。「月間高校教育」（学事出版）にこの3月まで36回にわ
たり「シモマッチの校長随想」を連載。1957年生まれ。愛称しもまっち。
（個人ホームページしもまっちハイスクール (simomacci.jp) .

第1部講演会Ⅱ

講師：原島博氏

第２部トークセッション 國藤進×原島博×下町壽男

本トークセッションでは、二人の講演者に國藤進先生が加わり、創造学からW型問題解決法やKJ法の視点
も加えて、思考力を深化させて創造力を高める方策について、参加者の意見も伺いながら議論を進めます。

國藤進氏プロフィール
1974年東京工業大学理工学研究科制御工学修士課程修了。同年富士通㈱国際情報社会科学研究所入所。学生時代、川
喜田二郎先生が創設した移動大学の第一回黒姫移動大学に1969年参加。川喜田二郎・牧島信一著「問題解決学 KJ法
ワークブック」の部分執筆。森政弘先生の創造工学演習にも積極参画。これがロボコンに発展。富士通18年の最初７
年間は日本創造学会創設にも貢献。後半の11年間は第5世代コンピュータ・プロジェクトを行なう新世代コンピュー
タ技術技術機構研究所に主任研究員として出向するなど、プロジェクトのソフト開発グループを引っ張る。
この活躍が認められ、1992年北陸先端科学技術大学院大学の情報科学センター長および情報科学研究科教授に転籍。
1998年知識科学研究科創設。知識科学センター長、知識科学研究科教授、副学長等を歴任。特任教授、客員教授等を
経て、現在名誉教授・非常勤講師・ゲストスピーカ。専門はAI,知識システム、グループウェア、知識創発論。 学位
は東京工業大学論文博士（工学）。日本創造学会副評議員長（元理事長、元会長）
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日本創造学会西日本支部第4回研究発表会開催報告

日本創造学会西日本支部第4回研究発表会を無事開催すること
ができ、関係者の皆様に厚く御礼申し上げます。
徐先生から生前御依頼を受けたものの3月にお亡くなりになり、

発表論文が集まるかなど不安に駆られながら開催日程を決めたこと
を思い出します。
発表論文は6本集まり14名の方が参加して頂きました。発表論文

を整理してみると、情報技術革新、コミュニケーション、組織学習
と技術移転といったキーワードに集約されるのではないかと思いま
す。日本、中国、韓国の事例が取り上げられ、新型コロナウイルス
の世界的な広がりという未曽有な環境において、人々の創意工夫が
新しいコミュニケーションの形態を生み出し、また企業活動におい
てもイノベーションの萌芽が今後開花することを予感させる内容の
発表と議論がなされました。
オンラインでの開催のため、当初活発な質疑応答がなされないの

ではないかと懸念していましたが、様々な分野の研究者が集まった
ということもあり、実りある議論ができたのではないかと思います。
文末になりましたが皆様のご健勝と各分野での益々のご活躍を祈

願して、ご挨拶の言葉としたいと存じます。

実行委員長 峰滝和典

作成した学習かるた

作成したチラシを
掲載したQRコード

私の一押しは品川女子学院の4人の高校生が発表した
「子宮頸がんの予防と早期発見のために」です。
まず、ターゲットと研究目的がしっかり定められていま

す。調査として、中高生に対するアンケートを実施すると
ともに、啓発活動をしている団体や医師にインタビューし
ています。この調査から子宮頸がんの予防と早期発見のた
めに、学習教育に焦点を当てることとしています。そして
解決策のアイディアの中から以下の3点を実施しています。
1.学習かるたの作成
2.先生向けマニュアルの教材開発
3.リーフレットの作成
さらに実施した授業後にアンケートを実施し、興味や知

識が高まったかの調査をしています。4人の女子高生が短
い期間で調査し、アイディアを実行し、さらに評価までし
ていることに驚き、感心しました。

今回のアイディアEXPOの各賞を以下に記載します。
最優秀賞：トイレは公園の存在価値を高められるのか！？
優秀賞：子宮頸がんの予防と早期発見のために
アカデミック賞：福祉関係の人材不足について
アイディア賞：フェイクニュースについて
オーディエンス賞：広告とジェンダーの関係を考える

今年も「高校生アイディアEXPO」の審査員として呼んでいただきました。
本稿では私が「これは秀逸！」と感じた発表を紹介します。

高校生アイディアEXPO
オンライン発表会の様子

理事 國枝佳明

高校生アイディアEXPO 2020
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第67回クリエイティブサロン（2021年 5月16日）
オンライン開催報告

コロナ禍におけるイノベーションの創造
～オープンイノベーションの重要性～

講師：中田泰子氏
北陸先端科学技術大学院大学 産学官連
携本部産学官連携推進センター准教授
日本創造学会会員

現在、世界はコロナウィルス感染症の拡大という
未曽有の危機に見舞われている。このような状況に
おけるイノベーションの創出には、このような状況
であるからこそ必要とされるニーズやそれに対応し
たシーズを的確にマッチングさせるためのシステム
が必要とされる。北陸先端大が継続的に開催してき
た「Matching HUB」は、多数のシーズやニーズを
同時にマッチングすることのできる産学官連携の
オープンイノベーションの「場」であり、コロナ禍
においても有効に機能するシステムである。
今回、規模はやや縮小したものの、徹底した対策

を施して「Matching HUB」を敢えてリアル開催し
たが、会期中のセミナー等にオンラインも併用した
こともあり、例年とほぼ同等の成果を得ることが出
来た。ことで、今後のオープンイノベーションへの
取り組みや産学連携関連のイベント開催に有用な知
見が得られたものと考えている。発表に対して今後
の活動に有益なご質問やコメントを頂きました。こ
の場を借りてお礼申し上げます。 （記事：中田泰子）

世界で最も地球に優しいスポーツスポGOMIの普及啓発

講師：相原正道氏
大阪経済大学学長補佐、ス
ポーツ・文化センター長
人間科学部教授
日本創造学会会員

2018年9月に開催された第39回研究大会において「スポーツ・イノベーション スポGOMI大会」で発表賞
を受賞させていただきました。この発表がのちの業績となる「世界で最も地球に優しいスポーツ スポGOMI
の普及啓発」につながり文部科学大臣表彰科学技術賞（理解増進部門） を受賞するに至りました。私にとっ
て日本創造学会で発表賞をいただいたことが大きな契機となり、さらなる探求心を抱くことができたのはこ
の上ない事実です。本当に感謝しております。今回は凱旋講演のつもりで皆様への日頃の感謝を込めて講演
させていただきました。と申しても、今回の講演は共同で受賞した一般社団法人ソーシャルスポーツイニシ
アチブ協会の馬見塚健一代表がほとんどお話してもらったのですが。。。
「世界で最も地球に優しいスポーツ スポGOMIの普及啓発」という講演タイトルで、2008年より活動をス

タートし国内外で約1000大会を開催してきた手法とその実例、今後の展開について紹介させていただきまし
た。深刻化する海洋ごみ問題や持続可能な社会を作るために定められたSDGsを達成するには、世界がひと
つになりあらゆるジャンルからの問題提起が必要です。そのアプローチの方法として、私たちはスポーツと
地域の環境保全を融合した「スポGOMI」を発案し、社会へそのメッセージを投げかけてきました。何処か
遠い国の事だと思われがちなこれらの問題が、自らの生活と繋がっている事を感じてもらうためには、まず
地域のごみ拾いに参加してもらいみんなで問題を共有する事が大切です。人は理屈や大義だけでは行動を変
えません。非日常を体験させることで行動様式が変わります。スポGOMIは環境問題に意識の高くない人に
も楽しくごみ拾いに参加してもらうために競技性を用い、 「ごみ拾いを競う」という非日常を具体化しまし
た。
当日は、質疑応答でたくさんのご提案やご質問をいただきました。できることならば、もう少し皆様と

ディスカッションできればと思いました。それを含めて次回の研究大会で皆様に再会できることを心待ちに
しております。 （記事：相原正道）

5月16日のクリエティブサロン第1部講演会にて
「学生のアイデアを活かすビジネ スコンテスト」の
演題で、弊学や他社が開催するビジネスコンテスト
の比較・調 査の結果についてお話をさせて頂きまし
た。弊学で開催しているビジネスコンテ ストは学生
個人の創造性を起点とし、弊学URAが学生のモチ
ベーションを促進・ 支援する体制を強化していくこ
とで、問題/課題解決ではなしえないイノベー ション
の創出を目指して参ります。この講演に対し、参加
会員様より多数のご助 言や実践知の共有を頂きまし
た。アイデアに対する特許の取り扱いや、コンテス
ト前の事前支援の方法などの制度面においても、今
後の展開を考える良いきっか けとなりました。加え
て、他のビジネスコンテストの実践例をご提供頂き
ました 参加会員様とは「若い芽を育てたい！」とい
う熱意が、私自身の想いとも共鳴し たように思いま
す。改めましてこのような機会を頂きましたこと、
感謝申し上げ ます。 .
（記事：西野涼子）

講師：西野涼子氏
北陸先端科学技術大学院大学先端科
学技術研究科博士後期課程1年
日本創造学会会員

学生のアイデアを活かす
ビジネスコンテスト

講師：馬見塚健一氏
一般社団法人ソーシャルス
ポーツイニシアチブ代表
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＜＜オンラインでの皆さんの困りごとを教えてください＞＞

オンラインでの活動における、皆さんの困りごとの解消へ
の知識提供の取り組みをしたいと思います。そこで、皆さん
の困りごとや、乗り越え方をぜひ教えてください。
学会員の方も、一般の方からの回答も、大歓迎です。
回答は匿名で結構です。また、回答内容に含まれる人名や

固有名称は、完全に記号化処理をしたうえで、貴重な情報と
して、大切に使わせていただきます。
皆様からいただく声をもとに、多様な形で、広く社会に還

元してまります。

オンラインメソッド担当・任命理事・石井力重

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdtiNnujdkp6qarpatZ-qwk9-
i8c2ZCSnAWmlFVk4C8Icxdhw/viewform?usp=sf_link

『技術者のマーケティング強化書
―これだけは知っておきたいマーケティングの基礎知識60―』

会員の書籍紹介

著者：水越康介・髙橋 誠／出版：日科技連出版社／定価1,980円

本書は、私が日本の技術者がマーケティング力を持つのは必須なのに、技術者向きのマーケッ
チングの本がほとんどない事に危機感を抱いたのが動機です。内容は、マーケティングの基礎か
らブランドの確立までを60の基本常識を厳選して解説したものです。私にとっては81冊目の刊行
になります。
良い製品、良いサービスを開発さえすれば「売れる」時代はとうに終わりました。これからは

売れるものの裏にあるマーケティングの「ものを売る力」を身につけて、仕事に取り組めるかど
うか、技術者の今後を左右すると思います。
私は、創造性が専門ですが、マーケティング関連の本も何冊かは出しています。マーケティン

グ関連の仕事では、「ゆうパック」「かもめ～る」「BIG EGG」「TOSTEM」「くるりんポイ」
等、300以上のネーミング開発も手掛けました。しかしマーケティングが専門ではありません。
そこで、共著者として東京都立大学でマーケティングが専門の水越康介教授に声をかけました。
従って本書は、実務家の私とアカデミックな水越康介先生がタッグを組み、技術者向けの書籍に
定評のある日科技連出版社、の3者が出版した一冊となります。本書は気軽に読める入門書を目
指しました。ぜひ本書を、お読みいただき、ご関係の方々にご紹介いただければ大変幸いです。

（記事 髙橋誠）

■内容の概要■
Part I マーケティングとは何か
Part Ⅱ マーケティング・ミックスを使いこなす
Part Ⅲ 新製品・サービスの開発と価格戦略のあり方
Part Ⅳ 流通とプロモーションを考える
Part V 消費者とのコミュニケーションの深め方
Part Ⅵ 強いブランドを創るビジネスモデルとは何か
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事務局メッセージ

第43回研究大会は昨年と同様にオンライン
で開催されます。研究発表は通常発表の他、
英語セッションと昨年度の好評だったデジポ
ス発表も受け付けます。また、１つの会場で
何名でも聴講できるお得なボリュームパック
も設定しました。

100年に一度の病疫を乗り越え、やってく
る次の新しい世界に人はどう向かうのか、今
大会テーマはなかなか壮大で深いものです。

（事務局：比嘉）
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氏名 会員種 所属 住所 専門分野

脇田健一 正会員 三菱電機エンジニアリング㈱ 愛知県

モータ工学

機械工学

電気工学

平沼智康 正会員 北陸先端科学技術大学院大学 東京都
経営学

創造性マネジメント

須藤　順 正会員 高知大学 高知県

社会起業論

コミュニティ・デザイン

アクティブ・ラーニング

上野友大 学生会員 久留米大学 福岡県
HCI

(human-computer interaction)

神谷泰史 学生会員 情報科学芸術大学院大学 東京都
イノベーションプロセス

インタラクションデザイン

趙　廷仁 学生会員 西九州大学大学院 佐賀県

社会福祉

高齢者福祉

高齢者健康増進活動

佐藤徳紀 正会員 （株）ベネッセコーポレーション 神奈川県
科学教育

教育工学

松本真理子 正会員 名古屋大学 愛知県

臨床心理学

児童青年期

心理アセスメント

入会者（入会順）

《入会案内》

会員は、正会員、学生会員、賛助会員（個人・法人）、海外会員、ジュニア会員の5種です。

１．入会金 2,000円

２．会費 10,000円

１．入会金 1,000円

２．会費 5,000円

３．賛助会員（個人） 1口 10,000円（1口以上）

４．賛助会員（法人） 1口 10,000円（3口以上）

１．入会金 1,000円

２．会費 5,000円

６．ジュニア会員 １．会費 2,000円

1.正会員

２．学生会員

５．海外会員

会員は日本創造学会論文誌への論文投稿や、年次大会で
の研究発表ができます。
メールアドレスの登録で学会ニューズレターやクリエイ
ティブサロンなどへの参加案内等の情報を受け取ること
ができます。
入会申込書は学会Webページよりダウンロードできます。

※年度途中での入会の場合、年会費は以下のように減額さ

れます。
1.1～6月までの入会者 ＝規定どおり
2.7～9月までの入会者 ＝規定の30%引き
3.10～12月までの入会者 ＝規定の50%引き

Japan Creativity Society NEWSLETTER 2021.7.5 №2


