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１

2022年11月12日(土)～13日(日)オンライン開催

白坂成功実行委員長
（慶応義塾大学）

第４4回日本創造学会研究大会

前野隆司実行委員
（慶応義塾大学）

当麻哲哉実行委員
（慶応義塾大学）

１

参加方法 :  学会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。

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 : 2022年11月12日（土）～11月13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/デジポス発表（予定）

大 会 要 項

【発表申込締切】 9月15日 【研究発表論文/レジュメ提出締切】 9月末日（厳守）

【発表のない参加申込締切】 11月10日

【参加費】

【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）

※発表論文の査読はありません。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



２

▲▼▲第70回クリエイティブサロン（2021年12月4日）開催報告▲▼▲

『システムxデザイン思考：慶應SDMの新価値創造アプーチ』

講師：白坂成功氏
慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究科教授／日本創造学会理事

第一部で説明したシステムxデザイン思考がどういったものかを体感する
ため、Zoom（ブレイクアウトルーム）とｍiroを活用し、グループワークを
実施しました。ほぼｍiro初体験の参加メンバーに対し、広瀬先生は丁寧にか
つ的確にインストラクションしてくれました。

『システムxデザイン思考を体験するオンラインワークショップ』

ファシリテーター：広瀬毅氏氏
慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究科特任助教
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※第70回クリエイティブサロンでの白坂成功先生の講演は下記のURLからオ
ンデマンド視聴できます。

https://youtu.be/e-OcH2AN05Y

第１部 講演会

第２部 ワークショップ

ブレスト、親和図、強制連想（マトリックス法）の説明を受け、お題に対し、それぞれのグ
ループ（6人6グループ）にて自由闊達に対話を楽しみ、しっかりアウトプットし、代表者が全
体の中で発表していただき、大変有意義な時間を過ごせたと思っております。
特筆すべきことは、各グループに配置されたTA（ティーチングアシスタント）の方々の共感

的態度とWebスキルです。どのグループにも道具づかいが不慣れな方、発想が固い方がいらっ
しゃいましたが、どのTAの方も大変支援的、共感的な対応で場が創造的で和やかになっていま
した。やはり、分散環境の場においても「エンパタイズ（共感からの洞察）」の重要性を強く
感じたワークショップでした。 （理事 豊田貞光）

https://youtu.be/e-OcH2AN05Y


３
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▲▼▲第71回クリエイティブサロン（2022年 1月9日）開催報告▲▼▲

『創造性とウェルビーイング』

講師：前野隆司氏
慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究科教授／日本創造学会副会長

※第71回クリエイティブサロンでの前野隆司先生の講演は下記のURLからオ
ンデマンド視聴できます。

https://youtu.be/_JdYyDuYPYQ

第１部 講演会

新春企画に相応しい幸福学の第一人者前野先生による講演会。イノベーションプロセスと幸
福の4要素（１．やってみよう因子、２．ありがとう因子、３．なんとかなる因子、４．あり
のまま因子）が極めて近いという話を事例や自身の経験談を通じて分かりやすく講義していた
だきました。いつ聞いても「そうだよなぁ」と心に沁みる講話でした。
この長いコロナ禍で改めて①「地位財」型の幸せ＝長続きしない②「非地位財」型の幸せ＝

長続きするという知見が表面化したように感じました。
第2部ではオン飲みをいたしました。いろんなジャンルの参加者による「幸せな雑談」がで

きました。特筆すべきことは、分散環境の飲み会でも、いい発見、現状に対する高品質な違和
感には、優れた知見、想像を超えた発想や解決のアイデアが湧き出て、やってみれば何とかり
そうだ（1番目因子と3番目因子）なあと感じることができました。ありのままの自分で（4番
目因子）幸福学を体感できたサロンだったと思います。参加のみなさまに感謝（２番目因子）
ですね。

（理事豊田貞光）

＝２０２２年度内クリエイティブサロン開予定＝

第72回 第73回 第74回 第75回 第76回

4月16日（土） 5月15日（日） ７月10日（日） 10月8日-10日（予定） 12月3日（土）

13：30-16：30 13：30～16：30 13：30～16：30 13：30～16：30

オンライン開催 オンライン開催 オンライン開催 ハイブリッド開催 オンライン開催

アート思考最前線 学会賞受賞者講演会
創造的な組織と

コミュニティー
講演＆フィールドワーク ＤＸ経営最前線（予定）

https://youtu.be/_JdYyDuYPYQ
https://youtu.be/_JdYyDuYPYQ
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日本創造学会が共催する国際会議KICSS2021が2021年11月24－25日に開催された。
タイのバンコックにあるタマサート大学国際大学院SIITが主催であり、時節柄オンラインで

の開催となった。参加国は5か国、採録ペーパは27論文であった。
日本創造学会からは8名の正会員、2名の学生会員が参加した。素晴らしいことに西野涼子、

永井由佳里が最高位のBest Paper Awardを、三浦元喜、樋口健夫が次点のBest Paper Running 
Up Awardを、羽山徹彩がセッション3のBest Presentation Award を受賞した。
それ以外に名誉議長でKICSS創設者の一人である國藤の名を冠した國藤賞2名を厳正な審査

の上決定した。
なお、2022年度は京都大学の伊藤孝行教授が窓口となり、紅葉のシーズンの2022年11月23

日－26日に京都大学で開催される。学会員の方は奮って投稿されたい。
（副評議員長：國藤進）

KICSS2021開催報告

４

International Conference on Knowledge, Information and Creativity 
Support Systems (KICSS)

西野涼子・永井由佳里
所属：北陸先端科学技術大学院大学

三浦元喜 所属：千葉工業大学
樋口健夫 所属：アイデアマラソン研究所

羽山徹彩 所属：長岡技術科学大学
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■■第72回クリエイティブサロン開催のご案内■■

第72回クリエイティブサロン
『アート思考最前線』

開催日 ：4月16日（土）
開催時間：13：30-16：30
参加費 ：無料
開催方法：オンライン（Zoom)

【基調講演】
越前屋俵太 氏

【講演会】
末永幸歩氏
森田弘美氏
西村拓一氏＆飯野みなみ氏

【ライブセッション】
越前屋俵太氏、西村拓一氏
飯野みなみ氏、永井由佳里氏

参加希望者は
［氏名/所属/会員or非会員］
を本文に記載の上、JCS事務局に
メールでお申し込み下さい。

jcs-info@japancreativity.jp

会員の書籍紹介 ①

５

学びと教師 -自己内展のモデル思考-
著者：竹村哲（たけむら あきら）

（富山大学大学院教職実践開発研究科・教授）
富山大学出版会 １８４頁 定価 1,650 円（税込み）

本書は、次代を担う「教員の在り方」を長年研究してきた筆
者が学校教育の質的発展に資するべく書き下ろした一冊です。
２０２０年の教育改革を受けて教師には子どもの生きる力

を培うことが一層求められていますが、これを確固たるもの
にするためには、まず教師自身が子どもの見方と教育の考え
方を豊かにする必要があります。
本書では、この要請に応えるために現象学や神経科学など

の知見をもとに人間発達を自己内展的なモデルとして表し、
これを切り口にして経験主義的な人生の学習観を紐解いてい
ます。その上で、この学習観に叶う主体的な学びの概念を構
築し、実際の教員研修に反映することで、教師の見方・考え
方を培う取り組みを著わしています。



６

■ ■ ■新入会員紹介■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■会員登録情報に変更がある方はお知らせ下さい■

2022年度の会費未納の方は、下記口座にお振込みをお願い致します。学術研究団体である創造
学会は皆様からの会費により運営されております。よろしくご協力をお願いいたします。

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
2022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

コロナ禍の長いトンネルからようやく抜け出せる
兆しが見えたのも束の間、ロシアのウクライナ侵攻
で世界の先行きにまた違う不安が生まれた。継続的
なストレスで不安を感じるのは当然の事、そうした
不安やストレスは創造力を通じて対処しよう。アー
トや音楽、スポーツなどの社会心理活動は人の心に
作用する。睡眠を十分取り、体を動かし人と交流し、
共感し感動する。自分だけが不安に苛まれているわ
けではないのだから。
次回のクリサロテーマは「アート思考最前線」、

多くの会員の参加をお持ちしております。
（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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会員の書籍紹介 ②

技術者のマーケティング強化書

日科技連 144頁 定価 1,980円（税込）
著者：水越康介・髙橋誠

良い製品、良いサービスを開発すれば「売れる」時代でも
もはや終わりました。売れるモノの裏には、マーケティング
理論にもとづく仕掛けがあります。ものを売る力をつけて仕
事に取り組めるか否かが、技術者の方々が今後活躍できるか
どうかの、鍵を握っています。
本書は、多忙な技術者の方々に、マーケティングの知識や

技術を、手軽に身につけられるよう、60の基本常識を厳選
して解説しています。

会費納入のお願い

氏名 会員種 所属 住所 専門分野

村井友貴 正会員 株式会社大航流時代 東京都
身体論

フィールドワークと質的統合法

羽田隆志 正会員 静岡文化芸術大学 静岡県
プロダクトデザイン

商品開発

入会者（入会順）


