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第44回日本創造学会研究大会報告

１

COVID-19が少し落ち着きをみせていた2022年11月12日（土）〜13日（日）に、慶應義塾大学日
吉キャンパス来往舎とオンラインのハイブリッド形式にて、第44 回日本創造学会研究大会を開催い
たしました。大会テーマは、「創造性で実現するWell-Beingな社会」でした。参加者は、会場参加
79名、オンライン参加 57名となり、合計で136名となりました。発表は、会場発表数 34名、オンラ
イン発表数は（デジタルポスター発表19名含む） 33名で、合計発表数は 67名（学生会員13、正会
員41，非会員学生13）となり、大盛況の大会となりました。会場及びオンラインでご参加いただい
た皆様、ご協力いただいた皆様、どうもありがとうございました。
日本創造学会は、1979年の創立以来、組織や社会の創造性を育成するために、様々な創造技法開

発など、創造性に関する学術研究分野をリードしてきました。近年では、その創造性を生かしてま
ちづくりやスマートシティに活かすことも期待されています。特に、Well-beingな社会を目指す取
り組みは、産学官の連携でおこなわれつつあります。このため、今年度の大会の基調講演やパネル
ディスカッションでは、具体的に産学官でWell-beingな社会をつくりことを実践している方々にお
集まり頂き、分野横断型の議論を深めました。

基調講演は、デジタル庁統括官の村上敬亮氏をお招きし、「デジタル田園都市国家構想の実現と
Well-Beingについて」と題してご講演いただきました。講演では、共助モデルの必要性や具体的な
事例を紹介いただくとともに、デジタル田園都市国家構想がどのように進められており、地域幸福
度（Well-Being）指標の考え方などが紹介されました。

パネルディスカッションでは、地域幸福度（Well-Being）指標づくりも参加している３名の方に
ご登壇いただき、まちづくり、Well-Being、創造性について議論をさせていだきました。登壇者は、
スマートシティ・インスティテュート専務理事/三菱UFJリサーチ＆コンサルティング専務執行役員
南雲岳彦氏、法政大学大学院政策創造研究科教授 高尾真紀子氏、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 前野隆司氏の3名です。「Well-being」と「デジタル社会」と「創造
性」の関係性や、それらをより強くするためにできることなどの議論が盛り上がり、日本創造学会
の研究者・実践者にとって極めて学びの多いパネルディスカッションとなりました。（2頁に続く）

パネリストの南雲氏、高尾氏

開会の挨拶をする白坂坂大会実行委員長 基調講演の 村上敬亮氏

第44回研究大会実行委員長 白坂成功

パネリストの前野氏、ファシリテーターの白坂氏



２

高橋誠先生・前野隆司先生が日本創造学会フェローに就任

発表も多彩であり、創造性が多岐にわたる分野で必要とされることが実感できました。会場での
３つの部屋とオンラインで２つの部屋、合計５つの部屋で発表と活発な質疑応答がおこなわれまし
た。COVID-19でのオンライン大会を経て、ハイブリッド形式で実施することで、遠方からの参加
が容易となることで、より多様な人々の参加も可能となるなど、運営側としても新たな知見を得る
ことができる大会であったと感じております。今後、ますます多様な分野で創造性が活用され、よ
りよい社会が作られることに弊学会が貢献できることを願っております。

会場での発表風景

オンライン発表画面

会員総会報告でスピーチをする高橋先生、前野先生

日本創造学会フェローは「創造性の研究・教育および実践において特別な功績がある者」と
細則に定められており、2022年10月、高橋誠氏・前野隆司氏が推薦され理事会に承認されま
した。2023年よりフェローに就任されます。

高橋誠先生プロフィール

㈱創造開発研究所代表
東京教育大学卒、筑波大修士過程修了、東洋大博士
課程修了、教育学博士。
業務は創造性開発を中心に約2000の企業や行政に教
育指導。経営・人事・ブランド等をコンサル。「BIG 
EGG」「ゆうパック」「TOSTEM」等のネーミングを開発。
一般社団法人起業アイディア実現プロジェクト理事長、
NPO法人エコリテラシー協会理事長を兼任。
【日本創造学会での職歴】

1979年学会創設に参加、1881年より理事、1991年より
副理事長、2002年より理事長、2005年より会長、2008
年より理事、2018年より評議員長を経て、2023年より
監事兼フェローに就任。

前野隆司先生プロフィール

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

東京工業大学卒、東京工業大学修士課程修了。

キヤノン、慶應義塾大学理工学部教授などを経て

現在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。

ウェルビーイングリサーチセンター長。工学博士。

【日本創造学会での職歴】

2014年より理事、副理事長、副会長を歴任し、2023

年より理事兼フェローに就任。
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2022年11月12日、第44回研究大会開催時に行われた会員総会報告会場で、学会賞を受賞さ
れた方の表彰式が行われ、田村新吾会長、永井由佳里理事長、豊田貞光副理事長より表彰
状と記念品が送られました。

研究大会発表賞：野中朋美氏
【発表タイトル】

トマトを通じて世界を学ぶ小学生向け創造性教育オンラインワークショップの開発

【第43回研究大会発表賞】

【発表タイトル】

個人の概念生成特性と共創の関係

研究大会発表学生賞：平沢洸氏

◆学会賞授賞式◆

写真：左から
豊田副理事長、田村会長、尾澤知典さん（論文賞）、野中朋美さん（発表賞）、由田徹さん（論文賞）、永井理事長

論文誌Vol.25論文賞

尾澤知典氏・由井薗隆也氏
【論文タイトル】

小学校高学年児童における概念を用いた創造性教育抽象化と具体化を用いたポンプチャートの開発
による概念使用を志向した創造性態度の育成

由田徹氏・藪内公美氏・永井由佳里氏
【論文タイトル】

デザインの創造性向上にむけた感性要求の獲得方法 避難所用簡易間仕切りシステムの事例研究

デジタルポスター発表賞：石原来美氏
【発表タイトル】

食べものに対する意識変革を通して食品ロスを削減するためのワークショップ設計
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▲▼▲第76回クリエイティブサロン（2022年12月3日）開催報告▲▼▲

『解のない問いに挑戦する高校生』

講師：政浦嘉恵氏 石川県立小松高校 SSH企画推進室長

https://youtu.be/EVQU1a6fVrY

講師：安藤晃氏 東北大学工学部電気情報物理工学科教授

https://youtu.be/blTj2KsCeSI

『社会に開かれた学校支援』

https://youtu.be/6kjGAQeqn3g

【若者の深い学び】

『未来の卵を育てる大学』

講師：藤村琢己氏 一般社団法人Fora 代表理事

▲▼▲第77回クリエイティブサロン（2023年1月8日）開催予告▲▼▲

【創造性を萌芽する
「学び直し（リスキリング）」の探求】

新春企画：日本創造学会フェローによるスピーチ＆座談会＆交流飲み会！

開催日時：2023年1月8日（日）16：15～18：50 (予定）

ファシリテーター

豊田貞光氏

Speaker

紺野 登氏
日本創造学会フェロー
多摩大学大学院教授

前野隆司氏
日本創造学会フェロー
慶應義塾大学大学院教授

高橋 誠氏
日本創造学会フェロー
㈱創造開発研究所代表

【プログラム】
16：15～16：20 新年度挨拶 豊田貞光理事長
16：20～16：35 フェロー 紺野 登氏スピーチ(ビデオ講演）
16：35～16：50 フェロー 前野隆司氏スピーチ（オンライン登壇）
16：50～17：05 フェロー 高橋 誠氏スピーチ（オンライン登壇）
17：05～17：45 前野氏、高橋氏、ファシリテーター豊田氏 座談会
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
17：50～ オンライン交流飲み会 お題：今年のMyリスキリング

※第76回クリエイティブサロンでの政浦嘉恵氏・安藤晃氏・藤村琢己氏の講演は記載のURL
からオンデマンド視聴できます。

『未来の卵を育てる大学』

参加方法１： jcs-info@japancreativity.jp までメールでお申し込み下さい。その際に［ ］内についてお知らせ下さい。
［氏名/所属/会員 or 非会員/URL送付先メールアドレス］
参加方法２： イベントポータルサイトPeatixより参加申し込み https://77thcresalo.peatix.com/

参加費無料
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5

5

著作賞の応募期間は2年毎で、今回の第9回日本創造学会著作賞は2021-2022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
時に添付します。応募の著作や資料の返却はいたしません。
（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。

2021-22年度出版の著作賞のエントリーを募集します
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立石信雄氏を偲ぶ

当学会に貢献のあった元オムロン会長の立石信雄氏が2022年4月12日に腎不全のため逝去さ
れました。享年85歳でした。
私は、セレンディピティの研究業績のあった故沢泉重一先生が会長をされていたSAMジャ

パンチャプターの会で最高顧問の立石さんを紹介され、以降多くの教示を頂きました。
立石氏の父のオムロン創業者の立石一真氏がドラッカーと親交があり、信雄氏がコロンビア

大学留学中はドラッカーの自宅を訪れ、ドラッカー来日の折は京都を案内するなど薫陶を受け
ました。私が「二宮尊徳と創造経営」を上梓した際には、帯文を快く書いて下さり、その後プ
ライベートの電話をたびたび頂き、親しくさせて頂きました。

2015年の研究大会は大阪経済大学でしたので、ぜひ立石さんに基調講演を、と理事会で協
議し、申し入れましたら「そういうのは僕はやらない、あんたがやりなさいよ」と一蹴されま
した。後日、ご機嫌を計り、研究者相手ではなく、学生に一言声をかけてあげて下さいと言い
直しました。日頃から、学生時代から企業家精神を学ぶことが大切とおっしゃる立石さんの気
持ちに触れてみたのです。すると、軽く頷き承諾して下さいました。
「輝く企業のCSRと創造性」という講演で、多くの質問をお受けになりました。帰りには、

またタクシー拾って帰るから呼ばなくていいよということが予想されたので、あらかじめハイ
ヤーを呼び、待機させてその旨、申し上げたら快く乗って帰られました。
その後も、創造学会を経済的に支援して下さり、故徐方啓先生が「国際創造とイノベーショ

ン会議」（ICCI2018）を企画され、立石さんにご相談した時も準備金のご支援を頂きました。
巨星墜つの心境です。ご冥福をお祈りします。

会長：田村新吾

＝Matching HUB Nagaoka 2022に出展＝
長岡発”産学官金”連携マッチングイベント

2022年10月23-24日に「Matching HUB Nagaoka」が新潟県長岡市で開催されました。この
”産学官金”連携マッチングイベントは、企業や大学の技術シーズを紹介し、様々な分野の方々
をつなぐ、長岡で初めて開催する展示会です。新製品や新事業の創出と人材育成の試みから地
域の活性化を目指した企画であり、長岡市内の大学・高専生を対象としたビジネスコンテスト
も併催されました。２日目に、会場のアオーレ長岡において本学会の活動紹介パネルを展示し、
イノベーションを目指す地域活性化に貢献しました。

（詳細はこちらをご覧ください https://matching-hub.nadec-base.jp/）

理事長 永井由佳里

出展ブースでの永井理事長
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KICSS2022報告
17th INTERNATIONAL CONFERENCE on Knowledge, 

Information and Creativity Support Systems

日本創造学会も共催の国際会議、KICSS2022が2022年11月23-25日に京都大学本館前の時
計台会議室で開催された。
国際会議委員長は伊藤孝行京大教授、国際会議プログラム委員長は奥原俊三重大講師、およ

びWen Gu北陸先端大助教、国際会議実行委員長は松尾徳朗産業技術大学院大学教授であった。
三年ぶりの対面国際会議、アサヒビールルネサンスでのレセプション、そしてガーデンパレ

ス京都でのバンケットと大いに盛り上がった。
総参加者数65名、参加国数7カ国で発表件数は52件（通常の発表45件、Special Track 7件）

で、通常の発表はレギュラー：18件、ショート：13件であった。その他は18件（リサーチア
ブストラクト：11件、Special Track 学生発表：7件）で招待講演は山内裕京大教授、Xijin
TAMG中国科学院教授、大塚孝信名工大准教授であった。
本学会からの参加は5名であったが、JAISTの谷口・永井がKUNIFUJI AWARD

（創業者賞）を、長岡技科大の羽山・新山がOutstanding Paper Awardを受賞した。
なお次回のKICSS2023は北九州コンベンション協会の協賛のもと、2023年11月20-22日に行

われる。会員の方は奮って投稿・発表されたい。対面会議とすぐれたレセプション、バンケッ
トが企画運営される予定である。

（副評議員長：國藤進）
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事 務 局 メ ッ セ ー ジ

第44回研究大会は初のハイブリッド開催でし
た。現地とリモートの参加方法が選択でき、参
加者にメリットが多い反面、運営側は準備にパ
ワーがかかります。開催両日にわたり、全面的
に支援してくださった慶応SDMの教職員、学
生の皆様に心より感謝致します。また、今大会
をきっかけにご入会頂いた多くの新入会員の皆
様、今後ともよろしくお願い致します。

（事務局：比嘉）

日本創造学会ニューズレター
2022年12月発行（4№）
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

〒272-0015 千葉県市川市平田
1－10－2

Tel  080－3465－6152
Fax  047－705－1178

e-mail：jcs-info@japancreativity.jp

新入会員紹介

氏名 会員種 所属 住所 専門分野

原口 唯 正会員 株式会社BizDone 福岡県 デザイン・都市計画

平間和宏 学生会員 早稲田大学大学院 東京都
クリエイティビティ・プロセス

アントレプレナーシップ

入会者（入会順）

▼▼▼▼▼▼▼▼▼ 総会報告 ▼▼▼▼▼▼▼▼▼

第44回研究大会1日目の2022年11月12日、同年10月に行われた書面による総会の報告が永井理
事長より行われました。会員の登録メールアドレスに総会資料を送付、記載内容を個別確認、
返信にて承認数を確認しました。総会資料内容は賛成多数で承認・可決しました。

2023年度予算
収入

支出

科目 予算額 実績額 備考

前年度繰越金 4,431,960 4,677,712

会費収入

1,756,000 2,012,000

正会員支払者179名　1,778,000
学生・Jr.会員支払者41名　198,000

入会金23名　36,000

※新入会者会費は入会時期により変動

その他収入

120,000 270,470

論文掲載料正会員
30000×5名　150,000
論文掲載料学生会員
20000×5名　100,000
その他雑収入20,470

合計 6,307,960 6,960,182

科目 予算額 実績額 備考

大会費 500,000 17,220 482,780

会議費 90,000 57,140 32,860

研究会補助費 400,000 158,127 241,873

交通費 150,000 0 150,000

発送費 80,000 40,612 39,388

学会誌 50,000 100,440 -50,440

ニューズレター・メディア 250,000 249,800 200

事務局費 350,000 348,000 2,000

名簿データ類管理費 200,000 192,000 8,000

HP管理費 111,000 111,405 -405

事務所設備費 120,000 120,000 0

学会賞準備費 30,000 29,934 66

電話使用料 35,000 16,510 18,490

予備費 3,941,960 100,610 3,841,350

支出合計 6,307,960 1,541,798

収入額 支出額 繰越額

収支 6,960,182 1,541,798 5,418,384

        収  入

2022年度繰越分　(監査未終了概算）　　　　　　　　¥5,324,219 大会費　　　　　　　　　 ¥500,000

会議費　　　　　　　　　 ¥90,000

会費収入　　(会員数からの概算）
研究会補助費
（クリサロ/フィールドワーク新企画開催） ¥900,000

内訳 交通費　　　　　　　　　 ¥200,000

正会員205人×10000円×75％ ¥1,537,500 発送費　　　　　　　　　 ¥80,000

学生会員50人×5000円×60％ ¥150,000 学会誌　　　　　　　　　 ¥150,000

NL・メディア作成費　　　　　　 ¥250,000

事務局費 ¥384,000

新入会者入会金約20名分　　　 ¥35,000
名簿・データ類管理費
（規約、名簿、会費会計簿、ITｱﾄﾞﾚｽ等管理） ¥250,000

（2000×15、1000×5） ホームページ管理費 ¥130,000

論文掲載料　 ¥250,000
事務所設備費
（光熱費、OA機器保守費、事務所使用費　等） ¥120,000

雑収入 ¥10,000 学会賞準備費 ¥40,000

電話使用料 ¥40,000

オンライン環境整備費 ¥1,500,000

予備費　　　　　　　　 ¥2,672,719

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ¥7,306,719 ¥7,306,719

※予算収入欄の2022年度からの繰越額は年度途中のため概算です。（2022年見込実績からの2023年への見込繰越額参照）

　　2023年度会費収入については2022年現時点での会員数に基づいた概算です

　　2023年度論文掲載料・雑収入については例年実績に基づいた概算です。

支　出

2021年度決算報告
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