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本大会は2020年大会（第39回・札幌）に引き続き、新型コロナウイルス感染防止のため、オンラインでの開催となりま
した。そこで運営スタッフ一同、昨年度の初めてのオンライン大会の実績を土台に、以前のオフラインで行っていた大会と
比べて遜色ない、逆にコロナ禍でオンライン開催したからこそできることをしようと決意し、以下３つを軸に企画運営する
ことにしました。 

 

第一点は、例年通り2日間開催とし基調講演＆ワークショップや学会奨励賞を復活させたことです。ここで問題になるの
は、オンライン環境の不具合や運営のミスなどで、特に学会賞の審査が適正に行えるかでした。この点は理事の皆さんと議
論して、予算を別途確保し、システムの保守やトラブル対応を外注することで、不具合を可能な限り無くすこと、そして参
加者に録画の許可を得て審査漏れがないように徹底した結果、トラブルなく審査を経て2名の受賞者を生み出せました。 

 

第二点は、大会専用webサイトの作成および、大会費徴収の工夫です。前者については他学会のオンラインにおける全国
大会webサイトを参考に、ZoomのURLや配布資料PDFのリンクをわかりやすく配置することで、利便性を高めること
ができました。また、後者については、Peatixを導入することによって、会員種別や早割・当日などの料金別管理や領収書
発行などの手間をほぼゼロにすることができました。 

 

第三点は、基調講演＆ワークショップを「ニューノーマル時代の新しい教育」と題し、オンラインだからこそできる新し
い教育の在り方の「体験」を提供したことです。京都大学でFDをマネジメントされている田口真奈氏の基調講演のあと、
３つの分科会（反転授業、ICT活用、ピアレビュー）を田口氏と京都大学の院生にファシリテートして頂きました。オンラ
インだからこそできる、ハイレベルなFD研修を受講することができたと思います。 

 

終了後の満足度調査の数値はアンケートの数値を見る限り、成功と言っても過言ではない結果となったと自負しています。
もちろん、改善点はゼロではありませんので、本報告書にできるだけ記したいと思います。 

 

ご参加・ご支援を頂いたみなさまに大変感謝しております。本当にありがとうございました。 

 

見舘好隆 

  



1. 基本情報 

(1) 開催日程： 

【1日目】 2021年6月12日（土） 【2日目】 2021年6月13日（日） 

12：30～12：45 開会式 

12：45～13：15 総会 

１3：30～17：15 研究発表（口頭） 

17：30～17：45 事務連絡 

9：00～9：55 基調講演 

10：10～12：15 分科会（ワークシップ） 

    ＋ラップアップ 

12：15～12：30 閉会式 

 

(2) 開催形式：オンライン（Zoom） 

(3) 開催担当校：公立大学法人北九州市立大学 

(4) 参加費：※早割価格は5/31まで 

⚫ 発表者：早割3,000円・一般4,000円 

⚫ 発表者以外： 正会員：早割2,000円・一般3,000円 

学生会員：早割1,000円・一般2,000円 

ビジター：早割3,000円・一般4,000円 ※ビジターは会員の紹介が必要 

非会員：早割4,000円・一般5,000円 

 

(5) 運営スタッフと役割（敬称略） 

運営委員長 見舘好隆 事務局長 江藤智佐子 

会計および Peatix担当 石橋慶一、藤村やよい webサイト設計および Zoom担当 天野緑郎 

広報担当 大重康雄、有馬恵子 アンケート担当 井上奈美子 

 

(6) 参加人数： 

⚫ 参加費納入者数：109名（正会員105名、学生会員2名、ビジター１名、非会員1名） 

⚫ アクセス人数： 

＜1日目＞開会式：89名、総会：73名、研究会終了後の事務連絡：66名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜2日目＞基調講演：87名、ワークショップ終了後の統括：84名、閉会式：73名 

ワークショップ 

（分科会） 

A) 

反転授業 

B) 

ICTを用いたAL 

C) 

ピアレビュー 
計 

29 33 22 84 

 

(7) 研究発表件数：18件 

うち、ビジネス実務研究助成を受けた研究発表：8件、学会奨励賞エントリー：8件、 

結果、以下2件が学会奨励賞を受賞した。 

⚫ 岩井貴美（近畿大学）「大学 1 年生インターンシップにおける職員の支援プログラムに関する研究」 

受賞理由：本研究は、インターンシップを支援する職員に着眼した点に特徴があり、テーマはビジネ ス実務研究と

して本学会にふさわしい。また、分析には M-GTA による質的研究を用いて、その支援プロセスの実態を丁寧に

読み取り、キャリア支援に携わる学会員に新しい事実や 価値ある結論を提供していた。 

⚫ 北村雅昭 （大手前大学）「短大生のキャリア成熟が就職活動に与える影響」 

授賞理由：本研究は、本学会でこれまであまり注目されていなかった「キャリア成熟」の概念に着目 した点におい

て、研究テーマがビジネス実務研究としてふさわしい。また、その育成が就職 活動に与える影響を多変量解析に

よって精緻に明らかにすることで、学会員に有用な実務 的な新しい事実や価値ある結論を含んでいた。 

 

研究発表 
A) 

ダイバーシティ 

B)プロジェクト・ 

インターンシップ 

C) 

キャリア教育 

D)ビジネス 

実務教育 
計 

第1セッション 24 15 25 28 92 

第2セッション 19 24 32 15 90 

第3セッション 20 32 27 15 94 

第4セッション 26 24 19 12 81 

第5セッション 40     26 66 

計 129 95 103 96 423 



2. 広報について 

(1) 大会通信配信 

第40回全国大会 第1号通信配信日 2021年2月1日付、ホームページ投稿日 : 2021年2月3日 

第40回全国大会 第2号通信配信日 2021年4月28日付、ホームページ投稿日 : 2021年4月29日 

 

(2) 非会員への広報（ASAGAO kyoto-u メーリングリスト配信） 

（1回目）2021年5月27日配信依頼→5月28日配信 

（2回目）2021年6月6日配信依頼→6月8日配信 

※ASAGAO kyoto-u メーリングリスト：京都大学高等教育研究開発推進センターが運営する、高等教育関係者向けのメ

ーリングリスト。無料で配信可能。http://www.highedu.kyoto-u.ac.jp/asagao/ 

 

(3) 次年度への申し送り 

昨年度に引き続き第40回全国大会は、コロナ禍でのオンラインによる大会となりました。昨年度第39回大会は急遽オン

ライン大会へ切り替わり、担当された実行委員がいかに大変だったかよくわかりました。今回の大会ではオンライン

（Zoom）に特化した運営方式を試行し、オンライン大会での学会奨励賞の実施、基調講演方法、大会申込手順ほか運営

方法の改善に努め、実行委員で何回も協議いたしました。新しい試みが多く委員全員から助言を受けつつ、参加者に分

かりやすく伝えよう努めました。オンラインでの全国大会運営や広報については、常に進化・改善されています。他の学

会や研究会からの情報収集を行い、今後とも実施・運営方法の改善をよろしくお願いします。（大重・有馬） 

非会員向けの広報として、asagaoメルマガ配信を活用したことで「ビジター」1名の参加につながった。広く非会員の参加

を募集する場合は、3か月前／1カ月前／2週間前の 3回程度のメルマガ配信をする方が、効果が得られるかもしれな

い。（江藤） 

 

3. 収支報告について 

(1) 収支報告書について 

収支報告書は資料03参照。数字のみ抜粋。 

前年度（札幌）は、Zoomのサポート費をかけず北海道ブロックの運営委員のみで 1日のみの実施となったが、本大会で

は札幌大会での経験を活かし、例年のリアルの大会で行っていたこと（2日間開催および学会奨励賞）を実施する

ため、ブロック研究会メンバーで実施するのではなく、会長や理事、事務局と相談し、サポート予算を確保して

実施することで、トラブルを未然に防ぐことができた。 

 

【次年度への申し送り】 

オンラインを利用する場合は、Zoomサポート企業への支払い（Zoomのサポートおよび大会特設Webページ）が発生し

た。オンライン開催か対面開催か早い段階に判断して予算編成をする必要がある。 

 

(2) Peatixを利用した参加費の徴収について 

今回の全国大会では、オンラインで参加費を徴収するために初めてPeatixという参加費徴収システムを利用した。 

このシステムを利用して参加費の徴収を効率的に実施することができた。さらに利用者向けに動画配信を行い、領収証

の作成などわかりにくい部分について対応した。 

なお、Peatixの特徴は以下のとおりである。 



① 申し込み状況がリアルタイムで確認できる 

② 参加費の支払い方法がクレジットカード、コンビニ/ATM払いなどが選べる 

③ 参加に必要な参加者情報を収集することができる 

④ 領収証がシステムより発行できる。 

⑤ 手数料：収入の 4.9%+99円（チケット 1枚） 

 

【次年度への申し送り】 

参加費の区分がたくさんあるので申し込みの段階で区分は違いが 2件あった。しかし、システムから確認することができ

たのでスムーズに修正することができた。このシステムを利用する場合は、参加者からの情報を収集する際に緊急連絡

先として電話番号を必ず入力してもらうと入力ミスについて問い合わせることができる。 

 

4. Webサイト設計・構築について 

(1) オンライン運営サポートおよびWebサイト構築会社選択の経緯 

・ 大会運営等をすべてオンラインで実施することに伴い、学術大会運営の経験があり、かつ予算内にて迅速かつ的

確なサポートが期待できる株式会社リモートストーリーズ（以下RS社と略称）を依頼することとなった。 

 

(2) Webサイト設計の流れ 

・ Webサイト設計の主な手順は下記の通り。 

➢ 2021年3月中旬 Webサイトのページ概要設計案 

Webサイトのページについては次の 2ページで構成している。 

A) 大会告知ページ（以下Aページ） ※資料04 

B) 大会参加者むけ会場入場および要旨ダウンロード用ページ（以下Bページ） ※資料05 

➢ 2021年3月29日 Web制作仕様の指示。 

公開日程の決定 

Aページの公開は、当初4月12日とした。大会告知を急ぐ必要があったことから納期2週間程度とした。 

Bページは、大会費支払い済みの会員にのみ公開するので、大会支払いの仕組みと連動させる必要があり、

Peatixの設定完了をまって公開するとした。当初のターゲットは 4月中。5月連休前には開設する。 

 

(3) Webサイトの構造 

・ 大会Webサイトと 

Peatixサイトの関係性を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) オンライン運営サポートおよびWebサイト構築上の問題点 

・ 入場者管理について 

大会費の支払いを完了している参加者のみを入室させるスクリーニングをどのように行うかで検討を行った。Zoom

の待機室を活用する案もあったが、100人程度の人が短い時間に入室してくるので、現実的な対応は難しい。スクリ

ーニングを行わないことも検討されたが、却ってクレームのもとになる恐れがある。最終的には Peatix上で、支払い

完了者のみが視聴できるページに、Bページへのアクセスパスワードを設定した。Bページは Peatixとリンクを張

り、パスワードを入力することによって開くように設定した。これにより、入場者管理も Peatixとの連動で自動化する

ことが可能になった。なお、AページからBページへのリンクも張ったが、Peatixに記載のパスワードを入力しない

と開かないように設定した。 

 



・ PDFダウンロードリンク 

発表者の発表資料および要旨、また発表者全員の要旨集録の PDF資料をBページからリンクを張り、ダウンロー

ドできるようにした。 

➢ 資料類の保存サーバーが問題となった。要旨および要旨集録合わせて約17MBのデータをセキュリティの高

い環境下に保存し、かつBページとのリンクがやりやすい環境が必要である。当初、運営委員が個人で所有

しているレンタルサーバーを活用する案もあった。最終的には RS社の保有するサーバーを借り、そこに収納

した。 

※このサーバーについてもＲＳ社のほうで好意で準備してもらった。この点の費用発生もない。当初の要求仕

様に盛り込んでおくべきと考える。 

 

・ 大会独自ドメインについて 

大会ホームページについては、独自ドメインを取得した。そのために取得料がかかるが、大会認知度向上、検索容

易性等の観点から独自ドメインを設定したほうが望ましい。なお、ドメイン取得については当初からRS社から提案が

あり、取得に関わる費用は見積りに入れている。取得についても時間はかからず、いくつかの制限があるがかなり

自由に名前を決めることができる。 

Webサイトは、仮に構築した後、運営委員から確認・修正したのち、独自ドメインに変更して公開した。 

 

・ Webサイトの修正等 

Webサイトは掲載順序の変更、プログラムの詳細決定、座長の決定、基調講演者およびプログラムの詳細決定、リ

ンクする資料の完成等で都度修正を依頼した。個々の修正は細かいレベルのものだったが、RS社は都度迅速に

かつ快く対応していただいた。ただしこの点もなるべく初期仕様から変えないことが望まれる。 

なお、後述される広告バナーの貼り付けとリンクについては、要求仕様に当初はなく、この改変については別途費

用が発生した。 

 

(5) 振り返り 

・ Webサイトの構築にあたって、会計の先生方と一緒に、申込手続きと大会費支払の手順について検討した。その際

に、Peatix活用を思いつき、その後の入場管理等も非常に簡易に進めることができた。 

 

・ Webのデザイン等は基本部品を示した後は、RS社のほうにお願いした。結果としてシンプルながらインパクトのあ

るデザインに仕上げていただいた。 

 

・ Bページ構築について、当初要旨ダウンロードを PDFアイコンで表示することがプラットフォームの制約からできな

かった。その点は、RS社のデザイナーがいろいろと工夫をしてくれて、Bページの発表枠ごとに貼りつけ部品を制

作してくれてクリアすることができた。かなりな手間をかけてしまったが、利用者からはとても使いやすく、見やすい

画面構成になったと考える。 

 

(6) 次年度への申し送り 

・ 入場管理が一番問題でしたが、Peatixとうまく連携することにより、その問題を解決できました。会計の先生方が

Peatixを非常によくご研究いただき、効果的でかつ負担減につながる形で実施できたと考えます。今後のご参考に

なさってください。 

 

・ Peatix利用については、各自Peatixに登録をしなければなりませんが、それに戸惑われた参加者も少なからずい

らっしゃいました。その点について、本サイトでは全く説明も注意書きもしていませんでした。次回、同様に行われ

る場合は、Peatixに登録する手間があることを明記したほうが良いと考えます。 

 

・ オンライン運営についても記載しましたが、不確定要素が多いなかで最初から要求仕様をすべて網羅的に記載す

ることは困難さがありました。ただ、予算との兼ね合いもありますので、極力、想定される内容は記載された要求仕

様が望ましいです。 

 

 

 

 

 



5. オンライン運営について 

(1) オンライン運営の詳細決定の経緯 

・ 2021年2月から運営サポート会社選定において、運用上の要求仕様および質問事項をまとめる 

・ 2021年3月末RS社決定後、実質的に具体的な運用については質問ベースで実施。 

・ 2021年5月14日の大会実行委員会での運営詳細を打ち合わせ 

・ 2021年6月5日 運営会社と大会実行委員との打ち合わせを実施。 

・ 2021年6月12日11:00 ～12：00大会開催直前に最後のうちあわせ 

 

(2) オンライン運営上の概要 

・ 全体構成/役割分担 

役割分担表は最終的に 6月9日に完成。 

座長、ホスト役の実行委員、基調講演の Zoom操作などが決まるとこれらの役割分担が明確になる。 

Zoomホスト権は運営会社のサポート役がもち、録画操作をする各発表会場の運営委員2名に共同ホスト権を付

与。2日目の基調講演および分科会の先生方にもブレイクアウトセッションの必要があるので共同ホスト権を付与。 

 

・ 発表者への対応 

発表者に対しては、当日発表資料の提出要領・期限、発表状況の録画のパーミッション、発表準備、発表時間、トラ

ブル対応等についてまとめた依頼文を大会事務局長が作成.いただき、6月5日に配信。 

 

・ 座長への対応 

座長に対しては、当日発表資料の受け取り方法、発表前準備、発表マネジメント、トラブル対応等についてまとめた

依頼文を大会事務局長が作成.いただき、6月5日に配信。 

その際、トラブル時の対応として座長の連絡先を会場担当の大会実行委員2名およびRS社のほうに、電話連絡先

をメールで伝えていただくように依頼をした。運営委員、RSとも全体で共有した。 

 

・ 参加者への対応 

参加者に対しては、進行への協力、発表時間、質疑応答の対応、録画のパーミッション、Zoomログイン時のオペレ

ーション等の案内を大会事務局長が作成いただき、6月5日に配信。※資料06 

 

(3) オンライン運営上の課題点と解決案 

・ オンライン「学会奨励賞審査」について 

前大会では見送られた「学会奨励賞審査」については、「オンラインであるからできないということを極力なくす」とい

う大会実行委員長の強いリーダーシップのもと、実現にむけて検討を行った。検討では次のリスクについて議論さ

れた。 

 

➢ 大会参加者のプライバシー保護の問題： 

発表風景をZoomの録画機能を使って収録する場合、発表者以外の顔や氏名も記録される可能性がある。 

⇒解決策：Webサイト（告知、参加申し込み、プログラム等のすべてのページ）や大会通信等に事前にパーミッ

ション項目を明記した。併せて当日録画されることを避けたい人は、氏名のイニシャル表記、カメラオフを依頼

する文書を表記した。この点でクレーム等は発生しなかった。 

 

➢ 技術的トラブルによる審査不能のリスク： 

録画を実施する上で、通信途絶・トラブル、パソコントラブル、操作ミス等技術的なトラブルによる録画失敗の恐

れがある。 

⇒解決策：録画を多重化した。各発表会場のホスト役の運営委員2名および RS社1名の合計3名がそれぞ

れ録画を行うことでリスクヘッジを行った。最終的には RS社の録画だけで特に録画上のトラブルはなかった。 

 

・ オンライン上のトラブル対処について 

大会開催中のトラブルについては、まず、第一窓口はすべてRS社とした。そこでテクニカルな問題については対

応してもらい、それ以外の問題については、大会事務局長へエスカレーションするようにした。オペレーションの問

題について、多数の参加者から短時間に集中する場合は、運営委員で対応することとした。大会委員長、大会事務

局長、運営委員、座長の先生方、RS社とトラブル時の電話連絡（携帯電話）先を共有し、いつでも相互に応援体制

がとれるように準備した。実際は、ほぼRS社の対応で終えることができた。 



(4) オンライン運営に関するその他 

・ Zoom練習会について 

２０２0年度に引き続き、不慣れな会員のため計2回実施した。 

【1回目】 2021年6月5日（土）13：00～13：30 申込10名、参加者7名（欠席3名） 

【2回目】 2021年6月11日（金）18：00～18：30 申込9名、参加者6名（欠席3名） 

 

・ Zoomの背景について 

当日ギリギリに、北九州市の画像フリーサイトのURLを告知し、背景画像をセットするようにお願いした結果、ほとん

どの参加者がセットしてくれました。少しだけでも旅情を醸し出せたと考えます（アンケート自由記述にもコメントあ

り）。https://www.gururich-kitaq.com/downloads/photo-download 

 

※Zoomの背景画像の例 

 

(5) 振り返り 

・ 今回の RS社は非常にレスポンスがよく、こちらからの問いかけに基本即日か遅くとも翌日には回答があり、とても安

心感があった。 

 

(6) 次年度への申し送り 

・ トラブル回避やリスクヘッジさらには負担軽減の点で、少々費用がかかってもオンラインによる学会サポートの経験

がある外部企業の支援を得ることは、少ない運営委員で回していくうえでも必須だと考えます。 

・ 研究発表はほぼ例年通り進行するので、全体設計等は今年度の役割分担表などが活用できるかと思います。むし

ろ 2日目の基調講演の進め方（講演会、パネルディスカッション、小チームによるワークショップ等）によってオンラ

インでの進め方が異なってきます。この点を早めに決めていくことがポイントです。 

・ 会場移動、接続タイムは今回15分を見込みました。この程度の時間的余裕は確保されたほうが、参加者も発表者も

気持ち的に余裕が生まれると思います。 

・ 全体打ち合わせは遅くとも大会2週間以上前には実施することが望ましいと考えます。全体を統括する方が、発表

者等への連絡、調整等作業をうまく分担して行うことが望ましいと考えます。 

・ 基調講演の Zoom操作、特にブレイクアウトについて今回は講師の先生方に実施していただきましたが、RS社から

は、自社に任せていただいたほうが、先生方のご負担が減ったのではないかとのコメントをいただいています。 

https://www.gururich-kitaq.com/downloads/photo-download


6. 広告について 

(1) 大会ウェブサイト広告掲載の経緯 

出版社からバナー広告掲載希望の連絡あり（5月中旬）。大会実行委員会で協議し、webサイトスペースの関係で

最大4社まで、またプログラム等に広告掲載をしないこと、大会3週間前という時間のない中での対応だったた

め、大会webサイト修正・掲載手数料のみとした。 

 

(3) 次年度への申し送り 

大会運営費が無く、大会運営のための収入源は大会参加費のみだったため、協賛広告企業を早めに募り、大会webサ

イトバナー掲載＋要旨集録広告掲載で 1件1万円ほどの協賛金を徴収した方がよかった。なお、協賛企業を募る場合

は、大会開催日の 10カ月～6か月くらい前までには、依頼をする必要があった。（江藤） 

 

7. その他 

(1) 動画による操作方法の案内 

大会webサイトからの要旨集録ダウンロード方法、Zoomでの入室方法などの動画マニュアルを作成し、参加者向けに

配信した。動画は、YouTube「限定サイト」を利用し、3点の動画マニュアルを開催1週間前に配信した。 

配信動画と視聴時間は以下のとおりである。 

①大会会場への入室方法（要旨集録ダウンロード方法を含む）（3分40秒） 

②会場移動の方法（2分17秒） 

③参加費の領収書発行方法（2分20秒） 

 

【次年度への申し送り】 

会員からの操作に関する問合せは、電話説明が困難であった。問い合わせ内容が 3件以上発生した内容について、動

画マニュアルを作成し、配信することにした。視聴時間は 4分以内で作成することにした。資料や案内など添付ファイル

文書が多く届く中、短い時間で操作方法等が分かりやすく、便利で良かったと概ね好評だった。 

 

(2) 大会アドレス Gmailについて 

大会実行委員会のメンバー全員で情報共有できるよう、Gmailで大会用アドレスを作成し、大会実行委員全員に転送設

定、共有を行った。 

 

【次年度への申し送り】  

新たにGmailを取得した場合、会員全員向けの大量メールの配信はできなかった（Gmailの迷惑メール対策のため）。そ

のため、第1号通信に間に合うように大会Gmailを作成したが、会員全員向けの配信ができず、従来使用していた九州・

沖縄ブロック用のGmailアドレスを大会用として使用することになった。Gmailアドレスの取得時期によって、配信の際の

設定、操作の制限がある場合がある。 

  



8. アンケート結果について（ｎ=83）  

(1) フェイスシート（会員内訳） 

正会員８0名、学生会員1名、ビジター1名、無回答1名 

 

(2) 大会全体の満足度 

「満足」と「やや満足」の合計が97.6％、満足5

～不満1で換算して4.80ポイント。 

大会全体の満足度は高かった。 

 

(3) 開催時期 

81名が適当で、約1名が不適当。 

開催時期に問題はなかった。 

 

(4) 開催時間 

65名が適当で、約1名が不適当。 

開催時間に問題はなかった。 

 

(5) 参加費 

69名（85.2％）が適当で、12名（14.8％）が安いと回

答。高いと回答した参加者はいなかった。 

参加費に問題なかった。 

 

(6) 研究発表の満足度 

「満足」と「やや満足」の合計が89.2％、満足5

～不満1で換算して4.43ポイント。 

研究発表の満足度は概ね高かった。大会全体より

若干低い理由は参加した研究発表の内容の良し悪

しが原因と推察される。 

 

(7) 基調講演＆ワークショップの満足度 

「満足」と「やや満足」の合計が95.7％、満足5

～不満1で換算して4.70ポイント。 

基調講演＆ワークショップの満足度は高かった。 

 

(8) 運営スタッフの満足度 

「満足」と「やや満足」の合計が93.7％、満足5

～不満1で換算して4.82ポイント。 

運営スタッフの満足度は高かった。 

今回外注させていただいた、リモートストーリーズの

社員の皆さんの気配りは実際素晴らしかったと考え

る。 
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