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⽇日本コミュニティ⼼心理理学会第１５回⼤大会のご案内  
2012年 2月 1日 

 
Ⅰ．大会日程・スケジュール	 	 
	  
1．会期	 	 2012年 7月 14日（土）・15日（日）の2日間	 

2．会場	 	 北翔大学北方圏学術情報センターPORTO	 〒064-0801	 	 札幌市中央区南1条西22丁目1番1号	 

3．日程	 	 	 

	 7月 13日（金）	 

－大会前日－	 

7月 14日（土）	 

－大会1日目－	 

7月 15日（日）	 

－大会2日目－	 

午前	 
	 ・受付	 

・ポスター発表、口頭発表	 

・受付	 

・ポスター発表、口頭発表	 

昼	 	 ・院生の集い	 	 

午後	 
	 ・大会企画講演	 

・大会企画シンポジウム	 

・総会	 

・ワークショップ	 

夕刻	 ・理事会	 ・懇親会	 	 

 
Ⅱ．大会案内	 	 

  
1．プログラム	 

【大会企画講演】	 第1日目：7月14日（土）	 

・テーマ：コミュニティ支援、べてる式。（仮）	 

・講演者：小林	 茂（社会福祉法人浦河べてるの家	 べてる生活サポートセンター	 センター長）	 

	 

【大会企画シンポジウム】	 第1日目：7月14日（土）	 

・テーマ：当事者に学ぶ（仮）	 

	 

【ワークショップ】	 第2日目：7月15日（日）	 

・「働く人の心を守るためのコミュニティづくり」（仮）	 

日本コミュニティ心理学会会員各位	 
	 

会員の皆様におかれましては、それぞれの領域において実践や研究にご活躍のことと存じます。	 

日本コミュニティ心理学会第 15 回大会は、2012 年 7 月 14 日（土）、15 日（日）の二日間にわたって、北翔

大学北方圏学術情報センターPORTO（ポルト）において開催されます。	 

	 本大会では「試されるコミュニティ心理学」をテーマとして、講演・シンポジウム・ワークショップなどを

開催する予定です。近年我々に訪れる数多の想定外の事態の中、コミュニティ心理学の真価が問われる時期が

来ていると思われます。あらためて会員の皆様と共に、これからのコミュニティ心理学を考える機会となれば

幸いです。	 

	 今回、本学会としては初の北海道開催となります。爽やかな札幌の初夏を満喫できる頃かと思います。大会

会場は市の中心部からもアクセスのよい所です。また、ビヤホールでの懇親会では北海道の味を堪能できるメ

ニューを用意させて頂く予定でおります。	 

準備委員会一同、皆様のご来駕を心よりお待ち致しております。どうぞ奮ってご参集くださいますよう、ご

案内申し上げます。	 

日本コミュニティ心理学会第15回大会	 	 準備委員長	 小坂守孝	 	 	 	 
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【懇親会】	 第1日目：7月14日（土）	 

・会	 場：サッポロファクトリーレンガ館内「ビヤケラー札幌開拓使」（予定）	 
 

※その他検討中です。学会ホームページにて、随時、情報をお伝えします。	 

 
2．発表	 

【口頭発表】	 	 	 第 1日目：7月14日(土)・第2日目：7月15日(日)	 

・発表時間は質疑応答を含め1件につき20分程度です。	 

	 

	 	 	 【ポスター発表】	 第1日目：7月14日(土)・第2日目：7月15日(日)	 

	 ・在籍責任時間（質疑応答時間）を設けます。	 

	 

	 	 	 【発表資格】	 	 

・筆頭発表者は、2012年 4月30日の時点で当学会の正会員であることが必要です。	 

正会員でない方は、以下のスケジュールに従って、手続きを完了するようにお願いいたします。	 

①入会申込…入会申込書を2012年 4月12日(木)必着で「学会事務局(立教大学)」にお送りください。	 

②審査通知…理事会で入会が承認された場合、会費（入会金・年会費）の振込用紙をお送りします。	 

③会費振込…会費振込締切は2012年 4月26日(木)です。	 

・正会員のうち、会費未納の方は、至急過年度年会費の納付をお済ませください。	 

・連名発表者は非会員でも可ですが、大会参加費納入を発表の条件とします。	 

・発表題目や内容がコミュニティ心理学にふさわしいものかどうかについて、大会準備委員会で審議するこ

とがあります。	 

	 

3．手続き	 

・本大会では、大会参加・発表申込みをWEB(http://web.sfc.keio.ac.jp/~smasuda/C15/entry1)

で行います。申込締切は２０１２年４月２６日（木）です。また同封の郵便振替用紙の所定欄にチ

ェックを入れ、その金額を申込締切日の2012 年 4 月 26 日(木)までに払い込んでください。	 

・WEB登録ができないという方は、大会事務局にご相談ください。	 

・締切以降の発表申込は受け付けることができません。また当日参加料金を申し受けます。	 

・郵便振込用紙は、「大会参加申込」の受付証を兼ねております。紛失されないようご留意いただき、大

会当日にお持ちください。院生・学生の方は学生証も持参してください。	 

	 	 	 	 ・大会参加費・懇親会費	 

	 
正会員	 非会員	 懇親会	 

予約	 当日	 予約	 当日	 予約	 当日	 

一般	 6,000円	 7,000円	 7,000円	 8,000円	 
5,000円	 6,000円	 

院生・学生	 3,000円	 4,000円	 3,000円	 4,000円	 

※本年度は、正規の大学院生が筆頭発表者の場合、学会補助金により参加費は免除となります（試行期間

であり、来年度以降も実施するかどうかは未定）。申込締切までに、発表希望種別を明記し、大会事務

局（jscp2012@gmail.com）にメールでご一報ください。	 

※懇親会は原則予約制です。余裕がある場合は当日受付を行います。	 

	 

大会予約参加・研究発表・懇親会の申込締切	 	 ２０１２年４月２６日（木）	 

	 払込先（郵便振替）	 	 加入者名：日本コミュニティ心理学会第１５回大会	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 口座番号：００１２０－０－３６２５４３	 
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4．その他	 

・宿泊、交通については、ご自身で手配をお願い致します。	 

・昼食は会場付近の飲食店等をご利用ください。	 

	 

5．連絡先	 

【第15回大会に関する連絡先】	 【学会(入会手続・住所変更等)に関する連絡先】	 

第 15 回大会事務局	 

慶應義塾大学看護医療学部	 増田研究室	 	 

	 	 〒252-0883	 神奈川県藤沢市遠藤4411	 

Tel：0466-49-6207（直通）	 

E-mail：jscp2012@gmail.com	 

学会事務局	 

立教大学現代心理学部	 箕口研究室内	 

〒352-8558	 埼玉県新座市北野1-2-26	 

Tel／Fax：048-471-7049	 

E-mail：jscp@grp.rikkyo.ne.jp	 

	 

	 6．予定	 

	 	 	 ・2012年 4月 12日（木）入会申込締め切り	 

4月 26日（木）大会予約参加・研究発表・懇親会の申し込みの締め切り	 

5月	 7日	 （月）研究発表の論文集原稿提出の締め切り	 

5月	 中旬	 	 	 	 学会ホームページにてプログラム公開	 

6月	 上旬	 	 	 	 プログラム・発表論文集の発送	 

※学会ホームページ(http://www.soc.nii.ac.jp/jscp2/)にて、随時、関連情報をお伝えします。	 

 
Ⅲ．会場案内・交通案内	  
	 	  

寄り駅:札幌市営地下鉄東西線「西	 18	 丁目」1	 番出口	 徒歩	 5	 分	 

 
【新千歳空港からの主要駅までのアクセス】	 
新千歳空港駅「快速エアポート」→(約	 30	 分)→	 新札幌駅→(約	 10	 分)→	 札幌駅	 

【札幌駅からのアクセス】	 
地下鉄南北線	 1番ホーム	 さっぽろ駅→(約	 2	 分)→大通駅(東西線へ乗り換え)	 	 
地下鉄東西線	 4番ホーム	 大通駅→(約	 3	 分)→西	 18	 丁目駅	 下車	 	 

【新札幌駅からのアクセス】	 
地下鉄東西線	 新さっぽろ駅→(約	 23	 分)→西	 18	 丁目駅	 

 

地下鉄	 
大通駅	 

地下鉄	 
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Ⅳ．一般演題（口頭、ポスター）募集要項	 	 

 
・２０１２年５月７日（月）までに、必ずWEB(http://web.sfc.keio.ac.jp/~smasuda/C15/entry2)から論文

集用原稿を提出してください。ファイル形式はMS-WORDもしくはPDFです。	 

・論文集用原稿は、口頭発表・ポスター発表のいずれの場合にも、下記の規定に従って作成してください。	 

	 

【発表論文集原稿の書式】	 

1．原稿はA4版、2段組み（段組みの間隔は2文字程度）、2ページで作成してください。	 

2．余白は、上は25ミリ、下は30ミリ、左右は25ミリです。	 

3．タイトルはMSゴシック・14ポイント程度中央寄せ、発表者名と所属はMS明朝・12ポイント程度中央	 

寄せです。	 

4．本文は、MS明朝・10.5ポイント程度です。	 

5．1枚目の本文の字数は22文字×33行、2枚目の本文の字数は22文字×38行です。	 

6．ページ番号は打たないでください。	 

 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 完成原稿イメージ図 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 タイトル部分の形式（イメージ） 

 
 
 
 

 
 
 
【発表要領】	 

・口頭発表は、質疑応答を含め、1件20分程度を予定しています。会場にはパソコン（Windows）、プロジェク

ターが用意されています。Macintoshを使われる場合はご持参ください。	 

・ポスター発表は、横 120cm×縦 170cm のスペースにポスター掲示を行い、発表と質疑応答をお願いします。

掲示形式は特に定めませんが、参加者にわかりやすいよう、ポスター上部に発表タイトル・氏名と所属を明

記してください。ポスター掲示時間は2時間ですが、在籍責任時間を指定された時間に設けます。掲示時間

終了後は、速やかに片づけてください。	 

・発表形式に関わらず、当日会場で配布する資料等がありましたら、ご自身でご用意ください。当日、会場で

の複写依頼等に応じることはできません。	 

5行以内に題目と発表者 

22文字 

× 

33行 

22文字 

× 

33行 

22文字 

× 

38行 

22文字 

× 

38行 
※この書式は、

http://web.sfc.keio.ac.jp/~smasuda/C
15/templateもしくは学会ホームペ
ージ

（http://www.soc.nii.ac.jp/jscp2/） 
からダウンロードできます。 

北海道におけるコミュニティ心理学の展開	 

－さらなる発展を目指して－	 

小坂	 守孝（北翔大学） 

 


