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日本コミュニティ心理学会第1６回大会のご案内
2013年2月5日

ご挨拶
今年のコミュニティ心理学会年次大会（第 16 回大会）は、『コミュニティ心理学とマネジメント』を
テーマとして、慶應義塾大学で開催させていただきます。このテーマを選んだ理由は 2つあります。第
1は、コミュニティ心理学が志向する「個人と環境とのフィット」を探究するには、マネジメント（経
営）の視点が不可欠であると考えるからです。第 2は、大会開催場所がマネジメント教育の拠点である
慶應義塾大学ビジネススクールで開催されるからです。意外に思われるかもしれませんが、コミュニティ
心理学会の大会が慶應義塾で開催されるのは、実は学会創設以来初めてのことです。その意味で、委員
一同身を引き締めて準備をし、遠来の皆様をお迎えいたしたいと思います。開催場所の慶應大学ビジネ
ススクールは、慶應の日吉キャンパスにあります。都心にある三田キャンパスに比べますとやや不便な
場所という印象をお持ちかもしれませんが、会場のある建物（協生館）は東急東横線日吉駅から徒歩 1
分の至近距離にありますので、最寄駅からの歩く時間を考えると案外便利なところです。7月の梅雨明
けくらいの時期に開催ということで、皆様には道中暑い思いを強いることになるかもしれませんが、会
場内は全館冷房が効いていますので、館内に入ってしまえば快適です。今年の大会は、恒例の口頭発表、
ポスター発表、企画シンポジウムのほかに、ラウンドテーブル、自主シンポジウム、自主ワークショッ
プの企画をご参加の皆様から広く募集いたします。研究発表・ポスター発表では収まり切らない企画や
構想がありましたら、これらの企画枠を是非ともご利用ください。ラウンドテーブルには少人数が円形
になって討論できる小部屋を、自主シンポジウムには馬蹄形のオーディトリアム形式の教室を、ワーク
ショップには机の移動が可能なフラットな教室をご準備いたします。懇親会は、会場のある建物の 1階
にあるパブを借り切って行います。また、最上階（7階）は宿泊施設となっていますので、人数に限り
はありますがここに宿泊して、前身の「コミュニティ心理学シンポジウム」の時代のような夜を徹して
の討論（ノミュニケーション）も可能です。館内に入ってしまえば、発表も勉強も飲み会も、さらには
宿泊もと、「すべてコミのコミュニティ」を味わうことが出来ます。皆様のご参加を心よりお待ちいた
しております。

日本コミュニティ心理学会第 16 回大会　準備委員長　　渡辺　直登

Ⅰ．大会日程・スケジュール
　
　1．会期　　2013年7月13日（土）・14日（日）の2日間
　

2．会場　　慶應義塾大学大学院経営管理研究科（Keio Business School）　
慶應義塾大学日吉キャンパス　協生館　〒223-8526　横浜市港北区日吉4-1-1

　3．日程　　

7月12日（金）
－大会前日－

7月13日（土）
－大会1日目－

7月14日（日）
－大会2日目－

午前 ＊会員による研究発表 ＊大会企画シンポジウム

昼 ＊院生の集い

午後
＊研究委員会企画シンポジウム
＊国際交流委員会企画ワークショップ
＊会員による研究発表

＊総会
＊会員による研究発表

夕刻 ＊理事会 ＊懇親会

※会員による研究発表のスケジュールについては、発表数等によりプログラムを決定します。
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Ⅱ．大会案内
　
　1．プログラム

【大会企画シンポジウム】　第2日目：7月14日（日）
・タイトル　　：社会的起業とコミュニティ心理学（仮）
・シンポジスト：飯盛　義徳（慶應義塾大学総合政策学部）

鵜飼　宏成（愛知学院大学経営学部）
萩原　豪人（NPO法人 しゃり）

・司会・進行　：渡辺　直登（慶應義塾大学経営管理研究科）

【研究委員会企画シンポジウム】　第1日目：7月13日（土）
・タイトル：「コミュニティマネジメントにおける写真の活用」
・企　　画：日本コミュニティ心理学会研究委員会
・司　　会：石盛真徳（京都光華女子大学人文学部）
・話題提供：岡本卓也（信州大学人文学部）

林　幸史（大阪国際大学人間科学部）
朝日香栄（お茶の水女子大学大学院人間文化創成科学研究科）
武田　丈（関西学院大学人間福祉学部） 

・指定討論：加藤潤三（琉球大学法文学部）

【国際交流委員会企画ワークショップ】　第1日目：7月13日（土）
・日本コミュニティ心理学会・異文化間教育学会・日本語教育学会・日本学校教育学会による連携
ワークショップを行います。

※詳細な内容および参加者公募については、後日ご案内します。

【院生の集い】　第1日目：7月13日（土）
・院生の皆さんのご参加をお待ちしています。

【懇親会】　第1日目：7月13日（土）
・協生館1階のBRITISH PUB「HUB」を借り切って行います。多数のご参加をお待ちしております。
事前予約をお願いいたします。

　2．発表
今回の大会では、口頭発表・ポスター発表に加え、会員企画による自主シンポジウム、自主ワークショッ

プ、ラウンドテーブルを設けます。
また、今大会では口頭発表・ポスター発表において発表賞を設け、優れた発表に対して表彰を行います。
皆様からの多くの発表申込をお待ちしております。

（1）口頭発表
発表時間は質疑応答を含め1件につき20分程度です。詳細は、Ⅳ.会員発表募集要項を参照してくだ
さい。

（2）ポスター発表
ポスター掲示を行い、発表と質疑応答をお願いします。在籍責任時間（質疑応答時間）を設けます。

詳細は、Ⅳ. 会員発表募集要項を参照してください。



3

（3）自主シンポジウム
共通の研究テーマや実践活動、コミュニティ心理学に関連したテーマについて、数人の報告者が基

調報告や研究発表を順に行います。発表や指定討論、ディスカッション等の形式や時間配分は自由です。
テーマの設定や司会・発表者・指定討論者の人選につきましては、代表者が責任をもって確定してく
ださい。
セッションの割り当て時間は、2時間を目安としますが、発表数等により変更する可能性があります。
セッション申込みの詳細は、Ⅳ. 会員発表募集要項を参照してください。

（4）自主ワークショップ
共通の研究テーマや実践活動、コミュニティ心理学に関連したテーマについて、新しい知見や実験・

実践的な取り組みの紹介、参加者体験型など、自由な形式で行うセッションです。テーマの設定やメ
ンバーの人選につきましては、代表者が責任をもって確定してください。なお会場の都合上、一般的
な教室（机の移動は可能）で実施できる内容にしてください。
セッションの割り当て時間は、2時間を目安としますが、発表数等により変更する可能性があります。
セッション申込みの詳細は、Ⅳ. 会員発表募集要項を参照してください。

（5）ラウンドテーブル
共通の研究テーマや実践活動、コミュニティ心理学に関連したテーマについて、グループで討論を

行います。形式は自由とします。大会参加者も交えた活発な話し合いを期待します。テーマの設定や
司会・メンバーの人選につきましては、代表者が責任をもって確定してください。
セッションの割り当て時間は、1時間を目安としますが、発表数等により変更する可能性があります。
セッション申込みの詳細は、Ⅳ. 会員発表募集要項を参照してください

　【発表資格】
・筆頭発表者・代表者は、2013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。
・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。
・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。
※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。

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2013年4月4日（木）必着で「学会事務局」にお送りください。

※2012年度中に手続きをされる場合は、2013年度入会希望とお書き添えください。
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2013年4月25日（木）です。
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　3．手続き
【参加申込】　

申込締切日：2013年4月25日（木）
・大会予約参加・研究発表（口頭発表・ポスター発表・自主シンポジウム・自主ワークショップ・ラ
ウンドテーブル）・懇親会の申込は、同封の郵便振替用紙の所定の欄にチェックを入れていただき、
その金額を申込締切日の2013年4月25日（木）までに払い込んでください。
・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」と「研究発表申込」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。また院生・学生の方は学生証も持参してくださ
い。

【諸費用】
・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
4,000円 5,000円

院生・学生 3,000円 4,000円 3,000円 4,000円

※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、来年度以降の実施については未定です）。申込締切までに、発表希望種別を明記し、大会事務
局（jscp2013@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　　2013年 4月 25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 16回大会
　　　　　　　　　　　口座番号：00100－ 8－ 330710

　4．その他
（1）宿泊案内
協生館の宿泊施設にお泊り頂けます。室数に限りがありますので、先着順とさせていただきます。

大会事務局（jscp2013@gmail.com）までメールでお申し込みください。
・7月13日（土）シングルルーム20室（食事なし、テレビなし、タオル洗面用具あり、禁煙）
・宿泊料金　4,200円
・交通や食事については、ご自身で手配をお願い致します。

（2）昼食は、大学内の学生食堂やコンビニエンスストア、大学付近の飲食店等をご利用ください。

　5．連絡先

【第16回大会に関する連絡先】
第16回大会事務局

西武文理大学サービス経営学部 安田研究室
〒 350-1336 埼玉県狭山市柏原新田 311-1
TEL：04-2952-1729
E-mail：jscp2013@gmail.com

※連絡は基本的にメールでお願いいたします

【学会（入会手続・住所変更等）に関する連絡先】
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
Email：jscp@grp.rikkyo.ne.jp
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　6．予定

2013年 4月 4日（木） 学会入会申込締め切り
4月25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 6日（月） 研究発表の発表申込書・論文集原稿提出の締め切り
5月下旬 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://jscp1998.jp/）にて、随時、関連情報をお伝えします。

Ⅲ．会場案内・交通案内

慶應義塾大学日吉キャンパス　協生館　
・日吉駅　下車徒歩1分（東急東横線・東急目黒線、横浜市営地下鉄グリーンライン）
・渋谷⇔日吉：25分（急行約20分）、横浜⇔日吉：20分（急行約15分）、新横浜⇔菊名⇔日吉：20分

【新幹線をご利用の場合】
新横浜→（JR横浜線）→菊名→（東急東横線）→日吉
東京・品川→（JR横須賀線）→武蔵小杉→（東急目黒線）→日吉
東京・品川→（JR山手線）→目黒→（東急目黒線）→日吉

【飛行機をご利用の場合】
羽田空港→（東京モノレール）→浜松町→（JR山手線）→目黒→（東急目黒線）→日吉
羽田空港→（京浜急行）→品川→（JR山手線）→目黒→（東急目黒線）→日吉
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Ⅳ．会員発表（口頭・ポスター発表、シンポジウム、ワークショップ、ラウンドテーブル）募集要項
　
　1．大会参加申込締切日（2013年4月25日：木）までに、同封の郵便振替用紙の研究発表申込の該当欄に
チェックを入れ、所定の金額を振り込んでください。

　2．原稿提出締切日（2013年5月6日：月）までに、以下の原稿を大会準備委員会事務局までメールでご提
出ください。

　　　①口頭発表・ポスター発表の申込・・・発表申込書と発表論文集原稿
　　　②自主シンポジウム・自主ワークショップ・ラウンドテーブルの申込・・・発表申込書
　
　※1：自主シンポジウム・自主ワークショップ・ラウンドテーブルについては、

お申込みいただける件数は1名につき1件です。（口頭発表・ポスター発表との重複は可能です。）
　※2：筆頭発表者・代表者は正会員であることが条件です。

非会員の方が連名発表者となる場合は、大会参加費納入が必要です。

【発表申込書・発表論文集原稿の送付】

原稿提出締切日：2013年5月6日（月）　メール入稿（jscp2013@gmail.com）
・ファイル形式は、MS-WORDでお願いいたします。
・論文集用原稿は、発表論文集原稿の書式に従って作成してください。
・発表申込書・発表論文集用原稿の書式は、学会ホームページ（http://jscp1998.jp/）から取得できます。
・メールでの入稿が難しい方は、大会事務局までご連絡ください。
・メール入稿が確認できましたら、大会事務局から確認のメールをお送りします。入稿から1週間経っ
ても確認メールが届かない場合は、大会事務局までお問い合わせください。

【発表要領】
1．口頭発表
質疑応答を含め、1件20分程度を予定しています。発表会場にはパソコン（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。
2．ポスター発表
横90cm×縦180cmのスペースにポスター掲示をお願いします。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。複数の発表者
で関連した発表をされる場合は隣接した場所をご用意しますので、どの発表と関連発表であるかを明記
してください。

3．自主シンポジウム、自主ワークショップ
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が、念のため各自のパソコンを

準備されることをお勧めします。またMacintoshを使われる場合はご持参ください。その他、セッショ
ンに必要な備品等については各自でご準備ください。

4．ラウンドテーブル
会場にパソコン、プロジェクターの用意はありません。セッションに必要な使用機材、備品等につい

ては各自でご準備ください。

※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。
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【発表申込書・発表論文集原稿の書式】
　（1）口頭発表・ポスター発表

1．発表申込書には、種別、タイトル、発表者（氏名、所属、会員・非会員の別）、関連発表の有無をご
記入ください。

2．発表論文集原稿は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。
3．余白は、上は25ミリ、下は30ミリ、左右は25ミリです。余白は厳守してください。
4．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。本文は、MS明朝・10.5ポイント程度です。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行ですが、大きく逸脱しない程度であれば、変更していただいても結構で
す。

5．ページ番号は、絶対に打たないでください。
6．原稿（図表含む）は白黒（カラー不可）で作成してください。
7．この書式は、学会ホームページ（http://jscp1998.jp/）から取得できます。

完成原稿イメージ図

22文字
×
33行

22文字
×
33行

5行以内に題目と発表者 22文字
×
38行

22文字
×
38行

タイトル部分の形式（イメージ）

コミュニティ心理学におけるマネジメントの役割
渡辺直登（慶應義塾大学）

　（2）自主シンポジウム・自主ワークショップ・ラウンドテーブル
1．発表申込書には、種別、テーマ（タイトル）、登壇予定者情報（氏名、所属、会員・非会員の別）、企
画趣旨（400字程度）をご記入ください。採用された場合には、発表申込書に記入された内容が、発
表論文集に掲載されます。

2．申込書の書式は、学会ホームページ（http://jscp1998.jp/）から取得できます。
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発表申込書見本
この書式は学会ホームページ（http://jscp1998.jp/）から取得できます。
ダウンロードした発表申込書にご記入の上、メールでご提出ください。


