日本コミュニティ心理学会 第 22 回大会のご案内
2019 年 2 月吉日

ごあいさつ
この度、第 22 回大会を追手門学院大学茨木安威キャンパスで開催することになりました。ここ 2 年は連続して
東京開催となっておりましたので東京以外での開催は、2016 年の作新学院大学・作新学院大学女子短期大学部での
第 19 回大会以来となります。関東以外での開催となりますと、さらにさかのぼって 2014 年の立命館大学衣笠キャ
ンパス以来の 5 年ぶりとなります。
さて、このように久しぶりの東京以外での開催ということもあり、本大会のテーマは「地方と都市のコミュニテ
ィを考える」といたしました。首都である東京に対してはそれ以外の地域は地方となりますが、地方にもそれぞれ
特徴的な歴史・文化を有する中核的な都市があり、その周辺部には郊外、農村地域、中山間地域、あるいは漁村地
域など多様な地域が広がっています。今回の大会を通じて、地方と都市をキーワードに、コミュニティ心理学的ア
プローチが多様な地域コミュニティに対して、どのように貢献できるのかを改めて考える契機とできればと考えて
おります。
追手門学院大学のキャンパスがあります北摂地域の大阪府茨木市には、かつて都の京都と西国を結ぶ重要な道で
あった西国街道が通っており、郡山宿の本陣の建物も残っております。地方と都市のコミュニティを考える場合、
それぞれがかかわりを持たずに存在し得るわけではなく、都市と地方との間での移動を含めた相互関係について注
目することも重要となります。さらに時代をさかのぼれば、茨木市と隣の高槻市を含む三島平野は日本でも有数の
古墳地帯であり、なかでも今城塚古墳は公園として整備されていて自由に散策を楽しむこともできます。今大会で
は歴史と文化に思いをはせながら、会員の皆様が関わるコミュニティの問題について自由闊達に議論していただく
場を提供できれば幸いに存じます。
なにぶん、コミュニティ心理学会の正会員は私 1 名しかおりません追手門学院大学での開催となります。関西に
ゆかりのある先生方に大会準備委員としてお手伝いいただき、大会開催に向けての準備体制を整えますが、至らぬ
点なども出てくるかと存じます。どうぞ温かくお見守りいただければ幸いに存じます。皆様のご参加を心よりお待
ちしております。
日本コミュニティ心理学会第 22 回大会 大会長 石盛 真徳（追手門学院大学）

Ⅰ．大会日程・スケジュール等
１．会期

2019 年 6 月 22 日（土）
・23 日（日）の 2 日間

２．会場

追手門学院大学 茨木安威キャンパス

３．テーマ

地方と都市のコミュニティを考える
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４．日程

午前
昼

6 月 22 日（土）ー大会 1 日目ー

6 月 23 日（日）ー大会 2 日目ー

＊会員による研究発表

＊会員による研究発表

＊院生の集い

＊総会

午後

＊大会企画シンポジウム

夕刻

＊懇親会

＊自主シンポジウム、
自主ワークショップ等

※ 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。
※ 6 月 21 日（金）18:00 から役員会（理事・監事会）を JR 新大阪駅近辺で開催予定です。

Ⅱ．大会案内
１．大会企画
【第 1 日目 6 月 22 日（土）
】
院生の集い：12:00～13:30
・若手研究者の交流の場として設定しております。院生、若手研究者のご参加をお待ちしております。
大会企画シンポジウム：13:30～16:00
・テーマ
・企画趣旨

地方と都市のコミュニティを考える
地域コミュニティはそれぞれが独自の歴史・分析的特性を有している。コミュニティ心理
学の研究においても、それぞれの地域が有する文化的特性を踏まえた議論がもっと必要では
ないであろうか。本シンポジウムでは、地方と都市をキーワードに、地域コミュニティの様々
な問題群に、それぞれのコミュニティの歴史・分析的特性を踏まえたうえで、どのように
アプローチしていくのかについて考えたい。具体的には、都市対地方という対立構造では
なく、地方や都市における人間関係、居場所、あるいは都市と地方の関係について、下記の
3 名のシンポジストより話題提供いただき議論を行う。

・シンポジスト 岡本 卓也氏（信州大学）
加藤 潤三氏（琉球大学）
竹村 幸祐氏（滋賀大学）
・指定討論

安田 節之氏（法政大学）

・司会

石盛 真徳（追手門学院大学）

懇親会：17:30～19:30（会場は JR 茨木駅近辺にて調整中）
・多数のご参加をお待ちしております。また、事前予約をお願いいたします。
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２．会員による発表
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、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。申し込みの詳細は、Ⅳ.会員発表募集要項を参照してください。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。
（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。
（3）会員企画
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、研究発表の形では
なく、議論を深める場となります。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。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。
・自主シンポジウム
数人の報告者が実践報告や研究発表を行います。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。
・自主ワークショップ
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。なお会場の都合上、一般的な教室（机の移動は不可）で実施できる内容にしてください。
・ラウンドテーブル
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。
【発表資格】
・口頭および、ポスター発表の筆頭発表者、および会員企画の代表者は、2019 年 4 月 30 日の時点で当学会
の正会員であり、参加申込フォームより参加手続きを終えていることが必要です。
・連名発表者は、臨時会員でも可能です。
・正会員のうち、年会費未納の方は、至急、過年度分の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か、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 2019 年 4 月 5 日（金）必着で「学会会員管理事務局」にお送りください。
※2018 年度中に手続きをされる場合は、2019 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次第、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 2019 年 4 月 26 日（金）です。
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3．参加申し込み手続き
【参加申込フォーム】 https://iap-jp.org/jscp/conf/member/login
※申込みは学会サイトより必要項目を入力し申込を行ってください。
※学会 web サイト(http://jscp1998.jp/)からのリンクからでもアクセス可能です。
申し込み後、折り返しのメールの案内に従って、参加料金の納入をお願い致します。
・発表者（登壇者）の方は、 2019 年 4 月 26 日（金）までに払い込んでください。
・発表（登壇）の予定がない方は、 2019 年 6 月 6 日（木）までに払い込んでください。
【大会参加費・懇親会費】
正会員

一般
大学院生
学部生

臨時会員

予約

当日

予約

当日

¥6,000

¥8,000

¥7,000

¥9,000

¥3,000

¥5,000

¥3,000

¥5,000

懇親会
予約

当日

¥5,000

¥6,000

※一旦振り込まれた参加費や懇親会費は原則、返金いたしません。
※正会員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。
※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
4．連絡先
【第 22 回大会全般に関する連絡先】

【学会(入会手続・住所変更等)に関する連絡先】

日本コミュニティ心理学会第 22 回大会事務局

学会会員管理事務局

〒567-8502 大阪府茨木市西安威 2-1-15

〒162-0801 東京都新宿区山吹町 358-5

追手門学院大学経営学部 石盛研究室内

アカデミーセンター内

Email taikai@jscp1998.jp

TEL：03-6824-9375

FAX：03-5227-8631

電話問合わせ時間：平日 9：00～12：00
13：00～17：00
Email: jscp-post@bunken.co.jp
５．今後の予定
2019 年 4 月 5 日（金） 学会入会申込締め切り
4 月 12 日（金） 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 10 日（金） 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 Web サイトにてプログラム公開

6 月上旬

学会 Web サイトにて発表論文集公開（申込者限定）

※ 印刷版のプログラム・発表論文集は、大会会場でのお渡しとなります。
※学会 Web サイト（http://jscp1998.jp/）にて、随時、関連情報をお伝えします。
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Ⅲ．会場案内・交通案内
1．会場 追手門学院大学 茨木安威キャンパス 5 号館 6 階および 8 階（受付は 8 階となります）
大阪府茨木市西安威 2-1-15 https://www.otemon.ac.jp/guide/campus/access.html
※2019 年 4 月より、同じ茨木市内に茨木総持寺キャンパスも開設されますが、お間違えのないよう
ご注意願います。
２．交通アクセス

大阪方面から JR 京都線・大阪駅 → 茨木駅 快速電車にて約 12 分
JR 京都線・新大阪駅 → 茨木駅 快速電車にて約９分
京都方面から JR 京都線・京都駅 → 茨木駅 快速電車にて約 27 分
JR 茨木駅からは駅前西口のバスターミナル「10 番のりば」から阪急バスの［82］系統または［88］系統
にて終点の「追手門学院前」までご乗車ください。 所要時間は約３０分です。
阪急バス時刻表 https://www.hankyubus.co.jp/rosen/timetable/012806_2.pdf
JR 茨木駅から追手門学院大学までタクシー利用の場合、2300 円程度の料金となります。
※会期中、直通のスクールバスは運行しておりませんのでご注意ください。
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3．宿泊について
特に斡旋などは行いません。ＪＲ大阪駅または JR 新大阪駅周辺からのアクセスが便利です。
4．昼食について
会期中、学内のコンビニエンスストアは営業していますが、食堂は営業しておりません。希望者には
お弁当（１食 1,000 円（税込）
）をご用意します。支払方法は現金のみで、会期当日、お弁当と引き換えに
お支払いください。会期 2 日間のうち片日の購入も可能です。購入希望者は、事前参加の Web 登録時に
申請ください。宗教・主義・アレルギーに対応したお弁当については用意できかねますので、お手数ですが
ご自身でご準備をお願いします。

Ⅳ．会員発表募集要項
1．大会参加申込締切日（2019 年 4 月 12 日（金）
）
※募集期限の延長はありませんので、ご注意ください。
学会 web サイトより参加申し込みの上、郵便振替にて参加費の納入をお願いいたします。
申し込みアドレス：https://iap-jp.org/jscp/conf/member/login
2． 原稿提出締切日（2019 年 5 月 10 日（金）
）までに、以下の下記のフォームより送信をお願い
いたします。
① 口頭発表・ポスター発表の申込…発表論文集原稿をフォームより送信してください
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…フォーム入力のみになります。
※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・代表者が正会員であることが条件です。
※3：筆頭発表者・代表者以外の非会員の方は臨時会員として大会にご参加いただけます。
※4：筆頭発表者・代表者は、参加申込フォームより参加手続きを終えていることが必要です。
【発表申込書・発表論文集原稿の送付について】

原稿提出締切日：2019 年 5 月 10 日（金）申込フォームより送付
・申込フォームアドレス：https://goo.gl/forms/ehCrrm770tSMBiw52
・ファイル形式は、Microsoft Office WORD の docx 形式または、PDF 形式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。
・フォームからの入稿が難しい方は、第 22 回大会事務局までご連絡ください。
・入稿が確認できましたら、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、お問い合わせください。
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【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
を用意しています。個人の端末を使われる場合、念のためアダプター等をご持参ください。複数の発表者で関
連した発表をされる場合は、時間等の調整を行いますので、どの発表と関連発表であるかを申込フォームに明
記してください。
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申込書に明記し
てください。
3．会員企画（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）
会場にはパソコン（Windows）
、プロジェクターを用意しています。個人の端末を使われる場合、念のた
めアダプター等をご持参ください。その他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。
【発表申込方法 および発表論文集原稿の書式について】
（1）口頭発表・ポスター発表
1．発表申込は以下のアドレスから行ってください。
・申込アドレス：https://goo.gl/forms/ehCrrm770tSMBiw52
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．タイトルはゴシック体・14 ポイント程度中央寄せ、発表者名と所属は明朝体・12 ポイント程度中央寄せ
です。本文は、明朝体・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。
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完成原稿イメージ図

タイトル部分の形式（イメージ）

地方と都市のコミュニティを考える ～地域コミュニティが有する文化的特性を踏まえて～
石盛 真徳 （追手門学院大学）
（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．発表申込は、以下のアドレスのフォームより種別、テーマ（タイトル）
、登壇予定者情報（氏名、所属、
会員・臨時会員の別）
、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、発表申込フォー
ムに記入された内容が、発表論文集に掲載されます。
※採択されなかった場合は、5 月 20 日前後までに大会事務局より連絡をさせていただきます。
申込アドレス：https://goo.gl/forms/sDaFUisyBGKPmYPM2
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第 2２回 日本コミュニティ心理学会大会運営委員会
大会長

石盛 真徳 （追手門学院大学）

事務局長

林 幸史 （大阪国際大学）

運営委員

岡本 卓也 （信州大学）
加藤 潤三 （琉球大学）
高尾 堅司 （川崎医療福祉大学）
中尾 元 （京都大学大学院） （50 音順）
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