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日本臨床心理身体運動学会第 20 回記念大会 
第 1 号通信 

平成 29 年 4 月吉日 

大会テーマ イメージのちから 

 
このたび日本臨床心理身体運動学会第 20 回記念大会を、浜松にて行うことになりました。 
当学会らしく、メインテーマを『イメージのちから』といたしましたが、それは、幾度もテーマ

の端に加えられ語られながらもメインにならずにきた「イメージ」の怨念？のようなものを感じ

たのかもしれません。イメージは実に扱いにくいテーマです。学会創設の際にも、心身を標榜す

るとイメージは必然的に入り込んでくるので「アカデミックにならない」ことを怖れる発起人も

いました。懐かしく思い出されます。そのことも踏まえて今回は、趣向を変えて（逃げないで）イ

メージを中心に据えてしまいました。実際にイメージが「仕事」の上で重要なアイテムになって

いる他分野の方々をお招きしたパネルディスカッションを企画しています。また、当学会 20 年間

の歩みにも思いを馳せ、さまざまな試みを考えております。日本列島のど真ん中、浜松の地で記

念大会を迎えるご縁を大切に、皆さまとともにイメージが膨らむ喜びを味わえる大会にしたいと

思っております。多くの方のご参加をお待ち申し上げております。 
日本臨床心理身体運動学会第 20 回記念大会 

実行委員長 中島 登代子 

 
I．大会の概要 

１．会期 

2017 年 12 月 16 日（土）・17 日（日） 
２．会場 

常葉大学 浜松キャンパス （〒431-2102 静岡県浜松市北区都田町 1230） 
３．行事 

研究発表、パネルディスカッション、ワークショップ、総会、理事会、懇親会 
４．大会スケジュール 

12 月 15 日（金） 常任理事会 19：00～21：00 
12 月 16 日（土） 
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※ 懇親会は「KURETAKESO（呉竹荘）」を予定 
12 月 17 日（日） 
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II．大会参加、研究発表の資格 

１．大会参加資格 

・大会参加者は、2017 年 10 月現在、および大会当日も日本臨床心理身体運動学会員でなけれ

ばなりません。また、入会希望者で大会参加希望の方も 2017 年 11 月までに入会手続きを完

了し、承認を得る必要があります。それ以降の入会の方は、大会（研究発表）に参加するこ

とができませんので御留意ください。 
・準会員・賛助会員は、会則第 6 条の規定により事例研究に参加することができません。 

２． 研究発表資格 

・研究発表者は、2017 年 8 月現在、および大会当日も日本臨床心理身体運動学会員でなけれ

ばなりません（準会員・賛助会員は事例研究発表を行うことはできません）。 
※ 本学会員は、会員移行申請のためのポイントとして以下のポイントを取得できます。 

1）大会（ワークショップを含む）参加者＝2 ポイント 
2）事例研究発表者（一般研究を除く）＝3 ポイント 

1）と 2）は加算しない。 
 
III．諸費用とその納入先 

１．大会参加費、ワークショップ参加費、懇親会参加費、お弁当代 

正会員 
一般会員 

 大会参加費 9,000 円（当日参加：10,000 円） 
 ワークショップ 6,000 円（当日参加： 7,000 円） 
 懇親会参加費 6,000 円（当日参加： 7,000 円） 

準会員 

 大会参加費 7,000 円（事例研究は除く）（当日参加：8,000 円） 

 ワークショップ 【 一 般 】6,000 円（当日参加：7,000 円） 
【大学院生】4,000 円（当日参加：5,000 円） 

 懇親会参加費 6,000 円（当日参加：7,000 円） 

非会員 
 大会参加費 パネルディスカッションのみ：無料 

 ワークショップ 【 一 般 】8,000 円（当日参加：9,000 円） 
【大学院生】5,000 円（当日参加：6,000 円） 

お弁当（飲み物付） 1,000 円／食 ※事前申し込みのみ 
２．納入先 

ゆうちょ銀行 口座記号番号：00880 – 9 – 154159 
加入者名：日本臨床心理身体運動学会第 20 回記念大会実行委員会 
※ 他金融機関からの振込をされる方は、【店名】〇八九（読み ゼロハチキュウ） 

【店番】089【預金種目】当座 
【口座番号】0154159 

※ 2017 年 10 月 20 日（金）までにご入金ください。なお、入金された諸費用につきましては

返金できませんので、あらかじめご承知おきください。 
※ 同封の「振込取扱票」に必要事項を記入の上、お振込みください。 

 
IV．大会参加・研究発表の申し込み要領 

１．大会ならびに懇親会の参加申し込み 

・同封した「参加申込書」に必要事項を記入し、2017 年 10 月 20 日（金）までにメール、また

は郵送（第 20 回記念大会事務局宛）でお申し込みください。 
２．研究発表の申し込みと論文抄録集原稿の提出 

・同封した「参加申込書」に発表希望と題目を記入の上、2017 年 7 月 14 日（金）までにメー

ル、または郵送（第 20 回記念大会事務局宛）でお申し込みください。なお、事例研究発表希

望の方は、申込書に記載された要領に従って概要を作成し添付（同封）してください。 
・事例研究発表と一般研究発表の発表が決定した方には、抄録テンプレート（Word）をメール
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でお送りします。大会プログラムに掲載する発表抄録は 2017 年 8 月 31 日（木）までにメー

ルでご提出ください。 
※ 研究発表希望者が多数の場合は、大会実行委員会で選考の上、発表者を決定します。 
※ ワークショップの申し込みは、同封の「ワークショップのご案内」をご参照ください。 

第 20 回記念大会事務局のメールアドレス：2017mindbody@gmail.com 

 
V．研究発表の要領 

１．発表形式 

・事例研究発表：発表時間は 3 時間を予定しています。発表内容は、一般の心理面接および競

技者の心理面接（心理療法）、その他心身に関わる事例とします。 
・一般研究発表：発表時間は 1 時間 20 分を予定しています。発表内容は、一般およびスポー

ツや競技者に関する心理臨床の調査、基礎研究等とします。 
２．事例研究発表の条件 

・原則として「継続中の事例」でないこと（ただし、中断事例は可）。 
・他の学会で発表しておらず、内容に何らかのオリジナリティがあること。 
・匿名性に最大限の配慮をすること。 

３．一般研究発表の条件 

・他の学会で発表しておらず、内容に何らかのオリジナリティがあること。 
 
VI．ワークショップ 

日時：12 月 17 日（日） 9：30～12：00 
Ａ「MSSM、および、MSSM+C 法への誘い」 
山中 康裕（本学会長、京都ヘルメス研究所、京都大学名誉教授） 

Ｂ「元型的心理学とドリーム・ワーク」 
名取 琢自（京都文教大学） 

Ｃ「緩和ケア」 
岸本 寛史（高槻赤十字病院） 

Ｄ「学校における緊急支援の心理臨床 
－対応マニュアル（指針）の重要性とマニュアルから自由になることの重要性－」 

髙橋 幸治（大阪府立大学） 
Ｅ「ユング心理学ワールドへの招待 －入門から上級まで－」 
前田 正（ユング派分析家、常葉大学） 

Ｆ「自閉症・知的障害者の、ことばの前の世界」 
高木 紀子（コミュニケーションサポートセンターふくふく） 

※ 詳細は同封の「ワークショップのご案内」をご参照ください。 
 
VII．パネルディスカッション 

日時：12 月 17 日（日） 13：30～16：30 

テーマ 「イメージのちから」 

 司会 石根 左惠 （ベースボール・マガジン社） 
 パネリスト 新井 英和 （鹿屋ハートセンター） 
  相川 タロー（音楽座ミュージカル） 
  山中 康裕 （京都ヘルメス研究所、京都大学名誉教授） 
  中島 登代子（常葉大学） 
  山 愛美  （京都学園大学） 
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VIII．昼食について 

・大会中の昼食につきましては、会場付近に徒歩圏内のコンビニや飲食店がございません。大会

期間は学食も休業です。車でお越しでない方は、参加申込時にお弁当を注文していただくか、

会場に昼食をご持参ください。 
※ 会期中のお弁当は、同封の「参加申込書」よりご注文ください。 

 
IX．宿泊について 

・本大会事務局は、会員の皆様の宿泊ホテルの予約受付をいたしておりません。各自で手配し

ていただきますようお願いいたします。 
・忘年会の時期と重なり、宿泊予約の混雑が予想されますので、ご注意ください。 
※ 懇親会は「KURETAKESO（呉竹荘）」での開催を予定しております。 

〒432-8036 静岡県浜松市中区東伊場1丁目1-26 
 

X．臨床心理士資格の更新ポイント 

・本学会は公益財団法人日本臨床心理士資格認定協会より承認学術団体として承認されている

ため、学会大会の参加・発表には、臨床心理士の継続研修の更新ポイントが加算されます。

詳しくは、公益財団法人日本臨床心理士資格認定協会の『「臨床心理士」継続研究会 承認申

請手引書』をご参照ください。 
・大会参加名札と大会プログラムを、各自で上記資格更新時にお使いください。 

 
XI．駐車場について 

・会場「常葉大学 浜松キャンパス」は駐車が可能です。車でお越しいただくことができます。 
 

XII．会場へのアクセス 

・12月16日（土）・17日（日）の2日間は、学会員専用送迎バスをご用意します。11月上旬に発

送予定の「大会プログラム」にて、各場所の出発時刻を再度お確かめください。 
12月16日（土） 朝：浜松駅 ⇒ 浜松 ホテル・ヴィラくれたけ ⇒ 会場（9：00着予定） 
 夕：会場（17：20発予定） ⇒ KURETAKESO（懇親会場） 
12月17日（日） 朝：浜松駅 ⇒ 浜松 ホテル・ヴィラくれたけ ⇒ 会場（9：00着予定） 
 夕：会場（総会終了後に出発予定） ⇒ 浜松駅 

・公共交通機関を利用して会場にお越しの方は、常葉大学ホームページの「浜松キャンパス」

から、バス時刻表等をご確認ください。 
（http://www.tokoha-u.ac.jp/university/campus/hamamatsu/） 

 
XIII．今後の予定と連絡先 

2017 年 7 月 14 日（金） 研究発表申込締切 
  発表者の決定後、抄録テンプレートを送付 
 8 月 31 日（木） 抄録原稿締切 

 10 月 20 日（金） 大会参加申込締切、ワークショップ申込締切、諸費用納入締切 
 11 月上旬 大会プログラム発送、ワークショップ受講票発送 

 

日本臨床心理身体運動学会第 20 回記念大会事務局 
〒431-2102 静岡県浜松市北区都田町 1230 
常葉大学浜松キャンパス 木村佐枝子研究室 

E-mail：2017mindbody@gmail.com 

 

学会入会、住所変更等に関する連絡先（学会事務局） 
〒541 - 0047 大阪市中央区淡路町 4 丁目 3-6 
新元社内 日本臨床心理身体運動学会事務局 

Tel：06-6221-2600、Fax：06-6221-2611 
E-mail：office@rinsinsin.jp 

 


