日本福祉心理学会第 16 回大会（案内）
『関係』を問う福祉心理学
JANPHS2018

ご 挨 拶
日本福祉心理学会第 16 回大会は，2018 年 12 月 8 日（土），9 日（日）の 2 日間，静岡大学静岡
キャンパス（静岡市）で開催いたします。
今回の大会テーマは，
「『関係』を問う福祉心理学」といたしました。人は保護者，兄弟，家族，友
人，保育者，教師などさまざまな人とのかかわりの中で成長し，そして家庭や学校，職場，地域とい
った多様な環境のなかで生活をしています。障害のある人や高齢の人，社会的養護を受ける子どもた
ちも，周囲のさまざまな人たちや生活する環境とのかかわりによって，より豊かな生活を送ることが
できるようになったり，いっそうの困難を抱えることになったりします。こうした人たちに適切な福
祉的な支援を行うためには，支援を受ける人たちが周囲の人たちとどのようなかかわりをもち，どの
ような環境とどのようにかかわっているかを知ることが不可欠です。さらには支援を提供する人と受
ける人のかかわり，支援を提供する人同士，支援する機関同士のかかわりを考えることも大切です。
今回の大会ではこうしたさまざまなかかわりや関係性という視点を一つの軸に据えて福祉心理学を
考えてみたいと思います。
今回の大会の基調講演には東京大学の遠藤利彦教授をお招きし，「アタッチメントと福祉心理学」
というテーマでご講演いただくことになりました。また，高齢者やフードバンクによる支援をテーマ
とした小講演や子どもの社会的自立についてのシンポジウムなどを計画しています。
12 月上旬の静岡市は空気が澄み，富士山が美しく映える季節です。大会での活発な議論とともに
豊かな自然と温暖な気候に恵まれた冬の静岡を満喫していただければと願っています。
大会準備委員会一同，多くの学会員の皆様の参加をお持ちしております。
2018 年 6 月
日本福祉心理学会第 16 回大会準備委員会
委員長
大塚 玲

日本福祉心理学会第16回大会について，以下のとおりご案内いたします。この案内には，次のものが同封さ
れています。
A. 案内（本紙）
B. 参加申込 兼 発表等申込票
C. 郵便振替用紙（諸費用納付用）
D. 返信用封筒

E. 発表・自主シンポジウム抄録書式の見本
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Ⅰ ⼤会の概要
1．会期 2018年12月8日（土），9日（日）
2．会場 静岡大学 共通教育A・B棟（静岡県静岡市駿河区大谷836）
3．プログラム概要（予定）
午 前
10:30～11:30
各種委員会

12 月 8 日
（土）

12 月 9 日
（日）

午 後

9:00
受付

10:00～12:00
ポスター発表
10:00～10:50
小講演①

12:30
受付

11:30～12:30
理事会

11:00～11:50
小講演②

12:20～12:50
福祉心理士会
全国大会

13:30～15:30
基調講演

13:00～13:50
総会

15:45～17:45
学会企画シンポジウム
16:00～17:30
自主シンポジウム①

18:00～
懇親会

14:00～16:00
準備委員会企画シンポジウム
14:00～15:30
自主シンポジウム②

＊ 詳細は決定次第，大会ホームページに掲載します。

Ⅱ ⼤会の内容（予定）
1．基調講演（1日目）
「アタッチメントと福祉心理学」
（東京大学大学院教育学研究科 教授 遠藤利彦先生）
2．学会企画シンポジウム（1日目）
「社会的養護における里親制度と心理的支援」（仮）
（企画者：研究推進委員会 委員長 片岡玲子先生，副委員長 大迫秀樹先生）
3．準備委員会企画シンポジウム（2日目）
「子どもの社会的自立と福祉心理学」
（企画者：静岡英和学院大学 玉井紀子先生）
4．小講演（2日目）
「フードバンクから見た子どもの貧困」（仮）
（NPO法人 POPOLO 鈴木和樹氏）
「沖縄戦を生きぬいた人びとと私 －共創の視点－」
（沖縄大学 准教授 吉川麻衣子先生）
5．自主シンポジウム（1，2日目）
6．ポスター発表（2日目）
7．学会総会（2日目）
8．福祉心理士会全国大会（2日目）
9．懇親会（1日目）
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Ⅲ ⼤会参加申込
1．参加申込
参加申込期限は，8月10日（金）です。研究発表等を行わない場合も，なるべく予約申込を行
って下さい。参加申込方法は，参加申込票の郵送による方法と参加申込票の電子メール送信によ
る方法の2種類があります。
（1）郵送による方法
参加希望者は，同封の参加申込票に必要事項を記入し，同封の返信用封筒により，8月10日
（金）までに（当日消印有効），次の住所まで郵送して下さい（返信用封筒に印字されてい
ます）。
日本福祉心理学会第16回大会準備委員会事務局
〒422-8529 静岡県静岡市駿河区大谷836

静岡大学教育学部 井出研究室

（2）電子メールによる方法
参加希望者は，参加申込票（大会ホームページより参加申込票をダウンロード）に必要事
項を入力し，8月10日（金）までに，次の大会準備委員会宛に，電子メールの添付ファイルで
送付して下さい。電子メールの場合は，タイトルは「日本福祉心理学会第16回大会参加申込
（氏名）」として下さい。
○参加申込票のダウンロード先
日本福祉心理学会のホームページ（http://www.janphs.jp/）からリンクに従い，ダウン
ロードしてください。
○参加申込票の電子ファイルの送付先
第16回大会準備委員会事務局 janphs16shizuoka@gmail.com
2．諸費用の納付
同封の郵便振替用紙（または以下のゆうちょ銀行振替口座への振込）により，9月28日（金）
までに，諸費用の納付を行って下さい。なお，振込手数料は振込者にてご負担願います。通信欄・
ご依頼人欄には，必要事項を必ず記入して下さい。
口座記号番号：00840-7-217467

加入者名：日本福祉心理学会第16回大会準備委員会

Ⅳ 研究発表
1．発表資格
筆頭発表者および連名発表者は，次の要件を満たしていることが必要です。
(1) 2018年9月28日現在で本学会の正会員（※学生会員を含む）であること。正会員でない方は
速やかに当学会への入会を済ませ，正会員の資格を取得して下さい（入会手続きについて
http://www.janphs.jp/guide.html）。
(2) 2018年度会費を2018年9月28日（金）までに納入していること。
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2．発表形式等
(1) 今大会の研究発表はポスター発表形式のみです。
(2) ポスター発表時間は2時間で，在席責任時間は1時間です。
(3) ポスター発表は，発表内容をパネル（幅90cm×高さ200cm）にポスターを貼り掲示し，それ
をもとに発表者と質問者との間で個別に討論をしていただきます。
(4) ポスター発表は，①論文集への抄録掲載，②ポスターの掲示，③討論への参加の3つの条件
を満たすことが，公式発表の要件です。
(5) 筆頭発表者は一人1回に限ります。連名発表者についてはこの限りではありません。
(6) 発表においては研究倫理に十分に配慮すること。
3．抄録原稿の作成
研究発表の筆頭発表者は以下の要領にて，抄録原稿を作成し，期限までに提出して下さい。連
名発表者がいる場合，必ず全員の了解を得ておいて下さい。なお，書式を学会HP上からダウンロ
ードできるように準備を進めていますので，ご利用ください。
(1) A4版1枚。パソコンを用い鮮明に印
字できること。
(2) 上余白20㎜，左・右余白16㎜，中
央余白6㎜，下余白20㎜とする。
(3) 上段に題目，発表者等を記載（7行
程度）し，本文は27字×51行×二段
組（本文総字数約2,800字）で記載
する。本文は9ポイント，明朝体と
する。
(4) 主題は18ポイント，副題は9ポイン
ト，いずれもゴシック体とする。
(5) 氏名は，連名の場合には，筆頭発
表者の氏名の頭に◯印を付す。
(6) 所属は，氏名の下の括弧内に記す
（長い名称は，略記も可）。
(7) キーワードは3語以内で記入。
(8) キーワードと本文の間に1行空白
を挿入。
(9) 鮮明に印字された完成原稿（論文集にそのまま印刷されます），または完成原稿をPDFファ
イルにした電子ファイル原稿を，準備委員会宛に郵送または送信してください。
※ 必ずこの形式を守るようにしてください。場合によっては修正をご依頼することもございま
す。
4．抄録原稿の提出
(1) 抄録原稿の提出期限は，9月14日（金）とします（当日有効消印）。以後の受付は一切いた
しません。
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(2) 抄録原稿は，次のいずれかの方法により，送付下さい（できるだけ，電子ファイルでの提出
をお願いします）。
(3) 抄録原稿の受付の確認は，参加申込票に記載されている連絡先に，受付完了のお知らせをい
たします。
 電子ファイル形式の抄録原稿を提出される場合は，電子メールの添付ファイル形式で送り
下さい。提出できる電子ファイル形式はPDFファイルのみとします。タイトルは，「日本
福祉心理学会第16回大会抄録原稿（氏名）」として下さい。
第16回大会準備委員会事務局 janphs16shizuoka@gmail.com
 印字した抄録原稿を提出される場合は大会準備委員会まで郵送してください。
日本福祉心理学会第16回大会準備委員会事務局
〒422-8529 静岡県静岡市駿河区大谷836

静岡大学教育学部 井出研究室

5．申込手続き
(1) 前記「Ⅲ 大会参加申込」の要領に従い，参加申込票により事前に予約申込を行い，その後，
期日までに，抄録原稿を提出して下さい。
(2) 申込期限は8月10日（金），論文集抄録原稿の提出期限は9月14日（金）です。
(3) 参加申込や諸費用納付，抄録提出期限に遅れたものについては，受け付けませんので，ご注
意ください。尚，抄録原稿の受稿が完了いたしましたら，電子メールもしくはお葉書でご連
絡いたします。

Ⅴ ⾃主シンポジウム
4件程度のシンポジウムを予定しています。皆様からのご応募をお待ちしております。尚，企画
にあたっての注意事項は下記のとおりです。
1．資格
シンポジウムの企画者・司会者・話題提供者・指定討論者は，原則として正会員（※学生会員
を含む）とします。ただし，本学会の目的を理解し，その発展に資する非会員の方を話題提供者・
指定討論者に加えることはできます。この場合，非会員の方は，大会当日参加者扱いになります
ので，大会当日受付にて参加費を納入して下さい。
2．形式
シンポジウムの時間は，1時間30分とします。運営は企画者に一任されます。使用できる機器は
プロジェクター，DVD再生機です。使用機器に関しては，参加申込の際にお知らせ下さい（パソ
コンは各自でご準備下さい）。
3．申込手続き
前記「Ⅲ 大会参加申込」の要領に従い，申込を行って下さい。申込多数の場合は，採択は準
備委員会にて決定させていただきます。採択された自主シンポジウムにつきましては， 8月下旬
頃に大会ホームページに掲載し，お知らせいたします（採択可否については個別に連絡いたしま
せんので，ご注意下さい）。
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4．抄録原稿
（1）原稿作成要領
自主シンポジウム抄録用
の書式を学会ホームページ
上に掲載する予定ですので，
そちらを用いて作成してく
ださい。右図参考に，ポスタ
ー発表の抄録作成の要領に
沿って作成してください。た
だし，企画趣旨，話題提供者
の趣旨，指定討論者の趣旨な
どを記し，4ページ以内で作
成してください。
（2）原稿提出
作成された原稿は，企画者
が大会準備委員会宛に送付
して下さい。送付の方法は，
前記「Ⅳ 研究発表」の「4.
抄録原稿の提出方法」と同様
です（印字した原稿を郵送す
ることも，また電子ファイル形式の原稿を電子メールにて送信することも可能です）。但し，
電子メールによる提出はPDFファイルのみとします。
5．その他
参加申込や諸費用納付，抄録提出期限に遅れたものについては，受け付けませんので，ご注
意ください。

Ⅵ 学会企画シンポジウム
現在，「社会的養護における里親制度と心理的支援」をテーマとするシンポジウムを検討してお
ります。企画は，研究推進委員会（委員長 片岡玲子先生，副委員長 大迫秀樹先生）です。詳
細については，決定次第，大会ホームページに掲載し，お知らせいたします。

Ⅶ 準備委員会企画シンポジウム
「子どもの社会的自立と福祉心理学」（企画者：玉井紀子先生）を予定しています。詳細につ
いては決定次第，大会ホームページに掲載し，お知らせいたします。

Ⅷ ⼩講演
小講演は「フードバンクから見た子どもの貧困」（仮）（NPO法人 POPOLO 鈴木和樹氏）
と「沖縄戦を生きぬいた人びとと私 －共創の視点－」（沖縄大学 准教授 吉川麻衣子先生）の
二題を予定しています。
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Ⅸ 懇親会
12月8日（土）夕刻に，静岡大学キャンパス内にて懇親会を行います。多数のご参加をお待ちし
ています。

Ⅹ 諸費⽤
払込期限は，9月28日（金）です。この日までに振込が確認されたものを予約期間内の払込と
します。
支払者

大会参加費

正会員
学生会員

予約
予約

4000円
2000円

予約期間内の払込。
予約期間内の払込。

正会員
学生会員
当日会員

当日
当日
当日

4500円
2500円
4500円

当日，受付にて納付していただきます。
当日，受付にて納付していただきます。
当日，受付にて納付していただきます。

正会員
学生会員

予約
予約

4000円
3500円

予約期間内の払込。
予約期間内の払込。

正会員
学生会員
当日会員

当日
当日
当日

4500円
3500円
4500円

当日，受付にて納付していただきます。
当日，受付にて納付していただきます。
当日，受付にて納付していただきます。

懇親会費

費目

申込

料金

摘要

註 1）論文集は，すべての会員の皆様に，1部送付されます。
2）人数に余裕のある場合に当日受け付けできますので，できる限り予約をお願いいたしま
す。当日の受付に関しては大会会場の受付に掲示いたします。

Ⅺ 今後の予定
（今回の案内以降，すべての会員の皆様への郵送による「ご案内」はございません。）
締切期日

内 容

摘 要

参加申込期限
研究発表申込期限
8月10日（金）
自主ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ申込期限
予約参加申込期限

（申込者が）参加申込票の送信または郵送。
採択シンポ企画者には8月下旬をめどに大会ホームペー
ジ上でお知らせ。

9月14日（金） 抄録原稿の提出期限

（筆頭発表者が）抄録原稿等を郵送または送信。
（シンポ企画者が）抄録原稿等を郵送または送信。

9月28日（金） 諸費用の払込期限

（申込者が）ゆうちょ銀行口座へ納付。

9月下旬

抄録原稿受取確認

（準備委員会が）主発表者に受付確認の連絡。

10月下旬

プログラム発表

大会ホームページ上に掲載。

10月下旬

論文集送付

（準備委員会が）全会員へ論文集を発送。
参加証，領収証等は当日，受付でお渡しします。
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Ⅻ その他
1．大会ホームページは学会ホームページのトップページからアクセスしてください。
2．何かお問合せがありましたら，下記，大会事務局までお願いいたします（できるだけ，メー
ルでのお問い合わせをお願いいたします）。
電子メールアドレス：
janphs16shizuoka@gmail.com
電話：
054-238-4344（静岡大学教育学部 井出研究室）
3．宿泊の斡旋はいたしません。
4．食堂
会場の近くにコンビニエンスストアがありますが，飲食店は定休日の可能性があります。昼
食は事前にご準備いただくことをお勧めします。
5．静岡大学は日本平という丘陵地の中腹にあり，バスを下車されてから会場までは上り坂が続
きますことをご承知おきください。

日本福祉心理士の皆さんへ
日本福祉心理士資格認定委員会
委員長 宮本 文雄
大会参加費を支払った上で大会に参加した場合，資格更新のためのポイントが付与されます。
ポイント付与の詳細については，今後，大会ホームページに掲載いたします。
【問い合わせ先】 「福祉心理士」資格認定委員会 担当 富樫ひとみ
〒319-1295 茨城県日立市大みか町6丁目11-1
茨城キリスト教大学 富樫研究室
e-mail：ht-togashi@icc.ac.jp
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