大会通信

第 22 回 日本人間関係学会大会

今回は、四国の松山で開催致します。地方の方に日本人間関係学会の活動と意義を知っ
ていただくにはよい機会だと思います。
今回のテーマは「いじめにかかわる人間関係」です。
「いじめ」という重大な人権侵害に
ついて、本学会の学際性という特色を活かして、多角的に研究したいと考えています。教
育学・心理学・社会学・社会福祉学・法律学・人文科学・医学など多彩な研究背景を持つ
先生方の積極的な研究発表が予定されています。また、開催校である聖カタリナ大学は、
瀬戸内海に面した風光明媚な松山市北条にあります。ひと山越えれば日本最古の温泉であ
る道後温泉があります。
学会の前後に、是非松山観光を堪能していただきたいと思っています。10 月 25 日、26
日に松山で皆様のご尊顔を拝せることを心より願っております。

第 22 回全国大会委員長

1．

会期および会場
期 ： 2014（平成 26）年 10 月 25 日（土）・26 日（日）
場 ： 聖カタリナ大学（愛媛県松山市）

会
会

2．

山本 克司

テーマと主要プログラム

大会テーマ『
「いじめにかかわる人間関係」を考える』
大会第 1 日目

2014 年 10 月 25 日（土）

大会第 2 日目

2014 年 10 月 26 日（日）

10:00～ 開会式
大会講演

10:00～ 口頭発表

12:00～ 休憩

13:00～ 企画シンポジウム
「人間関係士資格を考える－人間関係士に求め
られる７つの人間関係力の構築を求めて－」

（常任運営委員会）

13:00～ 基調講演
14:10～ 大会企画シンポジウム
「さまざまないじめにかかわる
専門職の視点」
16:35～ 総会
18:00～ 懇親会（会場：大会会場近辺を予定）

12:00～ 昼食休憩

15:10～ 閉会式
※同日午後から、カタリナホールでパイプオル
ガンコンサートも開催されます

3．

研究発表の要領
① 発表者の資格
発表者は、2014（平成 26）年度本学会年度会費を納入済みの学会員であることが
必要です。連名発表者も同様です（ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ・ﾗｳﾝﾄﾞﾃｰﾌﾞﾙ・ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ除く）
。
② 発表の手続き
イ) 発表者および連名発表者は、8 月 20 日（水）までにメールにて参加申し込み
ください。詳しくは『9．発表申し込み・参加申し込み方法』をご覧ください。
ロ) 発表者には、大会参加費（前納参加額）および一件ごとに発表形式別の要旨掲
載費を請求いたします。要旨掲載費については、連名発表の場合は原則として
責任発表者が納入してください。いずれも、納入期限は 8 月 20 日となります。
ハ) 発表要旨は、口頭発表・体験発表ともに A4 用紙 2 頁に 3000 字程度の原稿を
作成し、8 月 20 日（水）までに提出いただきます。提出方法、書式について
の詳細は『４．執筆要項』をご確認ください。
③ 研究発表方法
研究発表には、A)口頭発表 B)体験発表の 2 形式があります。
A) 口頭発表：一人の持ち時間は20分（発表15分，質疑と討論5分）の予定です。
なお、使用できる機器は、PC（パワーポイント）・プロジェクターです。ご
利用の場合は予めお申し出下さい。その他の使用機器は別途ご相談ください。
B) 体験発表：一人の持ち時間は 60 分（発表、質疑、討論の時間配分は自由）の
予定です。なお、使用できる機器については口頭発表と同様です。
④ その他の発表
研究発表のほかに A)自主ﾗｳﾝﾄﾞﾃｰﾌﾞﾙ B)自主ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ C)ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟの 3 形式があります。
A) 自主ﾗｳﾝﾄﾞﾃｰﾌﾞﾙ：企画者が司会者（1 名）および話題提供者または発表者（2
～3 名）を決め、約 2 時間プレゼンテーションとフロアーとの自由な討議を行
うもので、人間関係についての今日的課題をテーマや内容としてください。
B) 自主ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ：企画者が司会を担当し、指定討論者（1～2 名）および話題提
供者または体験者（2～4 名）を決め、約 2 時間企画者の采配でフロアーとの
自由な討議を行います。
C) ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ：本学会の委員会や部会の企画による研修の場として用意しており
ます。
⑤ 発表要旨集
発表者には発表要旨原稿を提出していただきます。発表要旨原稿は、そのまま製本
し要旨集として大会のガイド、そして研究上の貴重な文献資料といたします。

4．

執筆要項
① 発表形式 1 件につき「発表要旨」を 1 部提出していただきます。原則として原稿
はそのまま印刷されますが修正が必要な場合は大会委員長の判断のもと修正を行
いますので予めご了承ください。
② 発表要旨は、1 つの発表につき A4 版の 2 頁分で作成ください。タイトル（ゴシッ
ク体・14 ﾎﾟｲﾝﾄ・中央寄せ）
、サブタイトル（必要に応じて）（ゴシック体・12 ﾎﾟ
ｲﾝﾄ・中央寄せ）
、発表者名（ゴシック体・11 ﾎﾟｲﾝﾄ・中央寄せ、連名発表の場合
は責任発表者に○をつける）
、200 文字程度の要約文（明朝体・10 ﾎﾟｲﾝﾄ・1 段組

み）
、キーワード（ゴシック体・10 ﾎﾟｲﾝﾄ・中央寄せ・和文 6 語以内）、本文（明
朝体・10 ﾎﾟｲﾝﾄ・2 段組み）3000 文字程度の内容を記載します。
レイアウトについては、学会ホームページ上に見本となるファイルを掲載いたし
ますのでダウンロードしてご利用ください。
③ 提出方法は、メール添付にて大会事務局までお送りください。メールの件名には
『【発表要旨】発表形式：発表者氏名（責任発表者名）』を記入してください。
アドレスは、dpjxc602@yahoo.co.jp（大会事務局 釜野）です。
添付ファイルの形式は、MicrosoftWord でお願いいたします。

5．

公開特別講演
① 題目：「いじめる心といじめられる心（仮）」
② 講師：杉山 雅宏 （東北薬科大学 准教授）
③ 日時：10 月 25 日（土）10:10～11:30

6．

企画シンポジウム
① テーマ：「さまざまないじめにかかわる専門職の視点」
企画：山本 克司（大会会長）、釜野 鉄平（大会副会長・事務局長）
② 日時：10 月 25 日（土）14:10～16:30
③ 要旨：さまざまな分野の専門職の視点から、
「いじめ」をキーワードとして人間関
係にまつわる話を各界のシンポジストを招いて行います。

7．

総会
本学会の年間活動報告・事業計画・予算決算などの審議を行います。

8．

懇親会
日時：10 月 25 日（土）18：00～20：00
場所：よしだ屋（予定：当日ご案内いたします）
会費：前納 6,000 円、当日 6,500 円（前納は、9 月 19 日まで）

9．

発表申し込み・参加申し込み方法
学会ホームページ（http://www.jahr.jp/taikai.htm）に掲載の『発表申込書』に申込
み事項を記入し、
『執筆要綱』に従って作成されたワードデータと併せて、大会事務局
（22 回大会専用アドレス：dpjxc602@yahoo.co.jp）宛てメール添付にてお送りくださ
い。
発表申込及び発表要旨原稿の受付は 8 月 20 日（水）まで、参加申込受付（前納対象
者）は 8 月 20 日（水）までといたします。
参加について試案中の方については期日までにご一報いただければと思います。質問
等もお気軽にお問合せください。
なお、昼食は開催校の食堂が大会期間中に利用できますので、そちらをご利用くださ
い。

10． 第 21 回大会諸経費
参加費

懇親会費

正会員
準会員
会員外発表者（ﾗｳﾝﾄﾞﾃｰﾌﾞﾙ・ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ・ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ）
会員外（学生含む）
正会員・会員外発表者・会員外（一般）
準会員・会員外（学生）

前納参加
5,000 円
2,500 円
5,000 円
1,000 円
6,000 円
3,000 円

当日参加
6,000 円
3,000 円
―
1,000 円
6,500 円
4,000 円

※前納参加をご利用いただける期限は、9 月 19 日（金）となります。

発表形態
要旨掲載費
口頭発表・体験発表
（１件につき） 自主ﾗｳﾝﾄﾞﾃｰﾌﾞﾙ・自主ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ・ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ

前納が条件
3,000 円
5,000 円

11． 会場へのアクセス・観光案内
聖カタリナ大学
（〒799－2496 愛媛県松山市北条 660
TEL : 089-993-0702(代)）
最寄駅：伊予北条駅
◆JR を利用される場合

松山駅から 伊予北条駅（約 25 分）
愛媛県内
今治駅から 伊予北条駅（特急で約 25 分）
香川県から 高松駅から 伊予北条駅（特急で約 140 分）
※ 伊予北条駅から本学まで、徒歩で約 10 分です。
◆車で来校される場合
松山自動車道「松山 IC」から

約 60 分
（約 25km）

今治小松自動車道「今治湯ノ浦 IC」から

約 70 分
（約 35km）

聖カタリナホールの北側に来客者用駐車場があります。
◆飛行機を利用される場合
※ 松山空港から JR 松山駅まで（リムジンバスで約 15 分）
◎ 旅程については、乗り換え時間や移動時間を考慮して余裕を持ってご計画下さい。

大会事務局
〒799-2496 愛媛県松山市北条 660
聖カタリナ大学 人間健康福祉学部
FAX 089-993-0900
E-mail dpjxc602@yahoo.co.jp

釜野鉄平 研究室

※下記アドレスから松山コンベンション協会の観光マップが掲載されているホームページ
を、閲覧及び観光マップのプリントアウトをすることができます。

http://www.mcvb.jp/oyakudachi/book.html
12． 申込締切日程
①
②
③
④

発表者参加申込み・発表要旨原稿提出締切日
発表者参加費前納・要旨掲載料の振込締切日
参加申込み（前納対象者）締切日
大会参加諸費用の前納期限

・・・・8 月 20 日（水）
・・・・9 月 19 日（金）
・・・・9 月 19 日（金）
・・・・9 月 19 日（金）

13． 今後の予定
① プログラム・要旨集の作成と送付

・・・・９月中旬頃

