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日本青年心理学会第 27 回大会のご案内（第 1号通信） 

 

 このたび日本青年心理学会第 27 回大会を 12 月 21 日（土）・22 日（日）に，東京工

芸大学中野キャンパスで開催させていただくことになりました。岐阜，滋賀，京都と大会

が続いて参りましたが，久しぶりに立教大学から 4 年ぶりで関東圏での開催となります。 

 東京工芸大学中野キャンパスは，地下鉄／東京メトロ丸ノ内線および都営地下鉄大江戸

線の中野坂上駅下車で，徒歩約 10 分です。中野坂上駅は，新宿から約 5 分，東京駅から約

35 分，羽田空港からは約 1 時間で着くことができます。都心の比較的便利なところです。 

 今大会では，招待講演として現象学者の竹田青嗣先生（大学院大学至善館教授・早稲田

大学名誉教授）をお招きします。また，研究委員会，国際交流委員会，大会準備委員会の

シンポジウムも開催し，充実した内容の大会となる見込みです。 

 なお，今大会では，研究発表において，発表者から座長のご希望を募ります。ご希望の

先生のご都合が合えば座長をお願いし，合わない場合は従来通り大会準備委員会で依頼し

ます。また，参加費及び懇親会費の事前の振り込みをお願いします。研究発表の活性化お

よび運営の負担削減に，ぜひともご協力のほど，よろしくお願いいたします。 

 開催時期が，年末となってしまいました。会員の方々には，お早めに計画を立て，各自

で宿泊予約等をお願いいたします。それでは，年末のお忙しい時期ですが，多くの方々の

ご参加をお待ちしております。 

                          大会準備委員長 小沢一仁 

 

*以下の情報は，大会ウェブサイトでもお知らせします。 

https://www.jsyap.org/annual-conference 

 

Ⅰ 会期・会場 

（1）会期：2019 年 12 月 21 日（土）・22 日（日） 

（2）会場：東京工芸大学中野キャンパス 

〒164-8678 東京都中野区本町 2-9-5  TEL 03-3372-1321(代） 

東京工芸大学中野キャンパスへのアクセス：https://www.t-kougei.ac.jp/access/#nakano 

地下鉄／東京メトロ丸ノ内線および都営地下鉄大江戸線 中野坂上駅下車徒歩約 10 分 

＊宿泊・交通機関の斡旋はいたしませんのでご了承ください。 

＊構内に駐車場のスペースがありませんので，公共の交通機関を利用してご来場ください。 

＊中野坂上駅の 1 番出口より山手通りを右手に進み，正願寺を過ぎた交差点で右折してく

ださい。 

 

Ⅱ 大会内容 

（1）研究発表 

 すべて口頭発表形式で，質疑応答を含め 50 分で行います。なお，プロジェクト型研究

等の複数の研究を含む発表は，2 コマを続けて設定すること（ロングセッション）もでき

ますので，申し込みの際にその旨ご連絡ください。 
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  また，今回の大会では研究発表で，座長のご希望があれば，ご希望の先生のご都合が合

えば座長をお願いします。ご都合が合わない場合およびご希望がない場合は，従来通り大

会準備委員会で依頼します。 

（2）自主シンポジウム 

時間は 120 分を予定しています。通常の学会で行われるシンポジウムの形式を想定して

います。構成や進行の仕方は任意とします。 

（3）招待講演 

「フッサールと現象学的心理学～『欲望論』の視点から（仮題）」 

講演：竹田青嗣（大学院大学至善館教授・早稲田大学名誉教授） 

司会：小沢一仁（東京工芸大学） 

（4）研究委員会企画シンポジウム 

「青年期から成人期への移行の多様性」（仮題） 

（5）国際交流委員会企画シンポジウム 

「研究を国際的に展開・発信する意義と課題：若者の社会移行を例に」 

司会：畑野快（大阪府立大学・心理学） 

話題提供：石岡丈昇（日本大学・社会学） 

指定討論：乾彰夫（首都大学東京・教育学） 

     溝上慎一（桐蔭学園・心理学） 

（6）大会準備委員会企画シンポジウム 

「青年心理学における出版のあり方を考える」（仮題） 

司会：大会準備委員 

話題提供（発表順）：二宮克美（愛知学院大学） 

          大野久（立教大学） 

          高木秀明（聖心女子大学） 

 

Ⅲ 大会スケジュール（予定） 

1 日目[ 12 月 21 日（土）] 

9:15～ 受付 

10:00～ 研究発表・自主シンポジウム 

13:00～ 招待講演 

15:00～ 大会準備委員会企画シンポジウム 

16:40～ 総会 

18:30～ 懇親会 

 

2 日目[ 12 月 22 日（日）] 

8:15～ 受付 

9:00～ 研究発表・自主シンポジウム 

13:00～ 国際交流委員会企画シンポジウム 

15:00～ 研究委員会企画シンポジウム 
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Ⅳ 参加申込 

（1）大会 

大会に参加される会員は，下記の参加申込フォームを大会ウェブサイト 

（https://www.jsyap.org/annual-conference）からダウンロードし，必要事項を記入して，大

会準備委員会事務局へ E-mail にて申し込みをお願いいたします。アドレスは 

「seinen.kogei2019@gmail.com」です。件名に「大会参加申込」と明記してください。 

 なお，本大会では，なるべく受付での現金の取り扱いを避けたいと思います。事前の振

り込みをお願いいたします。運営の負担削減にご協力のほど，よろしくお願いいたします。 

 参加費は以下の通りです。 

正会員 事前振込￥6,000（当日￥7,000） 

学生正会員 事前振込￥4,000（当日￥5,000） 

非会員 事前振込￥7,000（当日￥8,000） 

学生非会員 事前振込￥4,000（当日￥5,000） 

・ホームカミング割 学会員で過去 2 年間不参加の方をお誘いいただくことで，勧誘者と

被勧誘者の 2 名分の参加費から 1,000 円を割り引きます。勧誘者と被勧誘者ともに，メー

ルにてその旨ご記入ください。 

（2）昼食 

中野坂上駅近くに飲食店，コンビニ等があり，学生食堂は土曜のみ利用可です。なお，

予約弁当の受付を致します。お茶付きで￥1,000 です。1 日目と 2 日目を指定し，参加申し

込みフォームにて申し込みください。その際は，事前の振込をお願いいたします。 

（3）懇親会 

大会 1 日目の 12 月 21 日（土）18：30（予定）より，懇親会を行います。会場は，会

場地下 1 階学生食堂（B-Cafe）です。懇親会費は，以下の通りです。 

正会員・非会員 事前振込￥5,000（当日￥6,000） 

学生正会員・学生非会員 事前振込￥4,000（当日￥5,000） 

（4）参加費等の納入方法 

下記の参加申込フォームに記入した金額を，郵便局の振込用紙等を使用して，下記のゆ

うちょ銀行の口座へお振込みください。手数料は，納入者の負担となります。振り込み用

紙は同封されていません。恐縮ですが，郵便局備え付けの振込用紙等をご利用下さい。 

「seinen.kogei2019@gmail.com」宛に件名に「大会参加申込」とし，下記のフォームを用

いてメールでお申し込みください。その後，下記の口座にお振り込みください。 

==切り取ってください============================= 

・氏名： 

・所属： 

・住所： 

・e-mail アドレス： 

・会員・非会員：正会員・学生会員・非会員・学生非会員（←いずれかを残してください） 

・弁当申込：12/21（土）希望・12/22（日）希望・希望無（←いずれかを残してください） 

・懇親会の参加の有無：有 ・ 無（←いずれかを残してください） 

https://www.jsyap.org/annual-conference
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下記を参考にして，正確に計算して振り込んでください。 

◆参加費 

正会員 事前振込￥6,000 

学生正会員 事前振込￥4,000 

非会員 事前振込￥7,000 

学生非会員 事前振込￥4,000 

◆昼食弁当代 

・1 日分：1,000 円または 2 日分：2,000 円（お茶代含む) 

◆懇親会費 

正会員・非会員 事前振込￥5,000 

学生正会員・学生非会員 事前振込￥4,000 

◆振込先 

加入者名：日本青年心理学会第２７回大会準備委員会 

記号番号 １０１００―９３４０７６８１ 

＊他金融機関からの振込の受取口座として利用される際は次の内容をご指定ください。 

（銀行名）ゆうちょ 

（店名）〇一八（読み ゼロイチハチ） 

（店番）０１８ 

（預金種目）普通預金 

（口座番号）９３４０７６８ 

 

（5）参加申込・大会参加費・懇親会費納入期限 

 大会参加予約の締め切りは 2019 年 9 月 20 日（金）です。必ず期限内に E-mail による

参加申込手続きをしてください。 

 大会参加費，懇親会費等の納入期限は 2019 年 10 月 31 日（木）です。ぜひ，事前振込

をお願いいたします。 

 

Ⅴ 研究発表・自主シンポジウムの申込 

（1）申込方法 

メールのタイトルに，「研究発表申込」「自主シンポジウム申込」と明記の上， 

以下の内容を，大会準備委員会の E-mail アドレス「seinen.kogei2019@gmail.com」までお

送りください。 

【研究発表】 

①氏名・所属（連名の場合は全員） 

②連絡先 E-mail アドレス（連名の場合は筆頭者のみ） 

③発表題目 

④発表概要（100 字程度。プログラム作成や座長依頼の参考にします） 

⑤座長の希望（氏名・所属） 

⑥ 2 コマ続きをご希望の場合はその旨お伝えください。 

＊プロジェクター・マイクは，教室に設置のものを使用します。PC，ポインター等必要な
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ものは各人でご持参ください。 

【自主シンポジウム】 

①氏名・所属・役割（司会・話題提供・指定討論など） 

②連絡先 E-mail アドレス（企画代表者のみ） 

③シンポジウム題目 

④企画主旨（100 字程度。プログラム作成や座長依頼の参考にします） 

＊プロジェクター・マイクは，教室に設置のものを使用します。PC，ポインター等必要な

ものは各人でご持参ください。 

（2）申込期限 

研究発表・自主シンポジウム共通 

申し込み締め切り：2019 年 8 月 31 日（土） 

論文集原稿送付期限：2019 年 9 月 20 日（金） 

（3）申込要件 

研究発表者および自主シンポジウムの企画代表者は，「①本学会の会員であること」 

「②2019 年度の年会費を納入していること」が要件となります。 

①発表のための入会申し込みの期限：2019 年 8 月 29 日（木） 

②年会費の納入期限：2019 年 9 月 16 日（月） 

 

Ⅵ今後の予定 

（1）大会発表論文集の原稿作成 

原稿作成要領は，下記の大会ウェブサイトに掲載する予定です。なお，今回から国際化の

一環として，J-STAGE に表題，氏名，所属の英文表記も登録することになりました。原稿

作成要領の変更にご注意ください。 

（https://www.jsyap.org/annual-conference） 

（2）大会発表論文集の発送 2019年 11月 1 日を予定しております。 

 

Ⅶ 大会に関する問い合わせ先 

日本青年心理学会第 27 回大会準備委員会 E-mail: seinen.kogei2019@gmail.com 

https://www.jsyap.org/annual-conference

