2012 年 11 月吉日

第一号通信

日本ユング心理学会（JAJP）第 2 回大会
「河合隼雄先生七回忌記念大会」のご案内
日本ユング心理学会（JAJP）
理事長 川戸 圓
２０１２年４月１日に発足致しました日本ユング心理学会は同年６月に設立大会を終え、皆
さまに第２回大会のご案内を差し上げる運びとなりました。第２回大会は、２００７年７月に
ご逝去されました河合隼雄先生の七回忌を記念して「河合隼雄先生七回忌記念大会」と銘打っ
て、開催致します。大会実行委員長は京都大学角野善宏教授にお引き受け頂きました。また、
京都大学の諸先生方のご尽力で、会場としましては、京都大学百周年時計台記念館を使わせて
頂きます。大会プログラムは以下のような日程と概要になっております。多くの皆さまにご参
加頂けますことを、心よりお待ちしております。

大会の日程 ＆ 概要
＜理事会・プレコングレス・総会・河合隼雄先生を偲ぶ会＞
日 時： 2013 年 6 月 15 日（土）
会 場： 京都大学百周年時計台記念館（京都市左京区吉田本町 吉田キャンパス本部構内）
11:30-13:00 理事会
13:00受付（1 階百周年記念ホール前）
13:30-17:00 プレコングレス（1 階百周年記念ホール）
「身殻と身柄―〈ひと〉をめぐって」
身体はだれのものか、あるいはだれのものでもないのか？このような問いを
中心に、人称と身体の関係、つまり、だれかであることと身体としてあるこ
ととの関係について考えます。
講演者：鷲田清一（大谷大学教授）
シンポジスト：伊藤良子（学習院大学）
河合俊雄（京都大学こころの未来研究センター）
17:15-18:00 総会（1 階百周年記念ホール）
18:00-19:00 河合隼雄先生を偲ぶ会（2 階国際交流ホール）
司会：皆藤 章（京都大学）

＜本大会＞
日 時： 2013 年 6 月 16 日（日）
会 場： 京都大学百周年時計台記念館（同上）
9:00受付（2 階国際交流ホール前）
9:30-11:30 研究発表Ⅰ（各会場）
11:45-12:45 指定討論者打ち合わせ会
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13:00-15:00 大会企画シンポジウム「河合隼雄の事例を読む」（1 階百周年記念ホール）
司会者、兼指定討論者：川戸 圓（川戸分析プラクシス）
指定討論者：角野善宏（京都大学）
猪股 剛（和歌山県立医科大学）
取り上げるのは、『心理療法論考』（1986 年新曜社刊、後に講談社が文庫化した『ユング
と心理療法―心理療法の本〈上〉』）所収の「夢分析による学校恐怖症高校生の治療例」で
あるが、単行本・文庫本ともに現在絶版のため、この七回忌記念大会のシンポジウムを機
会に、2013 年 3 月に創元社より『新版

心理療法論考』として刊行される予定。

15:15-17:15 研究発表Ⅱ（各会場）

＜参加資格＞
日本ユング心理学会（JAJP）の会員（入会手続き中も含む）であることが必要です。

＜大会参加申し込み手続き＞
大会に参加を申し込まれる方は、本書類に同封の郵便振替用紙にて参加費をご納入ください。
郵便局に備え付けの郵便振替用紙に必要事項をご記入の上、納入されても結構です。
＊郵便振替用紙の見本は当学会ホームページ（http://www.jajp-jung.info/conference.html）に
掲載しております。
＊会員 No.はお送りした封筒の宛名シール右下に小さく記載されている番号です。
1.

予約参加締切日およびそれ以降のお申込みについて
¾ 予約参加締切日：2013 年 4 月 30 日 5 月 31 日
この締切日までにお申込みの方は、予約参加費（8,000 円）をご納入ください。
¾ 郵便振替用紙でのお申込み最終締切日：2013 年 5 月 31 日
上記締切日を過ぎて（2013 年 6 月 1 日以降）参加ご希望の方は、大会当日、会場の受
付にて直接、参加費（9,000 円）をご納入ください。

＊2013 年 4 月 30 日まで 5 月 31 日まで
→ 郵便振替用紙で「予約参加費 8,000 円」を納入
＊2013 年 5 月 1 日〜5 月 31 日まで
→ 郵便振替用紙で「当日参加費」を納入
＊2013 年 6 月 1 日以降
→ 大会当日に受付にて直接「当日参加費 9,000 円」を納入

2.

参加費および郵便振替口座
5 月 31 日までに納入の方
予約参加費

6 月 1 日以降
当日参加費

８,０００円

９,０００円

大会参加
（プレコングレス／研究発表／
大会企画シンポジウム）
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郵便振替口座：００９８０−２−１９５４８３
加入者名：「日本ユング心理学会年次大会」（ﾆﾎﾝﾕﾝｸﾞｼﾝﾘｶﾞｯｶｲﾈﾝｼﾞﾀｲｶｲ）
※ 参加費の納入をもって大会参加の予約完了とみなします。
※ 納入された参加費は、自己都合による参加取り消しの場合、返金できませんのでご了承
ください。
※ 参加証・プログラム・論文集は当日、会場の受付にてお渡しいたします。事前の送付は
ございませんので、ご了承ください。

＜研究発表形式＞
本大会の発表形式は以下の 2 通りで、いずれも口頭発表とします。
¾
事例研究：1 発表あたり討議を含めて 2 時間
¾
基礎研究：1 発表あたり討議を含めて 1 時間
＊場合によっては発表形式の希望に添えないことがありますのでご了承ください。

本学会では、ユング心理学に関する研究発表を対象とし、臨床心理学・精神医学の領域に限
らず、文化人類学・民俗学・宗教学・哲学・芸術等の領域を含めた広く学際的なものも受け
入れます。

＜研究発表申し込み手続き＞
研究発表をされる方は、以下の要領で手続きをお願いいたします。
1. 発表資格は、発表者、共同発表者とも、4 月 30 日の時点で 2013 年度の会費納入を済ませ
ている日本ユング心理学会（JAJP）の会員であることです。
2. 本学会のホームページ（http://www.jajp-jung.info/conference.html）から申込用紙（word
形式）をダウンロードし、「発表者」「発表者連絡先」「研究発表内容」（①事例・基礎、
いずれの研究発表か、②発表予定題目、③共同発表者欄、④液晶プロジェクター使用の有
無）に必要事項を記入してください。
※発表に際して使用できる映像機器は、液晶プロジェクターのみです。
※ノートパソコンは必ず持参ください。
上記記入済申込用紙を 2013 年 2 月 22 日（金）
（必着）までに日本ユング心理学会（JAJP）
事務局（office@jajp-jung.info）へメールで添付送信してください。メールでの送信が難し
い場合は、同封の研究発表申込用紙にご記入の上、日本ユング心理学会（JAJP）事務局へ
ファックスにて送信してください。（FAX 番号：075-320-2022）
3. 研究発表の採否、発表形式、司会者、指定討論者は、日本ユング心理学会大会実行委員会
によって決定されますので、あらかじめご了承ください。研究発表の採否は、3 月下旬に
通知いたします。発表していただく方には、4 月中旬頃までに発表形式、発表時間帯、指
定討論者をお知らせする予定です。
4. 本研究発表申し込みについてのお問い合わせは、以下のアドレスにメールでお願いします。
日本ユング心理学会（JAJP）事務局 office@jajp-jung.info

◆本大会についての情報は、当学会ホームページにも掲載いたします。
日本ユング心理学会ホームページ http://www.jajp-jung.info/
（年次大会） http://www.jajp-jung.info/conference.html
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＜会場ご案内図＞
会場：京都大学百周年時計台記念館（京都市左京区吉田本町
【本部構内マップ】

＊下図内、丸枠囲みが百周年時計台記念館です。

【主な交通機関】
主要鉄道駅
JR/近鉄
京都駅から

阪急
河原町駅から

地下鉄
烏丸線
烏丸今出川駅から

地下鉄
東西線
東山駅から

利用交通
機関等
市バス

市バス

市バス

市バス

徒歩
京阪
出町柳

市バス

吉田キャンパス本部構内）

（京都大学ホームページより抜粋）
乗車バス停
京都駅前

四条河原町

市バス
系統

市バス経路

本学までの
所要時間

下車バス停

31系統 「東山通 高野・岩倉」行

約25分

17系統 「河原町通 銀閣寺・錦林車庫」行
3系統 「百万遍 北白川仕伏町」行

約25分
約25分

京大正門前
または百万遍
百万遍
京大正門前
または百万遍
京大正門前
または百万遍
百万遍
百万遍

203系統 「今出川通 銀閣寺道・錦林車庫」行

約15分

百万遍

201系統 「百万遍・祇園」行

約15分

206系統 「高野 北大路バスターミナル」行

約20分

201系統 「百万遍・千本今出川」行

約20分

31系統 「東山通 高野・岩倉」行

約20分

206系統 「東山通 北大路バスターミナル」行

約35分

17系統 「河原町通 銀閣寺・錦林車庫」行

約35分

201系統 「祇園・百万遍」行

約25分

烏丸今出川

東山三条

（東へ）
出町柳駅前

百万遍
または京大正門前
京大正門前
または百万遍
京大正門前
または百万遍
京大正門前
または百万遍

約20分
201系統 「祇園・みぶ」行

約10分

17系統 「銀閣寺・錦林車庫」行

約10分
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百万遍
または京大正門前
百万遍

