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2017 年 11 月吉日 第一号通信 

日本ユング心理学会（JAJP）第 7 回大会のご案内                            

 

この度、日本ユング心理学会では、2018年6月23日・24日に、第7回年次大会を連合会館（東

京都千代田区）で開催する運びとなりました。本大会のテーマは「ユング心理学と子ども」で、

理事会主催の大会となります。 

大会初日6月23日はちょうど、河合隼雄先生の90回目の誕生日に当たり、その記念行事とし

て、先生とたいへんご親交が深く、子どもの視点からの、また子どもに向けた詩を多数発表さ

れている詩人の谷川俊太郎さんにご登壇いただけることとなりました。また、二日目のケース・

シンポジウムは、子どもの精神分析を専門とされている木部則雄先生にご登壇いただき、発達

障害の子どもの事例について、学派の垣根を越えて議論を深めることができればと考えており

ます。 

昨年度までと同様、ワークショップ、研究発表も含めて、河合隼雄先生が日本に根付かされ

たユング心理学の豊かさを皆さまとともに実感できますよう、プログラムを組ませていただき

ました。多くの方々のご参加を心よりお待ち申し上げております。 

理事長 岩宮 恵子 

 

大会の日程 ＆ 概要 

 

＜ワークショップ・理事会・プレコングレス・総会＞ 

会 期： 2018 年 6 月 23 日（土） 

会 場： 連合会館（東京都千代田区神田駿河台 3-2-11） 

9:00～ 受付（2 階ロビー）…当日受付、年会費未納の方 

 ワークショップ予約済みで年会費納入済みの方は各教室へ直接お越しくださ

い。 

9:30～12:00 ワークショップ（各教室） 

12:00～13:00 理事会 

13:15～16:15 プレコングレス－河合隼雄先生生誕 90 周年記念行事－（大会議室） 

＜詩の朗読とインタビュー＞ 

「谷川俊太郎さんが語る河合隼雄先生－子どもってどんなだろう？」 

登壇者：谷川 俊太郎 

河合 俊雄（京都大学こころの未来研究センター） 

16:30～17:00 総会（大会議室） 

 

＜本大会＞ 

会 期： 2018 年 6 月 24 日（日） 

会 場： 連合会館（同上） 

 9:00～    受付（2 階ロビー） 

9:30～11:30  研究発表Ⅰ（各教室） 

11:30～12:30 指定討論者打ち合わせ会 

12:30～14:30 研究発表Ⅱ（各教室） 

14:45～17:00 大会企画ケース・シンポジウム（大会議室） 

「悪に目覚める発達障害男児とのプレイセラピー」 

事例提供者：梅村 高太郎（京都大学こころの未来研究センター） 

指定討論者：木部 則雄（白百合女子大学） 

      岩宮 恵子（島根大学） 
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参加申し込み方法 

＜参加資格＞  

 本大会への参加には、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。 

 ワークショップへの参加については、「ワークショップのご案内」をご参照ください。 

 プレコングレスのみのお申し込みはできません。 

 

＜参加申し込み手続き＞ 

１．当学会ホームページ（http://www.jajp-jung.info/conference.html）及び、

右記 QR コードの申し込みフォームよりお申し込みください。登録が完

了しましたら自動返信メールが送信されます。（申し込みフォームは、

パソコン・スマートフォン対応） 

会場の都合上、ワークショップについては、先着順に参加申込を受け付

けます。お早目にお申し込みください。 

 

２．自動返信メールの内容をご確認の上、2 週間以内に、本書類に同封の郵便払込取扱票の各

項目の参加費額に〇を付け、合計金額をご納入ください。 

2 週間を過ぎて参加費の納入がなかった場合、申し込みを取り消しさせていただく場合が

ありますのでご注意ください。 

 

＊振り込みの際には、必ず参加者ご本人の名義でお手続きください。 

＊郵便局に備え付けの払込取扱票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） 

＊郵便払込取扱票の記入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ラベルの右下に小さく記載されている番号です。 

 

＜参加費・納入期限＞ 

会員区分および参加項目をご確認の上、期限までに参加費をご納入ください 

区分 参加項目 
Ａ 

5月 1日までに納入の方 

Ｂ 

5月 2日～6月 8日に納入の方 

会員 

ワークショップ ５,０００円 ６,０００円 

プレコングレス ２,０００円 ２,０００円 

本大会（プレコングレス込） ８,０００円 ９,０００円 

非会員 
ワークショップ ７,０００円 ８,０００円 

プレコングレス ２,０００円 ２,０００円 

非会員 

（大学院生） 

ワークショップ ６,０００円 ７,０００円 

プレコングレス ２,０００円 ２,０００円 

 ＊当日参加は、定員に余裕のある場合に限り受付いたします。 

 

 2018 年 5 月 1 日（火）までにご納入の場合は、Ａの参加費をご納入ください。 

 2018 年 5 月 2 日（水）～6 月 8（金）にご納入の場合は、Ｂの参加費をご納入ください。 

 郵便払込取扱票での参加費納入期限：2018 年 6 月 8 日（金） 
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＜ご注意点＞ 

※ 参加費の納入をもって参加の予約完了とみなします。今回の大会は定員に限りがあるた

め、必ず納入期日までにご納入をお願いいたします。 

※ 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、研究発表抄録集・プログラムは、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。 

※ ポイントについては、日本臨床心理士資格認定協会「臨床心理士教育・研修規定別項」

第 2 条第 3 項「本協会が認める関連学会での諸活動への参加」の通り付与されます。 

・ワークショップ ＋ プレコングレス ＋本大会： 4 ポイント 

・ワークショップ ＋ プレコングレス： 2 ポイント 

参加証は、研修証明書の代わりになりますので、大切に保管してください。 

※ この取得ポイントの区分と参加費の区分とは異なっていますので、よくご確認の上、お

申し込みください。具体的には、ワークショップと大会参加（プレコングレス+本大会）

で、参加費 13,000 円、4 ポイント取得、ワークショップとプレコングレスのみの参加の

場合は、参加費 7,000 円、2 ポイント取得となります。 

 

研究発表について 

＜研究発表形式＞ 

本大会の研究発表形式は以下の 2 通りで、いずれも口頭発表とします。 

 事例研究：1 発表あたり討議を含めて 2 時間 

 基礎研究：1 発表あたり討議を含めて 1 時間 

 

当学会では、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。 

 

＊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。 

 

＜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、この研究発表申し込みの時点で、本年度までの会

費を完納している日本ユング心理学会（JAJP）の会員であることです。 

2. 当学会ホームページ（http://www.jajp-jung.info/conference.html）及

び、右記 QR コードの申し込みフォームよりお申し込みください。 

（申し込みフォームは、パソコン・スマートフォン対応） 

「発表者情報」（氏名、所属、連絡先等）、「研究発表申込」（①事

例・基礎、いずれの研究発表か、②発表予定題目と 200 字程度の概要、

③共同発表者欄（いる場合のみ）、④液晶プロジェクター使用の有無）

に必要事項を入力してください。 

※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ご持参ください。 

※Mac の方は、コネクタもご持参ください。 

※デジタル出力（HDMI）未対応です。HDMI 出力のパソコン使用の場合は、変換アダ

プターをご持参ください。 

3. 申し込み期限：2018 年 2 月 28 日（水） 

4. 研究発表の採否、発表形式、指定討論者は、日本ユング心理学会理事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、2018 年 4 月初旬に通知いたし
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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。 

 

◆大会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いたします。 

日本ユング心理学会（JAJP）事務局 office@jajp-jung.info 

 

◆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 

 

会場ご案内図 

会場：連合会館 

住所：東京都千代田区神田駿河台 3-2-11 

ホームページ URL：http://rengokaikan.jp/ 

【主な交通機関】 

●地下鉄 

•東京メトロ千代田線 

「新御茶ノ水駅」 Ｂ３出口（徒歩 0

分） 

•東京メトロ丸ノ内線 

「淡路町駅」 Ｂ３出口 ※（Ｂ３出

口まで徒歩 5分） 

•都営地下鉄新宿線 

「小川町駅」 Ｂ３出口 ※（Ｂ３出

口まで徒歩 3分） 

 

丸ノ内線／新宿線をご利用の方は地下

道を通り、千代田線方面へ 

※B3a・B3b 出口は、違う方向へ出ます

のでご注意ください。 

 

●JR 

•JR中央線・総武線 

 「御茶ノ水駅」 聖橋口（徒歩 5分） 


