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このたび，日本パーソナリティ心理学会第 21 回大会を島根で開催させていただくことになりました。 

会期は 2012 年 10 月 6 日(土)・7 日(日)の 2 日間，会場は島根県民会館です。 

 

大会テーマは「古（いにしえ）の地で次代を拓く」と設定しました。2012 年は『古事記』編纂 1300 年

の年であり，島根県はその日本神話の舞台となっている土地です。また，大会開催月である 10 月は，島根

県では神在月と呼ばれており，全国の神々が出雲大社に集まり会議をする時期としても知られています。

このような由緒ある地で，次世代を担う若手が大会をお引き受けすることになりました。若手ならではの

柔軟な発想で新しい試みを取り入れつつ，大会を盛り上げていきたいと考えております。 

 

大会企画としては，海外から「対話的自己」で著名なハーマンス夫妻を招聘し，講演とワークショップ

を開催予定です。他にも，スキルアップにつながるようなシンポジウムや講習会を企画していく予定です。  

研究発表（ポスター発表と自主シンポジウム）についても例年通り募集いたしますので，是非とも積極的

にご参加くださいますよう，お願い申し上げます。 

 

会場のある島根県松江市は国際文化観光都市に指定されており，名所旧跡や温泉が多数ありますので，

観光の面でもお楽しみいただけます。遠方にあるイメージが強いかもしれませんが，比較的交通アクセス

の良い土地です。例えば，出雲縁結び空港と米子鬼太郎空港の両方が利用できる他，高速バスの路線も充

実しています。開催日程は連休の時期ですので，パーソナリティ心理学の最先端の知見に触れると同時に，

島根の歴史と文化についてもご堪能いただければと存じます。  

 

若手主催ならではの新しい大会スタイル，島根開催ならではの珍しい観光スポット，是非お楽しみくだ

さい。多くの皆様のご参加を心よりお待ちしております。 
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大会公式サイト URL http://jspp2012.jp 

（Twitter 公式アカウント：jspp_2012）   

 

大会に関する新しい情報は，大会公式サイトと Twitter 公式アカウントで随時発信していきます。 

 

 

１．会期と会場 

 

会 期：2012（平成 24）年 10 月 6 日（土）・7 日（日） 

会 場：島根県民会館（〒690-0887 島根県松江市殿町 158） 

http://www.cul-shimane.jp/hall/ 



２．大会までのスケジュール 

 

早割適用★ 
大会予約参加の申込締切 

1月 31日（火） 
大会参加費の払込期限 

予約参加 

（発表あり） 

大会予約参加の申込締切（発表をする場合） 
2月 29日（水） 

大会参加費の払込期限（発表をする場合） 

原稿締切 発表論文集原稿の投稿締切（発表をする場合） 
5月 31日（木） 

入会申込 学会入会の申込締切（非会員が責任発表者になる場合） 

予約参加 

（発表なし） 

大会予約参加の申込締切（大会参加のみで発表をしない場合） 
8月 31日（金） 

大会参加費の払込期限（大会参加のみで発表をしない場合） 

※ 参加・発表の申込は 2011 年 11 月頃から受付開始予定です。 

※ 大会プログラムの発送・Web 公開は 2012 年 9 月上旬を予定しています。 

 
 

 

３．大会参加・発表申込について 

【発表形式】 

申込可能な発表形式は「ポスター発表」と「自主シンポジウム」の 2 形式です。「自主シンポジウム」と

は，会員の皆様に自主的にテーマ設定，企画，運営を行っていただくものです。 

※ポスター発表（責任発表者としての発表）は 1 人 1 回限りとします。 

【発表資格】 

●責任発表者 

責任発表者になるためには，次の①～⑤の条件を満たす必要があります。 

① 2012 年 6 月時点で，日本パーソナリティ心理学会の会員であること。 

② 2012 年度までの年会費を納入していること。 

③ 発表申込を 2012 年 2 月 29 日（水）までに完了していること。 

④ 大会参加費を 2012 年 2 月 29 日（水）までに納入していること。 

⑤ 発表論文集原稿を 2012 年 5 月 31 日（木）までに投稿していること。 

●連名発表者 

会員・非会員にかかわらず，連名発表者は大会参加費の納入が必要です。連名非会員の大会参加費は，

責任発表者がまとめて，同封の払込用紙でお支払いください。 

●非会員 

2012 年 6 月時点で非会員の方は，責任発表者になることができません。非会員の方でも参加費をお支払

いいただければ，大会や懇親会に参加することが可能です。 

 

現在，非会員の方で発表を希望される方は，平成 24 年 5 月 31 日（木）までに入会申込を完了してください。 

（詳細は，学会ウェブサイト内の「入会案内」(http://www.jspp.gr.jp/doc/abo_nyukai.html) をご覧ください）。 

 

入会に関するお問い合わせ先：日本パーソナリティ心理学会事務局 

  〒169-0075 東京都新宿区高田馬場 4-4-19 （国際文献印刷社内） 

  TEL: 03-5389-6243  FAX: 03-3368-2822   E-mail: office-jimukyoku@jspp.gr.jp 

★早割とは？：2012 年 1 月 31 日（火）までに参加申込を行い，かつ，大会参加費の払込を済ませ

た方には，大会当日の受付にて大会参加費を 1,000 円キャッシュバックいたします。

この早割制度は会員・非会員に関係なく適用されます。 

 



【発表要件】 

研究発表は，以下の２つの条件を満たす必要があります。 

① 発表論文集への原稿の掲載 

② 当日の発表（ポスター掲示および発表者自身の在席／各種シンポジウムにおける口頭発表） 

【大会参加・発表申込の方法】 

大会参加・発表申込は，大会公式サイト（http://jspp2012.jp/）にて受付を行います。専用の申込ページ

からお手続きください。締切については，本案内の「２. 大会までのスケジュール」をご参照ください。 

申込完了後，登録メールアドレス宛に大会準備委員会から受付完了メールを送信します。もし 1 週間た

ってもメールが無い場合は，大会準備委員会（jspp2012@gmail.com）までご連絡ください。 

申込された発表については，時間・件数などの都合により，ご希望に添えない場合があります。あらか

じめご了承ください。その場合には，大会準備委員会より責任発表者にご連絡させていただきます。 

【発表論文集原稿の作成および投稿方法】 

発表論文集原稿の作成および投稿の方法については，大会公式サイト（http://jspp2012.jp/）にて，後日

情報公開します。また，学会のメールニュースや Twitter 公式アカウント（jspp_2012）でもお知らせし

ます。 

 

 

４． 大会参加に関する諸費用 

 

費目 区分 金額（円） 備考 

大会参加費 

予約 
一般 6,000 早割適用で 5,000 円 

院生・学部生 4,000 早割適用で 3,000 円 

当日 
一般 7,000 

 
院生・学部生 5,000 

懇親会費 

予約 
一般 5,000 連名非会員・同伴者の参加費は 

会員がまとめてお支払い下さい 院生・学部生 3,000 

当日 
一般 6,000 

 
院生・学部生 4,000 

発表論文集費 

予約 4,000 

 当日 5,000 

機関購入 6,000 

※ 会員・非会員とも金額は同じです。 

※ 大会参加費と発表論文集費・懇親会費は別ですので，ご注意ください。 

※ 一度納入された諸費用は払戻いたしません。あらかじめご了承ください。 

※ 大会への参加にかかわらず，連名発表者は大会参加費の納入が必要です。責任発表者がまとめ

て同封の払込用紙でお支払いください。 

 

【振込先】（ゆうちょ銀行）   

口座番号： 01360 -7- 55108 

加入者名： 日本パーソナリティ心理学会第２１回大会 

 

※ゆうちょ銀行以外の銀行から上記口座に振込を行う場合は，以下の内容をご指定ください。 

店名(店番)：一三九（イチサンキュウ）店（１３９） 

預金種目：当座 

口座番号：００５５１０８ 



５．大会発表賞 

 

本大会でも例年通り大会発表賞の選考を実施いたします。大会発表賞は，論文（発表論文集原稿）およ

び当日の発表内容から総合的に検討して決定いたします。 

 

 

６．主な講演・シンポジウム・セミナーなど 

 

現在までに開催が確定している企画をご紹介いたします。 

新たな情報が確定次第，大会公式サイト（http://jspp2012.jp/）で随時紹介していく予定です。 

 

●招待講演（国際交流委員会・大会準備委員会企画） 

 “The dialogical self: Positioning and counter-positioning in a globalizing world” 

Hubert J.M. Hermans （ナイメーヘン・ラートボウト大学名誉教授） 

 

●特別ワークショップ（国際交流委員会・大会準備委員会企画） 

 “Composition Work with Dialogical Self as an “artistic road” in practice” 

Agnieszka Hermans-Konopka（国際対話的自己研究所プログラムディレクター） 

 

※企画内容は変更されることがあります。 

 

 

７．関連する催し 

 

① 理事会：大会前日の 10 月 5 日（金）の夕刻に開催いたします。詳細は別途ご連絡いたします。 

② 総会：大会 1 日目の 10 月 6 日（土）に開催予定です。 

③ 懇親会：大会 1 日目の 10 月 6 日（土）の夕刻に開催いたします。参加費は本案内の「４. 大会参加に関  

する諸費用」に記載の通りです。懇親会費をお支払いいただければ，非会員の方も参加可能です（同伴

の方が懇親会にのみ参加することも可能です）。多くの皆様のご参加をお待ちしております。 

④ ヤングサイコロジストプログラム(YPP)：大会前日の 10 月 5 日（金）の午後に開催予定です。詳細は追

ってお知らせいたします。 

 

 

８．お問い合わせ先 

 

日本パーソナリティ心理学会第 21 回大会準備委員会 

〒690-8504 島根県松江市西川津町 1060（島根大学キャリアセンター内）  

E-mail：jspp2012@gmail.com  FAX： 0852-32-9899 

 

お問い合わせは，可能な限りメールでお願いいたします。 

 

９．その他 

 

今回，第 1 号通信と一緒に観光パンフレット（2 種類）を同封しております。是非，ご家族と同伴の上，

島根県松江市にお越しください。 

全国主要都市から松江市までの交通アクセス 

飛行機  羽田空港～松江駅 約 2 時間（飛行機＋空港連絡バス） 

鉄道(JR) 大阪駅～松江駅 約 3 時間半（新幹線＋特急やくも） 

高速バス 全国各地から格安の値段で直行便が出ています。  


