日本ロールシャッハ学会第１４回大会ご案内

第１号通信

日本ロールシャッハ学会 第 14 回大会を、帝塚山学院大学で開催させていただくことになりまし
た。
ロールシャッハ・テストが、何よりも実践のためのものであることは、いうまでもありません。し
かし、それが臨床の場で必ずしも十分に生かされていないことは、多くの人が指摘しているところで
あります。一つの理由はロールシャッハの技法システムが多様であり、実践家、特に初心者にとって
どのシステムがもっとも活用しやすいかに迷うところがあるからか、と思います。しかし、それはこ
のテストの多面性の反映であり、どのシステムもこのテストの本質的部分の顕在化した部分と考えて
おります。だから各システムを比較する場合、それぞれの方法がこの本質とどうつながっているかを
明らかにすることによって、お互いの相違点が逆にお互いの共通点をより広めかつ深めることになる
と考えます。
従来、相違点（それは独自性でもあるのですが）を強調するあまり、どの方法が一番優れているか
（極端な場合、正しいのか）といった議論になりやすく、各システムの相補性よりも相反性が目立つ
きらいがありました。本大会ではそうした反省に立って、各システムの相補性について考えてみたい
と考えております。
そこで大会期間を三日間に戻し、ワークショップによってそれぞれのシステムの具体的な解釈手順
を初心者にも分かるような形で提示し、シンポジウムでは一つのプロトコルについて、三つのシステ
ムの解釈手続きを参加者に開示した上で、上記の相補性を少しでも明確化できたらと考えておりま
す。
特に初心の方たちに、ロールシャッハ・テストのスコアリングと解釈のプロセスの面白みを実感し
ていただけたら、と願っております。
というようなことで、できるだけ多くの皆様方のご参加を心よりお待ち申し上げる次第です。
2010 年 5 月１日
日本ロールシャッハ学会 第１４回大会
準備委員長 氏原寬（帝塚山学院大学）

＊このご案内に同封されているもの
1）日本ロールシャッハ学会第 1４回大会 第 1 号通信
2）ワークショップのご案内
3）大会参加申込書（往復はがき）
4）ワークショップ参加申込書（往復はがき）
5）払込取扱票（ゆうちょ銀行）
6）研究発表申込書
7) 宿泊案内

Ⅰ．会

期

2010 年 10 月 29 日（金）～10 月 31 日（日）

Ⅱ．会

場

10 月 29 日（金）ワークショップ、10 月 30 日（土） 研究発表・懇親会・理事会
帝塚山学院大学 （泉ヶ丘キャンパス）人間科学部
〒590-0113 大阪府堺市南区晴美台４-２-２
10 月 31 日（日）特別講演・シンポジウム・総会
国際障害者交流センター（ビッグ・アイ）
〒590-0115 大阪府堺市南区茶山台 1-8-1
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Ⅲ．行

事 研究発表・ワークショップ・特別講演・シンポジウム・総会・懇親会・理事会

Ⅳ．大会スケジュール（予定）
第 1 日目 10 月 29 日（金曜日） 会場：帝塚山学院大学 （泉ヶ丘キャンパス）
11:00～12:00
受付

12:00 ～ 17:30
ワークショップ

第 2 日目 10 月 30 日（土曜日） 会場：帝塚山学院大学 （泉ヶ丘キャンパス）
10:00～10:30
昼食
13:30～14:30
14:45～16:15
16:30～17:30
10:30～12:00
受付

事例研究発表

理事会

一般研究発表

事例研究発表

一般研究発表

18:00～20:00
懇親会

第 3 日目 10 月 31 日（日曜日） 会場：国際障害者交流センター（ビッグ・アイ）
10:00～10:30
受付

10:30～12:00
特別講演

昼食

13:00～14:00
総会

14:15～17:15
シンポジウム

Ⅴ．研究発表
（一般研究・事例研究）
1.発表時間は 30 分（一般研究）と 90 分（事例研究）の 2 種類です。発表日時は希望通りにならない場合もありま
す。
2.口頭発表者・連名発表者ともに、本学会会員であることが発表者要件となります。未入会の方は本案内末（ⅩⅤ）
に記載してある日本ロールシャッハ学会事務局へ連絡し、入会手続きを行ってください。
3.発表機材として、パワーポイント接続のプロジェクターを準備いたします。パソコンはご持参ください。その他
の機材利用をご希望の方は、大会事務局までお問い合わせください。
4.発表、抄録記載要領等については、適宜、口頭発表者にご連絡いたします。
Ⅵ．特別講演
「覆いを創る治療」入門
講 師 ： 北山
修（北山精神分析室）
司 会 ： 西川 隆蔵（帝塚山学院大学）

Ⅶ．シンポジウム
「ロールシャッハ・テストを臨床にどう生かすか」
シンポジスト：

青木佐奈枝（東京成徳大学）
酒木
保（宇部フロンティア大学）
髙橋 靖恵（京都大学）
指 定 討 論 ： 森田美弥子（名古屋大学）
司
会 ： 氏原
寬（帝塚山学院大学）

Ⅷ.大会参加の申し込み要領
1.同封の参加申込書（往復はがき）に必要事項をご記入の上、切手を貼って投函してください。
2.同封の払込取扱票通信欄の該当する金額に印を付け、合計金額と必要事項をご記入の上で 2010 年 8 月 31 日（火）
までにお振込み下さい（期日までにお支払いがない場合は、当日参加料金を受付でお支払いください）
。
3.研究発表をご希望の方は同封した研究発表申込書に必要事項をご記入の上、第 14 回大会事務局（ⅩII）宛にご郵
送ください（2010 年 6 月 30 日（水）消印有効）
。その際の封筒は各自ご用意ください。
4.非会員（一般）は、原則として保健・医療・福祉・教育・司法等の領域で心理臨床などの実務経験を持つ方とさ
せていただきます。
院生・学生の非会員の方はこの限りではありませんが、守秘義務の責任を負うことが条件です。なお、院生・
学生の方は、当日に学生証をご提示いただきます。
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Ⅸ. 大会参加費用
大会参加費用
大会参加費
懇親会

予約

当日

本学会会員

6,000 円

7,000 円

非会員（一般）

7,000 円

8,000 円

院生・学生（会員・非会員）

4,000 円

5,000 円

会員・非会員

4,500 円

5,000 円

院生・学生（会員・非会員）

4,000 円

4,500 円

＊本案内に同封してある払込取扱票でお振り込みください。ゆうちょ銀行に備え付けの用紙を使用するときは、振込
金額の明細を必ずお書きください。
＊ワークショップ参加費は、ワークショップのご案内に記載してあります。本案内に同封してある払込取扱票でお振
り込みください。
＊第2日目（10月30日）・第3日目（10月31日）のお弁当の予約は、参加申込書のお弁当の予約に印を付けて払込取扱
票にて振込みをお願いします。お弁当代は、1,000円です。
＊第1日目（10月29日）・第2日目（10月30日）の昼食は大学食堂と喫茶室（計500席）をご利用できますが、両日は当
大学の学生も利用します。大学の近くに飲食店はございません。
＊第3日目（10月31日）の会場（ビッグ・アイ）の近くには飲食店がございます。

Ｘ．懇親会
日 時：10 月 30 日（土曜日）18:00～20:00
場 所：帝塚山学院大学 泉ヶ丘キャンパス内 1F 食堂 ひだまり
＊皆様のご参加を心よりお待ちしております。なお、会場設営の関係上できるだけご予約をお願いいたし
ます。

ⅩI．今後のご連絡
1.発表申し込み期限（研究発表，ワークショップ事例提供）2010 年 6 月 30 日（消印有効）
2.発表申し込み者への抄録作成要領の送付（第 2 号通信） 2010 年 7 月初旬
3.抄録原稿の堤出期限
2010 年 8 月 2 日（消印有効）
4.諸費用払い込み期限
2010 年 8 月 31 日
5.プログラム・抄録集の発送
2010 年 9 月下旬

ⅩII．第 14 回大会事務局の連絡先
〒590-0113 大阪府堺市南区晴美台４-２-２
帝塚山学院大学 人間科学部事務局内 日本ロールシャッハ学会 第 14 回大会事務局
FAX：072-292-2135
E－mail：ror2010@tezuka-gu.net
郵便振替口座名
第 14 回ロールシャッハ学会準備委員会
郵便振替口座番号 00940-9-226342

ⅩⅢ．その他
理事会
10 月 30 日（土）12:00～13:30
理事の先生方へ：会場、その他は学会事務局よりご連絡いたします。
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ⅩⅣ．交通アクセス
会

場

● 10 月 29 日（金）
・10 月 30 日（土）
帝塚山学院大学 （泉ヶ丘キャンパス）人間科学部
最寄駅からの行き方
泉北高速鉄道「泉ヶ丘」駅で下車、バス（晴美台回り）約 10 分、
『はるみ小学校前』
バス停下車すぐ
＊会場までの臨時バス（無料）も運行します。
● 10 月 31 日（日）
国際障害者交流センター（ビッグ・アイ）
最寄駅からの行き方
泉北高速鉄道「泉ヶ丘」駅で下車、徒歩 200m

帝塚山学院大学（泉ヶ丘キャンパス）・国際障害者交流センター（ビッグ・アイ）

①JR 大阪駅から
JR「大阪駅」徒歩 地下鉄御堂筋線「梅田駅」
（なかもず行）→「なかもず駅」徒歩 泉北高
速鉄道「中百舌鳥（なかもず）駅」
（和泉中央
方面行）→「泉ヶ丘駅」下車（国際障害者交
流センター）→南海バス（晴美台回り行）約
10 分、
『はるみ小学校前』バス停下車すぐ（帝
塚山学院大学）
（所要時間 約１時間 10 分）

至千泉ヶ丘
地下鉄 御堂筋線
新幹線

新大阪

至新神戸

至京都
JR 大阪

ＪＲ 大阪環状線

御堂筋線 梅田

なんば

鶴橋

近鉄 奈良線

至奈良

②南海 難波駅から
南海「難波駅」
（和泉中央方面行）→「泉ヶ丘
駅」下車（国際障害者交流センター）→南海
バス（晴美台回り行）約 10 分『はるみ小学校
前』バス停下車すぐ（帝塚山学院大学）
（所要時間約 45 分）

南海 なんば
新今宮
天王寺
天下茶屋

御堂筋線

南海線→

JR 阪和線
なかもず

三国ヶ丘
中百舌鳥 ←泉北高速鉄道
至和歌山

南海 高野線
至河内長野

泉北高速鉄道 泉ヶ丘 下車

◆電車の場合

南海バス
バス停 はるみ小学校前
(帝塚山学院大学前)

至和泉中央 ビッグ・アイ
帝塚山学院大学
泉ｹ丘キャンパス

③新幹線 新大阪駅から
地下鉄御堂筋線「新大阪駅」
（なかもず行）→
「なかもず駅」徒歩 泉北高速鉄道「中百舌鳥
（なかもず）駅」
（和泉中央方面行）→「泉ヶ
丘」下車（国際障害者交流センター）→南海
バス（晴美台回り行）約 10 分、
『はるみ小学
校前』バス停下車すぐ（帝塚山学院大学）
（所要時間 約 1 時間 20 分）

◆飛行機の場合
大阪（伊丹）空港→空港リムジンバス→新大阪駅（所要時間 約 25～30 分）
大阪（伊丹）空港→空港リムジンバス→なんば（所要時間 約 30 分～35 分）
ⅩⅤ．学会事務
入会・住所変更・学会費納入などに関する連絡先
〒305－8572 茨城県つくば市天王台１－１－１
筑波大学心理学系小川研究室内 日本ロールシャッハ学会事務局
FAX：0298―53－6713
＊第 14 回大会の事務局ではありませんので、ご注意ください。
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