日本トランスパーソナル心理学／精神医学会第 19 回学術大会
大会テーマ『自然とスピリチュアリティの関係を考える』
2018 年 12 月 23 日（日）～24 日（月：休日）
大会会場：立教大学 新座キャンパス 4 号館（N421～N434 教室）
（352-8558

埼玉県新座市北野 1-2-26）

懇親会会場：立教大学新座キャンパス

「こかげ」

大会実行委員長 立教大学 コミュニティ福祉学部

濁川孝志

以下の要領で、2018 年度の日本トランスパーソナル心理学/精神医学会の第 19 回学術
大会を開催いたします。
第 1 日目はワールドカフェ、総会、理事会、研究発表のほかに長堀優先生（育生会横
浜病院院長）に『縄文の心と自然、そしてスピリチュアリティ』と題する特別講演を頂
きます。またこの講演に先立ち、聴く人のスピリチュアルな感性を刺激するとされる和
太鼓演奏『響沁浴』の体験会を行います。なおこの特別公演は立教大学ウエルネス研究
所の後援を受けて行なわれるため、学術大会から独立した公開講演会として行われます。
また、講演会後には、特別講演会の講師の先生方にもご参加頂き懇親会を開催いたしま
す。年に一度の本学会の交流の機会です。是非とも多くの皆様にご参加頂けますよう、
よろしくお願い致します。
2 日目には分科会・研究発表の後、シンポジウム『自然とスピリチュアリティ』を開
催します。講師として、自然環境系ライターの鹿熊勤氏、ＮＰＯ生態教育センター理事
奇二正彦氏（立教大学コミュニティ福祉学研究科 博士課程後期課程）をお招きし自然
体験とスピリチュアリティの関連性に関して議論を深めたいと考えます。なおこのシン
ポジウムも立教大学ウエルネス研究所の後援を受けて行なわれるため、学術大会から独
立した公開シンポジウムとして行われます。
なお大会会場である立教大学新座キャンパスへの最寄駅は、東武東上線、志木駅にな
ります。志木駅近くにもホテルはありますが、志木から都心へは電車で約 20 分程度の
距離ですので、都内に宿泊されることも可能です。

第 1 日目

2018 年 12 月 23 日（日曜日）

N421 教室ほか

11:00～12:30：理事会
12:30：受付開始
13:00：開会
13:10～14:50：ワールドカフェ『テーマ：自己の自然体験とスピリチュアリティ』
15:00～15:30 分：総会
15:30 分～17:30 分：特別講演
・『縄文の心と自然、そしてスピリチュアリティ』
：長堀優先生（育生会横浜病院院長）
・和太鼓演奏『響沁浴』
（千代園毅）
18 時～20 時

懇親会

場所：新座キャンパス内：『こかげ』 会費 5000 円

【ワールドカフェ：テーマ：自己の自然体験とスピリチュアリティ】
ファシリテーター：奇二正彦
公開講演会『縄文の心と自然、そしてスピリチュアリティ』
【講師】
長堀 優（ながほり ゆたか）氏
一般財団法人育生会横浜病院院長。平成 5 年ドイツ・ハノーファー医科大学に留学
（ドイツ学術交流協会奨学生）、その後横須賀共済病院外科医長、横浜市立みなと
赤十字病院外科部長、財団法人船員保険会横浜船員保険病院副院長・外科部長な
どを経て、平成 28 年より現職。著書『見えない世界の化学が医療を変える―がん
の神様ありがとう』
（でくのぼう出版）、
『日本の目覚めは世界の夜明け―今蘇る縄
文の心』
（でくのぼう出版）
千代園 毅（ちよぞの たけし）氏
洗足学園音楽大学大学院音楽研究科修了。東京邦楽コンクール 現代音楽会協会賞
受賞。フランス JAPAN EXPO(ジャパンエクスポ)参加。東北大震災後は毎年被災
地を演奏訪問。
また、2017 年 3 月フィリピンマニラで行われた国際的な平和会議、
グローバルピースコンベンションにて各国の首相など VIP の前で和太鼓演奏、フ
ィリピンの幼稚園や小学校、台湾の病院などで演奏やワークショップを開催する
など和太鼓で世界を繋ぐ活動を行う。近年は独自のメソッド「響沁浴」で、和太
鼓のもつ人の心への効果や新たな楽しみ方を提唱している。

第 2 日目

2018 年 12 月 24 日（月曜日：休日）N421 教室ほか

9:30～11:30 分：研究発表
11:30 分～13:00：シンポジウム『自然とスピリチュアリティ』
13:00 閉会

公開シンポジウム『自然とスピリチュアリティ』
【講師】
鹿熊勤（情報工房「緑蔭風車」代表。自然環境系ライター）
奇二正彦（生態計画研究所主任研究員、ＮＰＯ生態教育センター理事、立教大学コミュ
ニティ福祉学研究科 博士課程後期課程）
進行：濁川孝志（立教大学コミュニティ福祉学部 教授）
講師紹介：
鹿熊勤（かくま つとむ）氏
情報工房「緑蔭風車」代表。ルポルタージュ、評論、書評のほか、通販事業の構成・
戦略支援など、さまざまな「考えて書く仕事」を手がける。テーマ圏は「地域活性」
「産
業」「自然・環境」「教育」「文化」「ライフスタイル」。環境省エコインストラクター人
材育成事業検討委員、環境省エコツアーガイド育成事業検討委員、農林水産省生物多様
性向上農業拡大事業検討会委員、環境省環境教育・ＥＳＤ人づくり基礎強化業務検討委
員などを歴任。ＮＰＯ法人日本エコツーリズムセンター理事。著書：『糧は野に在り』
『野山の名人秘伝帳』『紀州備長炭に生きる』（農文協）『葉っぱで２億円稼ぐおばあち
ゃんたち』
『木を読む』
『仁淀川猟師秘伝』
『鍛冶屋の教え』
（小学館）ほか多数。
奇二 正彦（きじ

まさひこ）氏

立教大学コミュニティ福祉学研究科博士課程後期課程在籍。専門は環境教育。様々な自
然環境でインタープリターとして活動。近年は、都市におけるマンションの緑の可能性
という視点を持ち、「自然と自然」「自然と人」「人と人」の３つのつながりを統合した
コミュニティ形成のあり方に注力している。立教大学文学部卒業。ニュージーランドの
美術学校、JEEF 自然学校指導者養成講座、動物カメラマン平野伸明氏の助手を経て、
株式会社生態計画研究所主任研究員、ＮＰＯ生態教育センター理事。帝京科学大学非常
勤講師。日本トランスパーソナル心理学／精神医学会会員。

【参加の申し込み】
大会参加を希望される方は、以下の要領で、所属、氏名、会員資格の有無、懇親会参加
の希望を記載のうえ、大会専用メールアドレス宛にメールで申し込んでください
（jatp2019@gmail.com）。学生（院生）の方は、所属のところに学生と加えてくださ
い。なお申込みがなくても、当日参加は可能です。
氏名
所属
本学会会員
懇親会
参加費

非会員
参加する
円を

ＪＴＡ会員（日本トランスパーソナル学会）
しない

（空席があれば当日参加も受け付けます）

銀行口座に振り込む

連絡用メールアドレス（必須）

「学術大会参加費」

この中から選んでください

学術・一般会員 4000 円

（当日 5000 円）

学生会員

2000 円

（当日 3000 円）

非会員

5000 円

（当日 6000 円）

非会員学生

3000 円

（当日 4000 円）

JTA 会員

4000 円 （当日 5000 円）

＊JTA＝日本トランスパーソナル学会

[懇親会] 一律 5000 円

【大会参加費の支払い】
以下の口座に大会参加費、懇親会費をお振込み下さい。
（学会の年会費は必ず学会の口座に振り込んでください。この口座に一緒に振り込まな
いようにしてください）
参加費振込先：日本トランスパーソナル心理学／精神医学会
（ﾆﾎﾝﾄﾗﾝｽﾊﾟｰｿﾅﾙｼﾝﾘｶﾞｸ ｾｲｼﾝｲｶﾞｸｶｲ）
○ゆうちょ銀行（郵便局）から振込の場合：
（記号番号：１４１００－３２６１９７３１）
○ゆうちょ銀行以外から振込の場合：
ゆうちょ銀行 普通

四一八（ヨンイチハチ）店

３２６１９７３

振込は 11 月 30 日までに完了してください。それ以降は当日ご持参ください。当日参加
費となります。

【研究発表希望の方】
発表希望者は 2018 年度までの会費を完納している学術会員および学生会員です。ただ
し学生会員は、指導教員などで学術会員である方の推薦がある人にかぎります。なお学
生会員は学術誌への論文投稿ができません。論文投稿をする場合は学術会員になる必要
があります。非会員の共同発表者は、事前に学会に入会をしていただく必要があります。
その場合は学会事務局に連絡をしてください。
発表希望者は、抄録原稿を添付ファイルにて大会事務局（jatp2019@gmail.com）ま
でメールにてお送りください。発表時間は 30 分と 60 分の選択制とします。抄録原稿の
フォームは、学会ＨＰよりダウンロードできます。（http://www.jatp.info/）
申し込みの締切りは 10 月 20 日（土）とします。採否に関しては、発表内容を大会委
員会で判断したうえでご連絡致します。

【大会参加・研究発表・分科会の申し込み先】
大会専用メールアドレス（発表申込み）：jatp2019@gmail.com
大会長（問い合わせ専用）：nigo@rikkyo.ac.jp （濁川孝志）
年会費については学会事務局に直接お問い合わせください。 jatp@mail.goo.ne.jp

【今後の大会案内】
抄録集はホームページ上に掲載します。また申し込みされた方は、連絡用メールアドレ
スに PDF ファイルを送付します。会員への印刷・送付については未定です。印刷・送付
をしない場合、当日用に印刷物を用意します。学会の運営上経費削減を余儀なくされて
いますので、ご理解をいただきたいと思います。

【交通アクセス】立教大学ホームページをご覧ください。
会場所在地

：〒352-8558

埼玉県新座市北野 1-2-26

立教大学新座キャンパス

東武東上線 志木駅（南口）より 徒歩 15 分
路線バス（西武バス）約１０分 ⇒志木駅南口 2 番バス乗り場より「清瀬駅北口行き」
または「所沢駅東口行き」にて、
「立教前」下車
立教大学 HP URL⇒

http://www.rikkyo.ac.jp/access/niiza/

＊：志木駅へのアクセスは、東武東上線「池袋駅」より急行、快速にて約２０分

