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ご　案　内

１.会期・会場

・ 会期：2006年 11月 6日（月）・７日（火）
・ 会場：西南学院大学　大学院棟
・ 住所 ：〒814-8511 福岡市早良区西新 6-2-92

福岡空港~西新駅下車…約 17分

博多駅~西新駅下車…約 12分

天神~西新駅下車…約 8分

_地下鉄西新駅から徒歩 5分

博多駅バスセンター~修猷館前…約 35分

天神~修猷館前…約 20分

_修猷館前バス停から徒歩５分

福岡空港~（福岡都市高速・百道ランプ）~大学…約 25分

博多駅~（福岡都市高速・百道ランプ）~大学…約 20分

天 神~（福岡都市高速・百道ランプ）~大学…約 15分
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◆大学までのアクセス

・地下鉄をご利用の場合：西新駅で下車され、1番出口へ進んでください。階段を上りきっ
たところを,進行方向にそのまま進んで、交差点（脇山口）信号をわたらずに角を右に曲がり
ます（道を挟んで左手には修猷館高校があります）。しばらく歩いて信号を渡ったところにあ
るレンガ造りの建物が西南学院大学のレストラン（西南クロスプラザ）です。敷地内に入っ
てレストランの建物を右手に見ながら通り過ぎると先の方に大学院の建物が見えてきます。
地下鉄西新駅の出口にはエスカレーターが付いておりませんので、隣接した商店をご利用く
ださい。西新駅の情報は下記をご覧下さい。
http://subway.city.fukuoka.jp/eki/stations/nishijin_heimen.html

バスをご利用の場合：修猷館高校前で下車し、進行方向とは逆に戻り、脇山口の交差点まで
来ましたら、あとは地下鉄のご案内と同じです。

大学キャンパス案内

　　　　　　　　　　　

本館

西南クロスプラザ

大学院棟

西南博物館

西　新
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２．大会スケジュール

・  [第 1日目(6日・月曜日)]

・ 
・ 受　　　付             9:00―

・ 研究発表１             9:30―11:20

・ 運営委員会           11:30―13:00

・ シンポジウム 1       13:00―15:30  　　　　　　　　　

・ 「芸術とイメージ」

・  ( 休 憩 )

・ シンポジウム 2       15:30―17:00  

・ 「空間とイメージ」

・ 総　　　会           17:10―18:00

・ 懇　親　会           18:30―20:30

・  [第 2日目(7日･火曜日)]

・ 
・ 受　　　付             9:00―

・ 研究発表 2             9:30―10:45

・  ( 休 憩 )

・ 研究発表 3　　　   11:00―12:15

　　　　　　9  　　10 　　 11　　 12　　 13　　 14　　15 　　16 　　17 　　18　　19 　　 20  　
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３．大会参加者へのご案内

◆参加申込

参加を予定されている方で参加費を未納の方は、お早目の振込をお願いいたします。

1. 参加費は、一般会員（7,000円）・学生会員（4,000円）・臨時会員（8,000円）です。
2. 懇親会は，大学構内の西南クロスプラザで行います。参加費は 5,000円です。当日の参加申し込
みもできます。多くのご参加をお待ちしています。

◆受付

・大会会期中は、参加証を胸につけていただきます。参加証の該当欄に氏名・所属をご記入くださ
い。

◆発表論文集

・ 発表論文集は、会員全員に配布いたしましたが、別途に購入される方は、受付で販売いたしま
す。1部 3,000円です。

◆研究発表

・ 発表は全て口頭発表形式で行います。1発表あたり、発表 20分，質疑応答 5分です。
・ 各発表に座長がつきます。座長はコメンテーターも兼ねることとします。
・ 筆頭発表者になるのは、大会期間中 1回に限ります。連名発表についてはこの限りではありま
せん。

・ OHC, 液晶プロジェクター（パワーポイント等）、VHSビデオ機器、パソコンを使用できます。
・ 発表資料を配布される方は，会場の発表受付にお渡しください。資料は 40部程度ご用意下さ
い。

その他

・ 会場でのお呼び出しは原則としてできません。
・ 大会期間中の連絡は大会受付前の伝言板をご利用ください。
・ 会場には駐車場はありません。大会会場への車でのお越しはご遠慮ください。
・ 喫煙は指定された場所のみでお願いいたします。
・ 昼食はＭＡＰ参照の上、各自にてお願いいたします。
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プログラム

研究発表 1         [第 1日目(11月 6日)　9:30―11:20]　　　座長

1.描画テストで棒人間を描いた 2事例について

日本大学医学部精神医学講座　　　　○築 地  瞳

日本大学医学部精神医学講座　　         宮_ 麻里絵

至誠会第二病院心療内科　　　            竹田希美子

至誠会第二病院心療内科　　　　　      西村　宣子

2.イメージ療法における身体感覚の促進

　―実際に動作を伴った場合の視覚情報とのズレについて―

九州大学高等教育開発推進センター・人間環境学府　　　 福留　留美

3. いじめ被害が解離に与える影響

―空想傾向の体験ブースト効果を考慮してー

愛知みずほ大学人間科学部 後藤　和史

4.空想傾向(Fantasy Proneness)のポジティブ機能(2)

岩手大学人文社会科学部　　　 松岡　和生

研究発表 2      　 [第 2日目(11月 7日)　9:30―10:45]　　　座長　福留　留美

1.大人に於けるルート・マップ型表象の特徴の再考

西南学院大学人間科学部 中村奈良江

2. 描画特性における具象群と非具象群の分析　―描画行動と発達特性―

アトリエ・コパン美術教育研究所　   ○新妻　悦子

アトリエ・コパン美術教育研究所 新妻　健悦

宮城教育大学教育学部　 佐藤　静
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3.イメージ形成におけるフレーム問題

　ー進路選択理由と大学像、授業内容の予想、教材ビデオの想い描きー

　九州大学高等教育開発推進センター 長野　剛

研究発表 3      [第 2日目(11月 7日)　11:00―12:15]　　　座長　加藤　健二

1.視空間記憶における眼球運動リハーサルの促進効果

北海道大学大学院文学研究科　              藤木　晶子

北海道大学大学院文学研究科　　           菱谷　晋介

2. 触知覚情報を用いた Coordinate処理における視覚イメージの関与(4)

北海道大学大学院文学研究科　　         ○西原　進吉

北海道大学大学院文学研究科　               菱谷　晋介

3. 明るさイメージの形成による明るさの順応水準の変化

北海道大学大学院文学研究科　　         ○廣瀬　健司

北海道大学大学院文学研究科　　　         菱谷　晋介
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◆シンポジウム

! 「芸術とイメージ」     [第 1日目(11月 6日)　13:00―15:30

　芸術は、人工的に作られたさまざまな刺激によって、私たちのいろいろな感覚を刺激し、独特の感

情を引き起こしている。さまざまな芸術にふれながら、誰しもが良い作品と感じるものもあれば、優

劣の判断に個人差が生じるものもある。それはどうしてであろうか。また、快の感情ばかりではなく、

悲しみや怒りのようなさまざまな感情を引き起こすにもかかわらず、芸術に触れたいと思うのはどう

してであろうか。

　今回は、芸術そのものが広い分野であるために話題提供者の３人の方から芸術とイメージの関係に

ついてそれぞれ異なったアプローチでの研究を紹介していただく。生理的な観点から、脳の活性化の

部分の違いから見た絵画の分類とそのイメージについて、認知的な観点から、新しいメロディーの生

成と曲の中の統一感というイメージについて、臨床的な観点から、治療の中での芸術の働きとそのイ

メージについてである。これらを通して、日常にあふれている芸術に対して常日頃思っている様々な

疑問をイメージという切り口によって、少しでも理解できたらと思っている。

＜話題提供者＞ 東北大学大学院文学研究科　 行場　次朗

西南学院大学人間科学部　　 渡邊　均

福岡カウンセリングセンター　　 高野　尚子

＜指定討論者＞ 長谷川浩一

九州大学大学院 人間環境学研究院学術協力研究員生 安藤　花恵
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" 「空間とイメージ」　     [第 1日目(11月 6日)　15:30―17:00]

私たちが、空間を認知し、その中で行動する時に、行動の判断の基準としているのは何であろうか。

話題提供者の方から、空間の中で用いられている私たちの知識の利用の仕方、それに伴う行動の変

化に言及してもらいながら、「空間認知研究の中でのイメージの役割」や「空間認知にイメージが

存在するか」などのイメージと空間の関わりについて改めて考える機会になればと思っている。

＜話題提供者＞ 中部大学国際人間学研究科　 松井　孝雄

江戸川学園人間科学研究所 野田　満

＜指定討論者＞ 北海道大学大学院文学研究科　 菱谷　晋介
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　　発　表　論　文　集


