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ご	 挨	 拶	 

	 

	 このたび日本イメージ心理学会第８回大会を文教大学（越谷市）にて開催する事に

なりました。今回は、当学会の顧問であり、日本における臨床心理学・イメージ心理

学の第一人者であられる成瀬悟策先生によるご講演と、当学会の設立に尽力され志半

ばにして物故された上杉喬先生を偲んで、先生が精力を注がれたイメージ心理学・感

情心理学のご研究読み解くことを目的としたシンポジウムの二つを中心的な企画と

し、例年通りのゆったりと時間をとった研究発表をとともに開催する予定を立ててお

ります。数多くの会員の方々のご参加を心よりお待ち申しあげます。 
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所在地	 越谷市南荻島３３３７	  
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大会会場	 ３号館３階３３０１教室 
運営委員会会場	 	 	 ３３０２教室 



 

大会参加者へのご案内 
１．	 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。 
２．	 会期中の受付時間は８日は１２時から、９日は９時からです。 

当日の参加も受け付けます。 
３．	 成瀬先生の講演に限って会員以外にも公開いたします。 
４．	 大会期間中、パソコンが利用できます（事前に申し出下さい）。 
５．	 会場でのお呼び出しは原則としてできません。 
６．	 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。 
７．	 喫煙は指定された場所のみでお願いいたします。 
８．	 キャンパス内の食堂は利用できません。必要な方は各自でご持参ください。 
９．	 宿泊先につきましては東武伊勢崎線新越谷駅と JR武蔵野線南越谷駅に程近い
ホテルサンオーク(0120-14-3009)が便利です。新越谷駅より普通電車２駅で本学最寄

の北越谷となります。各自でお問い合わせください。 
10.	 諸費用については以下のとおりです。	 

１）参加資格：一般会員（6,000 円）・学生会員（3,000 円）	 

・臨時会員（6,000 円）成瀬先生講演のみ（2,000 円）	 

２）論文集追加購入：１冊 3,000 円	 

３）懇親会費：5,000 円（会場は当日発表予定）	 

	 

◎お振り込みの控えを以て領収書に代えさせて頂きます。別に領収書が必要な方は準

備委員会事務局までご連絡ください。	 

 

大会行事のご案内 

 
１．	 本大会では「研究発表」、「講演」「シンポジウム」が行われます。 
	 	 また、学会行事として大会初日に「運営委員会」、「総会」が開かれます。 
 
２．	 研究発表は「口頭発表」の形式で行います。 
 
３．	 「講演」は８日１３時より１５時まで、「シンポジウム」は８日１５時１０分

より１７時１０分まで行います。 
 
４．	 懇親会は日１８時３０分より開きます。会場は当日ご案内いたします。 
	 	 懇親会費は５０００円です。多数の方々の参加をお待ち申しております。 



 

大	 会	 日	 程 
［第 1日目	 12月 8日(土)］  
受	 	 	 	 付	 12:00―	 	 

運営委員会	 	 11:30―13:00	 	 

講	 	 	 演	 13:00―15:00（成瀬先生講演「私のイメージ論」）	 	 

シンポジウム	 
15:10―17:10（「感情イメージとは何か」上杉喬のイメージ

心理学を読み解く）	 	 

総	 	 	 会	 	 17:20―18:00	 	 

懇	 親	 会	 	 18:30―21:00	 	 

［第 2日目	 12月 9日(日)］ 
受	 	 	 	 	 付	 9:00	 ‐	 

研	 究	 発	 表	 9:30	 ‐12:30	 

 

研究発表者へのご案内 

 
１．	 研究発表者は必ず「発表受付」までお越しください。 
 
２．	 発表は１発表４０分とし、座長の進行により行います。 

液晶プロジェクター（パワーポイント等）、VHS ビデオ機器を使用できます。	 

 
３．	 討論での発言者は、必ず最初に所属と氏名を明らかにしてください。 
 
４．	 口頭発表者が欠席した場合は、「発表取り消し」とします。 
	 	 連名発表の場合、大会準備委員長の承認があれば、連名者を口頭発表者に変更 
	 	 することができます。ただし、研究発表者になるのは、大会期間中１回に限り 
	 	 ます。口頭発表者の欠席などの連絡は、大会本部にお願いいたします。 
 
５．	 ハンドアウト資料を配付される方は、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。 
 
６．	 座長は各発表につき１名の方にお願いしてあります。座長はその発表に対する 
	 	 コメンテーター、進行や質疑応答、討論などの司会を担当していただきます。 
 



 

講	 演 
１２月８日（日）	 １３：００～１５：００ 

「私のイメージ論」 
	 演者	 日本イメージ心理学会顧問	 九州大学名誉教授	  

成瀬悟策 
司会	 文教大学人間科学部 

今野義孝 

成瀬先生の紹介	 

文教大学	 今野義孝	 

成瀬悟策先生（九州大学名誉教授、医学博士）は、日本を代表する最も著名な臨床

心理学者です。先生は、1924 年に岐阜県に生まれ、1950 年に東京文理科大学心理学

科（後の東京教育大学）を卒業されました。東京文理科大学心理学科を卒業後、同大

学助手を経て、九州大学教育学部助教授、同教授となりました。この間、九州大学教

育学部長に就任されるなど、様々な要職を歴任されました。	 1988 年に九州大学教授

を定年退官した後は、1993 年まで九州女子大学・九州女子短期大学の学長を務められ

ました。	 	 

先生は、第二次大戦後における日本の心理系催眠の第一人者で、「日本催眠医学心

理学会」を立ち上げ、学術面から催眠研究に尽力されました。その研究成果は「実験

催眠学」のシリーズに発表され、日本における科学的催眠研究の礎を築かれました。

先生は、精神分析を専攻する精神医学者にも催眠を教授され、多くの優秀な弟子を輩

出されています。先生は、その後、脳性まひ児の動作を改善する心理リハビリテイシ

ョンを開発されました。そして、その研究成果に基づいて動作を用いて人の生き方や

健康を援助する臨床動作法を創始されました。この方法は、心と身体の体験を統合し

た新しい心理療法として世界的に注目されています。	 

先生は、これまで日本催眠医学心理学会理事長、日本心理臨床学会理事長、日本リ

ハビリテーション心理学会理事長などを歴任され、2001 年には勲二等瑞宝賞受勲を受

賞されました。現在、先生は日本リハビリテイション心理学会理事長や日本臨床動作

学会理事長をされております。	 

	 

先生は多くの著書を執筆されております。以下、その中から代表的なご著書を紹介

いたします。	 

成瀬悟策	 1966	 『教育催眠学』	 誠信書房	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

成瀬悟策	 1968	 『催眠面接法』	 誠信書房	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

成瀬悟策	 1959	 『催眠面接の技術』	 誠信書房	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

成瀬悟策	 1998	 『姿勢のふしぎ‐しなやかな体と心が健康をつくる』講談社	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 



 

成瀬悟策	 2001	 	 『リラクセーション‐緊張を自分で弛める法』講談社	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

成瀬悟策	 1973	 『心理リハビリテイション‐脳性マヒ児の動作と訓練』誠信書房	 	 	 	 	 	 	 	 

成瀬悟策	 	 1985	 『動作訓練の理論‐脳性マヒ児のために』誠信書房	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

成瀬悟策	 	 1988	 『自己コントロール法』誠信書房	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

成瀬悟策	 	 1992	 『催眠療法を考える』誠信書房	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

成瀬悟策	 	 2000	 『動作療法‐まったく新しい心理治療の理論と方法』誠信書房	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

成瀬悟策	 2007	 『動作のこころ』誠信書房	 

 

シンポジウム	 

	 

１２月８日（日）	 １５：１０～１７：１０ 
 

「感情イメージ」とは何か	 

‐上杉喬のイメージ心理学を読み解く‐	 

報告者	  
大石	 昂（富山大学）	 	 「感情イメージとその定義」 
鈴木賢男（文教大学）	 	 「『感情イメージ』概念の成立とその経緯」 
堀内正彦（駒澤大学）	 	 「感情イメージへの構造的アプローチ」 
松野	 真（千葉県職員）	 「感情イメージ研究の可能性」 

 
指定討論者 
鈴木国威（東京都立大学） 
藤森	 進（文教大学）	  
司会 

  岡田	 斉（文教大学） 
 
人間は、喜びや悲しみのようなさまざまな感情に彩られた人生を生きている。心理

学が、人間のより豊かな生き方に寄与するためにはその彩りに眼を向けなければなら

ない。大企業の社員から研究の世界へと転進を図った上杉の思いはこのようなもので

はなかったろうか。 
このシンポジウムでは、「感情イメージ」という概念を手がかりに人間の生き様を

捉えようとしながら志半ばにして逝った上杉の研究業績を読み解き、その発展の可能

性を探りたい。 
 



 

研	 究	 発	 表 

 
１２月９日（日）	  
９：３０～１０：１０	 

１．単語の感情価が絵‐単語比較に及ぼす影響	 	 

発表者：	 北海道大学大学院文学研究科	 	 ○本山	 宏希	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 菱谷	 晋介	 

座	 長：	 西南学院大学	 	 	 中村	 奈良江	 	 

	 

１０：１５～１０：５５	 

2．三次元図形の符号化におけるイメージ方略の有効性	 	 

発表者：	 北海道大学大学院文学研究科	 	 	 	 森本	 琢	 

座	 長：	 山形大学	 	 	 	 畠山	 孝男	 

	 

１１：００～１１：４０	 

3.	 身体による自然体験を通した自己と世界の関係の変化	 	 

発表者：社団法人日本ネイチャーゲーム協会公認	 

ネイチャーゲームリーダー	 	 	 	 	 ○小林	 朋水	 

文教大学	 	 	 	 今野	 義孝	 

座	 長：	 文教大学	 	 	 	 岡田	 斉	 

	 

１１：４５～１２：２５	 

４．リラクセーションの観察が気分の変化にもたらす影響	 

―質問紙と内省報告を中心とした検討―	 	 

発表者：	 上越教育大学大学院教育研究科	 ○永井	 滋子	 

文教大学	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 今野	 義孝	 

座	 長：	 文教大学	 	 	 	 岡田	 斉	 
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