
第33回日本 アド ラ ー 心 理学 会総 会

ご 案 内

2016年10月14日（金）～16日（日） 新潟市にて開催される第33回総会の

お申込み受付をはじめます。できるだけ９月16日（金）までにお申し込みく

ださい。総会申込書にご記入の上、郵送またはFAX(06-6306-0160)でお送りく

ださい。

総会日時 10月14日（金）午後２時～10月16日（日）正午

総会会場 メイワサンピア http://meiwasunpia.com

〒950-2261 新潟県新潟市西区赤塚4627-1

TEL：025-239-3232 FAX：025-239-3233

総会２日目、上越教育大学の西川純教授、赤坂真二教授のお二方をお迎えし

て、アクティブラーニングとアドラー心理学について、西川先生に講演をお願

いし、その後、赤坂先生に加わっていただいて、シンポジウムをいたします。

今年の会場『メイワサンピア』は自然に囲まれたリゾート施設です。

新潟駅、新潟空港から送迎バスをご利用いただけます。

西川純教授プロフィル 上越教育大学教職大学院教授 教育学修士 都立高

校教諭を経て、上越教育大学にて研究の道に進む。

著書に『クラスと学校が幸せになる｢学び合い｣入門』明治図書

『すぐわかる！できる！アクティブ・ラーニング』学陽書房 他多数

赤坂真二教授プロフィル 越教育大学教職大学院教授 学校心理士 19年

間の小学校勤務を経て2008年より現職。

著書に『赤坂版「クラス会議」完全マニュアル』ほんの森出版

『先生のためのアドラー心理学 勇気づけの学級づくり』ほんの森出版 他多数



総会スケジュール・予定プログラム

10月14日(金)

10:00～13:50 理事会

13:30～ 受付開始

14:00～15:20 総 会・学会運営について

15:30～18:00 シンポジウム『エピソード分析と治療共同体』

司会 野田俊作 シンポジスト 中井亜由美 小浦博子 他

19:00～21:00 地方区連絡集会

21:00～23:00 自主研究グループ

「事例検討」 世話人：立川裕花

「日本アドラー保育連盟立ち上げの会(仮)」佐々木素子

10月15日(土)

9:00～12:00 演題発表

・『文章に主語をつける方法によるライフスタイル分析について』

中島弘徳 山本卓也 藤田宏美 長谷川理恵

・『アドレリアンサイコドラマと古武術的ボディワークによる

アプローチについて』 梅崎一郎 中島弘徳

・実践報告「アドラー育児の歌」を使って＠金沢

発表 石川美紀子 指定討論 堀田洋子

13:00～14:30 講演『これからの学校教育 「学び合い」の視点から』

特別講師 上越教育大学 西川純教授

14:45～17:30 シンポジウム『「学び合い」とアドラー心理学』

司会 尾中孝司

シンポジスト 西川純教授 赤坂真二教授 尾中映里

18:00～21:00 懇親会（オークション等）

21:00～23:00 自主研究グループ

・「リーダー会＠新潟」 世話人：工藤いく子

・「専門家の自助グループ活動の実践報告（仮）」

企画者：河内博子

10月16日(日)

9:00～12:00 シンポジウム『ライフスタイル分析の体験』

司会 大竹優子

シンポジスト 清野雅子 東 純子 酒井朋子 井原文子

※プログラム順・シンポジストは変更の可能性があります。



総会お申し込み

お申し込みは同封の申込用紙にご記入の上、できるだけ９月16日までに郵送

またはＦＡＸ（０６－６３０６－０１６０）で事務局へお送りください。宿泊希

望の方は、お部屋に限りがあります。早めにお申し込みください。

１日だけ、２日だけのご参加も受け付けております。是非、ご参加ください。

参 加 費 用

総会参加費 8,000円

宿泊料金 （一泊朝食付き１名料金）

Ａ．２名１室 6,600円 （洋室・５部屋）

Ｂ．３～５名１室 6,600円 （和室）

Ｃ．５～６名１室 6,600円 （和洋室）

食事料金 10月14日 夕 食 ：2,500円（飲み物なし）

10月15日 昼 食 ：1,200円（飲み物なし）

10月17日 懇 親 会：6,300円（飲み物含む）

※申し訳ございませんが、今回お一人部屋がございません。シングルご希望の
場合は、新潟駅周辺で宿泊いただき送迎バスをご利用ください。

※同伴家族について

会員でないご家族・ お子様の同伴をご希望の場合は事務局へお問い合わ

せください。
※お部屋割りについて

・部屋タイプ、同室のご希望は先着順、健康上の理由など優先しますが、

ご希望に添えない場合があります。

・同室のご希望はご本人同士、ご相談の上お申し込みください。

・当日のお部屋変更は事務局へご相談ください。

参 加 費 用 お 支 払 い

お支払いは、９月下旬以後、お部屋の希望の決定とともに、お支払い総額（参

加費・宿泊・食事含む）をご連絡いたしますので、その後、お支払いください。

先にお支払いされる場合はご連絡ください。

総会費用・年会費等のお振り込みはご本人名義でお願いいたします。別の

名義で振り込まれる場合は振込と同時にお知らせください。



総会オークションについて

懇親会においてオークションを開催いたします。是非、あなたの逸品をオークションに

ご出品ください。オークション売り上げは学会運営に役立てさせていただきます。

出品していただける方は必ず事前に（９月30日〆切）事務局へ出品予定の内容（品名、

大きさ、数量など）をお知らせください。手持ちで運べないものなどは梱包や配送につい

てもお世話いただけると助かります。場合によっては出品していただけないこともありま

すのでご了承ください。事前申し込みのない出品はお受けできません。

《会場へのアクセス》

●無料送迎バス

○新潟空港 バス停留所 空港ターミナルを出て左手

新潟空港 ←→ 会場 50～60分

○新潟駅 バス停留所 ブラーカ２・ファミリーマート前

駅南口から３～５分

新潟駅 ←→ 会場 約40～50分

会場行 ｜ 会場発

10月14日 新潟空港発 12時45分 ｜ 10月14日 新潟駅行 21時

新潟駅発 13時 ｜ 10月15日 新潟駅行 21時

10月15日 新潟駅発 ８時 ｜ 10月16日 新潟駅行 12時20分

10月16日 新潟駅発 ８時 ｜ 新潟空港行 12時10分

※お申し込みのない送迎バスは運行しません。

●ＪＲ利用

東京方面から 東京 → 新潟
〈とき311〉 09：12 10:49

〈Maxとき317〉 10:40 12:43

秋田方面から 秋田 → 盛岡 → 仙台 → 大宮 → 新潟
〈こまち10〉 07:15 09:25 09:30 10:38

〈Maxとき315〉 10:42 12:23

金沢方面から 金沢 → 上越妙高 → 新潟
〈はしたか558〉09:21 10:24
〈しらゆき３〉 10:33 12:30

最寄の内野駅よりタクシー 20分 2,000円程度
内野駅は新潟駅より、越後線上り23分、１時間に２～３本
越後赤塚、越後曽根の駅にはタクシー乗り場がありません。

※時刻は８月現在のものです。必ずご確認ください。



会場周辺マップ

●自動車利用

無料駐車場有

【北陸自動車道】

○「新潟西I.C」より約25分

○「巻・潟東I.C」より約25分

○「燕・三条I.C」より約50分

●航空機利用

JAL2872 札幌発 9：15 新潟着 10：25

JAL2243 伊丹発 10：05 新潟着 11：10

JAL2245 伊丹発 11：15 新潟着 12：20

ANA1281 福岡発 8：10 新潟着 10：00

新潟空港より送迎バス利用またはタクシー（50～60分）



日本アドラー心理学会事務局

〒532-0011

大阪市淀川区西中島3-8-14-502

TEL.06-6306-4699 FAX.06-6306-0160

E-mail：LEM02115@nifty.com
ゼロ

委任状をお送りください

総会（10月14日午後２時から）に参加されない場合には同封の委任状に

ご署名の上ご返送ください。10月12.日必着。13日以降到着無効。

まことに恐れ入りますが、52円切手をお貼りください。

※メールマガジン購読の方には後ほど委任状をお送りします。



2016年 月 日

第 33回 日 本 ア ド ラ ー 心 理 学 会 総 会 申 込 書

✔※□に を入れてください。

ふ り が な

会員名 男 女 年令 才 □正会員 □家族会員

ご住所 （〒 - ）
都道
府県

※住所は最後まで記入してください。

ＴＥＬ ＦＡＸ

メールアドレス その他連絡先

2016年度会費 □納入済み □総会費用と一緒に納入予定 □不明

●宿泊 のお申し 込み ※学会ニュースをご覧ください。
※Ａ ･Ｂ ･Ｃをご希望順に第３希望までご記入くだ

さい。

□14日 □15日 第１希望 第２希望 第３希望

同室の希望者名
※部屋・同室のご希望は、ご希望に添えない場合があります。
※同室のご希望はご本人同士ご相談の上、お申し出ください。

●食事のお申し込み

□14日夕食 □15日昼食 □15日懇親会

●送迎バス申し込み ※お申し込みのない送迎バスは運行しません。
会場行 会場発

□10月14日 新潟空港発 12時45分 ｜ □10月14日 新潟駅行 21時

□10月14日 新潟駅発 13時 ｜ □10月15日 新潟駅行 21時

□10月15日 新潟駅発 ８時 ｜ □10月16日 新潟駅行 12時20分

□10月16日 新潟駅発 ８時 ｜ □10月16日 新潟空港行 12時10分

※９月16日までになるべく早く、郵送またはＦＡＸでお送りください。

※会員・家族会員それぞれ１人１枚、ご記入ください。

※郵送の場合は、申し込み内容をお控えください。

※有資格者記入欄 参加予定日をお知らせください。（ポイント発行の準備のため）

□全日３日間 □１日目 □２日目午前 □２日目午後 □３日目

Memo：

申し込み書送り先 日本アドラー心理学会事務局 総会申し込み係

〒532-0011 大阪市淀川区西中島3-8-14 犬飼ビル502

TEL.06-6306-4699

FAX .06-6306-0160


