日本心理学会公開シンポジウム
企画・主催：公益社団法人 日本心理学会

開催概要

公益社団法人 日本心理学会 主催
高校生のための心理学講座

心理学と社会 ーこころの不思議を解き明かすー
（九州・沖縄Ⅱ地区）

日 時：2014年8月24日
（日） 10：10〜15：40（集合10：00）
場

九州・沖縄Ⅱ地区

http://www.kurume-u.ac.jp/announce/kouhou/map.htm

高校生のための
心理学講座シリーズ
心理学と社会 ―こころの不思議を解き明かす―

平成26年

所：久留米大学御井キャンパス 800号館１F 81A教室
西鉄久留米駅よりバスで15分
（朝妻下車徒歩３分）JR久留米大学前駅下車徒歩３分

8月24日
（日）

集合 10：00

会場：久留米大学御井キャンパス 800号館1F 81A教室

参加費：無料 ※筆記用具をご持参ください。上靴は必要ありません。

※昼食は各自ご用意ください。近くにコンビニがあります。

※高校生、教職員の方向けの講座ですが、保護者の方、一般の方の参加も歓迎いたします。ご一緒にお申し込みください。

講座の内容
知覚心理学

原口 雅浩
（久留米大学文学部心理学科）

知覚心理学は、われわれが外界からの受け取った情報を、どのように認識しているのかを取り扱う学問です。知覚には視覚、聴覚、嗅覚、味覚、
触覚などがありますが、この授業では視覚に焦点をあて、簡単な実験やデモンストレーションを通じて、われわれの眼と脳が、この世界をどの
ように創造しているのかをみていきます。

発達心理学

園田 直子（久留米大学文学部心理学科）

生物としてのヒトの特殊性を踏まえながら、生まれてから死ぬまでの心身の変化や適応の仕方について理解するのが発達心理学です。この

授業では、急速に発達をとげる乳児期から青年期にかけての認知機能の変化について、具体例をあげて学びます。また、対人関係・教育・

文化がどのように発達に影響を及ぼしているかについても言及します。

社会心理学

藤本 学（久留米大学文学部心理学科）

社会心理学は対人、集団、組織、社会という幅広い社会的状況における人間の思考・行動の特徴を究明する学問分野です。今回は、これ
らの中でも対人領域に焦点を当てたいと思います。この授業では、これまでの社会心理学的研究が明らかにしてきた専門的な知見を、平易
な解説とともに紹介していきます。是非、親密な人間関係を築くために必要なノウハウを学んで、実生活で活用してみてください。

福祉心理学

稲谷 ふみ枝（久留米大学文学部心理学科）

福祉の領域でも心理学は活用されています。福祉領域の職場は、児童相談所から児童養護施設、発達障害療育施設、障害者更生施設、
高齢者福祉施設まで幅広く、そこでは現在多くの心理士が活動しています。この授業では、自閉症の児童や認知症の高齢者など、見当識
や言語機能が低下した人とコミュニケーションを取るために、心理学の理論やスキルがいかに活かされているかを実習を通してみていきます。

カウンセリング心理学

10:10-11:00

知覚心理学

原口 雅浩
（久留米大学文学部）

11:10-12:00

発達心理学

園田 直子
（久留米大学文学部）

12:50-13:40

社会心理学

藤本 学
（久留米大学文学部）

13:50-14:40

福祉心理学

稲谷 ふみ枝
（久留米大学文学部）

14:50-15:40

カウンセリング心理学

山本 眞利子
（久留米大学文学部）

企画：津田 彰（久留米大学文学部心理学科）
原口雅浩（久留米大学文学部心理学科）

参加費無料

司会：原口雅浩（久留米大学文学部心理学科）

事前申込制
定員100名
（先着順）

※ 各講義の詳細は裏面をご覧ください

山本 眞利子
（久留米大学文学部心理学科）

カウンセリングは、何か困っている人にアドバイスや指導や助言をすることではありません。カウンセリングの意味は、その人の強みや力をうまく活か
し問題解決やとらえ方を柔軟にして、自分らしく生きられるよう手助けすることです。この授業では、強みの見つけ方、活かし方について体験します。

参加申込方法

▶ ＦＡＸでのお申込み 以下のＦＡＸ申込フォームにてお申し込みください（ＦＡＸ番号 03-3814-3954）。
▶ メールまたは往復はがきでのお申込み

（高校名・学年等）
、電話番号をお知らせください。
「九州・沖縄Ⅱ地区参加希望」と明記の上、住所、氏名、年齢、所属
※ 複数名でのお申込みの場合も、皆さまの情報をお知らせください。
〒113-0033 東京都文京区本郷5-23-13 田村ビル 公益社団法人 日本心理学会
メールアドレス： jpa-highschool@psych.or.jp
※ お申込みいただいた順に受付番号を Eメール、Fax、はがきにてお知らせしますので、
住所、Fax番号、メールアドレスを必ずご記入ください。

※ 往復はがきでお申込みの方は、返信用はがきに住所をご記入ください。

FAX 申込フォーム【九州・沖縄Ⅱ地区】
フリガナ

学校名

参加者氏名
住

所

（ 男・ 女 ）

学

年

〒

メールアドレス
Fax番号
電話番号

主催

日本心理学会 http://www.psych.or.jp/

公益社団法人

（

※ お知らせいただいた個人情報は、本事業の受付目的にのみ使用します。
※公開シンポジウムのためにお知らせいただいた、個人情報を他の目的で使用することはありません。

年

齢

） 学 年

高等学校
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