
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

平成26年  8月10日（日）集合 9：50

主催　公益社団法人日本心理学会　http://www.psych.or.jp/

※ 各講義の詳細は裏面をご覧ください

企画・司会：池田 まさみ（十文字学園女子大学）

関東Ⅰ地区

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―

会場：法政大学 ボアソナード・タワー スカイホール（26F）

開催概要

FAX 申込フォーム【関東Ⅰ地区】

参加申込方法

講座の内容

参加費無料
事前申込制

定員189名（先着順）

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（関東Ⅰ地区）
日　時：2014年8月10日（日）　9：50～17：00
場　所：法政大学　ボアソナード・タワー　スカイホール（26F）    
　　　　JR総武線：市ヶ谷駅または飯田橋駅下車徒歩10分、都営新宿線：市ヶ谷駅下車徒歩10分 
　　　　http://www.hosei.ac.jp/campus/ichigaya/ichigaya.html　
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。
　　　　　　  ※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。

▶ 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
「関東Ⅰ地区参加希望」と明記の上、住所、氏名、年齢、所属（高校名・学年等）、電話番号をお知らせください。
※ 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。

心理学研究法　　池田 まさみ（十文字学園女子大学）
物理学が「物」の理を探究するのに対して、心理学は「心」の理を探究する学問です。では、その「心」とは何をさし、どのように探究するのでしょうか？ 
今回は、実験による心理学研究を中心に、「心の不思議」を解き明かす科学的手法を分かりやすく解説します。「科学」に位置づけられる心理学
の魅力を存分にお伝えしたいと思います。

社会心理学　　森  津太子 （放送大学）
私たちは皆、人との関わりの中で生きています。社会心理学は、そのような社会的動物であるヒトの特性を探ることを目的としています。今回は、
さまざまな社会心理学の実験を紹介しながら、私たちの行動は他者の存在によってどのように影響されるのか、またその背後にはどのような心の
働き(認知、感情 )があるのかについて考えていきます。

認知心理学　　越智 啓太 （法政大学）
「認知心理学」は、人間の記憶や思考、言語など知的な能力について研究する学問です。一見、難解な学問のように感じられるかも知れませんが、我 の々身近
に起こるさまざまな現象を科学的に解明する興味深い学問でもあります。今回の講義では、その中でも人間の顔についての認知の研究についてとりあげます。
美人とは何か、ハンサムとは何か、美人の顔は記憶されやすいのか、タレント広告は視聴者にどのような影響を与えるかなどについての最先端の研究を紹介します。

発達心理学　　内田 伸子 （十文字学園女子大学特任教授 ）
「子どものウソは『嘘』か？―子どもの創造的想像力を育てる大人の役割」と題して、子どものつくウソは悪意の嘘なのかを検証します。子どもの目撃
証言や噂話、口承文芸の変遷のデータや創造的想像力の発達のデータをとりあげて、子どもから大人までの記憶や想起の不思議を解き明かします。

臨床心理学　　伊藤 美奈子 （奈良女子大学）
「臨床心理学」は、さまざまな不適応や心の病理がどのようなメカニズムで起こるかを明らかにする一方で、その解決・支援方法について考える応用・
実践的な学問領域です。今回は、テーマとして“不登校” と“いじめ” を取り上げます。前半は、一つの事例から思春期の「心」や「不登校の意味」
を考えます。後半は、東京都で行ったいじめ調査の結果をもとに、いじめの心理や支援・解決の可能性について考えたいと思います。

教育心理学　　市川 伸一（東京大学）
私たちは生まれてから、生活のさまざまな場所で新しい知識や技能を身につけていきます。人間が学習するしくみとはたらきをもとに、家庭、学校、社会
の中での教育のあり方を考えていくのが教育心理学という分野です。今回は、皆さんにも関心があると思われる、学習意欲と勉強法を中心に解説します。

フリガナ

参加者氏名

※ 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。

（ 男・ 女 ） （ 　 　 ） 学 年

学校名
学　年

高等学校

住　所

メールアドレス

Fax番号

電話番号

〒

年　齢

池田 まさみ（十文字学園女子大学）

森 津太子（放送大学）

越智啓太（法政大学）

内田 伸子（十文字学園女子大学特任教授）

伊藤 美奈子（奈良女子大学）

市川 伸一（東京大学）

  9:55-10:40

10:50-11:35

11:45-12:30

13:40-14:25 

14:35-15:20

15:30-16:15

心理学研究法

社会心理学

認知心理学

発達心理学

臨床心理学

教育心理学
(16:30～17:00  総括（質疑応答）/アンケート記入 )
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