
Chiba Studies on Global Fair Society 
千葉大学国際高等研究基幹 研究支援プログラム 

公正社会研究の新展開－ポストコロナ時代の価値意識と公共的ビジョン 
  

Positive Political Psychology International Seminar1 (online) 
ポジティブ政治心理学国際セミナー1(オンライン) 

Wellness and Fairness：Psychology with Social Dimension 

ウェルネスと公正：心理学と社会的次元 

 

Prof. Isaac Prilleltensky 
Inaugural Erwin and Barbara Mautner Chair  
in Community Well-Being at the University of Miami, USA 
米国マイアミ大学 アイザック・プリレルテンスキー教授 

 
Under Chiba University’s Leading Research Promotion Program “Chiba Studies on Global Fair Society (New 
Frontiers of Studies on Fair Society Values and Public Vision in the age after COVID 19)”, we will hold an 
international seminar (online) in the emerging research field "Positive Political Psychology", a new area of research 
(which has been internationally propounded by Prof.Masaya Kobayashi). The first seminar addresses "Wellness 
and Fairness: Psychology with Social Dimension" as in the title, and an online lecture will be delivered by the 
internationally renowned scholar, Professor Isaac Prilleltensky (University of Miami, USA) who has been active 
in the research field of psychology and with social dimension. Professor Prilleltensky is the world-class authority 
on community psychology and advocates the concept of multidimensional well-being at personal, organizational 
and community levels. He was also a guest editor of Professor Kobayashi's contributing issue “Psychology for the 
Common Good: Citizenship, Justice and Well-being" 
in the journal Frontiers in Psychology. He will give a 
lecture on " Wellness, Fairness, and Worthiness: 
Psychosocial Foundations for the Common Good.” 
 
Professor Akito Shimazu (Shonan Fujisawa Campus 
(SFC), Keio University, Japan), who is well-known for 
his research into “Work Engagement”, will serve as a 
discussant, and we will also invite related comments 
from the members of this research project.  
 
As this is a valuable opportunity, we are hoping for the 
active participation of those interested in this 
important topic. 
 



 千葉大学公正社会研究では、本プロジェクト構成員から国際的に新しく提起された「ポジティブ政治心理学」に関して国

際セミナーを開催することにしました。初回は「ウェルネスと公正：心理学と社会的次元」をテーマとし、社会的次元も含

めた心理学的研究において国際的に著名なアイザック・プリレルテンスキー教授（米国マイアミ大学）にオンラインで講演

を頂きます。プリレルテンスキー教授は、コミュニティ心理学の世界的権威で、個人的・組織的・コミュニティなどに関す

る多次元的ウェルビーイングの概念を提唱されています。同教授は 『心理学のフロンティア』で小林教授が寄稿した特集

「共通善のための心理学：市民性・正義・ウェルビーイング」の客員編集者も務められ、今回はこのテーマに即して「ウェ

ルネス・公正・（称賛に値する）価値――共通善の心理学的基礎」という講演をしてくださいます。 

また心理学および社会科学の観点からワーク・エンゲイジメント研究で著名な島津明人教授（慶應義塾大学総合政策学部）

にご討論いただき、本プロジェクト構成員からの関連コメントも予定しています。 

貴重な機会ですので、多くの方々が参加してくださることを願っております。 

 

Time Schedule of the Workshop (online; in English (no translation))   
セミナー（オンライン、英語にて（通訳なし））のスケジュール 

 

Japan Standard Time(UTC+9) （日本時間）:  

Date: Wednesday, 13 July,2022  2022 年 7 月 13 日（水） 

 

10:00-10:10    

●Opening Remark : Prof.Jiro Mizushima(Chiba University / head of the research project) 
 開会の言葉：水島治郎（千葉大学教授／研究プロジェクト代表者） 

10:10-10:50 

●Lecture：Prof.Isaac Prilleltensky (University of Miami) 

"Wellness, Fairness, and Worthiness: Psychosocial Foundations for the Common Good" 

講演：アイザック・プリレルテンスキー教授（マイアミ大学） 

「ウェルネス・公正・（称賛に値する）価値――共通善の心理社会的基礎」 

10:50-11:25  

●Discussion 1: Prof.Akito Shimazu (Keio University)   コメント 1：島津明人（慶應義塾大学教授）  

●Discussion 2: Prof.Masaya Kobayashi (Chiba University) コメント 2：小林正弥（千葉大学教授） 

11:25-12:00   

●Responses, Q&A  応答と質疑 

●Closing Remark: Prof.Jiro Mizushima(Chiba University) 閉会の言葉：水島治郎（千葉大学教授） 

 

Chaired by: Prof.Hikari Ishido (Chiba University) 司会：石戸光（千葉大学教授） 

 

※Please note that due to time difference (especially between the USA and Japan), the seminar is scheduled in the morning (Japan Standard Time). 

※時差の関係で、開始時間が朝となっております。 

[Organizer] Chiba University Leading Research Promotion Program: Chiba Studies on Global Fair Society 

“New Frontiers of Studies on Fair Society Values and Public Vision in the age after COVID 19” 

[主催]千葉大学国際高等研究基幹 研究支援プログラム 「公正社会研究の新展開－ポストコロナ時代の価値意識と公共的ビジョン」 
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