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公益社団法人日本心理学会 会員 各位
◆--------------------------------------------------------------◆
2019 年プレコンベンション学術交流会（9 月 10 日・第 83 回大会前日）
https://psych.or.jp/jpamember/pre_con2019/
◆--------------------------------------------------------------◆
2019 年度のプレコンベンション学術交流会は，第 83 回大会前日の 9 月 10
日（火）に以下の要領で開催いたします。
プレコンベンション学術交流会では，国際賞・優秀論文賞 ・学術大会特別
優秀発表賞（2018 年度） ・心理学ミュージアム優秀作品賞 ・シチズン・
サイコロジスト奨励賞 の各授賞式や，日本心理学会会務報告を行います。
会員の方であれば，どなたでもご参加いただくことができます。
参加をご希望の方は，以下のお申し込みフォーム（Google フォーム）より
お申し込みください。
なお会場の都合により，先着 100 名までの受付となっております。お早目
にお申込みください。
お申し込みフォーム（Google フォーム）
https://forms.gle/mfNSPRc3tgkd1PVs9
日時：2019 年 9 月 10 日（火）15:00―18:00
会場：ホテルグランヴィア大阪 20F 「鳳凰」
https://www.granvia-osaka.jp/access/
次第（予定）：
1. 授賞式 ※
2. 国際賞 受賞者挨拶
3. 優秀論文賞 受賞者スピーチ
4. 学術大会特別優秀発表賞 受賞者挨拶
5. 心理学ミュージアム優秀作品賞 受賞作品紹介
6. シチズン・サイコロジスト奨励賞 受賞者挨拶
プレコンベンション学術交流会に引き続き，
「名庭」にて会員親睦会（立食
形式） を行います。こちらの方にもぜひご参加ください。
※各賞 受賞者一覧
■国際賞

https://psych.or.jp/prize/kokusai_jushou/

・特別賞
室伏 靖子
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・功労賞
太田 信夫（筑波大学 名誉教授／東京福祉大学 教授）
長谷川 寿一（（独行）大学改革支援・学位授与機構）
・奨励賞
荒川 礼行（University of Maryland Baltimore）
平井 真洋（自治医科大学）
伊村 知子（日本女子大学）
小野 史典（山口大学）
吉江 路子（（国研）産業技術総合研究所）
■優秀論文賞

https://psych.or.jp/prize/ronbun_jushou/

親密な関係破綻後のストーカー的行為のリスク要因に関する尺度作成とそ
の予測力
金政 祐司（追手門学院大学）
・荒井 崇史（東北大学）
・島田 貴仁（科学警
察研究所）
・石田 仁（（公財）日工組社会安全研究財団）
・山本 功（淑徳大
学）
（心理学研究第 89 巻第 2 号）
https://doi.org/10.4992/jjpsy.89.17207
漢字の形態情報が共感覚色の数に与える影響
宇野 究人（東京大学）・浅野 倫子（立教大学）・横澤 一彦（東京大学）
（心理学研究第 89 巻第 6 号）
https://doi.org/10.4992/jjpsy.89.17054
Hypoactivation of the Right Prefrontal Cortex Underlying Motor ‐
Related Inhibitory Deficits in Children with Autism Spectrum Disorder:
A Functional Near‐Infrared Spectroscopy Study
池田 尚広（自治医科大学）・徳田 竜也（中央大学）・門田 行史・平井 真
洋（自治医科大学）
・水島 栄（中央大学）
・長嶋 雅子（自治医科大学）
・久
徳 康史（中央大学）・谷口 敬道・下泉 秀夫（国際医療福祉大学）・檀 一
平太（中央大学）・山形 崇倫（自治医科大学）
（Japanese Psychological Research Vol.60, No.4）
https://doi.org/10.1111/jpr.12204
Cheering Enhances Inter‐Brain Synchronization Between Sensorimotor
Areas of Player and Observer
小出 允善・嶋田 総太郎（明治大学）
（Japanese Psychological Research Vol.60, No.4）
https://doi.org/10.1111/jpr.12202
■学術大会特別優秀発表賞（2018 年度） https://psych.or.jp/prize/conf/
先天性盲児はいかにして見えない自分に気づくのか――「見て」という発
話行為の変遷をたどって――
能智 正博，園部 愛子，片山 皓絵，眞柄 翔太，沖野 昇平，風間 菜緒，
広津 侑実子
https://doi.org/10.4992/pacjpa.82.0_1PM-030
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心理社会的ストレッサーに対するコルチゾール反応は心拍知覚を促進する
前田 駿太，荻島 大凱，嶋田 洋徳
https://doi.org/10.4992/pacjpa.82.0_1EV-026
社会的場面における共感表出の変化――感情価による差を表情筋活動で検
討する――
齋藤 菜月，大平 英樹
https://doi.org/10.4992/pacjpa.82.0_2PM-051
DRM パラダイムにおける新奇顔への虚記憶の生起過程の検討――顔刺激の
形態的・評価的側面，及び記銘者の個人特性からの体系的考察――
島根 大輔，松井 大，伊東 裕司
https://doi.org/10.4992/pacjpa.82.0_2PM-075
前期高齢者における老年的超越の発達に対する介護経験の影響――SONIC
研究 70 歳コホート 6 年間の縦断データを用いた検討――
増井 幸恵，権藤 恭之，中川 威，小川 まどか，石岡 良子，蔡 羽淳，安
元 佐織，小野口 航，高山 緑，稲垣 宏樹
https://doi.org/10.4992/pacjpa.82.0_2EV-085
ネコは同居個体の名前を知っているのか？
高木 佐保，齋藤 慈子，黒島 妃香，藤田 和生
https://doi.org/10.4992/pacjpa.82.0_3AM-068
英語の Natural Speech に対する脳波反応への習熟効果
松本 敦，片山 順一，尾島 司郎，成瀬 康，井原 綾
https://doi.org/10.4992/pacjpa.82.0_3AM-055
不気味の谷現象における他人種間効果――瞳孔径計測による検討――
実吉 綾子，鈴木 玄，小山 貴士，大久保 街亜，Bruno Laeng
https://doi.org/10.4992/pacjpa.82.0_3PM-058
顔魅力評価における顔の形態情報と表面情報の相対寄与度
中村 航洋，渡邊 克巳
https://doi.org/10.4992/pacjpa.82.0_3PM-064
幸せになるために今日できること――幸福感を予測する人工知能技術――
山本 哲也，吉本 潤一郎
https://doi.org/10.4992/pacjpa.82.0_3EV-009
■心理学ミュージアム優秀作品賞

https://psychmuseum.jp/winning/

・最優秀作品賞
他人のためにお金を使う方が幸せになる―向社会的支出と幸福感―
竹部 成崇（一橋大学大学院 社会学研究科）
https://psychmuseum.jp/show_room/for_others/
・優秀作品賞
嘘つきは目をそらす？―嘘にまつわる神話―
佐藤 拓（明星大学 心理学部）
https://psychmuseum.jp/show_room/mythsaboutlies/
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■シチズン・サイコロジスト奨励賞 https://psych.or.jp/prize/citizen/list/
池田 琴世
発達凸凹の集い「だんだん」
（旧：アスペ・発達凸凹の集い「優しい時間」）

◆--------------------------------------------------------------◆
■日本心理学会第 83 回大会
・チュートリアル・ワークショップ参加申込
（※お申し込みは，JPA マイページから）
http://jpa2019.com/join.html#tutorial-workshop
・「学部生・高校生プレゼンバトル」発表者募集（8 月 31 日申込締切）
http://wakate.psych.or.jp/event.html
■Japanese Psychological Research 特集号 公募（2020 年 4 月末締切）
"Narrative Based Research and Practice in Psychology"
（心理学におけるナラティヴ実践研究）
https://psych.or.jp/publication/jpr11/
■日本心理学会「2019 年度公開シンポジウム」
https://psych.or.jp/event/
■「大学における心理学教育調査」ご協力のお願い（回答期限 9/30）
https://psych.or.jp/2019survey_psychedu
■日本心理学会「留学生ネットワーク」へのお誘い
https://psych.or.jp/about/international/inter_network/
■メール配信バックナンバー
https://psych.or.jp/jpamember/mm/

■配信先メールアドレスの変更や配信中止，学会登録情報の変更（連絡先，
所属機関，学歴等）は，JPA マイページ https://jpa.members-web.com/ か
ら登録，またはメール（ jpakaiin@psych.or.jp ）でお知らせください。
┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛
公益社団法人日本心理学会
https://psych.or.jp/contact/
┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛
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