
“Japanese Psychological Research” 第 61巻の編集お
よび 2018年 11月―2019年 7月の不採択・取下げ論
文の査読に関し，編集委員以外に各専門により，次の
方々のご査読を受けました。
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　査読協力者
「心理学研究」第 90巻の編集および 2019年の不採
択・取下げ論文の査読に関し，編集委員以外に各専門
により，次の方々のご査読を受けました。
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