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公益社団法人日本心理学会 会員 各位
◆------------------------------------------------------------------◆
日本心理学会第 84 回大会 開会のご案内（9 月 8 日―11 月 2 日）
◆------------------------------------------------------------------◆
明日 9 月 8 日(火)より，日本心理学会第 84 回大会を開会いたします。
日本心理学会第 84 回大会
・会 期：9 月 8 日(火)―11 月 2 日(月)
・主催校：東洋大学
・大会 HP：http://jpa2020.com/
・特設サイト（ポータルサイト）：https://www.jpa2020toyo.com/
今大会は，初のウェブ開催となります。すべてのセッションを，インターネッ
ト上でご視聴いただけます。
＜参加登録＞
一部の一般公開行事を除き，大会のセッションをご覧いただくためには参加登
録が必要です。
学会員の方は，JPA マイページの（ https://jpa.members-web.com/ ）の大会参
加・発表登録アイコンより，大会マイページにアクセスして参加登録手続きを
行ってください。
＜参加方法＞
大会特設サイト（ https://www.jpa2020toyo.com/ ）がポータルサイト（ご案
内の入り口）となります。本大会の発表・動画等の各種コンテンツを視聴する
には，まず特設サイトにアクセスしてください。
詳しくは下記【参加のしかた】をご覧ください。
https://www.jpa2020toyo.com/how-to-join

＜9 月 8 日の主な行事＞
■大会長挨拶・大島 尚（東洋大学 社会学部教授）
（10 時から ON AIR）
https://www.jpa2020toyo.com/greetings

■企業展示（電子カタログによる企業展示コーナー／9 月 8 日 10 時から）
https://www.jpa2020toyo.com/exhibition

■一般研究発表デジタルポスターの公開
https://www.jpa2020toyo.com/posters
※公募シンポ等のその他企画は，一部を除き，10 月 10 日からの公開予定です
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■招待講演（9 月 8 日 10 時から公開／一部を除く）
https://www.jpa2020toyo.com/lectures
招待講演（SL-001）＜9 月 8 日 13:00-15:00・ライブ配信＞
運転支援と自動運転におけるヒューマンファクター的課題：航空機と自動車の
比較から見えてくるもの
発表者：稲垣敏之（筑波大学）
https://www.jpa2020toyo.com/sl-001
招待講演 3（SL-003）＜一般公開＞
私は自分の外見を好きになれない：アピアランスへの不満の原因と結果＆将来
的な解決策への心理学者の役割
発表者：Nichola Rumsey（西イングランド大学）
https://www.jpa2020toyo.com/sl-003
招待講演 5（SL-005）＜一般公開＞
森田療法の 100 年―近年の広がりと他療法との接点
発表者：石山一舟（ブリティッシュコロンビア大学）
https://www.jpa2020toyo.com/sl-005
招待講演 6（SL-006）
意味を索（もと）めて：The Quest For Meaning
発表者：齋藤洋典（中部大学）
https://www.jpa2020toyo.com/sl-006
招待講演 7（SL-007）
モチベーションの脳内制御機構とその破綻
発表者：南本敬史（量子科学技術研究開発機構）
https://www.jpa2020toyo.com/sl-007

■大会準備委員会企画シンポジウム（9 月 8 日 10 時から公開／一部を除く）
https://www.jpa2020toyo.com/toyo-symposium
準備委員会企画シンポジウム 1（IS-001）＜9 月 8 日 14:00-17:00・ライブ配信
＞
LINE 株式会社シンポジウム
オンライン調査の進化と心理学研究：Web 調査を超えて
https://www.jpa2020toyo.com/is-001
準備委員会企画シンポジウム 7（IS-007）
自己―他者―社会の意思決定
https://www.jpa2020toyo.com/is-007

■リアルタイム・日時限定配信
13:00-15:00 招待講演（SL-001）
運転支援と自動運転におけるヒューマンファクター的課題：航空機と自動車の
比較から見えてくるもの
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発表者：稲垣敏之（筑波大学）
https://www.jpa2020toyo.com/sl-001
13:00-15:00 学会企画シンポ（JPAS-001）
英語論文投稿への道 2020
https://www.jpa2020toyo.com/jpas-001
※すでに申し込みが定員に達しています。
14:00-17:00 準備委員会企画シンポ（IS-001）
LINE 株式会社シンポジウム
オンライン調査の進化と心理学研究：Web 調査を超えて
https://www.jpa2020toyo.com/is-001
15:30-17:30 チュートリアル・ワークショップ（TWS-009）
複線径路等至性アプローチ（Trajectory Equifinality Approach: TEA）―基礎
編―
講演者：安田裕子（立命館大学）・サトウタツヤ（立命館大学）
https://www.jpa2020toyo.com/tws-009
13:00-24:00＜一般公開・日時限定配信＞ 公募シンポ（SS-001）
日本学術会議 心理学・教育学委員会「脳と意識」分科会・日本心理学会連携企
画
融合社会脳研究の発展へ向けて
https://www.jpa2020toyo.com/ss-001

■一般公開行事（9 月 8 日 10 時から公開／一部を除く）
・招待講演 3（SL-003）
私は自分の外見を好きになれない：アピアランスへの不満の原因と結果＆将来
的な解決策への心理学者の役割
発表者：Nichola Rumsey（西イングランド大学）
https://www.jpa2020toyo.com/sl-003
・招待講演 5（SL-005）
森田療法の 100 年―近年の広がりと他療法との接点
発表者：石山一舟（ブリティッシュコロンビア大学）
https://www.jpa2020toyo.com/sl-005
・学会企画シンポ（JPAS-007）
3 つの研究法をめぐる看護科学と心理科学の共同
日本看護科学学会・日本心理学会共同企画
https://www.jpa2020toyo.com/jpas-007
・公募シンポ（SS-001）＜9 月 8 日 13:00-24:00・日時限定配信＞
日本学術会議 心理学・教育学委員会「脳と意識」分科会・日本心理学会連携企
画
融合社会脳研究の発展へ向けて
https://www.jpa2020toyo.com/ss-001
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■TO-WAVE
https://www.jpa2020toyo.com/sub-channel
本大会の「いま」をお伝えするライブ放送番組です。
9 月 8 日―10 日，10 月 31 日，11 月 1 日―2 日に生放送いたします。
・TO-WAVE 特別企画 研究者に聴く「心理学の今と昔」（生放送）
9月8日
10:30-11:00 大島 尚（東洋大学）
11:30-12:00 家島 明彦（大阪大学）
12:30-13:00 サトウ タツヤ（立命館大学）
この他，成均館大学（ソウル）の Choi 先生からのお祝いメッセージ，
サイコロジストのための音楽番組「Music psychoo!（ミュージック・サイコ―）」
もあります。お楽しみください。

◆------------------------------------------------------------------◆
■新型コロナウイルス（COVID-19）に関する特設ページ
https://psych.or.jp/special/covid19/
■日本心理学会第 84 回大会（ウェブ開催）
（HP）http://jpa2020.com/
（特設サイト）https://www.jpa2020toyo.com/
（Facebook）http://bit.ly/2vGoGae
（Twitter）https://twitter.com/84_JPA2020
（学会賞特設ページ）https://psych.or.jp/prize/prize_2020sp/
■心理学研究 特集号 公募（締切 2021 年 2 月末予定）
「新型コロナウイルス感染症と心理学」
https://psych.or.jp/publication/sp_JJP/
■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/
■「日本心理学会ジェンダーTips ML（jpa-gender_net）」へのお誘い
https://psych.or.jp/jpamember/jpa-gender_net
■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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