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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・大会通信 2020年 10月 9日号 
◆------------------------------------------------------------------◆ 
 
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/ 
 
 
涼やかな風が吹くようになり，季節の移り変わりを感じる頃となりました。 
明日，10 月 10 日(土)午前 10 時から，いよいよオンデマンドでの企画がスター
トします。 
本号では，明日からご覧いただける企画をご案内いたします。 
 
 
■10月 10日からご覧いただけるオンデマンド企画 
 
日本心理学会企画シンポジウム 
https://www.jpa2020toyo.com/jpa-symposium 
・公認心理師の養成 現場実習を中心に 
・はじめよう！国際共同研究 
・アジアにおける心理学の現状 
・「留学生ネットワーク」のメンバーたちが語る日本での研究生活とその発展 
・学部生・高校生プレゼンバトル 
 
大会準備委員会企画シンポジウム 
https://www.jpa2020toyo.com/toyo-symposium 
・地域での犯罪予防：実務家・一般市民と大学の教育研究をつないで 
・医療等の現場におけるアピランス（外見）問題に心理学は何ができるか―公
認心理師/臨床心理士がアピアランスケアにおいて期待されていること― 
・自閉症スペクトラム障害と感覚異常：動物実験による神経科学・行動科学の
知見から，乳幼児，児童を対象とした行動科学・認知科学の知見までを振り返
る― 
・多文化状況における心理療法―多文化臨床の実践と教育および思想背景 
・多様な人材が働きやすい職場とはー個人と組織の双方の観点から 
・心理学研究における Web調査の利用可能性 
 
国際賞受賞講演 
https://www.jpa2020toyo.com/award 
・特別賞：ワーキングメモリの脳内基盤 
  （苧阪 満里子  情報通信研究機構・脳情報通信融合研究センター／大阪大学
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名誉教授） 
・功労賞：研究所で研究を行うということ 
  （古賀 一男  元名古屋大学・環境医学研究所 宇宙医学実験センター） 
・功労賞：子どもへの事実調査―司法面接の導入と展開― 
  （仲 真紀子  立命館大学） 
・奨励賞：乳児期の視覚世界：カテゴリカル色知覚と前恒常性視覚を中心に 
  （楊 嘉楽  中央大学研究開発機構） 
 
チュートリアル WS 
https://www.jpa2020toyo.com/tutorial 
・Ｒによるディープラーニング入門 
・摂食障害予防プログラムの基礎理論と実践を学ぶ・体験する―認知的不協和
理論に基づく予防的介入の実際― 
・jamoviで学ぶ新しい心理統計学 
・心理学における BERT入門 
 
公募シンポジウム 
・47の演題をご覧いただけます。 
詳細は https://www.jpa2020toyo.com/symposium をご覧ください。 
 
小講演 
・13の講演をご覧いただけます。 
詳細は https://www.jpa2020toyo.com/short-lectures をご覧ください。 
 
 
■ライブ配信されるイベントの事前予約について 
10月 31日，11月 1日―2日にライブ配信されるイベントについて，事前予約を
受け付けしています。 
スケジュールの詳細は https://www.jpa2020toyo.com/live-table をご覧く
ださい。 
 
 
■TO-WAVE 
本大会の「いま」をお伝えするライブ放送番組です。現在ライブ放送はありま
せんが，本学会研究者の方へのインタビューや，音楽ビデオなどがオンデマン
ドでご覧いただけます。頭と心のリラックスに，是非お越しください。 
https://www.jpa2020toyo.com/sub-channel 
 
 
■日本心理学会第 84回大会ウェブ展示 
大会協賛企業様による出展コーナーです。表紙に「JPA2020」のメダルが掲示さ
れているカタログには，大会参加者限定の特典（割引等）があります。 
https://www.jpa2020toyo.com/exhibition 
 
出展されている企業・団体様は，以下の通りです。 
また，★は新規追加，または内容が更新されたカタログです。 
 
□トビー・テクノロジー 
アイトラッキングシステムのご紹介 
https://my.ebook5.net/jpa2020/zIA2Er/ 
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□アイブリッジ株式会社  ※特典あり 
500円からはじめられる学術調査・24時間セルフ型アンケートツール Freeasy 
出現率調査（5問以下×1,000サンプル）資料 DLで無料 
https://my.ebook5.net/jpa2020/vMyF3D/ 
 
★共同出版 
季刊 公認心理師のご案内 
https://my.ebook5.net/jpa2020/vuZlQP/ 
 
★誠信書房 
Book Guide 
https://my.ebook5.net/jpa2020/kC4DuN/ 
 
□株式会社クレアクト 
脳波センサ，生体センサ，行動分析ソフトなどのご紹介 
https://my.ebook5.net/jpa2020/AjJtaw/ 
 
□シュプリンガー・ネイチャー  ※特典あり 
心理学関連コンテンツのご紹介（参加者割引・プレゼントあり） 
https://my.ebook5.net/jpa2020/b0Wjwh/ 
 
□有斐閣  ※特典あり 
出版案内（送料無料・特別価格のご案内） 
https://my.ebook5.net/jpa2020/Ln9dXN/ 
 
□SAGE Publishing 
心理学関連製品のご案内 
https://my.ebook5.net/jpa2020/ieygY0/ 
 
□朝倉書店  ※特典あり 
学会員限定特価で書籍をご提供！ 
https://my.ebook5.net/jpa2020/AXLV94/ 
 
□遠見書房  ※特典あり 
書籍代金 15%引き＆送料無料 
https://my.ebook5.net/jpa2020/DeGkj7/ 
 
□東京大学出版会  ※特典あり 
心理学 新刊・期間書カタログ（会員様限定割引販売） 
https://my.ebook5.net/jpa2020/BzpdXr/ 
 
□フィジオテック 
ワイヤレスドライ電極脳波計等の製品紹介 
https://my.ebook5.net/jpa2020/Omdtrc/ 
 
□三京房 
心理検査カタログ 
https://my.ebook5.net/jpa2020/lYKXDM/ 
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□株式会社日本外語協会  ※特典あり 
心理学関連 DVDのご案内（参加者限定割引） 
https://my.ebook5.net/jpa2020/4WPJ4D/ 
 
□株式会社テキスト 
心理学者による，心理学者のための科学論文の英文校閲・翻訳サービス 
https://my.ebook5.net/jpa2020/kNxx46/ 
 
□株式会社デジタルメディック  ※特典あり 
ポータブル脳波＋心電計 ミューズブレインシステム（参加者限定割引） 
https://my.ebook5.net/jpa2020/dmyyMg/ 
 
□サクセス・ベル株式会社  ※閲覧に，特典コードが必要です。 
心理検査の専門店／カタログ請求（無料） 
https://my.ebook5.net/jpa2020/WvvM7Q/ 
 
□北大路書房  ※特典あり 
新刊書・好評書  特別割引販売 
https://my.ebook5.net/jpa2020/0Cuz9Z/ 
 
□風間書房  ※特典あり 
新刊・既刊書籍のご案内  大会参加者限定割引販売 
https://my.ebook5.net/jpa2020/Cjb41R/ 
 
□日本文化科学社 
心理検査のご案内 
https://my.ebook5.net/jpa2020/mlEs4L/ 
 
□博物館小委員会 
日本心理学会 心理学ミュージアムのご紹介 
https://my.ebook5.net/jpa2020/0hbCG8/ 
 
 
＜参加登録＞ 
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。 
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 
 
◆------------------------------------------------------------------◆ 
■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） 
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（HP）http://jpa2020.com/ 
（特設サイト）https://www.jpa2020toyo.com/ 
（Facebook）http://bit.ly/2vGoGae 
（Twitter）https://twitter.com/84_JPA2020 
 
■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/ 
 
■Japanese Psychological Research 特集号 公募（2021年 4月末締切予定） 
“Culture and Health” 
https://psych.or.jp/publication/jpr64sp/ 
 
■「多様性に関わるガイドライン」作成 WGメンバー募集（10月 12日締切） 
https://psych.or.jp/jpamember/diversity_wg/ 
 
■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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