
 

 

 

日本心理学会第 85 回大会 
 

 
2021 年 9 月 1 日(水)―8 日(水) ウェブ開催  主催校：明星大学 心理学部 

 

   

 
    1 号通信 2021 年 4 月 

 

   

 

ご 挨 拶 

 日本心理学会第 85 回大会は，2021 年９月１日（水）から８日（水）まで，私ども明星大学心

理学部が運営を担当させていただきます。明星大学は，東京都日野市に位置し，９学部 12 学科，

大学院６研究科 12 専攻を擁する総合大学です。本学心理学部は，2017 年に前身の人文学部心理

学科を母体として誕生しましたが，本学における心理学教育の歴史は，「心理・教育学科心理学専

修」が開設され初代主任教授として安部三郎先生が着任された 1965 年に遡ります。以来 55 年以

上にわたり，科学的かつ多面的な人間理解を目指して，基礎的・一般的領域から応用的・臨床的

領域まで幅広い領域を専門とする教育スタッフが心理学の研究教育をおこなって参りました。こ

のことは，現在では国内でも数少なくなってしまった動物実験施設を開設以来の伝統として保

有・運用し続け，実験的行動分析と応用行動分析の両方をともに学べる学部であること，心理学

部と心理学研究科とが連携して一貫性ある公認心理師養成をおこなっていることといった本学心

理学部の特色に，端的に表われていると思います。 

 さて，ご承知の通り昨年来のコロナ禍の帰趨は未だ定かではありません。当初は本学キャンパ

スでの通常開催を想定していましたが，現在本学は，対面授業の実施を目指した様々な取り組み

の途上にあり，現状では学生の安全確保の観点から教室を外部の使用に供することが叶いません。

このような状況で，通常開催とウェブ開催との準備を並行して進め感染状況を見て最終的に実施

方法を決定するといった対応は困難であり，ウェブ開催とすることに決定しました。 

ウェブ開催であっても対面での実施と遜色ない，さらにはそれを凌ぐ内容を実現できることは，

初のウェブ開催となった第 84 回大会を成功のうちに完遂された東洋大学の先生方が実証されま

した。ここに記して改めて敬意と謝意を表明申し上げます。第 85 回大会も，学術集会の本質を追

求しウェブ開催の利点を活用して，本学会会員・参加者の皆さまにとって有意義な学術的交流の

場となりますよう，大会準備委員一同，精一杯努めたく存じます。多数の皆さまのご参加をお待

ち申し上げております。 

日本心理学会第 85 回大会準備委員会 

大会長  境 敦史 

（明星大学 心理学部 教授） 
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＜1号通信＞には，以下のものが同封されています。 

1. 1 号通信（本書） 
2. ⽇本⼼理学会に新しく⼊会して，第 85 回⼤会で発表希望の⽅へ 

 

【1】大会概要  

1. 会期   ： 2021 年 9 月 1日（水）―8 日（水） 

2. 会場   ： ウェブ開催 

3. 主催校 ： 明星大学 心理学部 

4. 大会長 ： 境 敦史（明星大学 心理学部 教授） 

5. URL    ： https://confit.atlas.jp/jpa2021?lang=ja 

 

【2】行事  

一般研究発表（ポスター発表），公募シンポジウム，小講演，チュートリアル・ワークショップ， 

招待講演，国際賞講演，大会企画シンポジウム，学会企画シンポジウム 

 

【3】参加・発表申込期間 

参加申込，ならびに各発表の申込期間は，次の通りです。 

 

各発表申込 5 月 6 日(木)正午から 5月 28 日(金) 17時（締切） 

ポスター・動画データの提出 6 月23日(水)正午から 7月 20日(火) 正午 (締切) 

  

参加申込  

  第一次（各発表申込者の締切） 5 月 6 日(木)正午から 5月 28 日(金) 17時（締切） 

  第二次 7 月 26 日(月)17時（締切） 

  第三次 7 月 26 日(月)17時から大会最終日まで申込可 

  

※発表希望の新入会員  

  入会申込期限 5月  6日(木)正午（締切） 

  入会金・年度会費納入期限 5 月 13日(木)（締切） 

 

大会参加費は，第一次，第二次参加申込の場合は同額です。第三次以降は金額が変わります。詳細は，

p.3 表 1「大会諸費用」をご覧ください。 

抄録集（冊子版）つきの参加を希望される方は，第二次締切までにお申し込みください。 

また，全学会員の方，ならびに第二次締切までに参加申し込み手続きを完了した非会員の方には， 

ポケットプログラム（冊子）を郵送します（8月予定）。 

  

＜リファンドポリシー＞ 

第85回大会および関連行事への参加にあたり，納入された諸費用は返却できませんのでご了承ください。 

ただし，以下のいずれかに該当する場合に限り，お支払いいただいた費用を返金いたします。 

ａ. 小講演や公募シンポジウム，一般研究発表など，申込を行ったすべての発表が採択されず，かつ

大会参加をやめる場合 

ｂ. 臨時会員として予約参加申込し，その後，チュートリアル・ワークショップの非会員講師として

採択された場合 
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大会参加費 

 第一次および第二次 第三次 

 抄録集なし 抄録集あり 抄録集なし 

名誉会員・終身会員 無料 無料 無料 

正会員(一般)    10,000円    14,000円    13,000円 

正会員(シニア；70歳以上)     6,000円    10,000円     8,000円 

正会員(大学院生または学部卒 2 年以内)     4,000円     8,000円     6,000円 

臨時会員(一般)    14,000円    18,000円    16,000円  

臨時会員(シニア；70歳以上)     6,000円    10,000円     8,000円  

臨時会員(大学院生)     5,000円     9,000円     7,000円  

臨時会員(学部生・高校生)     1,000円     5,000円     3,000円  

 

＊ 臨時会員とは，非会員で，大会に参加する方です。 

＊「シニア；70歳以上」「大学院生」等の各区分は，大会当日時点での年齢や身分に応じて 

選択してください。 

＊ 大会発表抄録集（冊子版）は，参加申込（第二次まで）の際に有無を選択してください。 

なお CD-ROM 版の大会発表抄録集は制作しません。 

＊ 大会に参加しない方／臨時会員（学部生・高校生）の方／第三次以降に参加申込する方で， 

大会発表抄録集の購入を希望される際は，大会ホームページの案内をご覧ください。 

＊ 次に該当する方は，必ず参加申込してください。参加申込が確認できない場合，各発表が 

取消になることがあります。 

・一般研究発表の責任発表者 

・公募シンポジウムの企画代表者・企画者・話題提供者・指定討論者・司会者 

（いずれも学会員・非会員ともに） 

・小講演の推薦者・講演者 

・チュートリアル・ワークショップの企画者・講師（学会員） 

＊ チュートリアル・ワークショップ非会員講師の大会参加費は無料です。 

＊ 日本心理学会と MOU（協力協定）を締結している各国心理学会会員の参加費は，日本心理学会 

正会員と同額です。 

 

 

  

表１ 大会諸費用 
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【4】参加申込手続き 

 1．今大会での参加申込ならびに発表申込は，Web システム“Confit”で受け付けます。 

第 85 回大会 HPから Confitにアクセスし，Confit アカウントを取得し，各手続きに進んでください。 

 

 2．学会員（正会員・名誉会員・終身会員）の方は，参加申込の完了後，以下の発表を申し込みするこ

とができます。詳しくは p.5【5】「発表申込」をご参照ください。 

・一般研究発表（責任発表） 

・公募シンポジウム（企画） 

・小講演（推薦） 

・チュートリアル・ワークショップ（企画） 

 

 3. 名誉会員・終身会員の方の大会参加費は無料です。大会 HPから Confitにアクセスし，参加・発表

申込手続きを行ってください。なお抄録集をご希望の場合は，第二次の申込締切までにお申し込みく

ださい。 

 

 4. 賛助会員，ならびに第 85 回大会協賛企業の方は，2名まで大会に招待します（8月に案内予定）。 

 

 5. 非会員の方は，臨時会員として大会に参加申込することができます。 

なお，上記 2番に示した発表を希望される場合は，参加申込の前に学会への入会が必要です。所定

の期限内に入会申し込みならびに入会金・年度会費を納入し，学会員となった後に参加・発表をお申

し込みください。詳しくは，同封の「日本心理学会に新しく入会して，第 85 回大会で発表希望の方へ」

を参照ください。 

 

 6. 日本心理学会と MOU（協力協定）を締結している各国心理学会会員の方の大会参加費は，日本心理

学会会員と同額となります。また，一般研究発表のみ申し込むことができます（公募シンポジウム企

画，小講演推薦，チュートリアル・ワークショップ企画は，申し込むことができません）。 

 申込に関する条件等は，大会 HP「英語版」をご覧ください。 

 

 7. 大会参加費は，クレジットカード／コンビニエンスストア支払／銀行振込のいずれかの方法でご納

入ください。 

 

学会登録メールアドレスご確認のお願い 

  学会員の方は，参加登録の際にメールによる会員認証を行います。 

  認証に使用するメールアドレスは，JPA マイページで Email(メイン) として登録されているメール 

アドレスです。そのため，次に該当する学会員の方は会員認証することができません。参加申込を行う

前に，必ず JPA マイページのメールアドレスを登録または変更してください。 

・メールアドレスを登録していない方 

・入力ミスやアドレスの変更等により，現在受信できないメールアドレスを登録している方 

・別の会員と同じメールアドレスを登録している方 

 

※JPA マイページの登録変更後，Confitにアドレス変更を反映させるまでに，1週間程度の日数がかかり

ます。 
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【5】発表申込  

学会員の方は，＜1＞一般研究発表（責任発表），＜2＞公募シンポジウム（企画），＜3＞小講演（推薦），

＜4＞チュートリアル・ワークショップ（企画）の申し込みをすることができます。件数の制限はあり

ません。 

 

＜1＞一般研究発表(ポスター発表) 

 1. 概要 

ポスター発表で行います。 

発表の部門は以下の通りです。 

 

1 原理・方法，2 人格，3 社会・文化，4 臨床・障害，5 犯罪・非行，6 数理・統計，7 生理， 

8 感覚・知覚，9 認知，10 学習，11 記憶，12 言語・思考，13 情動・動機づけ，14 行動， 

15 発達，16 教育，17 産業・交通，18 スポーツ・健康，19 ジェンダー，20 環境 

 

発表は，デジタルポスター（PDFファイル）を大会 HPに掲示することによって行います。 

各発表のコメント欄を利用して，発表者と質問者とで個別に討論します。 

在席責任時間はありません。ただし大会期間中は，可能な限り質問に対応してください。 

またデジタルポスターに加えて，希望者は発表動画（mp4ファイル）を掲載することができます。 

 

 2. 要件 

「大会発表抄録集への抄録掲載」と「デジタルポスターの掲載」の 2条件を満たすことで公式発表と

認められます。 

 

 3. 資格 

責任発表者と連名発表者は，それぞれ以下の条件を満たしていることが必要です。なお，責任発表者

の方は，連名発表者が発表資格を満たしていること，連名発表者となることを承諾していることについ

ても必ず確認してください。 

 

(1) 責任発表者 

a. 発表申込時および大会当日，日本心理学会会員であること。 

b.「日本心理学会 2021 年度会費」を納入していること。 

※年度会費未納の場合，発表が取消となります。 

c. 大会参加を申し込み，大会参加費を納入していること。 

d. 発表申込手続を所定の申込期間内に完了していること。 

e. 発表申込手続の際，大会発表抄録集原稿の著作権を公益社団法人日本心理学会に譲渡することに

ついて，発表者全員分の意思を確認の上，責任を持って同意すること。 

 

(2) 連名発表者 

a. 当該発表について，責任発表者と共同で研究した者であること。  

＜発表内容について＞ 

一般研究発表，公募シンポジウム，小講演，チュートリアル・ワークショップで行う発表・報告にお

いて，個人または所属機関等の宣伝や，侮蔑的な表現を用いることは慎んでください。 

また，研究内容や発表方法に関して，倫理的問題がないことが前提となります。指針としては「公益

社団法人日本心理学会倫理規程」をご参照ください。 
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b. 原則として大会に参加し，当該の研究発表および討論に参加すること。 

※連名発表者が不参加の場合でも，発表取消とはなりません。 

c. 学会員の連名発表者については，前記(1)の a，bの項目を満たすこと。  

 

 4. 申込 

責任発表者の方は，以下の情報をご登録ください。 

・責任発表者（自身）の情報（氏名，所属，会員番号） 

・連名発表者の情報（氏名，所属，学会員・非会員の別等） 

・発表部門 

・題目（日本語 100字以内）・副題（日本語 100字以内） 

・英語題目（200字以内） 

・キーワード（日本語・英語；各 3つまで） 

・抄録（500字以内） 

・倫理審査の有無確認 

・COI(利益相反)の有無確認 

・学術大会優秀発表賞へのエントリーについて 

・他の発表者との連続発表について 

・連絡用メールアドレス 

 

 5．デジタルポスター・動画の提出 

発表のデジタルポスターは，PDFファイルでご準備ください。 

ポスターは大判サイズではなく，複数枚スライド（12～25枚程度）で作成してください。スライドの

1枚目には発表タイトルおよび発表者名・所属を入れて，発表内容は 2枚目から始めてください。 

またデジタルポスターに加えて，希望者は発表動画（mp4ファイル，20分以内）を掲載することがで

きます。 

詳細は大会 HPをご覧ください。 

 

 6. 学術大会優秀発表賞 

学術大会優秀発表賞は，発表申込時にエントリーした方のみを対象に選考を行います。賞の詳細につ

いては日本心理学会 HPをご覧ください。 

 

＜2＞公募シンポジウム 

 1. 概要 

学会員の方に自主的にテーマ設定，企画，運営を行っていただくものです。 

シンポジウムはオンデマンド形式です。大会ホームページに動画（mp4ファイル）を掲載します。 

また，他学会や関係団体との連携企画シンポジウムを公募します。連携企画として採択された場合，

プログラムにおいて「○○学会・日本心理学会連携企画シンポジウム」として掲載されます。 

 

 2. 資格 

企画代表者・企画者・話題提供者・指定討論者・司会者の全員（非会員を含む）が大会参加を申し込

み，大会参加費を納入していることが必要です。また，企画代表者は学会員に限ります。 

 

3. 申込 

企画代表者の方は，以下の情報をご登録ください。 

・題目（日本語 100字以内）・副題（日本語 100字以内） 

・英語題目（200字以内） 

・企画趣旨（500字以内） 
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・企画代表者（自身），企画者（企画代表者以外にもいる場合；2名以内），話題提供者（5名以内），

指定討論者（2名以内），司会者（2名以内）の情報（氏名，所属，学会員・非会員の別等） 

・他学会連携企画の有無 

 

注：他学会等連携企画を申し込む際には，必ず企画代表者の方ご自身で，当該学会の承諾を得てくだ

さい。また，当該学会との調整が必要となった場合の折衝も，企画代表者の方が務めてください。 

 

 4. 選考 

登録内容をもとに，準備委員会で選考します。選考結果は，企画代表者の方に E-mailでお知らせしま

す。申込多数の場合等，選考により採択されないことがありますので，あらかじめご了承ください。 

 

 5．発表動画の提出 

発表動画は，mp4ファイルでご準備ください。動画は 1本で，2時間程度で構成してください。話題提

供や指定討論ごとに動画を分割することはできません。 

また，ライブ配信によるシンポジウムはできません。 

詳細は大会 HPをご覧ください。 

 

＜3＞小講演 

 1. 概要 

講演者（学会員)をご推薦ください。 

講演はオンデマンド形式です。大会ホームページに動画（mp4ファイル）を掲載します。 

 

 2. 資格 

推薦者・講演者の全員が大会参加を申し込み，大会参加費を納入していることが必要です。 

非会員の方は，推薦者・講演者となることができません。 

 

 3. 申込 

推薦者の方は，以下の情報をご登録ください。 

・題目（日本語 100字以内）・副題（日本語 100字以内） 

・英語題目（200字以内） 

・要旨（500字以内） 

・講演者の情報（氏名，所属，学会員・非会員の別等） 

 

なお推薦者の方は，司会をご担当ください。 

 

 4. 選考 

登録内容をもとに，準備委員会で選考します。選考結果は，推薦者に E-mailでお知らせします。申

込多数の場合等，選考により採択されないことがありますので，あらかじめご了承ください。 

 

 5．発表動画の提出 

発表動画は，mp4ファイルでご準備ください。動画は 1本で，1時間程度で構成してください。 

また，ライブ配信による講演はできません。 

詳細は大会 HPをご覧ください。 

 

＜4＞チュートリアル・ワークショップ 

 1. 概要 
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心理学の研究や現場での実践に必要なスキルやノウハウを，熟達した講師の方々から受講者に直接

ご指導いただく場，あるいは，それらに関心のある方たちの間で共有，議論する場として，チュート

リアル・ワークショップを設けます。 

講演はオンデマンド形式またはライブ配信形式で実施します。 

オンデマンド形式の場合は，大会 HPに動画（mp4ファイル）を掲載します。 

ライブ配信形式の場合は，Zoomを利用します。 

 

 2. 資格 

企画者・講演者の全員が大会参加を申し込み，大会参加費を納入していることが必要です。 

ただし，チュートリアル・ワークショップの講師として採択された非会員の方は，大会参加費が無料

となります。採択時点で参加費支払済の場合は，リファンドポリシーに基づき返金いたします。 

 

 3. 申込 

企画者の方は，以下の情報をご登録ください。 

・題目（日本語 100字以内）・副題（日本語 100字以内） 

・英語題目（200字以内） 

・要旨（500字以内） 

・講演者の情報(氏名，所属，会員・非会員の別等) 

・開催形態（オンデマンド／ライブ配信） 

 

 4. 選考 

登録内容をもとに，準備委員会で選考します。選考結果は，企画者の方に E-mailでお知らせします。 

ライブ配信は，申込多数の場合，一部の企画に対してオンデマンド形式への変更をお願いすること

があります。あらかじめご了承ください。 

 

 5．発表動画の提出（オンデマンド形式） 

発表動画は，mp4ファイルでご準備ください。動画は 1本で，2時間程度で構成してください。講演者

ごとに動画を分割することはできません。 

詳細は大会 HPをご覧ください。 

 

 6．ライブ配信 

ライブ配信は Zoom（ミーティングまたはウェビナー）で実施します。 

発表日時は，各企画者に個別に希望をお尋ねします。ただし同一時間帯に複数のライブ配信が行われ

ることのないよう，準備委員会で日程を調整します。 

なおライブ配信の URLは，Confitに掲載いたします。受講者の事前申し込み受け付けは行いません。 

＜発表の著作権＞ 

l 大会発表抄録集の一般公開を予定しています。そのため要旨・抄録に関しては，登録の際に公益社団

法人日本心理学会への「著作権譲渡」に同意ください。要旨・抄録の登録をもって著作権譲渡に同意

したものとみなします。 

l  デジタルポスター・動画等の各コンテンツの著作権は発表者にあります。 

学会への著作権委譲は受けませんが，大会サイトへの掲載をご許可ください 

l 各コンテンツにおける著作権・商標権の問題については，発表者が責任を担います。ご留意

の上，発表資料をご作成ください。 

以下に該当するものは掲載不可といたします。 

・国内外の著名音楽家・スポーツ選手・芸能人等の顔等の無断掲載（写真・映像・音楽等） 
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【6】招待講演・国際賞講演・大会企画シンポジウム・学会企画シンポジウム 

現在，準備を進めております。詳しくは，大会 HP，およびプログラムでお知らせします。 

 

【7】会期中に関する事項 

1. 各発表の抄録，デジタルポスター，動画等のデータは，すべて Confitで閲覧・視聴します。視聴に

は，参加申込の際に登録する Confitのアカウントが必要です。 

2. 質疑応答は，各発表のコメント欄をご利用ください。 

3．学会企画シンポジウム，チュートリアル・ワークショップ等の企画の一部は，ライブ配信で実施しま

す。大会 HPに Zoomの URLを掲載いたします。各企画の開催日時になりましたら，直接 URLにアクセ

スしてください。参加には，Zoomの設定により人数の制限があります。 

 

【8】今後の通信予定について 

1. 学会員の方全員（不参加者も含む）と，第二次締切までに参加申込した非会員の方には，ポケットプ

ログラムを送ります（8月予定）。 

2．抄録集（冊子）つきの参加を申し込んだ方には，抄録集を送ります（8月後半予定）。 

3. 名誉会員の方には，招待状をお送りします（8月予定）。 

4. 賛助会員の方には，招待状をお送りします（8月予定）。招待する人数は，賛助会費１口につき，2

枚です。 

5．協賛企業の方には，招待状をお送りします（8月予定）。招待する人数は，1社 2枚です。 

6．大会参加費の領収書は郵送いたしません。Confitよりご自身で発行してください。 

 

 

  

・個人の顔が認識可能な写真等の無断掲載 

・法人・個人のホームページ等からコピーした写真等の無断掲載 

・国内外のマンガ，アニメ，芸術作品の無断掲載  
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【9】第 85 回大会に関するお問い合わせ先 

1. 大会全般に関するお問い合わせ 

第 85 回大会お問い合わせデスク 

E-mail：jpa2021@soubun.org  

 

 

2. 大会発表抄録集の購入に関するお問い合わせ 

大会に参加される方（第二次まで）で，参加申込時に「抄録集あり」の大会参加費を選択いただ

いた方には，大会前に大会発表抄録集をお送りします。 

大会に参加しない方／臨時会員（学部生・高校生）の方／第三次以降に参加申込する方で，抄録

集の購入を希望される際は，大会ホームページの案内をご覧ください。 

※CD-ROM版の大会発表抄録集は制作しません。冊子版のみの販売となります。 

 

3. 学会入会，住所・メールアドレス変更，年度会費等に関するお問い合わせ 

公益社団法人日本心理学会 事務局 

〒113-0033 東京都文京区本郷 5-23-13 田村ビル内 

TEL：03-3814-3953  FAX：03-3814-3954 

E-mail：jpakaiin@psych.or.jp（会員管理：入会・会員情報変更・会費等に関する連絡先） 

        jpa@psych.or.jp（学会代表） 

URL：https://psych.or.jp/ (学会 HP) 

     https://jpa.members-web.com/ （JPA マイページ；学会登録情報の修正・年度会費支払い） 

 

 

＜JPA マイページにログインするための「会員番号」「パスワード」が不明な方＞ 

以下の要領でお問い合わせください。なお，E-mailでの問い合わせ対応には数日のお時間をいただくこ

とがあります。何卒ご了承ください。 

 

○会員番号 

→E-mailにて，氏名・生年月日・学会に登録しているメールアドレスを明記して，お問い合わせください。 

 

○パスワード 

→JPA マイページの「パスワード再発行 ご本人確認」ページより，再発行いただけます。 

再発行できない場合は，再発行ページの問い合わせフォーム，または E-mailにて， 

会員番号・氏名を明記してお問い合わせください。 

・パスワード再発行 ご本人確認ページ： https://jpa.members-web.com/members/reissue_check 

・E-mail： jpakaiin@psych.or.jp 

 

※JPA マイページにログイン後，メニューが表示されていない場合は，以下をご参照の上， 

「登録内容の確認」および「秘密の質問の設定」を行ってください。 

https://psych.or.jp/wp-content/uploads/2018/02/mypage_faq.pdf 

 

mailto:jpa2021@soubun.org

