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公益社団法人日本心理学会 会員 各位
◆------------------------------------------------------------------◆
日本心理学会ホームページ・SNS 掲載情報
◆------------------------------------------------------------------◆
●心理学研究 新着早期公開論文
https://www.jstage.jst.go.jp/browse/jjpsy/advpub/0/_contents/-char/ja
●Japanese Psychological Research 新着早期公開論文
https://onlinelibrary.wiley.com/toc/14685884/0/0
●共催・後援・協賛行事
https://psych.or.jp/event/support/
日本子ども虐待防止学会 第 27 回学術集会 かながわ大会（オンデマンド配信 2
月 23 日（水）23:59 まで）
https://www.jaspcan27.jp/
●関連団体の行事・情報
https://psych.or.jp/event/others/
2022/1/26―
東北大学で学ぶ高度教養シリーズ「化粧で学ぶ心理学」
https://mooc.tohoku.ac.jp/mooc/a_vol5/
2022/2/27
（一社）公認心理師の会 2021 年度 WEB 研修会「WS8 医療で働く公認心理師のエ
ッセンシャルスキルズー医療現場における基本的振る舞いと作法―」
https://cpp-network.com/workshop/
2022/2/27
早稲田大学高等研究所「自閉スペクトラム症国際シンポジウム」
https://www.osu-lab.com/sympoasd
2022/2/27
荒川出版企画「新しい心理学とウィトゲンシュタイン」
https://new-psychology-and-wittgenstein.peatix.com/
2022/2/28
【Web 開催】エム・アール・アイ リサーチアソシエイツ（株）
「2020 年度・2021
年度 地層処分に係る社会的側面に関する研究」成果報告会
https://www.mri-ra.co.jp/event/2022/01/post-8.html
2022/3/1
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【Web 開催】新学術領域研究 先端バイオイメージング支援プラットフォー ム
（ABiS） シンポジウム「イメージングデータ解析が拓く生命科学の新時代」
https://www.nibb.ac.jp/abis/abis-symposium2021
2022/3/12
（一社）公認心理師の会 2021 年度 WEB 研修会「WS9 学校教員の充実した教員活
動を支えるメンタルヘルス支援―先生が楽しく仕事ができると子どもも学校が
好きになる―」
https://cpp-network.com/workshop/
2022/3/12
日本学術会議 公開シンポジウム「世界の高大接続の現状と課題」
https://www.scj.go.jp/ja/event/2022/320-s-0312.html
2022/3/12
【 Web 開 催 】 東 京 若 手 心 理 学 者 の 会 「 第 12 回 Society for Tokyo Young
Psychologists」
https://styp.wordpress.com/%e7%ac%ac12%e5%9b%9e-styp-%e3%83%97%e3%83%a
d%e3%82%b0%e3%83%a9%e3%83%a0/
2022/3/13―15
「注意と認知」第 20 回研究会
https://psych.or.jp/wp-content/uploads/2021/12/20220313-15.pdf
2022/3/14
JEWEL プロジェクトセミナーシリーズ 第 5 回「アジアと欧米――コミュニケー
ションの文化差から言語の獲得過程を解明する――」
https://lang-dev-lab.brain.riken.jp/jewel/
2022/3/17
（公社）日本心理学会 ジェンダー研究会 読書研究会 (３) 「書籍：ひれふせ，
女たち ミソジニーの論理（ケイト・マン（著）小川 芳範（訳）2019 年）」
https://womengenderpsy.jimdofree.com/
2022/3/26―27
【Web 開催】日本行動計量学会「第 24 回 春の合宿セミナー」
https://spring24.peatix.com/
2022/5/5
日本学術会議 公開シンポジウム「中等教育からはじめよう！ジェンダー平等―
―誰一人取り残さない，誰もが暮らしやすい社会の実現をめざして――」
http://www.jera.jp/20220215-4/
●国際関連情報
https://psych.or.jp/relationship/relatednotice/
IUPsyS Bulletin Volume13 Number03
https://psych.or.jp/wp-content/uploads/2022/01/IUPsyS-Bulletin-Volume13-Number-03.pdf
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International Union of Psychological Science (IUPsyS) Digital
Communications Officer
https://psych.or.jp/wp-content/uploads/2022/01/IUPsyS-Digital-Communic
ations-Officer.pdf
●人事公募情報
https://psych.or.jp/person/
明治学院大学 心理臨床センターカウンセラー（非常勤職）
https://www.meijigakuin.ac.jp/personnel/faculty_member_log/2022-0203.html
情報通信研究機構 未来 ICT 研究所脳情報通信融合研究センター（認知的運動制
御） 研究員 募集
https://www2.nict.go.jp/employment/tempstaffinfo/exr/R4/2022R-48.pdf
●研究公募情報
https://psych.or.jp/offer/
（一社）日本経験サンプリング法協会（JESMA）「2022 年度 若手研究者支援金」
募集
https://www.jesma.jp/grant
関西大学ソシオネットワーク戦略研究機構 競争的研究資金「2022 年度公募研究」
https://www.kansai-u.ac.jp/riss/shareduse/offered_projects/
日本行動計量学会 機関誌「行動計量学」論文募集
https://bms.gr.jp/
●関連団体の情報
科学研究費神経科学分野についてのアンケート報告（日本脳科学関連学会連合）
http://www.brainscience-union.jp/wp/wp-content/uploads/2022/01/18ea707
e503a57ecdbc4b95bf60fe310.pdf
脳科連バイマンスリーメールマガジン 2022 年 1 月号（No.10）
https://psych.or.jp/wp-content/uploads/2022/01/brainscience-union20220
1-10.pdf
日本学術会議の活動と運営に関するご連絡
https://psych.or.jp/wp-content/uploads/2022/01/scj20220128.pdf
文化庁「研究目的に係る著作物の利用に関するニーズアンケート」ご協力のお
願い（回答期限 2022 年 2 月末）
https://enq.internet-research.jp/open/xhHbwbDrYVuOPzbloGnuwA/?scid=su_3
◆------------------------------------------------------------------◆
■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/
■Japanese Psychological Research 特集号 投稿論文募集中
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"Psychological Science of Interoception"
https://psych.or.jp/publication/jpr65sp/
■アピアランス＜問題＞への心理社会的支援のための研修会
（2022/2/27 開催，定員 30 名，2/20 申込締切）
https://psych.or.jp/event/ws20220227/
■2021 年度メンタリングイベント：一緒に語ろう「ワークライフバランス」
（2022/3/11 開催／2/25/17:00 申込締切）
https://psych.or.jp/jpamember/20220311
■公開シンポ「誰一人取り残さない」社会の実現のために：心理学者が考える
「持続可能な開発目標（SDGs）」第 2 回「多様性と包摂性について考える」
（2022/3/27 開催，3/24 申込締切）
https://psych.or.jp/event/sympo2021_sdgs_2/
■公開シンポ「自閉スペクトラムの科学的支援にむけて(2)」
（2022/5/31 まで公開）
https://psych.or.jp/event/sympo2021_asd/
■心理学における多様性尊重のガイドライン（案）パブリックコメント募集
（2022/2/28 締切）
https://psych.or.jp/wp-content/uploads/2021/11/guideline.pdf
■異分野間恊働懇話会 2022 のご案内（2022/3/13 開催，3/4 申込締切）
https://sites.google.com/view/jpaecp-konwa2022/
■認定心理士の会公開シンポジウム
https://psych.or.jp/authorization/ninteinokaievent/
■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。
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