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◆------------------------------------------------------------------◆ 
日本心理学会ホームページ・SNS掲載情報 
◆------------------------------------------------------------------◆ 
 
●心理学研究 
早期公開論文 
https://www.jstage.jst.go.jp/browse/jjpsy/advpub/0/_contents/-char/ja 
 
最新号 
https://www.jstage.jst.go.jp/browse/jjpsy/93/5/_contents/-char/ja 
 
●Japanese Psychological Research 
早期公開論文 
https://onlinelibrary.wiley.com/toc/14685884/0/0 
 
最新号 
https://onlinelibrary.wiley.com/toc/14685884/2023/65/1 
 
●心理学ワールド最新号 
https://psych.or.jp/publication/world/ 
 
●共催・後援・協賛行事 
https://psych.or.jp/event/support/ 
 
2023/1/6-3/31 
（一社）公認心理師の会 2022年度オンライン研修会「被害者支援研修：研修Ⅱ 
被害者⽀援におけるアセスメント」 
 
2023/1/22 
（一社）公認心理師の会 2022年度オンライン研修会「被害者支援研修：研修Ⅰ 
被害者⽀援に関する基本的知識と連携」 
 
2023/2/18 
（一社）公認心理師の会 2022年度オンライン研修会「被害者支援研修：研修Ⅲ 
DV被害者⽀援への⼼理学的介⼊（被害特有の問題への対応）」 
 
2023/3/19 
（一社）公認心理師の会 2022年度オンライン研修会「被害者支援研修：研修Ⅳ 
被害者⽀援への⼼理学的介⼊（精神症状に対する対応）」 
https://cpp-network.com/Poster_Victim_support_2022.pdf 
 
●関連団体の行事・情報 
https://psych.or.jp/event/others/ 
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2023/1/19-20 
（独行）国立青少年教育振興機構「第 39回全国青少年相談研究集会」 
https://www.niye.go.jp/files/items/1393/File/%E7%AC%AC39%E5%9B%9E%E5%8
5%A8%E5%9B%BD%E9%9D%92%E5%B0%91%E5%B9%B4%E7%9B%B8%E8%AB%87%E7%A0%94%E7
%A9%B6%E9%9B%86%E4%BC%9A%E9%96%8B%E5%82%AC%E8%A6%81%E9%A0%85%20.pdf 
 
2023/1/21 
新学術領域・顔身体学 公開シンポジウム「トランスカルチャー状況下における
顔身体学の構築」 
https://forms.gle/RwMdSdRdYrUtHrHu8 
 
2023/1/25 
京都大学高等研究院 ヒト生物学高等研究拠点「Rapid Research Autopsy: 
Genesis, Operation, and Collaborations of Programs at 3 United States 
Universities」 
https://ashbi.kyoto-u.ac.jp/ja/events/ashbi-seminar_230125/ 
 
2023/1/28 
鈴鹿医療科学大学 公開特別講座「犯罪と逸脱の心理学――台湾の現状と展望―
―」 
https://www.suzuka-u.ac.jp/wp-
content/uploads/2023/01/20230128_shinri.pdf 
 
2023/2/11 
東京大学大学院教育学研究科附属 学校教育高度化・効果検証センター 主催シ
ンポジウム「高等教育へとつなぐ主体的・探究的な学びの拡がりとは――東大附
属中等教育学校における多様な実践と学びの深さ――」 
https://www.schoolexcellence.p.u-tokyo.ac.jp/event/3004/ 
 
2023/2/12 
【Web 開催】（公社）日本心理学会 音楽心理学研究会 第 5 回研究集会シンポジ
ウム「演奏心理学の現在」 
http://sikoma.com/sgpm/ 
 
2023/2/17 
【Web 開催】JEWEL プロジェクトセミナーシリーズ 第 9 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/event/ 
 
2023/2/18 
【Web開催】（公社）日本心理学会 批判心理学研究会「第 23回 批判心理学セッ
ション」 
https://forms.gle/3sEzq9KtKhGmzquV9 
 
2023/3/2―3 
（一社）電子情報通信学会 2023年 3月 HCS研究会 
https://ken.ieice.org/ken/program/index.php?tgid=IEICE-HCS 
 
2023/3/5―7 
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「注意と認知」第 20回研究会 
http://www.l.u-tokyo.ac.jp/AandC/ 
 
2023/3/18-19 
第 24回 認知神経心理学研究会 
http://cnps.umin.jp/menu/menu08.htm 
 
●国際関連情報 
https://psych.or.jp/relationship/relatednotice/ 
 
IUPsyS Bulletin Volume 14 Number 04 
https://psych.or.jp/wp-content/uploads/2022/11/IUPsyS-Bulletin-Volume-
14-Number-04.pdf 
 
IUPsyS Bulletin Volume 14 Number 05 
https://psych.or.jp/wp-content/uploads/2022/12/IUPsyS-Bulletin-Volume-
14-Number-05.pdf 
 
1st Winter Congress of the International Psychology Students Initiative 
|Jan. 30th - Feb. 3rd 2023 in Zurich, Switzerland 
https://psych.or.jp/wp-content/uploads/2022/12/Offer-Online.pdf 
 
●人事公募情報 
https://psych.or.jp/person/ 
 
明治学院大学 学生相談センター 主任カウンセラー募集 
https://www.meijigakuin.ac.jp/personnel/staff_member_log/2023-01-
13.html 
 
立教大学 現代心理学部 心理学科 専任教員（知覚心理学）公募 
https://jrecin.jst.go.jp/seek/SeekJorDetail?fn=3&id=D122121220&ln_jor=0 
 
西南学院大学 人間科学部 心理学科 嘱託実験助手 
https://www.seinan-
gu.ac.jp/assets/users/12/files/2023keiyaku/23staff_phy_term_recruit.pdf 
 
岐阜大学 教育学部 准教授または助教（発達臨床心理学）公募 
https://jrecin.jst.go.jp/seek/SeekJorDetail?fn=3&id=D122111272&ln_jor=0 
 
●研究公募情報 
https://psych.or.jp/offer/ 
 
日本基礎心理学会 基礎心理学研究 特集号「身体・運動・行為の基礎心理学」論
文募集（締切延長：2023年 1月末日） 
https://psychonomic.jp/journal/special.html 
 
大阪商業大学 JGSS研究センター「JGSS公募論文 2022」公募 
https://jgss.daishodai.ac.jp/questions/que_papercomp.html 
 
日本顔学会 「日本顔学会誌第 23巻 2号論文募集」 
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https://psych.or.jp/wp-content/uploads/2022/12/20221219.pdf 
 
（公財）日本生命財団「2023年度 児童・少年の健全育成助成（実践的研究助成）」 
http://www.nihonseimei-zaidan.or.jp/jidou2/02.html 
 
（一社）安心ネットづくり促進協議会「2022 年度 研究支援（研究期間 2023 年
度）」募集 
https://www.good-net.jp/investigation/reseach-support/ 
 
科学技術振興機構（JST）・フランス国立研究機構（ANR） 2023年度 戦略的創造
研究推進事業 CREST「基礎理論とシステム基盤技術の融合による Society 5.0の
ための基盤ソフトウェアの創出」共同研究提案 
https://www.jst.go.jp/kisoken/boshuu/teian/top/info/info_221121.html 
 
科学技術振興機構（JST）・フランス国立研究機構（ANR） 2023年度 戦略的創造
研究推進事業 CREST「未踏探索空間における革新的物質の開発」共同研究提案 
https://www.jst.go.jp/kisoken/boshuu/teian/top/info/info_221121.html 
 
科学技術振興機構（JST）・フランス国立研究機構（ANR） 2023年度 戦略的創造
研究推進事業 CREST「生体マルチセンシングシステムの究明と活用技術の創出」
共同研究提案 
https://www.jst.go.jp/kisoken/boshuu/teian/top/info/info_221121.html 
 
●関連団体の情報 
https://psych.or.jp/relation/link_japan/ 
 
2022/12/19 
日本発達心理学会 学生会員初年度年会費改定のお知らせ 
https://jsdp.jp/contents/membership_fee_first2022.pdf 

 

◆--------------------------------------------------------------◆ 

■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/ 

 

■認定心理士の会 イベント 

https://psych.or.jp/authorization/ninteinokaievent/ 

 

■アピアランス＜問題＞への心理社会的支援のための研修会（2/18） 

https://psych-ws20230218.peatix.com 

 

■メール配信バックナンバー 

https://psych.or.jp/authorization/mailservice/ 

 

■認定心理士の会 ニューズレター 

https://psych.or.jp/authorization/ninteinokai02/ 

 

■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 

https://psych.or.jp/wp-content/uploads/2022/12/20221219.pdf
http://www.nihonseimei-zaidan.or.jp/jidou2/02.html
https://www.good-net.jp/investigation/reseach-support/
https://www.jst.go.jp/kisoken/boshuu/teian/top/info/info_221121.html
https://www.jst.go.jp/kisoken/boshuu/teian/top/info/info_221121.html
https://psych.or.jp/relation/link_japan/
https://jsdp.jp/contents/membership_fee_first2022.pdf
https://psych.or.jp/special/covid19/
https://psych.or.jp/authorization/ninteinokaievent/
https://psych-ws20230218.peatix.com/
https://psych.or.jp/authorization/mailservice/
https://psych.or.jp/authorization/ninteinokai02/


5/5 

（連絡先，所属機関，学歴等）は，メール（ jpakaiin@psych.or.jp ）で 

お知らせください。 
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公益社団法人日本心理学会 
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