
日本イメージ心理学会(JIA)第１７回大会のご案内 
 

ご挨拶 
 日本イメージ心理学会第１７回大会を岩手大学でお引き受けさせて頂くことになりました。盛岡（岩手大学）

では、第 9 回大会に引き続き 2 度目の開催となります。今回の大会は岩手大学キャンパス内の会場で開催

いたします。学内にはイメージ世界の住人であった宮澤賢治ゆかりのスポットも点在します。東京から新幹

線で２時間と少し，仙台からは４０分とかからず，北海道新幹線の開通で北海道方面からの陸地移動での

アクセスもかなりよくなりました。多数の会員皆様のご参加をお待ちしております。 

 招待講演は，心理学における脳イメージング研究の最先端で研究を進めている北海道大学小川健二先

生にお願いしました。最新の脳イメージング研究ではいったいどんな研究が可能になっているのか，お話

いただきます。教育講演では，岩手県立大学のプリマ・オキ・ディッキ先生に，ヒューマン・インターフェー

ス・デバイスの最新の技術研究について，デモを交えてお話いただく予定です。視線計測や表情検出な

ど，心理学の研究分野で直ぐにでも利用可能と思われるデバイス技術の進展に驚かれることと思います。 

 シンポジウムでは，心理学の基礎的な研究分野と応用的な研究分野を結びつける新しいイメージ研究の

方向について議論を深めたいと考えております。現在，心理学の様々な研究分野で，このような基礎と応

用の連携の試みが進められています。さらにいま，脳科学やスポーツ科学，アートやテクノロジーの分野の

研究者達が強い関心をもってイメージの研究に取り組み始めており，イメージ研究の分野は新しいフェー

ズに入った感があります。本大会が会員の皆様の研究にとって生産的な場になることを願っております。 

 

日本イメージ心理学会第 1７回大会準備委員会事務局 

大会準備委員長 松岡和生 

 

【１】会期・会場 
会期：2016年 11月 26日（土）・27日（日） 
会場：岩手大学 復興祈念銀河ホール（上田キャンパス理工学部内） 
	 	 	 	 〒020-8551	 盛岡市上田四丁目 3番 5号	 
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＜交通案内＞（盛岡駅から） 

○バス利用 （盛岡駅前バスターミナル11 番のりば） 

「盛岡駅→岩手大学」	 

・岩手県交通バス：駅上田線 乗車「松園バスターミナル行き」 〜下車「岩手大学前」 

・岩手県交通バス：駅桜台団地線 乗車 「桜台団地行き」 〜下車「岩手大学前」 

	 「岩手大学→盛岡駅」	 ※お帰りの際は、行きとは別のルートとなります。	 

 バス停は岩手大学正門前から約徒歩３分の所にある「上田二丁目」となります。 岩手県交通バス：

駅上田線 乗車 「盛岡駅行き」 〜下車「盛岡駅」 

○タクシー利用 盛岡駅から約 2km 約 10 分         ○徒歩 盛岡駅から約 25 分 
     ※詳細に関しましては，岩手大学 HP「キャンパス案内・アクセス」をご参照下さい。 

                             ⇒ http://www.iwate-u.ac.jp/campusannai/  

【２】大会日程（予定） 
第 1日目11月 26日（土）  第 2日目 11月 27日（日） 
受付 11:00－  受付  9:00－ 
運営委員会  11:30－12:45  シンポジウム  9:30－11:00 
招待講演  13:00－14:20  研究発表Ⅲ 11:10－12:10 
研究発表Ⅰ 14:30－15:30   昼 食 12:10－13:10 
研究発表Ⅱ 15:30－16:30  研究発表Ⅳ 13:10－14:30 
教育講演 16:40－18:00    
総会 18:00－18:30    
懇親会 19:00－21:00    

 
 
【３】行 事 
１．	 研究発表 
	 発表は全て口頭発表形式で行います。１発表当たり，討論も含めて 20分を予定してい
ます。プログラム情報や発表時間の詳細は,	 大会 Webページ上 (10月下旬掲載予定) お
よび, 大会プログラム・発表論文集 (11月中旬に郵送予定) にてお知らせいたします。発
表プレゼン用にWindows PCを用意しておく他，ご持参されたPCも接続いただけます。 
 
２．	 講 演 
招待講演	 	 

「心理学研究のツールとしての脳イメージングの 前線」	 

講演者	 小川健二氏（北海道大学大学院文学研究科）	 

教育講演	 	 

「心理学研究に利用可能なヒューマン・インターフェース・デバイス研究の現在」	 

講演者	 プリマ	 オキ	 ディッキ氏（岩手県立大学ソフトウェア情報学部）	 

 

３．シンポジウム 

「基礎と臨床をつなぐイメージ研究」（仮題）	 

企画者	 	 	 川原正広（岩手大学）	 松岡和生（岩手大学） 
話題提供者	 松田英子（東洋大学） 
	 	 	 	 	 	 川原正広（岩手大学） 
	 	 	 	 	 	 本山宏希（茨城大学） 

	  指定討論者	 田辺肇（静岡大学）	  



	 

 
 

【４】発表資格 
(1) 研究発表者：会員 (発表申し込み期限の 2016 年 10月 14日の時点で本学会の会員),	 もし
くは非会員 (臨時会員) として，発表申し込みを行なっていることを条件とします。また、
筆頭発表者になれるのは、大会期間中 1回に限ります。 

(2)連名発表者：非学会員でも連名発表者になることができます。 
 
【５】大会参加費 
大会参加費ならびに関連費用は，以下のとおりです。大会参加費，懇親会費などは同封いた

しました「ゆうちょ銀行振込取扱票」に必要事項をご記入の上，下記口座へ一括して事前にお

振り込み下さい。予約申込み期限は 2016 年 10 月 14 日（金）までとさせていただきます。振
込み確認を以って参加申込とさせて頂きます。また、お振込の控えを以て領収書に代えさせて

頂きますので、必ず保管し、念のため大会当日ご持参下さい。別に領収書が必要な方は、準備

委員会事務局までご連絡下さい。 
 
＜お振込先＞	 	 郵便局からお振込みください。 
口座の種類：一般振替口座（ゆうちょ銀行）	 

	 口座番号：02290-9-121393	 

	 口座名称：日本イメージ心理学会第１７回大会	 

 
＜大会参加費＞ 
	 正会員	 	 	 	 	 	 	 	 予約参加	 6,000円	 当日参加	 7,000円 
	 学生会員  	 	 	 	 	 	 予約参加	 3,000円	 当日参加	 4,000円 
	 非会員（臨時会員）	 	 予約参加	 6,000円	 当日参加	 7,000円	 	 	  
	 懇親会費（正・臨時）	 	 	 	 	 	 5,000円 
	 懇親会費（学生）	 	 	 	 	 	 	 	 4,000円 
	 論文集別途購入	 	 	 	 	 	 	 	 	 3,000円 
	 学生聴講	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	   500円 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 参加費には論文掲載費，論文集代が含まれています。 

 
同封した通信欄に以下の項目が記載されておりますので、該当箇所に〇をつけて下さい（論文

集を追加購入される場合は部数をご記入下さい）。 
	 	 	 	 1)参加資格	 	 正会員・学生会員・臨時会員 
	 	 	 	 2)研究発表	 	 発表する(筆頭)・参加のみ(連名・しない) 
	 	 	 	 3)懇親会	 	 	 参加する・参加しない 
 
【６】参加・発表の申込方法 
学会に参加される方は 1）2)，発表をご希望される方は 3）—7）について，JIA第 17回大会
専用アドレス宛	 jia17th@gmail.com	 に９月中にご連絡下さい。 

	 1) 参加者氏名（所属） 学会参加のみ／	 発表する 
  2) 懇親会に	 参加する／	 参加しない 
	 3) 筆頭発表者氏名（所属） 
	 4）連名発表者氏名（所属）／単独発表の場合は「連名発表者なし」と明記 
	 5）発表題目－副題－／副題がない場合は「副題なし」と明記 
	 6）発表概要（100字程度） 
	 7）筆頭発表者連絡先（メールアドレス・電話番号など） 



	 

 
 

【７】発表論文集原稿の提出	  
	 論文集原稿は e-mail で投稿提出して頂きます。 
論文提出期間：2016 年 9 月 26 日（月）〜2016 年 10 月 14（金） 
発表者は，同封の「論文集原稿作成要領」に従って原稿を作成し，大会準備委員会事務局

宛	 jia17th@gmail.com	 に PDFファイルでお送り下さい。 
 
 
【８】著作権譲渡について 
	 発表論文の著作権を学会に帰属させていただいたうえで、電子版での公開を予定しています。

そのため、論文原稿の提出をもって著作権譲渡に同意したものとさせていただきますので、ご

了承ください。なお，大会発表論文について，大会終了以降のWeb上への永続的な公開を望ま
ない方は，大会準備委員会あるいは学会事務局にその旨をご連絡ください。非公開の措置をと

ります。 
 
 
【９】申し込み等の期限と大会プログラム 

大会参加・発表申込み（メール連絡）	 	  ９月30日（金）   
論文集原稿提出      	 	 	 	 	 	 	 	 	 10月 14日（金） 
大会予約参加費・懇親会費等振込	 	 	 	 10月 14日（金） 

	 	 	 	 	 	  
	 	 	 大会プログラムは１０月中に大会Web上にアップする予定です。 
 
 
【１０】お問い合わせ先 

日本イメージ心理学会第 17 回大会準備委員会事務局 
〒020—8550	 盛岡市上田 3丁目 18−34  
	 	 	 	 	 	 	 岩手大学人文社会科学部行動科学研究室内（松岡和生） 
e-mail:  jia17th@gmail.com    
大会Web ページ：  
緊急の連絡	 019-621-6767（認知心理学研究室）	 松岡和生（大会準備委員長）	 	  

 
 
【１１】学会年度会費の納入・入会申し込み等 
学会年度会費（正会員 7,000円，学生会員 3,000円）の納入や，入会申し込みは学会事務局

にお願いします。 
	  
	 日本イメージ心理学会事務局	  
〒343-8511	 越谷市南荻島 3337	 文教大学人間科学部臨床心理学科準備室気付 
	 TEL：048-974-8811（内 401）FAX：048-974-6511 
  Email：japan.imagery.association@gmail.com 
	 日本イメージ心理学会Webページ：http://imagepsych.jp	  
 
 
 
 


