東北心理学会第 72 回大会

第２号通信

新緑、田植え、そして時々初夏を思わせる 5 月も半ばとなりました。東北心理学会会員の皆
様にはご健勝のこととお慶び申し上げます。さて、第１号通信でお知らせしましたように、東
北心理学会第 72 回大会を 11 月 23 日（金）
・24 日（土）の両日、岩手大学・人文社会科学部
（盛岡市上田 3 丁目 18-34）にて開催いたします。本通信では大会参加および発表申込のご案
内をいたします。多数のお申し込みをお待ちしております。
東北心理学会第 72 回大会
大会準備委員長 山口 浩
1. 大会概要
(1) 会期・会場
会期：2018 年 11 月 23 日（金）～24 日（土）
会場：岩手大学・学生センターＡ棟（岩手県盛岡市上田 3 丁目 18-34）
(2) 研究発表
研究発表はポスター発表および口頭発表の形式で行います。口頭発表のご希望数によって
はポスター発表となる場合もありますことをご承知おき下さい。発表日時につきましては、
大会準備委員会にご一任下さい。
(3) 大会準備委員会企画「特別講演（一般公開）
」 11 月 23 日（金）
演 題 「ポジティブなこころの科学 －ポジティブ心理学の展開と発展（副題仮）－」
講演者 堀毛一也 先生（岩手大学名誉教授)
※なお、本講演は「公益社団法人日本心理学会認定心理士の会」との共催企画です。

(4) 大会準備委員会企画「シンポジウムⅠ（一般公開）
」 11 月 23 日（金）
テーマ「顔認知の諸相」
企画司会：行場次朗 先生（東北大学)
話題提供：遠藤光男 先生（琉球大学）
桐田隆博 先生（岩手県立大学）
高橋純一 先生（福島大学）
竹島康博 先生（同志社大学）
※なお、本シンポジウムは「公益社団法人日本心理学会認定心理士の会」との共催企画です。

(5) 大会準備委員会企画「シンポジウムⅡ」 11 月 24 日（土）
テーマ「
『幸せ』のシステム論～関係性から紡ぐ幸福の物語～」
企画司会：奥野雅子 先生（岩手大学）
話題提供：富永美佐子 先生（福島大学）
横谷謙次 先生（新潟青陵大学）
平泉 拓 先生（東北福祉大学）
指定討論：安保英勇 先生（東北大学）
(6) 自主企画シンポジウム
本大会では、自主企画シンポジウムを募集いたします。詳細は「2. 大会参加・研究発表
等の申し込みについて」をご参照下さい。
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(7) 昼食について
大会 1 日目（金）は祝日のため、学食（岩手大学生協中央食堂）は営業しておりません。
会場近くにコンビニが２軒ほどございますが、昼食はご持参いただいた方が便利かと思いま
す。大会 2 日目（土）は学食が営業していますのでご利用いただけます。
2. 大会参加・研究発表等の申し込みについて
(1) 申し込み方法
本大会の参加・研究発表、懇親会の申し込みは、電子メールにて大会準備委員会
（tpa72@iwate-u.ac.jp）までお願いいたします。以下の内容をメールにてご記入の上、送信し
て下さい（様式は問いません）
。電子メールで申し込みができない場合には、大会準備委員会
にご連絡下さい。

① 大会参加申込： する・しない
② 氏名および所属：
③ 研究発表申込：

する・しない

研究発表申込をされる場合
発表タイトル：
発表者氏名および所属（連名発表者氏名および所属）
：
発表要旨（200 字程度）
：
希望発表形式： ポスター・口頭
④ 懇親会申込： する・しない

(2) 自主企画シンポジウムの申し込み方法
企画を希望される方は、研究発表の申し込みと同様、以下の内容をメールにご記入の上、
送信して下さい（様式は問いません）
。企画テーマは、本学会の趣旨に適合するものであれば
どのようなものでも構いません。応募が多数の場合には大会準備委員会が審査したうえで、採
択する企画を決定いたします。開催が決定した際に、改めて抄録用の原稿の提出についてご案
内をいたします。
なお、現時点で自主企画シンポジウムは大会 2 日目（土）午後の時間帯（90 分枠）に設定
予定です。

① 企画者の氏名および所属（複数の場合は全員の氏名を
記載し、代表者を明記して下さい）
② 企画テーマ
③ 簡単な企画内容（200 字程度）
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(3) 申し込みの締め切り
研究発表、自主企画シンポジウムの申し込み受付は、7 月 31 日（火）までといたします。
(4) 申し込みにあたってご注意いただきたい点
① 研究発表は口頭発表とポスター発表の 2 種類です。
② 発表抄録は大会終了時（11 月 24 日 18 時 00 分）までに、東北心理学会事務局 HP
（http://www.sal.tohoku.ac.jp/psychology/tpa/）からアクセスできる「電子投稿システム」
により投稿して下さい。電子投稿の詳細については上記学会 HP でご確認下さい。また、
抄録の書式は原稿作成要領（本通信 5 ページ）をご参照下さい。
③ 本学会では、連名発表者も会員であることが求められます。連名発表者が会員でない場
合は、正会員または臨時会員（1 年間だけの会員）として入会手続きをお願いします。
※発表資格や学会への入会についてのお問い合わせは、東北心理学会事務局までお願い
します（E-mail：tpa@ml.tohoku.ac.jp）
。
3. 懇親会について
懇親会は大会初日 11 月 23 日（金）19 時より、
「ダコッタ」
（盛岡市菜園 2－3－22 プラ
ザ・バンベールビル 2Ｆ）で開催予定です。会員の皆様の学術的な交流の場、新たな出会いの
場、旧交を温める場となりますよう、多くの方々のご参加をお待ち申し上げます。
4. 参加費について
大会受付にて下記の参加費を納入して下さい。
大会参加費
正会員・・・・・・・・ 5,000 円
臨時会員・・・・・・・ 5,000 円
当日会員（一般）
・・・・ 5,000 円
当日会員（学部学生）
・・1,000 円

懇親会費・・・・・・5,000 円

※臨時会員とは連名発表者となるための 1 年間の会員です。当日会員は本大会への参加資格を
与えられる非会員の参加者で、研究発表はできません。当日会員は大会日程を通してご参加い
ただけます。
※なお、
「公益社団法人日本心理学会認定心理士の会」との共催企画である「特別講演（一般
公開）
」
、
「シンポジウムⅠ（一般公開）」のみは一般公開となりますので、参加費は無料です。
年度会費の納入のお願い
大会当日、東北心理学会事務局の受付を設けます。ご参加される会員の皆様には、平
成 30 年度会費（2,000 円）の納入をお願いいたします。未納分がある場合は、その分
も納入していただきますようお願いいたします。
年度会費についてご不明な点がある場合、下記までご連絡下さい。
東北心理学会事務局 E-mail：tpa@ml.tohoku.ac.jp
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5. 大会プログラムの発送
10 月中旬の発送を予定しています。
6. 東北心理学会第 72 回大会に関するお問い合わせ先
東北心理学会第 72 回大会準備委員会事務局
E-mail：tpa72@iwate-u.ac.jp
郵便番号：020-8550
住所：岩手県盛岡市上田 3 丁目 18-34
岩手大学・人文社会科学部・織田研究室内

（盛岡さんさ踊り）
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7. 原稿作成要領
東北心理学会事務局 HP（http://www.sal.tohoku.ac.jp/psychology/tpa/）からアクセスできる
「電子投稿システム」により投稿して下さい。原稿は以下の要領で作成して下さい。
(1) 用紙は A4 サイズ１枚でお願いいたします。
(2) マージンは上下 25mm、左右 15mm です。
(3) 題目、氏名、所属はマージンから 25mm 以内に書いて下さい。
(4) 連名の場合には、発表者の氏名の前に○をつけて下さい。
(5) 本文は所属が記入されている行から 10mm あけて書き始めて下さい。
(6) 本文は 24 字×40 行×2 段で書いて下さい。
※原稿のテンプレート（マイクロソフト・ワード版）は東北心理学会ホームページからダウンロー
ドできます。要領の詳細についてのお問い合わせは東北心理学会事務局までお願いいたします。
東北心理学会事務局 E-mail: tpa@ml.tohoku.ac.jp URL: http://www.sal.tohoku.ac.jp/psychology/tpa/

原稿のレイアウト
ﾏｰｼﾞﾝ 25 ㎜

ﾏｰｼﾞﾝ 25 ㎜

（○○大学○○学部）

ﾏｰｼﾞﾝ 25 ㎜
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