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日本社会心理学会第 50回大会・日本グループ・ダイナミックス学会第 56回大会 

合同大会案内 
 

（第 1 号通信） 

 日本社会心理学会第50回大会と日本グループ・ダイナミックス学会第56回大会は, 2009年10月10日, 11日, 
12日の3日間にわたって, 大阪の地で開催されます。この合同大会は, 広島大学での1986年以来, 実に23年ぶり

のことであります。大会開催の時期は, 大阪でもやや涼しさを感じられる頃かと思います。 
 近の大会参加者や発表件数は非常に多く，プログラム編成および大会運営も窮屈になっておりますが，両

学会の大会担当, 日本社会心理学会の大会運営委員会, 学会事務局の支援の下，会員の皆様の協力を得ながら，

大会を円滑に運営していきたいと考えております。 
 日本社会心理学会の創立50周年を記念したいくつかの企画, さらに, 日本グループ・ダイナミックス学会や

アジア社会心理学会との合同企画などを検討しております。また, 今回は韓国の社会心理学関連のいくつかの

学会との連携も試みており, アジアの文化や社会心理学との関係, 研究動向についての企画も考えております。 
 懐徳堂と適塾を精神的な源流とする大阪大学は,「地域に生き世界に伸びる」をモットーとして掲げておりま

す。市民に広く開かれた学問所であるとともに, 当時の世界の先端の知に深く触れていた懐徳堂と適塾の精神

を現代に活かすことは, ここ大阪で開催される本学会大会の役割, すなわち, アジアに広がる研究交流, 学会間

の相互連携促進に通じるものがあるのではないでしょうか。 
また, 大阪は, 昔から全国の物産が集まり, 味覚の楽しみも多い土地です。京都, 奈良, 神戸など歴史のある, 

見所も多いところです。学会大会出席の折に，味の発見や歴史との出会いなどをお楽しみください。 
 なお, 観光シーズンの連休時ですので混み合うことが予想されます。お早めに宿泊施設をご予約ください。 
多くの皆様のご参加とご発表をお待ちしております。  

 
2009年3月 

日本社会心理学会第50回大会・日本グループ・ダイナミックス学会第56回大会合同大会準備委員会 

委員長 大坊郁夫（大阪大学） 

本通信には，この案内とともに，WEB 申し込み要領，会員番号・パスワードカードが同封されています。 
 

Ⅰ．会期および会場 
1．会期：2009 年（平成 21 年）10 月 10 日（土），11 日（日）, 12 日（月・祝） 
2．会場：大阪府吹田市山田丘 1-1 大阪大学コンベンションセンター 

 

Ⅱ．内  容 
1．研究発表 
（1）発表の方法 
 口頭発表とポスター発表があります。いずれも日本語あるいは英語による発表です。 
 口頭発表:    座長の司会のもとで発表していただきます。スタイルは 3 種類あります。1) ショート・スピーチ: 
日本語を用いて発表し, 1 人の発表時間は 12 分，3 分間の討論時間を個々に設けます。2) ロング・スピーチ: 日本

語を用いて発表し, 1 人の発表時間は 30 分, 10 分間の討論時間を個々に設けます。3) English・スピーチ: 英語を

用いて発表し, 1 人の発表時間は 12 分，3 分間の討論時間を個々に設けます。機器は液晶プロジェクター（パワー

ポイント使用）を用意する予定です（詳細は第 2 号通信でお知らせします）。配布資料は必要部数を当日発表会場

にお持ちください。 
 なお、口頭発表（ショートとEnglish）, ポスター発表については, 大会発表論文集へ掲載する原稿は 2 ページ, 
口頭発表（ロング）については，原稿は 4 ページで作成していただきます。 
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 口頭発表の希望者が多い場合には, プログラムの都合上, ポスター発表に変更していただく場合もあります。合

同大会ということもあり, 発表件数も多いことが予想されますので, あらかじめご了承ください。 
 ポスター発表:  日本語あるいは英語によってポスター方式で発表し，発表者と質問者とが個別に討論していた

だきます。発表者の在席責任時間は 45 分です。所定時間までにポスターを掲示していただきます。 

（2）発表の要件 
 口頭発表，ポスター発表ともに，科学論文の要件を満たしている必要があります。要件を満たしていないと判断

される場合，発表をお断りすることがあります。 
 また，「大会発表論文集への論文掲載」と，「発表と討論参加」の 2 条件を満たすことによって，学会大会におけ

る公式発表として認められます。 

（3）発表資格 
 研究発表者は，以下の条件を満たしていることが必要です。 
 ① 2009年4月30日現在，日本社会心理学会(JSSP)の会員, または, 日本グループ・ダイナミックス学会(JGDA)
の会員であり，かつ同日までに所属学会の 2009 年度の会費を納入済みでなければなりません。ただし，入会希望

者については，発表申し込み時点で入会申請中であることを条件とします。入会申込書を 4 月 30 日（必着）まで

に各学会事務局宛にご送付ください。 
 本大会では, 連名発表者も正会員である必要があります（非会員や準会員は連名発表者になれません）。 
 なお，JSSP あるいは JGDA のいずれかのみの会員である場合には, 単独発表者および責任発表者になるのは 1
人 1 回に限ります。また, JSSP のみの会員は, ロング・スピーチを選択することはできません。両学会の会員で

ある場合には, 単独発表者および責任発表者になることが 1 人 2 回まで可能です（会場の制約もあり, 口頭発表と

ポスター発表, あるいは, ポスター発表 2 回）。連名発表者については上記の限りではありません。ただし，プロ

グラム編成上，連名発表者の別発表とは発表時間が重なる可能性のあることをご了承ください。 
 ② 単独発表者および責任発表者は，所定の期日（Ⅳ参照）までに「発表申し込み」と「論文集原稿の投稿」を

行い，また所定の期日までに「大会参加費（予約）」を納入してください。本大会では, 連名発表者も原則として

大会に参加していただくことになっていますので，Ⅲにしたがって参加申し込みの手続きを行ってください。 

（4）論文集原稿作成・投稿要領 
 原稿作成および投稿の要領については，第 2 号通信でお知らせします。 

2．会員の企画・自主運営によるワークショップ 
 会員の皆様の企画・自主運営によるワークショップを募集します。ただし，大会運営上の理由や他のワークショ

ップとの関係等で調整させていただくこともありますので，あらかじめご了承ください。 

3．その他 
（1）シンポジウム 

 日本社会心理学会と日本グループ・ダイナミックス学会，そしてアジア社会心理学会の 3 学会共同でシンポジウ

ムを企画しております。アジアにおける社会心理学の発展・動向についてのシンポジウムを計画しております。 
 また, 日本社会心理学会創立 50 周年を記念して，いくつかの研究世代を結ぶシンポジウムも計画しております。 
国内だけでなく海外からの研究者にシンポジストとして参加していただく予定です。ご期待下さい。 
（2）特別企画 
 日本社会心理学会創立 50 周年を記念しての講演, その他の企画を検討しています。 

4．懇親会 
 大会 2 日目の夕方にホテル阪急エキスポパーク（大阪大学近くの万博公園に隣接）にて予定しています。詳細は，

第 2 号通信およびプログラムでお知らせします。 
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5．総会 
 両学会それぞれの総会を別日程で開催します。詳細は，第 2 号通信およびプログラムでお知らせします。 
 

Ⅲ．発表，参加および論文集購入の申し込み要領 
1．申し込み手続き 
（1）発表希望者 
 発表･参加申し込み受付はインターネット（WEB）で行います。発表を希望される方は，第 1 号通信に同封の

「WEB 申し込み要領」にしたがって，5 月 12 日（火）24 時までに申し込み手続きを行ってください。また，論

文集原稿の投稿もWEB から行っていただきますが, 手続きの詳細については第 2 号通信でお知らせします。連名

発表者は，（2）の手続きで予約参加申し込みを行ってください。なお，WEB での申し込みができない場合には，

5 月 12 日（火）までに大会ヘルプデスク（Ⅵ参照）宛にご連絡ください。 

（2）予約参加・論文集予約購入希望者 
 予約参加申し込みと論文集予約購入の受付も WEB で行います。「WEB 申し込み要領」にしたがって，5 月 12
日（火）24 時までに申し込み手続きを行ってください。WEB での申し込みができない場合には，5 月 12 日（火）

までに大会ヘルプデスク（Ⅵ参照）宛にご連絡ください。 
 
（3）大会論文集CD 
今回，大会論文集CD を制作し, 大会参加の有無にかかわらず,  全会員にプログラムとともに送付する予定です。 

（4）ワークショップ応募者 
 会員の皆様の企画・自主運営によるワークショップ募集に応募される方は，5 月 12 日（火）までに企画者名と

企画概要を大会準備委員会宛（Ⅴ参照）にメールで連絡してください。企画概要は，A4 用紙 1 枚程度にまとめて

ください。また，会員以外の話題提供者，指定討論者は臨時会員（参加費 8,000 円）として，大会に参加いただく

ことになります。 

2．諸費用の払い込み 
（1）払込期日 
 発表希望者，会員の企画･自主運営によるワークショップ応募者，大会参加者，懇親会参加者，および論文集購

入者は，申し込み後に郵送される振替用紙を用いて諸費用をお振込みください。 終支払期限は 6 月 5 日（金）

です。期限を過ぎますと，事前申し込み金額が適用されなくなることもありますので，ご了承ください。 

（2）諸費用 

①大会参加費     正会員（一般・院生） 7,000 円（予約） 8,000 円（当日） 
           臨時会員 8,000 円 
           準会員（学部学生），学部学生の臨時会員 4,000 円 

両学会に所属している会員が複数発表しても参加費は上記のままで変わりません。 
非会員は臨時会員として，当日会場にてお申し込みいただきます。 

②論文集購入費     個 人 6,000 円（予約） 7,000 円（当日） 
機 関 7,000 円 ただし, 学生（院生を含む） 2,000 円（予約・当日） 

大会論文集CD と別に, 従来どおりの冊子も作成し, 希望者に有料頒布いたします。 
なお, 論文集は, 事前にはお送りせず, 予約者にも会場でお渡しします。 

③懇親会参加費     一 般 5,500 円（予約） 6,500 円（当日） 
          学 生 4,000 円（院生・学部学生，予約） 5,000 円（院生・学部学生，当日） 

ただし，予約が多数の場合，当日参加をお断りする場合があります。 
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Ⅳ．今後のスケジュール 

 1．学会費の払込期限  2009 年 4 月 30 日（木）＜両学会とも＞ 
 2．発表・参加申し込み期限  2009 年 5 月 12 日（火）24 時 
 3．ワークショップ申し込み期限  2009 年 5 月 12 日（火） 
 4．大会諸費用の払込期限  2009 年 6 月  5 日（金） 
 5．論文集原稿の受付期限  2009 年 6 月 16 日（火）24 時 
 

Ⅴ．大会に関する連絡先 

〒565-0871 大阪府吹田市山田丘 1-2 大阪大学大学院人間科学研究科対人社会心理学研究室内 
日本社会心理学会第 50 回大会・日本グループ・ダイナミックス学会第 56 回大会合同大会準備委員会 
（事務局長 釘原直樹）      E-mail sp50@hus.osaka-u.ac.jp 

 大会準備委員会への連絡は，E-mail でお願いいたします。 
 

Ⅵ．WEB 申し込みに関する問合せ先 
〒169-0075 東京都新宿区高田馬場 4-4-19 (株)国際文献印刷社内 日本社会心理学会大会ヘルプデスク 

FAX 03-3368-2869 E-mail: jssp-desk@bunken.co.jp 
 

Ⅶ．学会入会，住所・所属の変更等に関する連絡先 
 新たに入会される場合や，住所や所属などに変更がある場合には，それぞれの学会の事務局までご連絡ください。 
 日本社会心理学会 
〒169-0075 東京都新宿区高田馬場 4-4-19 (株)国際文献印刷社内 日本社会心理学会事務局 

TEL 03-5389-6217 FAX 03-3368-2822 E-mail：jssp-post@bunken.co.jp 
※ 入会申込書は日本社会心理学会のホームページ（Ⅷ参照）から出力できます。 

 
 日本グループ・ダイナミックス学会 
〒602-8048 京都市上京区下立売通小川東入ル 中西印刷株式会社 学会部内 

日本グループ・ダイナミックス学会事務支局 
       TEL: 075-415-3661 FAX: 075-415-3662 E-mail: jgda@nacos.com 
 

Ⅷ．今後の通信予定 
1．第2 号通信：2009年5 月末までに，発表申し込み者に対してのみ，論文集原稿作成・投稿要領等をお送りします。 
2．プログラムと大会論文集CD：2009 年 9 月中旬に，全会員に大会プログラム, 大会論文集CD をお送りします。 
3．ホームページ：合同大会のホームページ（http://www.wdc-jp.biz/jssp/conf2009/）を用意いたしました。申し

込みはこちらからお願いします。大会のホームページへは，日本社会心理学会 (http://wwwsoc.nii.ac.jp/jssp/), お
よび日本グループ・ダイナミックス学会 (http://www.groupdynamics.gr.jp/)  のホームページからもリンクされ

る予定です。 
 

Ⅸ．その他  
 学会期間の託児所を設置する予定です。ご希望の方はメールで，大会準備委員会 （sp50@hus.osaka-u.ac.jp）
までお知らせください。その際に，託児をご希望になる日および時間をお知らせください。なお, 準備の都合上，

9 月 11 日（金）までにご連絡ください。 
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