Web 申込要領
2017 年度（平成 29 年度）日本社会心理学会（JSSP）第 58 回大会の参加予約申込、研究発表申込希望
者は、インターネット（Web）を通して申込の手続きを行ってください。
日本社会心理学会第 58 回大会 Web ページの申込画面から希望する処理を選択し、画面の案内に沿っ
て手続きを進めてください。Web による登録、修正の手続きは、7 月 6 日（木）まで可能です。原稿投稿
の締切も同日となりますので、ご注意ください。
なお、
Web での申込ができない場合には、
7 月6 日
（木）
までに大会ヘルプデスク
（jssp-desk@bunken.co.jp）
宛に連絡してください。

第 58 回大会 Web サイト
http://www.socialpsychology.jp/conf2017/

登録前に必ず下記＜登録に関する注意事項＞を読んでください。

＜登録に関する注意事項＞
（申込について）
1. インターネット（Web）による手続きは、必ず責任発表者本人が行ってください。
2. 登録されたデータがプログラム、発表論文集にそのまま使われます。校正の機会はご
ざいません。記入漏れや誤った情報入力がないよう十分に注意してください。
（必要な環境・条件）
1. Windows Vista をお使いの場合は、Microsoft Internet Explorer 9.0 以降または Firefox
最新版、Windows 7, 8, 10 をお使いの場合は、Microsoft Internet Explorer 11.0 以降ま
たは Firefox 最新版、Macintosh（Mac OS 10.x）をお使いの場合、Safari 5.0 以降また
は Firefox 最新版の日本語版閲覧ソフトが利用可能であること（上記以外のブラウザや
プレビューリリース版、ベータ版、スマートフォン、タブレット端末、携帯電話搭載
のフルブラウザなどでは動作保証対象外とさせていただきます）
。
2. メールアドレス（携帯電話のアドレスは不可）を所持していること。
（文字入力）
1. ギリシャ文字（α、β、γ など）は全角文字を使用してください。
2. ローマ数字（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲなど）は使用せず、アルファベットの I（アイ）
、V（ブイ）
、
X（エックス）を使用してください。
3. 機種依存文字（㈱、①など）は使用しないでください。
4. カタカナは、全角文字で入力してください。
5. 外国語名称については、基本的に英語表記をしてください。
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＜申込手順＞





まず大会に参加されるすべての方に、
「参加申込」を行っていただきます。
その後、発表を希望される方は、「発表申込」を行ってください。
発表申込が完了した後に、「発表原稿投稿」をすることができます。
以上の手続きすべてを、7 月 6 日（木）までにお済ませください。

申込には会員番号とパスワードが必要です。会員番号は、学会事務局より配信されたメールに記載されてい
ますので、登録前に確認してください。パスワードは、学会の会員ページで照会が可能です。

【参加申込】
1. 参加申込ログイン
↓
2. 会員情報確認
↓
3. 参加申込情報入力
↓
4. 参加申込情報確認
↓
5. 参加申込完了
★参加申込完了メール送信

【発表申込】
6. 発表申込ログイン
↓
7. 発表申込
↓
8. 発表者情報入力
↓
9. 登録情報確認
↓
10. 発表申込完了
★発表申込完了メール送信
※発表申込完了後、原稿投稿も 7 月 6 日（木）までに
お済ませください。

参加申込の流れ
第 58 回大会 Web サイト（下図左）にアクセスした後、左メニューから｢参加・発表申込｣をクリックしてエ
ントリーページ（下図右）に進み、続いて、
「参加申込はこちら」ボタンをクリックしてください。
【大会 Web サイトとエントリーページ画面】

ここをクリック

ここをクリック
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【参加申込ログイン画面】
はじめに、個人情報の取扱についてご覧いただき、
内容に同意いただける場合は、チェックボックス
にチェックをしてください。
「同意する」にチェッ
クされない場合はお申込みができませんので、ご
注意ください。
会員番号・パスワードを入力し、
「次のページへ進
む」ボタンをクリックしてください。
認証 OK であれば「会員情報確認画面」に移りま
す。

【会員情報確認画面】
学会に登録されている会員情報が表示されます。
内容を確認し、変更がある場合は「ここで新たに
入力し、今大会のみの連絡先を登録する」から再
入力してください。すべての項目が入力必須です。
※ なお、ここで再入力された情報は、今大会申
込でのみ有効です。
※ 会員情報の変更については、日本社会心理学
会事務局（jssp-post@bunken.co.jp）まで連絡
してください。

【参加申込情報入力画面】
参加申込の内容に関する情報の入力を行います。
1. 論文集購入
※今大会の発表論文集は、オンライン提供を基
本とします。（大会の約 1 ヶ月前公開予定）
冊子版を購入される方はこちらでお申込くだ
さい。なお、冊子版は当日会場にてお渡しし
ます。
2. 参加証所属（入力必須です）
3. 領収書の宛名
※空欄で申し込まれた場合、領収書の宛名は空
白で発行いたします。
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【参加申込情報確認画面】
参加申込内容が画面に表示されます。
内容に誤りがある場合は、
「申込内容の修正」ボタ
ンをクリックすると、
「参加申込情報入力画面」に
戻りますので、参加申込内容を修正してください。
内容に誤りがないことを確認したら、
「新規申込実
行」ボタンをクリックしてください。

【参加申込完了画面】
右の画面が表示されれば、参加申込完了です。
これで手続きは完了ですが、必ず参加申込完了通
知メールが届いていることを確認してください。
届いていない場合は、手続きが完了していない可
能性がありますので、迷惑メールフォルダなどを
確認後、なるべく早く大会ヘルプデスクにお問い
合わせください。

※受付期間終了後、大会諸費用請求メールが送付されます。払込期日（8 月 17 日）を厳守してください。
参加申込のみの方はこれで手続き完了です。
発表を申し込まれる方は引き続き「発表申込」の手続きを行ってください。
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発表申込の流れ
【大会 Web サイトとエントリーページ画面】
第 58 回大会 Web サイト（下図左）にアクセスして、左メニューから｢参加・発表申込｣をクリックしてエン
トリーページ（下図右）に進み、続いて、
「発表申込はこちら」ボタンをクリックしてください。

ここをクリック

ここをクリック

【発表申込ログイン画面】
ログイン画面が表示されるので、会員番号とパス
ワードを入力してください。

【発表申込画面】
研究発表の内容を入力します。（すべて必須項目）
書誌情報登録内容
1. 研究発表区分
2. 題目
3. 副題
4. 主領域（第一希望・第二希望）
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【発表者情報入力画面】
単独発表・連名発表のいずれの場合も第 1 発表者
が責任発表者となります。
会員については、「会員リストからコピー｣ボタン
をクリックして検索することで、会員情報を入力
することができます。
※ 発表者情報の入力欄を増やす場合は、
追加したい位置にある「＋この位置に追加」
ボタンをクリックしてください。
※ 発表者情報の入力欄を減らす場合は、
「×削除」ボタンをクリックしてください。
※ ここで入力した順番で、プログラムに掲載され
ます。発表者の順序など登録時に注意してくだ
さい。
※ 連名者は原則的に会員資格を有していること
が望ましいですが、入会の義務はありません。
また連名者の参加費も支払義務はありません。
※ 現在非会員で責任発表を希望される方は、至急
入会手続きを行ってください。
入会手続きが完了してから、大会の会員データベ
ースに登録されるまで時間がかかりますので、お
早目の手続きをお願いします。

【登録情報確認画面】
登録した内容が画面に表示されます。
入力した内容を修正したい場合は、
「申込内容の修
正」ボタンをクリックしてください。再入力が可
能となります。一度入力した内容は、そのまま保
持されていますので、変更が必要な箇所のみ変更
してください。
内容に誤りがないことを確認したら、
「新規申込実
行」ボタンをクリックしてください。

-6-

【発表申込完了画面】
発表申込完了通知メールが申込時のメールアドレ
スに送信されますので、必ず確認してください。
これで手続きは完了ですが、必ず申込完了通知メ
ールが届いていることを確認してください。届い
ていない場合は、手続きが完了していない可能性
がありますので、迷惑メールフォルダなどを確認
後、なるべく早く大会ヘルプデスクにお問い合わ
せください。

【申込内容の修正・取消】
参加・発表申込、ともに 7 月 6 日（木）まで登録内容の変更または取消を行うことができます。
申込内容の変更を行う場合は、エントリーページの「修正・変更」ボタンをクリックし、画面に従って処理
を進めてください。
発表または参加の取消を行う場合は、エントリーページの「取消」ボタンをクリックし、処理を進めてくだ
さい。なお、発表登録を完了されている状態で、参加そのものを取消す必要がある場合は、まず発表登録の
取消を行った後に参加取消を行ってください。

※論文集原稿の投稿手続きについては、別紙 Web 原稿投稿要領をご覧下さい。

【大会に関するお問い合わせ先】
日本社会心理学会第 58 回大会準備委員会
〒739-8521 広島県東広島市鏡山 1-7-1
E-mail：jssp2017@hiroshima-u.ac.jp

広島大学大学院総合科学研究科 行動科学講座内

【参加・発表申込に関するお問い合わせ先】
日本社会心理学会大会ヘルプデスク
〒162-0801 東京都新宿区山吹町 358-5
E-mail：jssp-desk@bunken.co.jp
FAX：03-5227-8632

(株)国際文献社内

【入会・会員情報変更に関するお問合せ先】
日本社会心理学会事務局
〒162-0801 東京都新宿区山吹町 358-5 (株)国際文献社内
E-mail：jssp-post@bunken.co.jp
TEL：03-5389-6217 FAX：03-3368-2822
※入会申込書は日本社会心理学会 Web サイト（http://www.socialpsychology.jp/）から入手できます。
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