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認知研究の対話と展開
日本認知心理学会第 16 回大会
（2018 年 9 月 1 日，2 日 立命館大学大阪いばらきキャンパス）
（日本認知科学会第 35 回大会（2018 年 8 月 30 日，31 日，9 月 1 日）と共同開催）

1 号通信

2018 年度の日本認知心理学会第 16 回大会は，日本認知科学会第 35 回大会と共同して，立命館
大学大阪いばらきキャンパスで開催いたします。両学会の大会が連携して開催されたのは 2006 年
中京大学での認知心理学会第 4 回大会（認知科学会第 23 回大会）となります。その後幾度か合同
でという話もありましたが，時期や開催校の折り合いがつかず現在に至っていたと聞いています。
このたび立命館大学が二つの大会をお引き受けすることとなり，ならばぜひということで「認知研
究の対話と展開」というテーマのもと，合同開催の運びとなりました。
期日は，認知心理学会は 9 月 1 日，2 日の 2 日間，認知科学会は先行する 8 月 30，31 日，9 月 1
日の 3 日間です。9 月 1 日は両学会「相乗り日」です。この相乗り日には，日本認知科学会大会に
も無料でご参加いただけます。また，相乗り日以外にも日本認知科学会にご参加の際には，お得な
ジョイント・チケットもご用意しております！ぜひ両方にご参加いただき，同じ関心を少し異なる
視点で眺め対話し地平を広げていただければと思います。認知心理学会は例年 6 月に行われている
ところ，9 月になりましたことをご理解いただけましたら幸いです。
大阪いばらきキャンパスは，新大阪から 10 分，京都から 30 分の JR 茨木駅から徒歩 7 分という
恵まれた立地にあります。どうぞ皆様，是非，奮ってご参加くださいますようお願い申し上げます。
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【1】会期・会場，ホームページ
会期：2018 年 9 月 1 日（土）〜 2 日（日）
会場：立命館大学大阪いばらきキャンパス（JR 茨木駅より徒歩 7 分）
〒567-8570 茨木市岩倉町 2-150 立命館大学総合心理学部
会場ホームページ

http://www.ritsumei.ac.jp/campusmap/

会場までのアクセス

http://www.ritsumei.ac.jp/psy/access/

最新情報につきましては，日本認知心理学会第 16 回大会ウェブサイト
(http://www.cogpsy16.jp/)をご覧ください。

【2】行事
1． 日本認知心理学会・日本認知科学会合同企画（講演，シンポジウムなど）
（8 月 30 日〜9 月 1
日）
2． 研究発表（口頭・ポスター）
3． シンポジウム
4． 認知心理学ベーシックセミナー（8 月 31 日）
5． 総会
6． レセプション
7． 独創賞記念講演（予定）
8． 日本認知科学会（シンポジウム，研究発表など）
（8 月 31 日〜9 月 1 日）
9． Psychonomic Society Collaborative Symposium（9 月 2 日）

【3】研究発表の要領
1. 形式: 口頭発表またはポスター発表です。使用言語は日本語もしくは英語です。
2. 発表の要件: 大会発表論文集への論文掲載と，大会当日の研究発表の2条件を満たすことによっ
て，公式発表と認められます。
3. 発表者の資格
(1)研究発表者
発表申込みの時点で学会の会員であり，年度会費の滞納がないことが条件になります。研究発
表者(第1著者)になることができるのは一人につき1つの発表に限られます。発表当日において
年度会費が未納である場合は，発表取消になりますのでご注意ください。
(2)連名発表者
非会員でも連名発表者になることができます。
(3)発表臨時会員(学生)

3
本学会は，大学院生以上でなければ会員となることができません。しかし，学部生あるいは2018
年3月にご卒業の方は，「学会員である指導教員等が連名発表者となる」ことを条件として，発
表臨時会員として発表をすることができます。ふるってお申込みください。
(4)社会連携発表臨時会員
本会会員ではない方が，認知心理学に関連する業務・研究・実践を行っている場合，臨時発表
会員になることができます。原則として正会員との連名の発表，もしくは正会員の推薦を必要
とします（どうしても推薦を受けることが難しい場合は，大会準備委員会事務局にご連絡くだ
さい）。準備委員会による発表論文集原稿の査読を行い，その結果採択となった場合に，社会
連携臨時発表としてご発表いただけます。

【4】 参加および発表の申込
1.申込期間
2018年3月26日（月）
予約参加申込

開始

予約参加振込

開始

発表申込（抄録提出）

開始

大会発表論文集原稿提出

開始

7月6日（金）〆切
7月13日（金）〆切
5月15日（火）〆切
6月15日（金）〆切

2.申込方法
大会ウェブサイト(http://www.cogpsy16.jp/)からお申込みください.
(1)予約参加申込（7月6日（ウェブ申込）・7月13日（振込）まで）
可能な限り，予約参加申込をお願いいたします。予約をされると割引価格が適用されます。た
だし下の2つを両方満たす必要があります。
①大会ウェブサイトから「予約参加申込（http://www.cogpsy16.jp/registration.html）」
を行う（7月6日まで）。
②参加費を振り込む（7月13日まで）。
※参加費のお振込が7月13日を過ぎた場合，割引価格は適用されませんのでご注意ください。
(2) 発表申込（5月15日まで）
第16回大会で発表を希望される方は，大会ウェブサイトで参加申込をお済ませの上，発表申込
にお進みください。
原則として，発表者となるためには日本認知心理学会の会員であることが必要です(社会連携
臨時発表会員ならびに学生臨時発表会員を除く)。入会をご希望の方は，2018年5月末までに学
会ホームページから手続きをおとりください。→ 日本認知心理学会ホームページ
http://cogpsy.jp/
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（3）発表種別の選択
発表申込の際に，1「口頭発表かポスター発表か」，2「英語発表をするか否か」のご希望を
お知らせください。
※プログラムの構成上，口頭発表からポスター発表に変更していただくことがありますので，
あらかじめご了承ください。
※「社会連携発表」としての登録をする場合には，該当場所にチェックをいれてください。
※英語発表については，大会発表賞・国際委員会賞部門の受賞対象となります。
（4）大会発表抄録(abstract)の提出（5月15日まで）
発表申込と同時に提出いただきます。発表概要は日英どちらかのみでも結構ですが，両方を
登録することを推奨いたします。ただし，英語でのご発表の場合は，必ず英語のabstractを
提出してください。登録されたすべての演題について，準備委員会により審査を行います。
不採択の演題に限り5月31日（木）までに個別に連絡をいたします。
（5）大会論文集原稿の提出
6月15日（金）までに，日本語もしくは英語で大会発表論文原稿を作成して提出してください。
日本語で作成する場合，発表者氏名，タイトル，キーワードは日英両方の言語で記述してく
ださい。また英語でのご発表の場合は，必ず英語版の原稿を提出していただきますようお願
いします。
原稿フォームのファイルは大会ウェブサイトからダウンロードしてご利用ください。
http://www.cogpsy16.jp/presentation.html
※ ご注意：特殊な文字等の場合は，フォントやレイアウトに不具合が生じる可能性がありま
すので，ご了承ください。ご心配の場合は，お問い合わせください。
(6)大会発表論文集は，大会サイトで公開されます。
大会発表論文集は，大会プログラムと共に7月中旬から大会ウェブサイトで公開予定です。公開
方法の詳細については，大会ウェブサイトをご参照ください。
(7)大会発表論文集は大会後に J-Stage にて公開されます。
J-Stage は，独立行政法人科学技術振興機構（JST）が構築した科学技術情報発信・流通総合シ
ステムです。詳細につきましては，次のサイトをご覧ください。
J-stage http://www.jstage.jst.go.jp/browse/-char/ja

【5】 大会参加費等
1．お支払い方法
第1号通信と同封いたしました「ゆうちょ銀行振込取扱票」に必要事項をご記入の上，下記口座宛
に事前にお振込ください。その際，必ず通信欄に予約参加申込完了後に発行される参加申込番号を
ご記入ください。

5
振込先
口座の種類 ：ゆうちょ銀行 （振替口座）【口座番号】00980-0-210912
口座名称

：第16回日本認知心理学会準備委員会

なお，他行からの振込みは下記番号です。
〇九九店 当座 【口座番号】0210912

※ 万が一，振込取扱票を使わずに銀行振込をされた場合は，所属・お名前・参加申込番号・連
絡先電話番号・連絡先メールアドレスを添えて，必ず大会準備委員会事務局までメールでご連絡
をお願いいたします（cogpsy16@gmail.com）。一般の銀行振込手続きでは，お振込人の情報が振
込先に届きませんので，手続きが完了しないおそれがあります。ご協力をお願いいたします。

2．大会参加費および関連費用
本大会に参加申込みすると，先行して開催される（8月30日〜9月1日）日本認知科学会第35回大
会 (JCSS 2018) への参加費の優遇措置がありますので，是非ご参加ください（JCSS 2018での発表
は日本認知科学会の会員でなければできません）。
大会参加費は以下の通りです。日本認知心理学会大会のみに参加できる「シングル」チケット，
または，日本認知科学会大会にも参加できる「ジョイント」チケットのいずれかをご購入ください。

会員種別

登録方法

日本認知心理学会
第 16 回大会
シングル・チケット

ジョイント・チケット
（d）（e）(f)

7/6 予約申込〆切
7/13 予約振込〆切
一般会員
院生会員

予約（割引）

¥6,000

¥9,000

当日

¥7,000

¥10,000

予約（割引）

¥3,000

¥3,000

当日

¥4,000

¥4,000

社会連携発表臨時会員（a）

予約(c)

¥12,000

¥17,000

発表臨時会員（学生）（b）

予約(c)

¥4,000

¥4,000

予約（割引）

¥9,000

¥14,000

¥10,000

¥15,000

予約（割引）

¥4,000

¥4,000

当日

¥5,000

¥5,000

予約（割引）

¥0

¥0

当日

¥0

¥0

非会員（一般）
非会員（院生）
非会員（学部生）

当日
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(a) 非会員による認知心理学に関連する現場，応用，実践研究の発表を，正会員の推薦に基づいて
受け付けるものです。
(b) 認知心理学またはその関連分野に関心のある学部生，もしくはこれに準ずる者で，正会員の推
薦に基づき本大会で発表する臨時会員を指します。
(c) 社会連携臨時発表会員および臨時発表会員（学生）の方は，必ず7月13日（金）までに参加費
をお振り込みください。
(d) 両学会とも会員の方や両学会とも非会員の方は，どちらの学会の大会ウェブサイトから参加申
込されても構いません。ただし，いずれか一方の学会でのみ発表する場合は，発表予定の学会
ページから申し込みしてください。
(e) 一方の学会のみ会員の方は，必ず会員の学会大会ウェブサイトから参加申込してください（非
会員学会側から参加申込すると，非会員価格が適用されます）。
(f) シングル・チケットの購入後にジョイント・チケットに変更する場合は，差額分に加えて変更
手数料1,000円を申し受けます。

【6】お問い合わせ先
日本認知心理学会第 16 回大会準備委員会事務局
〒567-8570 大阪府茨木市岩倉町2-150 立命館大学総合心理学部内
E-mail：cogpsy16@gmail.com
※ 大会全般に関するお問い合わせはメールでお願いいたします

