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ご挨拶 

昨年は国内外を問わず多くの災厄に見舞われた年でした。改めて犠牲となられた方々のご冥福を

お祈りいたします。また、今なお被災の苦しみの中に新たな未来の創造を目指して復興に尽くされ

ている方々に、平安な日々が一日も早く訪れることを祈ります。 

さて、標記大会を、本年 5 月 12 日(土)、13 日(日)の両日、関西学院大学 西宮上ケ原キャンパス

で開催することになりました。本学では今田寛教授（現名誉教授）を大会委員長として 1982 年に

第 42 回大会、2001 年に第 61 回大会をお世話させていただいており、今回で 3 回目の大会開催と

なります。今回の大会委員会スタッフの中に第 42 回大会を知る者はおりませんが、日本基礎心理

学会との合同大会であった第 61 回大会は、皆さまのご協力により盛会であったことを思い起こし

ます。 

本学会の大会はかつて年度前半に行われることがほとんどでしたが、第 61 回大会は、晩秋から初

冬に開催されることが恒例であった日本基礎心理学会大会との間をとって、9 月下旪に開かれまし

た。その後、本学会の大会は晩夏から初秋に開催されることが常となっております。 

本大会では、従前の形に戻すことを企図して、5 月中旪の開催とさせていただきました。発表を

考えておられる会員の皆様には短い期間でデータをご準備願うことになり恐縮ですが、東日本大震

災による電力不足は関西でも心配されているところですから、エアコンを必要としない風薫る季節

に集いを持つことは、その点でも有意味であろうと存じます。 

2016 年 7 月には横浜で国際心理学会議(ICP)が開催されます。同会議の総務を担当される本学会

理事長の渡邊正孝先生より、同会議に向けて本学会でも気運を盛り上げていこうとの呼びかけがご

ざいました。そこで、第 72 回大会ではそのキックオフとしてシンポジウムを設けることにいたし

ました。このシンポジウについては一般公開（無料）といたします。 

また、本大会では、わが国の動物心理学ワールドにおいて指導的立場にある諸先生の中から３名

の先生に、最近のお仕事あるいはこれまでのご研究を、若い会員や尐し研究分野の離れた会員に向

けてお話しいただく「チュートリアル講演」をお願いしております。 

さらに、動物心理学の関連領域からのゲストとして、気鋭の神経科学者である松本正幸先生（京

都大学霊長類研究所）をお招きし、最先端のご研究内容をお聞かせいただきます。 

多数の皆さまのご参加とご発表を心よりお待ち申し上げます。 
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１．会期：2012 年 5 月 12 日（土）、13 日（日）の 2 日間 

 

２．会場：関西学院大学 西宮上ケ原キャンパス（兵庫県西宮市上ケ原一番町 1-155） 

 

３．行事予定 

(0) 自由集会 

 例年通り、会員の自主企画である「自由集会」（ワークショップ）の申し込みを受けつけます。今大

会では大会前日である 5 月 11 日（金）の午後に、最大３件分の時間を用意しています（１件 90 分です）。

お申し込み多数の場合は、委員会で採否を決めさせていただきます。なお、今大会では同時並行ではな

く、96 名収容のホールで午後１時より 90 分ずつ、順次行っていただきますので、時間を厳守下さい。

自由集会のみの参加は無料です。 

 



(1) 研究発表 

 両日ともポスター発表（パネル展示）および口頭発表セッションを設ける予定です。発表形式のご希

望は承りますが、会場の都合により、ご希望に添えない場合がございます。 

 

(2) シンポジウム 「国際心理学会議 2016 年日本開催に臨む動物心理学（仮題）」※一般無料公開 

 高砂美樹先生（東京国際大学教授）、今田寛先生（関西学院大学名誉教授）、石田雅人先生（大阪教育

大学教授）をシンポジストに、本学会理事長の渡邊正孝先生を指定討論者にお願いしております。 

 

(3) 招待講演（演題未定） 

  松本 正幸 先生（京都大学霊長類研究所統合脳システム分野 助教） 

 

(4) チュートリアル講演（演題未定） 

  実森 正子 先生（千葉大学文学部認知情報科学講座 教授） 

  竹下 秀子 先生（滋賀県立大学人間文化学部人間関係学科 教授） 

  小川 園子 先生（筑波大学人間系行動神経内分泋学研究室 教授） 

 

(5) 懇親会 

 大会初日の夜（19:30～21:00 を予定）、キャンパスに隣接する関学会館にて懇親会を開催致します。 

 

(6) その他 

 大会初日に編集委員会および常任理事会、二日目に理事会および総会を予定されています。 

 

４．予約参加・研究発表・自由集会の申し込み 

(1) 申し込み期限 

 すべての申込みは、2012 年 3 月 5 日（月）を期限とします。なお、前大会に倣い、今大会でも発表

申し込み時に発表要旨を提出いただくことにしましたので、ご注意下さい。期限後の申し込みは受けつ

けいたしません。 

 大会参加費・懇親会費を前納される方は同封の払込取扱票にて上記日までにお支払い下さい。間違い

防止のため、払込取扱票１枚につき１名分のお支払いでお願いします。払込取扱票を紛失された場合は、

郵便局備え付けの払込取扱票で「JSAP2012 委員会」（口座番号：00980-6-209402）へご入金ください。 

 

(2) 申し込み方法 

 研究発表（主発表者）、自由集会（企画者）の申し込みはそれぞれ１人１件といたします。 

 発表・企画の有無に関わらず、大会予約参加者は大会ウェブページから申込書式をダウンロードし、

必要事項をご記入の上、電子メールに添付して regist72@dips-kwansei.gr.jp までお送り下さい。自動

的にメールの受理通知が送信されます。受理通知が届かない場合は、大会委員会まで電子メールにてお

知らせ下さい。なお、書類に不備がありました場合には、大会委員会からご確認のご連絡をいたします。 

 

(3) 大会参加費および懇親会費 

 大会参加費：予約／当日 懇親会費：予約／当日 

一般 5,000 円／6,000 円 6,000 円／7,000 円 

大学院生 3,000 円／4,000 円 4,000 円／5,000 円 

学部生（主発表者） 2,000 円／―――― 3,000 円／4,000 円 

学部生 ――――／1,000 円 ――――／3,000 円 

 ※前納された参加費および懇親会費は不参加となった場合でも返却いたしません。 

 ※主発表者は大会参加費を必ず前納してください。 

 ※懇親会は会場の都合により、当日受付可能な人数が限られます。 

 ※「学部生（主発表者）」を除き、非会員の方は前納（予約参加）を受けつけておりません。 

 ※本大会では名誉会員の大会参加費・懇親会費を無料といたします。 

 

(4) 発表形式 

①ポスター発表 

 大会の初日または二日目のいずれかに、午前午後を通してポスターを掲示し、在席責任時間（60 分間

の予定）には、質疑に応じていただきます。発表日は大会委員会で決めさせていただきます。ポスター

貼付パネルのサイズは幅 120cm×高さ 180cm です。 



②口頭発表 

 大会の初日の午前および二日目の午後に、15 分間（うち質疑応答 3 分間）の口頭発表をしていただ

く予定です。発表日時は大会委員会にて決めさせていただきます。なお、液晶プロジェクターおよび

Windows パソコン（Microsoft Power Point 2010）を会場にご用意する予定です。ご自身のパソコンを

使用される場合、アダプタなどが必要であればご持参下さい。また、接続切り替えの時間は別途設けま

せんので、発表時間が長くならないようお願いします。 

 

(5) 発表資格 

①主発表者 

 大会１週間前の時点で本学会の会員であり、会費の滞納がないことが条件となります（2012 年 3 月

末に学部を卒業する方は、申込み当日までに学会に入会申請をすませておいて下さい）。主発表者とな

るのは 1 人 1 件に限られます。 

②連名発表者 

 非会員でも連名発表者になることはできますが、大会に参加する場合には、参加費を支払うことが必

要です。 

③学部生主発表者 

 非会員の学部生も、ポスター発表に限り、主発表者になることができます。ただし、指導的立場にあ

る正会員（以下、責任会員と呼びます）との連名とします。正会員が責任会員になることができるのは、

会期中 1 件の発表に限ります。申し込みは、責任会員の指導の下、当該学部生本人のメールアドレスか

ら行って下さい。学部生主発表者の参加費は郵便局備え付けの払込取扱票にて入金ください。なお、学

生会員（大学院生）は責任会員にはなれません。 

 

(6)奨励賞 

 若手研究者の優れた発表に奨励賞を授与します。審査希望者は大会ホームページをご覧下さい。 

 

５．大会会場へのアクセスと宿泊 

 大阪梅田または神戸三宮から所要時間約 25 分のところに関西学院大学上ケ原キャンパスの最寄駅で

ある甲東園駅および仁川駅がございます。詳しくは、大会ホームページ（下記）内の「アクセス」をご

覧下さい。 

 宿泊施設の斡旋は致しませんので、宿泊予約は各自でお願いします。なお、会場に近いホテルとして

は、次のようなところがございます。いずれも大学最寄駅から３～５駅のところです。料金などは直接

ホテルにお問い合わせ下さい。 

 〇宝塚ホテル http://www.takarazuka-hotel.com/ 

 ○宝塚ワシントンホテル http://www.takarazuka-wh.com/ 

 ○宝塚温泉ホテル若水 http://www.h-wakamizu.com/ 

 ○宝塚西洋民宿ルノアール(女性限定) http://www.renoir.ne.jp/ 

 

６．今後の通信予定 

 2 号通信（大会前最終通信）として会員全員にプログラムを 4 月中旪にお送りする予定です。 

 

７．連絡先 

(1) 大会参加・研究発表などについて（大会事務関係） 

 〒662-8501  

 兵庫県西宮市上ケ原一番町 1-155 関西学院大学文学部心理科学研究室内 

 日本動物心理学会第 72 回大会委員会（JSAP2012 委員会） 

 Fax：0798-54-6209 

 E-mail：jsap2012@dips-kwansei.gr.jp（問合わせ専用） ※申し込みは regist72@dips-kwansei.gr.jp 

 ホームページ：http://www.dips-kwansei.gr.jp/jsap2012/ 

 

(2) 学会入会申込み・住所変更などについて（学会事務関係） 

 〒113-0033 

 東京都文京区本郷 7-2-2 本郷ビル３階 ㈱ケーアンドユー内 日本動物心理学会事務局 

 Tel：03-3815-4800 Fax：03-3815-4807 

 E-mail：dousin-gakkai@umin.ac.jp 

 ホームページ：http://plaza.umin.ac.jp/dousin/ 


