日本動物心理学会第 78 回大会のご案内
（第 1 号通信）
2018 年 4 月

ご挨拶
動物心理学に興味をもつ皆様，ようこそ酒都西条へ！
今年は広島大学のある東広島市で動物心理学会大会を開催いたします。広島大学がこの大会をお世話
するのは史上初めてです。会場は 2016 年春にオープンした東広島芸術文化ホール「くらら」です。期
間は 8 月 28 日(火)～30 日(木) の暑い盛りの頃ですが，涼しい小ホールに皆さん集って熱い学問論議
をしていただければ嬉しい限りです。どうぞふるってご参加下さい。
8 月 28 日（火）の午後に動物心理学会主催の公開シンポジウム「補助犬の普及について考える－市
民と共に考える－」を開催いたします。介助犬，盲導犬，聴導犬，麻薬探知犬，救助犬，ドッグセラ
ピー等のヒトとイヌの関係について，それぞれに関係しておられる先生方からお話をうかがいます。市
民の方々からの協力も含めて，イヌとの関わりの中から訓練を通したヒトとイヌの関係を深めていきた
いと企画しました。
8 月 29 日（水）の午後には国際シンポジウム「Animal Cognition: Space, Timing, and Memory
from Neuron to Behavior」を開催いたします。米国 Duke 大学から Meck 先生と Williams 先生，
ニュージーランド Otago 大学から Colombo 先生が来日されます。国際シンポジウムも積極的に討論
にご参加下さい。皆さん素晴らしい先生方ですので，次世代の若い研究者を中心に，優しくて熱い討論
が繰り広げられることを期待しています。
今回は広島大学が呼びかけて日本動物心理学会の若手を中心に近隣の大学の応援も得て準備委員会を
作っていただきました。委員長としてこの場を借りてお礼を述べさせていただきます。企画として若手
研究者のための奨励賞もいつものように計画していただきました。博士の学位取得後３年以内の会員は
どうぞ遠慮せずにエントリーしてください。また惜しくも口頭発表にエントリーできなかった会員は
29 日と 30 日に対面でディスカッションをしていただくポスターセッションも設定しています。じっく
りと研究内容が深まることを期待いたします。29 日の夜の懇親会では美味しい西条の日本酒をご堪能
下さい。会員の皆様のご来広を心よりお待ちしております。

日本動物心理学会第 78 回大会準備委員会
委員長

1

坂田 省吾 （広島大学）

会期・会場
会期：2018 年 8 月 28 日（火）～ 30 日（木）
会場：東広島芸術文化ホール くらら（広島県東広島市⻄条栄町 7 番 19 号）

１．一般研究発表（大会 2 ～3 日目）

行事予定

口頭発表とポスター発表を行います。発表は英語でお願いします。質疑応答に関しては日本語と英語
のどちらでも使用できます。奨励賞発表では，英語のみとします。学部生はポスター発表のみエント
リーできます。学部生，博士前期課程，修士課程の大学院学生は，日本語での発表も可とします。た
だし演題・要旨は，英語で用意してください。
２．公開シンポジウム（大会 1 日目）
補助犬に関する諸問題を市民の皆さまと一緒に考える公開シンポジウムを開催します。どなたでも自
由に参加できます。発表は日本語で行います。
３．国際シンポジウム（大会 2 日目）
海外からの話題提供者をお招きし，動物の時間認知・時間学習に関するシンポジウムを開催します。
発表は英語で行います。
４．総会（大会 3 日目）
奨励賞の授与式も行われます。会員の皆さんの参加をお願いします。
５．懇親会（大会２日目）
国際シンポジウムの直後に，「くらら」の 2 階にある「ソラオト」で会員のみなさまの交流を促す懇
親会を開催します。お気軽にご参加下さい。
６．自由集会（大会 1 日目）
大会 1 日目の 16：00 から 18：00 まで会場を用意しております。参加は無料です。
７．その他
大会 2 日目に常任理事会，編集委員会と奨励賞委員会，3 日目に理事会と総会を予定しています。

１．期限

予約参加申込の方法

予約参加申込の期限は 2018 年６月 15 日（金）です。期限を過ぎた場合は大会受付にて当日参加費
を支払い，登録をお願いします。
２．方法
◆本１号通信に同封された払込取扱票に必要事項を記入し，大会予約参加費等を入金することにより
予約参加受付とします。
◆払込取扱票には会員番号を記載して下さい。会員番号は本封筒の住所ラベルに記載されています。
払込取扱票を紛失した場合は，郵便局備付けの払込取扱票をご利用下さい。加入者名「日本動物心
理学会第 78 回大会準備委員会」と口座記号・口座番号「01390-8- 106199」を記入し，通信欄
に会員番号と支払い明細（大会参加費****円，懇親会費****円，合計****円）を記入して下さ
い。なお，払込取扱票１枚につき１名の支払いとして下さい。
◆筆頭発表者は必ず予約参加申込をした上で，以下の一般研究発表登録を行って下さい。予約参加申
込がない場合，発表取消しになります。
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◆学部生および入会申請中の方が筆頭発表者になる場合，郵便局備え付けの払込取扱票に上記必要事
項を記入して入金手続きを取るよう，指導的立場にある会員（責任会員と呼ぶ。大学院生は責任会
員にはなれない）の方からご指導下さい。会員番号の欄には，学部生または入会申請中と記入して
下さい。
◆前納された参加費は，たとえ不参加となった場合でも返却いたしません。
◆名誉会員の大会参加費は無料です。名誉会員受付にて参加登録をお願いします。
◆非会員の予約参加はできません。
３．大会参加費
大会参加費は次の通りです。

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

5,000 円／6,000 円

大学院生

3,000 円／4,000 円

3,000 円／4,000 円

学部学生（筆頭発表者）

1,000 円／――――

1,000 円／2,000 円

学部学生（筆頭発表者以外）

――――／

――――／2,000 円

１．期限

0円

一般研究発表登録の方法

口頭またはポスターによる一般研究発表を希望する方は，2018 年 6 月 15 日（金）24：00 までに一
般研究発表登録を行って下さい。期限後の登録はできません。登録開始は 2018 年 5 月中旬を予定し
ています。
２．方法
大会 HP（http://jsap2018.hiroshima-u.ac.jp/）の Registration をクリックして登録して下さい。
筆頭発表者の方は，一般研究発表登録と上記「予約参加申込み」の両方をお願いします。どちらか一
方が欠けても発表取り消しになります。
３．発表形式
口頭発表（奨励賞か一般），ポスター発表（学部生か一般）の 4 つの発表形式から選択して下さい。
学部生はポスター発表のみ登録できます。時間の都合により変更をお願いする場合があります。筆頭
発表者になれるのは大会中 1 回です。発表日時は大会準備委員会にて決定します。
◆口頭発表：発表時間 12 分，質疑応答 3 分です。発表は英語でお願いします。質疑応答に関しては
日本語と英語のどちらでも使用できます。奨励賞発表では，英語使用に限定します。博士前期課
程，修士課程の大学院学生は，日本語での発表も可とします。演題・要旨は，英語で用意してくだ
さい。
◆ポスター発表：在席責任時間は 1 時間です。
４．発表資格
◆筆頭発表者：本学会の会員であり，会費の滞納がないことが条件です。入会をご希望の方は，予約
参加申込み期限までに学会事務局へ入会申請書を提出して下さい。
◆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。大会に参加する場合は，参加費の支払
いが必要です。
◆学部生筆頭発表者：非会員の学部生もポスター発表の筆頭発表者になることができます。発表は責
任会員との連名とし，一般研究発表登録と予約参加申込みが必要です。
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５．奨励賞発表
博士の学位取得後３年以内の会員が発表できます。奨励賞発表を希望する方は一般研究発表登録と予
約参加申込を行った上，奨励賞審査申請書（動物心理学会の HP からダウンロード），発表アブスト
ラクト（A4×1 枚），履歴書の 3 点を奨励賞選考委員長、瀧本（北海道大学）宛にメールで送信して
下さい（atakimoto@let.hokudai.ac.jp）。締切りは 6 月 15 日（金）24：00 です。詳細は動物心
理学会 HP の奨励賞の項目を参照して下さい。

自由集会
会員の自由企画による研究発表の場を設けました。申込み期限は 2018 年 6 月 15 日（金）24：00
です。自由集会の企画者は，大会ホームページの Registration から申請用紙をダウンロードして必要
事項を記入の上，大会準備委員会（jsap2018@hiroshima-u.ac.jp） まで送信して下さい。会場の
都合により，大会準備委員会で採否を決めさせていただく場合があります。

育児室
大会期間中，育児室を用意します。授乳，おむつの交換，休息など自由にご利用下さい。ご利用は保
護者の責任でお願いします。外部施設での一時保育希望の方は大会事務局に連絡してください。個別
に対応していただくことになります。受け入れることができる人数に限りがあります。

大会会場へのアクセスと宿泊
会場の東広島芸術文化ホールは，JR 山陽本線 西条駅（JR 広島駅から 37 分）下車から徒歩約４分で
す。宿泊や飛行機の予約は各自でお願いします。

２号通信の予定
2 号通信（大会プログラム）を８月初めにお送りします。

連絡先
◆大会参加・研究発表等について（大会事務関連）
〒739-8521 東広島市鏡山１丁目 7 番 1 号 広島大学 大学院総合科学研究科
坂田 省吾 日本動物心理学会第 78 回大会準備委員会（TEL：082-424-6581）
E-mail：jsap2018@hiroshima-u.ac.jp
URL：http://jsap2018.hiroshima-u.ac.jp/

◆学会入会申込み・住所変更等について（学会事務関連）
〒112-0005 東京都文京区水道 2-13-4 ビクセル文京 207 号 （株）ケーアンドユー内
日本動物心理学会事務局 （TEL：03-5970-1630 FAX：03-5656-5365）
E-mail：doushin-gakkai@umin.ac.jp
URL：http://plaza.umin.ac.jp/dousin/
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