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東北心理学会第 66 回大会・新潟心理学会第 49 回大会	 
合同大会のご案内	 

2 号通信	 
	 

	 陽春の候、会員の皆様にはご健勝のこととお慶び申し上げます。	 

	 さて、1 号通信でご案内しましたように、東北心理学会第 66 回大会を 2012 年 7 月

14 日(土)・15 日(日)の両日、新潟大学五十嵐キャンパス（新潟市西区五十嵐）にて新

潟心理学会第 49 回大会との合同大会として開催いたします。	 

	 この 2 号通信では、大会参加および発表申し込みのご案内をいたします。多数の申

し込みをお待ちしております。	 

東北心理学会第 66 回大会・新潟心理学会第 49 回大会	 

合同大会	 準備委員長	 宮崎	 謙一	 

―――――――――‐―――――――――‐―――――――――‐――――――――

１．大会概要	 

１）研究発表	 

	 研究発表は、ポスター発表および口頭発表の形式で行う予定です。口頭発表のご希

望数によっては、すべてポスター発表となる場合もありますので、その際には何卒ご

了承くださるようお願い申し上げます。発表日時については、準備委員会にご一任下

さい。	 

	 

２）特別講演	 7 月 14 日（土）15:30～17:00	 

	 演	 	 題	 	 「絶対音感研究の現在」	 

	 講演者	 	 	 宮崎	 謙一（新潟大学）	 

	 司	 	 会	 	 仁平	 義明（白鴎大学）	 

	 

３）大会企画シンポジウム	 7 月 15 日（日）13:00～15:00	 

	 テーマ	 「食を豊かにする多感覚知覚」	 

	 話題提供	 	 和田	 有史（農業・食品産業技術総合研究機構）	 

	 	 	 	 坂井	 信之（東北大学）	 

	 	 	 	 	 小早川	 達（産業技術総合研究所）	 

	 司	 会	 	 	 行場	 次朗（東北大学）	 

	 企	 	 画	 	 	 宮崎	 謙一	 ・	 行場	 次朗	 
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４）その他	 

	 大会開催中の昼食について	 

	 1 日目、14 日(土)	 11:00～14:00 まで生協第二学生食堂が営業しております。キャ

ンパス内ローソンも営業しております。	 

	 2 日目、15 日(日)	 キャンパス内ローソンのみ営業しております。	 

	 ※五十嵐キャンパス周辺にも喫茶店、レストランがいくつかございます。	 

	 

	 

２．大会参加・発表申し込みについて	 

１）申し込み方法	 

	 本大会の参加・発表申し込み・懇親会申し込みは、同封の返信用はがき、あるいは、

大会ウェブサイト（http://www.human.niigata-u.ac.jp/~psy/tpa2012/）から申込用

入力フォームをご利用下さい。	 

	 

２）申し込みの締め切り	 

	 申し込みの締切日は、返信用はがきの場合は 5 月 18 日（金）の消印有効とし、大会

ウェブサイトの申込用入力フォームの場合は 5 月 21 日（月）24:00 までといたします。

なお、発表申し込みは、締め切り後も受け付けられる場合がありますので、

tpa66@human.niigata-u.ac.jp（合同大会準備委員会事務局）までお問い合わせ下さい。	 

	 

３）申し込みにあたってご注意いただく点	 

①研究発表は口頭発表とポスター発表の 2 種類です。	 

②発表抄録は発表当日、座長（口頭発表）あるいは会場係（ポスター発表）にご提出

下さい。抄録の書式は原稿作成要領をご参照下さい。	 

③東北心理学会では、連名発表者も会員であることが求められます。連名発表者が会

員でない場合は、正会員または臨時会員（1 年間だけの会員）として入会手続きをお

願いします。	 

④発表資格や東北心理学会への入会についてのお問い合わせは、東北心理学会事務局

までお願いします（Tel/Fax：022-795-6048、E-mail：tpa@sal.tohoku.ac.jp）。	 
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３．懇親会について	 

	 懇親会は大会初日 7 月 14 日（土）午後 6 時より、五十嵐キャンパス内、生協第一学

生食堂ホールで開催いたします。発表会場に隣接する建物です。学術的な交流の場、

新たな出会いの場、旧交を温める場となりますよう、多くの方々のご参加をお待ちし

ております。	 

	 

	 

４．参加費・年会費について	 

①大会受付にて下記の参加費を納入して下さい。	 

	 	 	 大会参加費	 

	 	 正会員･････	 5,000 円	 

	 	 臨時会員･･･	 5,000 円	 

	 	 当日会員･･･	 3,000 円	 

懇親会参加費	 

	 一般（院生含む）･･･	 5,000 円	 

	 学部学生	 ･････････	 3,000 円	 

	 	 

	 

※臨時会員とは連名発表者となるための 1 年間だけの会員であり、当日会員とは

本大会への参加資格を与えられる非会員の参加者で、研究発表はできません。	 

	 

②当日は大会受付とは別に学会事務局受付を設けます。学会年度会費についてはそこ

で納入することも可能です。	 

	 

	 

５．大会プログラムの発送	 

	 	 6 月中旬を予定しています。	 

	 

６．東北心理学会第 66 回大会・新潟心理学会第 49 回大会合同大会に関する

お問い合わせ先	 

	 

	 	 東北心理学会第 66 回大会・新潟心理学会第 49 回大会合同大会準備委員会事務局	 

	 	 〒950-2181	 新潟市西区五十嵐 2 の町 8050	 新潟大学人文学部心理学研究室内	 

	 	 Tel/Fax：025-262-7921	 

	 	 URL：	 http://www.human.niigata-u.ac.jp/~psy/tpa2012/	 

	 	 E-mail：	 tpa66@human.niigata-u.ac.jp	 
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７．原稿作成要領	 

	 	 

	 原稿は以下の要領

で作成し、当日に座長

（口頭発表）、会場係

（ポスター発表）にご

提出下さい。	 

	 

1.	 用紙は A4 サイズ

１枚でお願いいたし

ます。	 

2.	 マージンは上下

25mm、左右 15mm です。	 

3.	 題目、氏名、所属

はマージンから 25mm

以内に書いて下さい。	 

4.	 連名の場合には、

発表者の氏名の前に

○をつけて下さい。	 

5.	 本文は所属が記入

されている行から

10mm 空けて書き始め

て下さい。	 

6.	 本文は 24 字×40

行×2 段で書いて下

さい。	 

	 

※原稿のテンプレート（マイクロソフト・ワード版）は第 66 回大会 HP や東北心理学

会 HP からダウンロードできます。なお、要領の詳細についてのお問い合わせは東北心

理学会事務局までお願いいたします。	 

	 東北心理学会事務局	 Tel/Fax：022-795-6048	 E-mail：tpa@sal.tohoku.ac.jp	 

URL：	 http://www.sal.tohoku.ac.jp/psychology/tpa/）。	 
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