
産業・組織心理学会

第 35 回大会開催のご案内（第 1 号通信）

2019 年 8月 31日（土）・9月 1日（日）

＠日本大学経済学部

産業・組織心理学会第 35 回大会を 8月 31 日（土）・9月 1日（日）の両日、日本大学経済学部
で開催いたします。日本大学経済学部では、創立大会、第 10回大会、第 20回大会、そして今回と
4回目の開催となります。第 35回大会、令和元年というこの節目に産業・組織心理学会大会を開催
できますことを、関係者一同大きな喜びとしています。
ただし、これまでとは大きな違いがあります。これまでは学会創設者のお一人である馬場昌雄先生、
そして岩出博先生がいらっしゃいました。お二人は日大経済学部でも重鎮でいらしたので、いろいろ
と融通が利いたように思いますが、今回は随分頼りない委員長になってしまいました。しかし、馬場、
岩出両先生と縁の深い、東京経済大学の関口和代先生、常磐大学の申紅仙先生、岩出先生の弟子であ
る日本大学経済学部非常勤の洪聖協先生、東京富士大学の高橋哲也先生と心強いメンバーに手伝って
いただけることになりましたので、「チーム馬場・岩出」で頑張っていきたいと思います。
さて、今年来年と、東京では大きなイベントが２つあります。1つは新しい天皇をお迎えすること、
そして来年は東京オリンピックを迎えることです。第 35回大会でもこの 2つを意識してテーマに組
み込んでいきたいと思います。
オリンピックを意識した企画としては、スポーツをテーマとしたシンポジウムを開くことです。AI
の時代になると人々の余暇が増え、スポーツはこれまで以上に人気が出ると予想されます。オリンピッ
ク開催という節目に合わせて、産業・組織心理学のスポーツへの貢献について考える企画にしたいと
思っております。
新しい天皇を意識した企画としては、皇居が眺められるホテルで懇親会をすることです。会員の皆
様には多少ご足労をおかけいたしますが、18時頃からスタートの懇親会では、日中の皇居と夜の皇
居を共にご覧にいただけるかと存じます。
以上、東京で行われる２つのイベントを意識して企画を予定しておりますが、学会大会の “ 花 ” は
なんといっても会員の皆様のご発表です。今年も引き続きポスターセッションを行う予定でおります
ので、一人でも多くの皆様にご発表いただき、大会を盛り上げていただけますと大変助かります。
十分なおもてなしはできませんが、大会実行委員一同心を込めて準備してまいりますので、たくさ
んの皆様のご参加をお待ち申し上げます。

第 35回大会実行委員長　加藤恭子

【１】会期・会場
　会期：2019 年 8月 31日（土）・9月 1日（日）
　会場：日本大学経済学部（三崎町）7号館
　（〒 101-8360　東京都千代田区神田三崎町 1-3-2）
　【最寄駅からのアクセス】（http://www.nihon-u.ac.jp/access_map/map/economics/）
　■JR 中央・総武線、都営地下鉄三田線「水道橋」駅下車　徒歩 3～ 4分
　■都営地下鉄新宿線・三田線、東京メトロ半蔵門線「神保町」駅下車　徒歩 5分
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【２】主要プログラムの予定
　（1）研究発表（口頭・ポスター）　（2）ワークショップ　（3）シンポジウム
　（4）会員総会　（5）懇親会

＊大会プログラムの詳細については、「第 2 号通信」（7 月下旬）でお知らせします。

【３】会員総会・懇親会
　　会員総会は大会初日（8月 31日）午後に行う予定です。また、懇親会についても初日（8月 31
日）夕刻に行う予定です。

【４】研究発表の要領
　　研究発表は未発表のものに限ります。

　　倫理規定および利益相反について
・発表される研究は、研究上の倫理的配慮がなされたものでなくてはならない。人および動
物が対象である研究は、倫理的に配慮された旨が本文中に明記されていること。なお、明
記する際には施設や個人が特定されないよう留意すること。学会HP上の「産業・組織心
理学会倫理綱領」（http://www.jaiop.jp/jaiop_admin/wp-content/uploads/2013/12/rinri.
pdf）を参照してください。
・発表に際し、利益相反に関する自己申告を行わなければならない。利益相反とは、研究に
バイアスをもたらす可能性のある利害関係のことである。表示方法は学会HP内の「産
業・組織心理学会における利益相反（COI）に関する規程」（http://www.jaiop.jp/jaiop_
admin/wp-content/uploads/2013/12/JAIOP_RulesonConflictofInterest.pdf）を参照して
ください。但し、利益相反の有無は、発表の判定に影響しない。

(1)研究発表の形式：研究発表は、口頭またはポスターで行います。
(2)発表申込と発表論文集原稿の送付：研究発表を希望される方は、「大会ホームページ」(http://
www.jaiop.jp/event-info/taikai35.html) にてお申し込みください。後日「原稿作成要領」と「発
表計画書」を E メール添付にてお送りします。それに沿って口頭発表は論文集 4 ページ（図
表と引用・参考文献を含む。約 6000 字）、ポスター発表は論文集 2 ページ（図表と引用・参
考文献を含む。約 3000 字）にまとめ、大会準備委員会まで送付していただきます。

(3)口頭発表時間：発表者 1 人の持ち時間は 30 分（発表 22 分、質疑・討論 8 分）の予定で
す。使用できる投影機器は会場に備え付けのプロジェクタに限らせていただきます。PC は各
発表会場に用意します。

(4)ポスター発表時間：1 発表あたり 60 分の予定です。
(5)発表の要件：論文集への論文掲載、大会当日の口頭発表もしくはポスター発表、および質
疑・討論への参加の 3 つの要件を満たすことによって、発表が公式に認められます。連名発
表者も討議に参加することが必要です。

(6)配布資料：発表当日に資料配布を希望される方は、資料を 50 部程度事前にご用意いただ
き、当日各会場にて係の者にお渡しください。

【５】優秀学会発表賞
　　優秀学会発表賞にエントリーされる方は、「大会ホームページ」の所定欄にご記入ください。応
募資格は学会ホームページでご確認ください。なお、優秀学会発表賞の対象は口頭発表のみとなっ
ております。

【６】会員の方の研究発表
　　研究発表者（責任発表者・連名発表者）になるためには、以下の 5つの条件を満たすことが必
要です。



　（1）2019 年 6月 20日（木）現在、産業・組織心理学会の個人会員または名誉会員であること（本
学会では、正会員のことを個人会員と称します）。

　（2）2019 年度（平成 31年度）までの学会費を納入済みであること。
　（3）「大会ホームページ http://www.jaiop.jp/event-info/taikai35.html」で 5月 20 日（月）中に申

込を完了していること。責任発表者は、「論文集原稿」と「発表計画書」を 6月 20日（木）（厳
守）までに送付済みであること。

　（4）「大会参加費」を 7月 31日（水）までに前納していること。
　（5）研究発表の責任発表者（単独発表を含む）となるのは 1人 1回に限ります。連名発表者にな

る場合はこの限りではありません。
　
【７】非会員の方の研究発表
　（1）非会員の方でも連名発表者になることができます。この場合、責任発表者は、非会員の方の

連名発表申し込みと、「非会員連名発表費（1名につき￥10,000）」を納入することが必要です。
非会員の方はなるべく「個人会員」になられて、大会に参加されますようお勧めいたします。

　（2）2019 年 4 月 30 日（火）現在で産業・組織心理学会に未入会の方が、研究発表（責任発表）
を希望される場合は、すみやかに入会審査を受けることが必要です。学会ホームページ（http://
www.jaiop.jp/）から直接お申込みいただくか、入会案内を学会事務局にご請求ください。入
会申込期限は 5月 18日（土）です。
〒 161-0033　東京都新宿区下落合 4-9-22　日東印刷内　産業・組織心理学会事務局

電話：03-6908-1301　（学会専用）Eメール：jaiop@nittop.co.jp

【８】研究発表申込
　（1）研究発表者は、「大会ホームページ」にて必要事項をもれなく入力の上、5月 20 日（月）ま

でにご登録ください。「発表計画書」と「発表論文集原稿」を作成の上、6月 20 日（木）ま
でに Eメール添付にて大会実行委員会事務局（nihon2019@jaiop.jp）までお送りください。

　（2）「発表計画書」に基づいてプログラム（発表セッションの配置等）を作成しますので、発表題
目は正確に書いてください。また、キーワードは、発表内容を表すものを 3つ程度書いてく
ださい。

　（3）会員で研究発表者の方は、大会予約参加費（￥6,000）を、振替用紙にて 7月 31 日（水）ま
でに振り込んでください。振替用紙はこの一号通信に同封されております。

　（4）非会員連名発表者のいる責任発表者の方は、非会員連名発表費（1名につき￥10,000）も、
あわせて納入してください。（非会員連名発表費には、非会員の方の大会参加費・懇親会費・
論文集 1部の代金が含まれています）

【９】大会予約参加申込（発表申込者を除く）
　　大会参加のみの予約を希望される方は、「大会ホームページ」上で受けつけておりますので、7
月 10 日（水）までにご登録ください。また、大会予約参加費（￥6,000）をこの一号通信に同封
されている振替用紙にて、7月 31 日（水）までに振り込んでください。7月 10 日（水）を過ぎ
た場合には、大会当日受付にて大会参加費（¥8,000）をお支払いください。

【10】発表論文集
　　発表論文集は会員全員に無料配布されます。年会費納入済みの会員の皆様には無料配布いたしま
す。年会費が未納の方は当日会場で年会費を納入いただければ、発表論文集をお受け取りいただけ
ます。発表論文集を 2冊以上ご希望の方は、学会事務局へメールでお申し込み下さい。

【11】懇親会の参加予約
　　懇親会は大会初日（8月31日）の夕刻に開催の予定です。参加を希望される方は、「大会ホームペー
ジ」上の所定欄にご記入の上、予約してください。今年度も年会費納入済の会員の方は無料となります。



【12】大会参加にかかる費用
　（1）大会参加にかかる費用は、それぞれ以下のとおりです。
　（2）大会関係の諸費用には「予約前納」と「当日納入」があります。「予約前納」は、2019 年

7 月 31 日（水）までに、この一号通信に同封されている振替用紙によって納入された場合の
特典です。

※大会参加費前納割引の適用は、名誉会員を除き当年度までの年会費を完納していることを条件とし
ます。未納の場合は割引適用されません。年会費も大会当日徴収させていただきます。
※懇親会については、当年度までの会費を当日までに完納していることを条件に無料で参加できます。
　ただし、準備の都合上、事前予約が必要です。

【13】領収証の発行
　　領収証は、大会当日受付にて発行致します。それまでは「振替受領証」を大切に保管して下さい。

【14】大会までの日程
　（1）研究発表申し込み締切 5 月 20 日（月）
　（2）論文集原稿＆発表計画書提出締切 6 月 20 日（木）
　（3）大会予約参加申し込み締切 7 月 10 日（水）
　（4）大会参加費・研究発表費の前納期限 7 月 31 日（水）
　（5）大会プログラム（第 2号通信）の送付 7 月下旬（予定）
　（6）論文集の送付 7 月下旬（予定）
　（7）産業・組織心理学会第 35回大会会期 8 月 31 日（土）・9月 1日（日）

【15】大会についてのお問い合わせ連絡先
　　大会に関するお問い合わせ連絡先は下記の通りです。
　　〒 101-8360　東京都千代田区神田三崎町 1-3-2
　　加藤恭子　産業・組織心理学会第 35回大会実行委員会事務局
　　E-mail：nihon2019@jaiop.jp

費目 種別 予約前納 当日納入 備考

大会参加費 個人会員 ￥6,000 ￥8,000 年会費納入者

個人会員（大学院生） ￥4,000 ￥8,000 年会費納入者

個人会員（70歳以上） 無料 年会費納入者

法人会員 ￥6,000 ￥8,000 １口１名

名誉会員 無料

非会員（当日会員） ￥8,000 懇親会無料

論文集 当日販売　￥2,000 年会費納入者には事前郵送

発表費 無料

非会員連名発表費 ￥10,000 参加費、懇親会費、論文集１部を含む

　　　　　　　振込先郵便振替口座番号　　　　　００１７０－０－５１２１８６

　　　　　　　加入者名　　　　　　　　　　　　産・組心大会準備委員会


