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一般社団法人日本発達心理学会第25回大会 

Web申込／投稿要領 

 
 2014 年度（平成 26 年度）一般社団法人日本発達心理学会第 25 回大会の大会参加予約申し込み、ポスター

発表申し込み、自主シンポジウム申し込み、ラウンドテーブル申し込み、及び論文投稿は、インターネット

を通して申し込みの手続きを行ってください。 
 日本発達心理学会第 25 回大会 Web ページから、希望する申し込みを選択し、画面の案内に沿って手続き

を進めてください。 
 

25回大会Webページ：http://www.jsdp.jp/conf2014/ 

〔受付期間〕 

参加・発表・企画申込： 1号通信発送（8月上旬）～2013年9月2日17:00締切 

発表論文投稿： 採択通知・2号通信発送（9月中旬）～2013年10月25日17:00締切 
 
 
登録前に必ず下記＜登録に関する注意事項＞をご一読ください。 

＜登録に関する注意事項＞ 

■申込について 

1. インターネット（Web）による手続きは、会員本人が行ってください。ご本人以外からの会員番

号、パスワード等のご照会はお受付けできません。 
2. 登録されたデータがプログラム、発表論文集に使われます。記入漏れや誤った情報入力がないよ

う十分ご注意ください。 
 

■必要な環境・条件 

1. Windows の場合は InternetExplorer8 以降もしくは Firefox6 以降、MacOS の場合は Safari5 以降もし

くは Firefox6 以降の日本語版閲覧ソフトが利用可能であること。 
2. メールアドレス（携帯電話のアドレスは使えません）を所持していること。 

 

■文字入力 

1. カタカナは全角文字で入力してください。 
2. 外国語名称については、基本的に英語表記でお願いします。 

 

【参加・発表・企画申込、論文投稿のお問合せ先】 

一般社団法人日本発達心理学会第 25 回大会サポートデスク 
 受付時間：平日 9:00～17:00 ※8 月 13 日～18 日は夏季休業日となります。 

〒602-8048 京都市上京区下立売通小川東入る 中西印刷株式会社内 
E-mail：jsdp25@nacos.com 
 

 
【学会登録情報の変更、会員番号・パスワードについてのお問合せ先】 

一般社団法人日本発達心理学会会員管理事務局 
 受付時間：平日 9:00～17:00 ※8 月 13 日～18 日は夏季休業日となります。 

〒602-8048 京都市上京区下立売通小川東入る 中西印刷株式会社内 
E-mail：jsdp-post@nacos.com 
 
《会員ページ》http://www.jsdp.jp/contents/member/index.html 



2 

大会参加・発表・企画申込手続きの流れ 

 
 

〔受付期間〕1 号通信発送（8 月上旬）～2013 年 9 月 2 日 17:00 締切 
 

1. 会員情報確認 
 会員情報に修正がある場合は、大会申し込みの前に学会の「会員ページ」で修正を行ってく

ださい。 

2. 大会 Web ページよりオンライン大会登録受付システムへアクセス 

3. 大会参加情報登録 

4. 大会参加情報登録内容確認 

5. 大会参加情報受付完了（受付完了メール送信） 

6. 発表・企画申込情報登録【ポスター発表／自主シンポジウム／ラウンドテーブル】 
 会員の連名者、企画出演者登録は、先に会員本人が大会参加情報登録を完了してください。

全員の大会参加情報登録を先にお済ませください。 
 入会予定の方は、先に入会手続きをお済ませください。発表申し込みに入会手続きが間に合

わない場合、論文原稿投稿時にも連名者の追加が可能ですので、発表申込時には登録をせず、

投稿時に追加してください。会員を非会員として登録することはできません。 

7. 発表・企画申込情報登録内容確認 

8. 発表・企画申込情報受付完了（受付完了メール送信） 
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大会参加申込み 
 
25 回大会 Web ページにアクセスして、｢参加発表申込システム｣をクリックしてください。続いてエントリー

ページの「新規申込」ボタンを押してください。 
 

【25回大会Webページ】 【エントリーページ】 

   
 

【新規登録】 

 本システムのトップ画面より新規登録を行うをクリックし、

【はじめに】の記載事項をご確認ください。記載事項に問題

がなければ、個人情報の取扱に同意して進むをクリックし

てください。 

 

【トップ画面】 

ここをクリック 

ここをクリック 

【はじめに】 
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【基本情報登録】 

1. 基本情報を入力してください。学会員の方については「基本情

報」入力支援機能のご利用が可能です。 

2. 入力が完了して、確認画面へをクリックすると、登録条件の満

たされていない場合には赤字で警告が出ますので、修正をお願

いします。 

3. すべての登録条件が満たされた状態で確認画面へをクリックす

ると、ページ下部にこの内容で登録するボタンが表示されます

ので、クリックして登録を完了してください。基本情報の登録

だけでは大会参加登録受付は完了しません。引き続き参加登録

画面にて登録を行ってください。 

 
《基本情報登録項目一覧（*は必須）》 

 メールアドレス*：ここで指定されたメールアドレスが本システ

ムをご利用になるためのユーザーID、各種連絡の受信アドレス

になります。同一メールアドレスによる重複登録はできません。 

 パスワード*：ここで指定されたパスワードが本システムをご利

用になるためのパスワードになります。パスワードに使用でき

る文字は、半角英数字（A～Z、a～z、0～9）と半角記号です。

6 文字以上で入力してください。 

 パスワード（確認用）* 

 パスワード再取得用の質問* 

 会員・非会員区分* 

 会員番号：日本発達心理学会会員限定：「基本情報」入力支援

機能 

 会員情報管理システムログイン用パスワード：日本発達心理学

会会員限定：「基本情報」入力支援機能 

 名前（漢字）*：漢字・かなによる入力の場合には、姓と名の間

に全角スペースを入力してください。外国人の方はアルファベ

ットで入力してください。 

 名前（カナ）*：カナによる入力の場合には、姓と名の間に全角

スペースを入力してください。外国人の方はアルファベットで

入力してください。 

 名前（ローマ字）*：半角英数字で入力してください。また、姓

と名の間に半角カンマ＋半角スペースを入力してください。 

 会員番号*：学会会員のみ必須 

 ご連絡先区分*：ご連絡先区分で選択した方の郵便番号・住所・

電話番号が必須となります。 

 所属機関情報*：ご連絡先区分で「所属機関」を選択された場合

は、郵便番号・住所・所属機関名・電話番号が登録必須項目と

なります 

 ご自宅情報*：ご連絡先区分で「ご自宅」を選択された場合は、

郵便番号・住所・電話番号が登録必須項目となります 

【基本情報登録画面】 
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【参加登録】 

1. 基本情報登録が完了すると、自動的に参加情報登録画面に進

みます。 

2. 入力が完了して、確認画面へをクリックすると、登録条件の

満たされていない場合には赤字で警告が出ますので、修正を

お願いします。 

3. すべての登録条件が満たされた状態で確認画面へをクリック

すると、ページ下部にこの内容で登録するボタンが表示され

ますので、クリックして登録を完了してください。 

4. 参加登録完了後、登録されたメールアドレスへ参加登録受付

メールが送信されます。 

 
《参加情報登録項目一覧（*は必須）》 

 参加形態*：①責任発表者または企画者は「発表を希望する」

を選択してください。それ以外の方は「参加のみを希望する」

を選択してください。②非会員の参加のみの事前申し込みは

できません。 

 発表形式：参加形態が「発表を希望する」の場合は必須 

 大会参加費（事前）* 

 懇親会費* 

 懇親会費（非会員分）：懇親会に参加される非会員の人数を入

力してください。非会員の懇親会費（事前・前納）について

は、責任発表者または企画者にお支払いいただくこととなり

ます。 

 ポスター発表 非会員（大会参加）連名発表人数 

 ポスター発表 非会員連名発表人数 

 自主シンポジウム企画費：（会場音響・映像機器使用料を含み

ます）発表形式で「自主シンポジウム」を選択された方は「1」
を入力してください。 

 自主シンポジウム 非会員（大会参加）連名発表者人数 

 自主シンポジウム 非会員連名発表人数 

 ラウンドテーブル企画費：（会場音響・映像機器使用料を含み

ます）発表形式で「ラウンドテーブル」を選択された方は「1」
を入力してください。 

 ラウンドテーブル 非会員（大会参加）連名発表人数 

 ラウンドテーブル 非会員連名発表人数 

 大会論文集：参加者には 1 冊お渡ししますので、追加購入を

ご希望の場合のみ追加冊数を入力してください。 

 大会プログラム：全会員は 1 冊送付されます。また非会員参

加者（非会員参加費納入済の方）にも 1 冊お渡ししますので、

追加購入をご希望の場合のみ追加冊数を入力してください。 

 領収書宛名*：領収書に記載する名前を入力してください。 

 参加証所属*：参加証に記載する所属名称を 15 字以内で入力

してください。 

【参加情報登録画面】 

続けて発表・企画申込情報の登録を

行う場合は、ここをクリック 

【参加情報登録完了画面】 
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発表・企画申込み 

 
【参加登録に続けて発表・企画申込みをする場合】 

1. 参加情報登録を完了し、続けて演題を登録するボタンをクリッ

クすると、演題情報登録画面に進みます。 

2. お申込みいただいた発表形式名の横のボタン新規登録をクリ

ックして、演題情報を入力してください。 

3. 入力が完了して、確認画面へをクリックすると、登録条件の満

たされていない場合には赤字で警告が出ますので、修正をお願

いします。 

4. すべての登録条件が満たされた状態で確認画面へをクリック

すると、ページ下部にこの内容で登録するボタンが表示されま

すので、クリックして登録を完了してください。（内容を修正

する場合は、前の画面へ戻るをクリックしてください。） 

5. 続けて演題登録をする場合は演題リストへ戻るをクリックし、

ご希望の発表形式名の横のボタン新規登録をクリックして、演

題情報を入力してください。 

6. 演題登録完了後、登録されたメールアドレスへ演題登録受付メ

ールが送信されます。 

【参加登録に続けて発表・企画申込みをしない場合】 

1. 本システムのトップ画面【登録内容の確認・修正・取消】にて

大会システムログイン用IDとして登録されたメールアドレス、

参加登録受付メールでお知らせした参加受付番号、大会システ

ムログイン用パスワードを入力の上、該当箇所【演題情報】を

チェックし、上記内容でログインするをクリックしてください。 

以降の手順は上記2～6と同様です。 

 
《発表・企画申込情報登録項目一覧（*は必須）》 

 著者所属先*：すべての著者の所属先を記入してください。所

属欄が足りない場合には、所属欄を増やすをクリックしてくだ

さい。 

 著者リスト*：①すべての著者情報を記入してください。著者

欄が足りない場合には、著者欄を増やすをクリックしてくださ

い。②責任発表者もしくは企画者は必ず発表者欄にチェックを

してください。③「自主シンポジウム」および「ラウンドテー

ブル」をお申し込みの場合は、役割をご登録ください。 

 題目* 

 副題：副題の前後に「―」（ハイフン）等は入力しないでくだ

さい。 

 発表要旨*：100字以内で入力してください。 

【演題情報選択画面】 

【演題情報登録画面】 
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 発表論文集原稿アップロード：①発表論文集原稿の受付期間

は、採択通知・2号通信発送（9月中旬）～2013年10月25日で

す。②投稿には倫理規程と著作権譲渡に関しての同意が必要

です。③アップロードできるファイル形式はPDFです。投稿

前に必ずファイル内容の確認を行ってください。 

 キーワード1～3*：「自主シンポジウム」「ラウンドテーブル」

の場合は「*」を入力してください。 

 研究分野1～2*：「自主シンポジウム」「ラウンドテーブル」の

場合は「00. カテゴリー無し」を選択してください。 

 研究対象*：「自主シンポジウム」「ラウンドテーブル」の場合

は「00. カテゴリー無し」を選択してください。 

 倫理規定と著作権譲渡に関しての同意：この項目は発表論文集

原稿受付期間中にご登録ください。 

 一連発表の演題受付番号：①この項目は発表論文集原稿受付期

間中にご登録ください。②ポスター発表の場合のみ。③一連発

表を希望する演題の演題受付番号を入力してください。また複

数の演題がある場合には、コンマ「, 」区切りで登録してくだ

さい。改行はできません。 
 
 
 
 
 
 
 
◆登録内容の確認・修正・取消について◆ 

 
申込期間中であれば、登録内容の確認・修正・取消は、申込者ご

本人で行うことができます。以下の手順にそって実施してくださ

い。申込期間を過ぎての修正・取消については一切応じられませ

ん。 
 
【基本情報・参加情報の登録内容を修正する場合】 

1. 本システムのトップ画面【登録内容の確認・修正・取消】に

て大会システムログイン用IDとして登録されたメールアドレ

ス、参加登録受付メールでお知らせした参加受付番号、大会

システムログイン用パスワードを入力の上、該当箇所【基本

情報】あるいは【参加情報】をチェックし、上記内容でログ

インするをクリックしてください。 

2. 登録画面末尾の修正をクリックの上、内容を修正し、確認画

面を表示後、この内容で登録するをクリックしてください。

登録内容に修正を加えた場合、大会諸費用の総額に変更が生

じる可能性があります。ご送金の際には、必ず 新の内容ご

確認ください。 

 

【登録内容の確認・修正・取消画面】 

登録内容の確認・修正・取消はこちら

からログインしてください 
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【演題情報の登録内容を修正する場合】 

1. 本システムのトップ画面【登録内容の確認・修正・取消】に

て大会システムログイン用IDとして登録されたメールアドレ

ス、参加登録受付メールでお知らせした参加受付番号、大会

システムログイン用パスワードを入力の上、該当箇所で【演

題情報】をチェックし、上記内容でログインするをクリック

してください。 

2. 参加情報で登録した講演形態・発表形式が表示されますので、

修正したい講演形態・発表形式を選択してください。 

3. 登録画面末尾の修正をクリックの上、内容を修正し、確認画

面を表示後、この内容で登録するをクリックしてください。 
 

 

【参加登録を取り消したい場合】 

（大会への参加そのものを取りやめることを指します。この場合、登録された演題も全て取り消しとなりますのでご注意

ください。） 

1. 本システムのトップ画面【登録内容の確認・修正・取消】

にて大会システムログイン用IDとして登録されたメール

アドレス、参加登録受付メールでお知らせした参加受付番

号、大会システムログイン用パスワードを入力の上、該当

箇所で【参加情報】をチェックし、上記内容でログインす

るをクリックしてください。 
2. 登録画面末尾の修正をクリックの上、画面下段の参加登録

を取り消すをチェックし、確認画面を表示後、参加登録を

取り消すをクリックしてください。 

※参加登録の取り消しを行うと、登録した参加・演題情報はすべて削除され、復活させることはできません。取り消しを

行う際には十分ご注意ください。 
 
 
【全ての講演発表・発表形式について演題登録を取り消したい場合】 

（大会への参加は取りやめないが、登録した全ての発表を取りやめることを指します。） 

1. 本システムのトップ画面【登録内容の確認・修正・取消】

にて大会システムログイン用IDとして登録されたメールア

ドレス、参加登録受付メールでお知らせした参加受付番号、

大会システムログイン用パスワードを入力の上、該当箇所

で【参加情報】をチェックし、上記内容でログインするを

クリックしてください。 
2. 登録画面末尾の修正をクリックの上、参加形態を「参加の

みを希望する」に修正してください。確認画面表示後、こ

の内容で登録するをクリックしてください。 
 
 
【特定の講演形態・発表形式について演題登録を取り消したい場合】 

（大会への参加は取りやめないが、登録した特定の発表を取りやめることを指します。） 

1. 本システムのトップ画面【登録内容の確認・修正・取消】

にて大会システムログイン用IDとして登録されたメール

アドレス、参加登録受付メールでお知らせした参加受付番

号、大会システムログイン用パスワードを入力の上、該当

箇所で【演題情報】をチェックし、上記内容でログインす

るをクリックしてください。 
2. 参加情報で登録した講演形態・発表形式が表示されますの

で、取り消したい講演形態・発表形式を選択してください。 
3. 登録画面末尾の修正をクリックの上、画面下段のこの演題登録を取り消すをチェックしてください。確認画面表示後、

この演題登録を取り消すをクリックしてください。 

※演題登録の取り消しを行うと、登録した演題情報はすべて削除され、復活させることはできません。取り消しを行う際

には十分ご注意ください。 

【演題情報選択画面】 

修正したい演題を選択 

【参加登録の取消】 

【特定の演題情報の取消】 

【全ての演題情報の取消】 

「参加のみを希望する」に修正 
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投稿手続きの流れ 

 
〔受付期間〕採択通知・2 号通信発送（9 月中旬）～2013 年 10 月 25 日 17:00 締切 

 

1. 大会 Web ページにて論文投稿倫理規程と著作権譲渡の内容をご確認ください 

2. 発表・企画情報確認 
 オンライン大会登録受付システム【登録内容の確認・修正・取消】にログインの上、発表・

企画申込時に登録された情報をご確認ください。 
 発表申込時から変更された箇所がある場合は、投稿する論文原稿に記載の情報にあわせて修

正を行ってください。 
 会員の連名者、企画出演者の追加登録は、先に会員本人が大会参加情報登録を完了してくだ

さい。全員の大会参加申込を先にお済ませください。 

3. 発表・企画論文投稿 

4. 発表・企画論文投稿内容確認 
 登録画面で入力された情報がプログラムに掲載されます。投稿した論文原稿と一致している

か確認してください。 
 所属表記が論文原稿に記載されているものと完全一致しているか確認してください。（論文

原稿上に～学科、～課程等、所属の詳細の記載がある場合は、入力画面へも全ての情報を入

れてください。また、不要な情報がある場合は、入力画面から削除を行ってください。） 

5. 投稿受付完了（受付完了メール送信） 

6. 印刷見本の確認 
 確認期間（2013 年 12 月 20 日（金）～2013 年 1 月 10 日（金）予定）に、印刷見本の PDF が

専用 Web 画面にアップされますので、必ずご確認ください。（専用 Web 画面へのご案内はメ

ールにて通知いたします） 
 この確認は印刷加工による文字化けや画像の劣化等の不具合を確認するものであり、論文内

容の変更や原稿の差替えはできませんのでご留意ください。 

 

〔論文投稿に関する注意点〕 

投稿できる原稿ファイル形式は、PDFです。投稿前に必ずファイル内容の確認を行ってください。 

PDFでのアップロードが難しい場合にはMS-Word（.doc/.docx）でのアップロードも可能です。ただしこの場

合、論文集印刷時に文字化けや画質劣化の可能性がございますので、ご注意ください。 

連名者が発表申し込み時から追加された場合は、投稿時に必ず追加登録をしてください。 

会員の連名者は、実際のご来場の有無にかかわらず、会員本人の参加登録と大会費用の支払いが必須となり

ます。連名者の大会費用が未納の場合、発表が取消しとなる場合がありますので、ご注意ください。 

論文投稿の際に非会員の連名者の追加があった場

合、責任発表者・企画者の大会費用に非会員発表費

等が追加されます。投稿手続き後、参加情報登録画

面で連名発表者数を修正し、確認画面にて大会費用

をお確かめ頂き、追加費用があった場合は追加分の

お支払いが必要です。 

 

【参加情報の修正】 

ここを選択して

ください 
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論文投稿画面へのアクセス 

 
【発表・企画申込情報の確認・修正】 

1. 本システムのトップ画面【登録内容の確認・修正・取消】

にて大会システムログイン用IDとして登録されたメール

アドレス、参加登録受付メールでお知らせした参加受付番

号、大会システムログイン用パスワードを入力の上、該当

箇所で【演題情報】をチェックし、上記内容でログインす

るをクリックしてください。 

2. 発表・企画申込時に登録した講演形態・発表形式が表示さ

れますので、修正したい講演形態・発表形式を選択してく

ださい。 

3. 内容を修正し、確認画面を表示後、この内容で登録するを

クリックしてください。 

4. 10月25日17時まで投稿内容の修正を行うことができます。 

 
《原稿投稿方法》 

 項目「発表論文集原稿アップロード」の「参照」ボタンを
押して、アップロードするファイルを選択してください。 

 アップロードできるファイル形式はPDFです。投稿ファイ
ルサイズは3MB以下を目安にご作成ください。 

 ファイル名を直接入力すると、正常に処理されませんので、
必ず「参照」ボタンを押してファイルを選択してください。 

 ブラウザが古い場合などには、投稿手続きがうまくいかな

い場合があります。その場合は、以下の方法を試してみて

ください。 
1. ファイル名を英数字に変えてみる。 
2. ファイルのディレクトリを変えてみる。 

 上記の方法でも、投稿手続きがうまく行かない場合は、大

会システムサポートデスクまでご連絡ください。 

 倫理規定と著作権譲渡に関する内容をご確認の上、同意する

にチェックしてください。 

 ポスター発表で一連発表を希望される場合には、希望する演

題の演題受付番号を入力してください。複数の演題がある場
合には、コンマ「, 」区切りで登録してください。改行はで
きません。 

 

【一連発表の演題受付番号】 

【登録内容の確認・修正・取消画面】 

ここを選択して

ください 

【発表論文集原稿アップロード】 

【倫理規程と著作権譲渡に関しての同意】 


