⼤会概要（案内）
本大会では ，原則として Zoom を用いて，登壇者と参加者の間で，同時双方向のコミュニケーション
が可能な大会を目指します。一般の参加者は ，大会 Web サイトログインを経て，大会スケジュールのペ
ージにあるリンクより各ルームに参加することができます。
プログラムは以下のように大きく 3 つに分類されます。

１．Zoom のウェビナーを用いて実施
【1】基調講演(KL)
【2】大会委員会企画シンポジウム(AS)
【3】学会企画シンポジウム,関連学会・団体との共催シンポジウム(BS/CS/DS)
【4】学会賞（論文賞）受賞者小講演(SL)
【5】プレカンファレンス 2(ES)
【6】会員企画自主シンポジウム（SS)
【7】大会委員会・学会企画ラウンドテーブル(ART/BRT)
【8】ポスター発表（PS/フラッシュトーク)

２．Zoom のミーティングを用いて実施
【1】関連学会・団体との共催シンポジウムのうち BPS との共催ワークショップ(CS)
【2】会員企画ラウンドテーブル（RT)
【3】口頭発表（OS)
【4】ポスター発表（PS/個別発表）… ブレイクアウトルームも利用します。
【5】会務報告会
【6】懇親会

３．オンデマンド配信で実施
【1】招待講演(IL)
【2】関連学会・団体との共催シンポジウムのうち BPS との共催シンポジウム(CS)
【3】プレカンファレンス 1(ES)… 2021 年 2 月 28 日にて配信終了

l Zoom の最新バージョンをダウンロードし（https://zoom.us/download）,インストールもしくはアッ
プデートするようお願いいたします。
最新バージョン以外の場合，不具合等が生じることがあります。
l オンデマンドプログラムに関しましては ，Web ブラウザ（Edge，Chrome，Safari など）のみで視聴
可能です。
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●すべての参加者の皆さまへ●
1. Zoom 利用について
① インターネットに接続できる機器（PC，タブレット，スマートフォンなど）のうち，ネットワーク
が安定した PC でのアクセスを推奨いたします。モバイル Wi-Fi を利用する場合には，契約容量の
残量を確認してください。なお，発表者・登壇者は Zoom での発表時にマイク・カメラの使用を必
須としますので，各自で必要な機器をご準備ください。
一般参加者（非発表者）も発言時にはマイク・カメラの使用が必要になります。
② Zoom のアカウント取得は必須ではありません（ゲストとしての利用が可能です）が，無料のアカウ
ントを取得されることを推奨します。所属先で使用しているアカウントをそのまま使用するのでも
構いません。
③ Zoom は Google Chrome などのブラウザを通しても利用可能ですが，Zoom アプリをインストールさ
れて利用することを推奨します。Zoom アプリは Zoom 社の Web サイト（https://zoom.us/)からダウ
ンロードできます。Zoom アプリは頻繁に更新されていますので，最新のものに更新（アップデー
ト）してお使いください。
④ Zoom やプレゼンテーションソフトの動作確認は ，ネットワークやマイク，ビデオの動作確認とあ
わせて事前に必ず行ってください。
⑤ Zoom のインストール，操作 ，セキュリティ等に関するお問い合わせには ，大会委員会ではご返答
できません。Zoom 社の Web サイト（https://zoom.us/)等を参考にしてください。
⑥ Zoom への入室時に Zoom の氏名を「姓名（所属）」と修正してください。修正方法の詳細は大会ホ
ームページのマニュアル※をご確認ください。

2. 注意事項
① 参加者による各講演・発表の録画・録音は固く禁止します。これに違反し，映像・音声を無断で複
製・譲渡・公開等した場合は厳正に対処いたします。
② Zoom のビデオ／マイク機能は，発言時以外は原則として OFF（ビデオの停止／ミュート）でご参加
ください。マイク ON での発言の際 ，ビデオ機能は OFF のままでも構いません（司会者・企画者・
座長等の指示にしたがってください）。ビデオ機能が OFF の場合，ご自身の姿形や背景は他の参加
者にはわかりません。
③ 各ルームへの入退出は原則として自由ですが，プログラムによって，入退出に制限がある場合があ
ります。ご注意ください。
④ 各ルーム内では，司会者・企画者・座長等の指示にしたがって行動してください。
発表者との質疑応答や交流の際には，音声，チャット，Q&A（ウェビナーのみ）が利用できます。
プログラムによって，利用可能な手段が限られる場合がありますので，司会者・企画者・座長等の
指示に応じて，適切にご利用ください。
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●発表者・登壇者の皆さまへ●
オンデマンド形式を除くすべての発表者（個人研究発表（口頭・ポスター）），登壇者（シンポジウ
ム・RT・講演・WS）の皆さまは，Zoom のウェビナーまたはミーティングの各ルームでのご発表の際 ，
下記の事項をお守りください。
① ご自身が発表するセッションのルームにはセッション開始の 15 分前までにご参集ください。
② 入室時に Zoom の氏名を下記のように修正してください。あわせて，大会ホームページのマニュアル
をご確認ください。
(ア) 参加者の場合：「姓名（所属）」
(イ) 個人研究発表（口頭・ポスター）において発表する中で座長の場合：「座長_姓名」
(ウ) 個人研究発表（口頭・ポスター）において発表する場合：「発表者_姓名」
(エ) シンポジウム，ラウンドテーブル，講演，ワークショップに出演する中で司会・企画の役割の
場合：「司会者_姓名」「企画者_姓名」
(オ）シンポジウム，ラウンドテーブル，講演，ワークショップに出演する中で司会・企画以外の役
割の場合：「登壇者_姓名」
(カ) 大会スタッフの場合：「スタッフ_姓名」
③ Zoom のビデオ／マイク機能は ，原則としてご自身の発表時や発言時に ON（ビデオの開始／ミュート
解除）にし，それ以外の時間には OFF（ビデオの停止／ミュート）にしてください（ビデオ機能が OFF
の場合，ご自身の姿形や背景は他の参加者にはわかりません）。
④ 各ルーム内では ，司会者・企画者・座長等の指示にしたがって行動してください。
⑤ 発表中に生じたさまざまな問題については，下記の宛先に Zoom のチャットでお伝えください。
(ア) 個人研究発表（口頭・ポスター）の場合：座長
(イ) シンポジウム・RT・講演・WS の場合：司会者・企画者

●オンデマンドプログラムについて●
本大会では，3 つのオンデマンドプログラム（招待講演，共催企画シンポジウム，プレカンファレン
ス 1）があります。これらは大会会期（3 月 29 日～3 月 31 日）に先立って配信する予定です。オンデマ
ンドプログラムは Web ブラウザだけで，いつでも視聴することが可能です。詳細は大会ホームページを
ご覧ください。
英国心理学会（BPS）発達部門との相互協定による招待講演ならびに共催シンポジウムについては，設
置しております掲示板を使って，登壇者とディスカッションすることが可能です。日本語での質問等も
可能です。活発なご議論を期待しています。
※ 各種マニュアルの設置場所：
大会ホームページ画面左のメニューより，本大会に関わる各種マニュアルを入手できま
す。本プログラムだけでは理解しかねる点があった場合，マニュアルをご参照ください。
大会トップページ →

Web 開催について → 各種マニュアル
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各企画・⼝頭／ポスター発表の登壇者・発表者へのご案内

【1】シンポジウム（大会委員会・学会・共催・関連団体・自主，各企画プログラム―
大会委員会・学会企画のラウンドテーブルも含む）
・発表形態：Zoom ウェビナー
・概

要：各企画主体が登壇者（司会者，話題提供者，指定討論者，ファシリテーターなど）を
決め，シンポジウム形式で研究発表や討論をするものです。
・参加方法：すべての登壇者には ，事前登録されたメールアドレス宛に Zoom 招待メールが届きます。
参加 URL をクリックして，セッション開始 15 分前には会場へ参加してください。
なお一般参加者と異なり登壇者の場合「第 32 回大会 Web 会場」にログイン後に示される
プログラム一覧のリンク等から会場へ入っても登壇することができません。
また招待メールは 3 月 18 日（木）までに到着します。
不着の場合，迷惑メールフォルダを確認の上，大会総合窓口（meeting2021@jsdp.jp）へ
ご連絡ください。
セッション会場入室後すぐに Zoom の氏名を「登壇者_姓名」と修正してください。
・発表方法：企画者・司会者の進行によりセッションを進めていただきます。

各発表者ご自身の PC 上でソフトウェア(MS パワーポイント等)を起動させ，その表示を
画面共有し発表を行ってください。
※詳しくは大会ホームページのシンポジウムマニュアル※をご覧ください。
・セッション時間は 120 分とさせていただいておりますが，セッション終了後に意見交換の時間を取っ
ていただくことも可能です。ただしシンポジウムが行われているウェビナーの場合，一般参加者と口
頭で意見交換を行うことが困難であるため，会場を移動していただく必要があり得ますこと，ご理解
ください。
・質

疑：セッション中は一般参加者からの質問を Q&A 機能で受け付けることができます。
企画者・司会者の指示にしたがってください。

【2】ラウンドテーブル（大会委員会／学会企画のラウンドテーブルを除く）
・発表形態：Zoom ミーティング
・概

要：ラウンドテーブルは同じ問題意識を持った者同士の自由な議論が主体の企画です。
企画者は参加者に話題を投げかけ，討論を促します。

・参加方法：すべての登壇者は，一般参加者と全く同様に「第 32 回大会 Web 会場」へのログイン後

に示されるプログラム一覧のリンク等から会場へ入ることができます。
登壇されるご自身のプログラムを検索し，そのリンクからセッション開始 15 分前に参加
してください。
セッション会場入室後すぐに Zoom の氏名を「登壇者_姓名」と修正してください。
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・発表方法：Zoom ミーティングで企画者（司会者）の進行によりセッションを進めていただきます。

各発表者ご自身の PC 上でソフトウェア（MS パワーポイント等）を起動させ，その表示を
画面共有して，発表を行ってください。
※詳しくは大会ホームページのラウンドテーブルマニュアル※をご覧ください。
・セッション時間は 120 分とさせていただいておりますが，セッション終了後に意見交換の時間を取っ
ていただくことも可能です。
・質

疑：一般参加者からの質問をチャット機能／口頭で受け付けることができます。
企画者・司会者の指示にしたがってください。

【3】口頭発表
・発表形態：Zoom ミーティング
・概

要：すべての個人研究発表（口頭）は 11:00～13:00 の時間帯に開催され，4 つ～6 つのテー
マ別セッションが同時並行で進行します。1 セッション（2 時間）は原則として 4 演題で
構成され，座長 2 名が司会進行を務めます。1 演題（発表）は，20 分のプレゼンテーショ
ンと 5 分の質疑応答の計 25 分で実施します。4 演題すべての発表終了後に，全体討論を
20 分実施します。

・参加方法：すべての発表者は ，一般参加者と全く同様に「第 32 回大会 Web 会場」へのログイン後に

示されるプログラム一覧のリンク等から会場へ入ることができます。
発表されるご自身のプログラムを検索し ,そのリンクからセッション開始 15 分前に参加
してください。
セッション会場入室後すぐに Zoom の氏名を「発表者_姓名」と修正してください。
・発表方法：Zoom ミーティングで座長（司会者）の進行により発表いただきます。

各筆頭発表者ご自身の PC 上でソフトウェア（MS パワーポイント等）を起動させ ，その
表示を画面共有して，発表を行ってください。
※詳しくは大会ホームページの口頭発表マニュアル※をご覧ください。
・質

疑：一般参加者からの質問をチャット機能／口頭で受け付けることができます。
座長の指示にしたがってください。

・発表時間（20 分）の厳守をお願いします。セッション終了後に意見交換の時間をとっていただくこ
とも可能です。
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○フラッシュトーク
・参加方法
すべての筆頭発表者には，事前登録されたメールアドレス宛に Zoom 招待メールが配信されま
す。参加 URL をクリックして，会場へ参加してください。
なお他の発表者や一般参加者と異なり筆頭発表者の場合「第 32 回大会 Web 会場」のプログラム
一覧のリンク等から会場へ入っても発表することが原則としてできません。
また招待メールは 3 月 18 日（木）までに到着します。不着の場合，迷惑メールフォルダを確認
の上，大会総合窓口（meeting2021@jsdp.jp）へご連絡ください。
筆頭発表者は ，セッション開始 15 分前にフラッシュトーク会場に参加してください。
フラッシュトーク会場への入室後すぐに Zoom の氏名を「発表者_姓名」と修正してください。

・発表方法
座長（1 セッション 2 名）の進行により，1 分間×12 演題（PS1～PS12）が連続で行われます。
フラッシュトークでは ，筆頭発表者が 1 分（時間厳守）で研究の概要や魅力を口頭でプレゼン
テーションします。
フラッシュトーク資料 ― 事前に提出いただいた PDF ファイル（タイトル 1 枚/要約 1 枚）―
を画面共有し，ページ送り操作も含め，すべて専門オペレーターが操作します。発表開始 1 分
経過後 ，次の発表者のスライドに切り替わります。

○個別発表
・参加方法
フラッシュトーク終了後，フラッシュトーク会場（ウェビナー）から，個別発表会場（ミーテ
ィング）に移動します。フラッシュトーク会場の Zoom チャット上に移動先の個別発表会場 URL
について 2 つ，前半 6 演題分と後半 6 演題分のそれぞれを示します。
その URL から個別発表会場へ移動してください。
一般参加者と同様に「第 32 回大会 Web 会場」のプログラム一覧のリンク等から個別発表会場へ
入ることも可能です。
個別発表会場への入室後すぐに Zoom の氏名が「発表者_姓名」となっていることを確認し，
異なっている場合は修正してください。

・発表方法
座長は 1 セッションに 2 名（前半 1 名，後半 1 名）です。
個別発表における各ミーティング会場では座長 1 名となります。
ミーティング会場内には 6 つのブレイクアウトルームがあります。
ブレイクアウトルームの名称は発表番号と筆頭発表者の姓名を組み合わせて事前に設定されて
います（例：“PS2_姓名”）。
筆頭発表者の在席責任時間は 45 分です。
フラッシュトークの後，在席責任時間に発表・質疑応答を行うことによって正式発表とみなさ
れます。
筆頭発表者ご自身の PC 上でソフトウェア（MS パワーポイント等）を起動させ，発表ポスター
（スライド資料）を画面共有して，発表を行ってください。
質疑は原則として発表者，一般参加者の双方がマイクをオンにして会話で行ってください。
ブレイクアウトルームの入退室は自由にできます。
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