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 日本認知科学会第 38 回大会は，2021 年 9 月

3 日（金）から 5 日（日）の会期で，北海道札

幌市の北星学園大学を会場として開催いたし

ます．本大学は，新千歳空港から JR と地下鉄，

またはバスを使って 40 分，札幌市の中心部で

ある JR 札幌駅や大通りまで地下鉄で 20 分の

距離にあり，本州から参加しやすい立地です． 
現時点ではオンサイトでの開催を目指して

おります．一方で，感染状況によっては前回大

会と同様のオンライン開催となることもあり

得ます．大会コンセプトでもある，『認知科学

の DX（デジタル・トランスフォーメーション）』

に応えられるよう，オンサイト開催となっても

オンラインの強みを活かした大会を目指しま

す． 
前回大会でも設置されたOSショートトーク

セッションを今年も設置し，特定の OS だけで

なく，様々な新しい認知科学の側面に興味を持

っていただけるようにしたいと考えておりま

す．多くの方々のご発表とご参加を心よりお待

ちしております． 
 
 

1. オーガナイズドセッションの企画募集 

 第 32 回大会より継続しておりますオーガナ

イズドセッション(OS)は大変好評を博してお

り，今年度も開催いたします．過去の大会にお

いて OS が様々な内容で開催されており，多様

な研究内容を受け入れる役割を持っていると

考えられます．一方，OS のみがパラレルで実

施される時間帯があることから，認知科学会全

国大会に参加された多くの方にとって有益で

ある必要があると考えます．そのため，企画・

提案される OS において，認知科学研究に寄与

する部分や，大会に参加している人たちと共有

できる部分を明確にした企画内容をご検討く

ださい．  
OS 企画を提案される場合は，以下の点をご

理解の上，プロポーザルを指定の期日までに所

定の申込先に提出なさってください．また会場

や時間枠の制約上，ご希望に添えない場合は，

プログラム委員会より調整のために連絡・相談

させていただきます． 
 
1.1. オンライン開催への対応 
 新型コロナウイルスへの対応によってオン

ライン開催になる可能性があります．また，今

大会のコンセプト「認知科学の DX（デジタル・

トランスフォーメーション）」を踏まえ，現地

開催になったとしても，何らかのオンライン対

応を求めることが考えられます．企画内容には，

オンライン開催への対応とその内容をできる

だけ具体的に明記してください．運営委員会で

対応できない可能性もありますが，その場合に

は適宜ご相談させていただきます．  



1.2. 採択 OS の選定 
 皆様より，多くのご提案をいただけることを

期待しております．しかしながら，会場の都合

や内容の適切性を鑑みて，すべてのご提案を採

択できない可能性があります．応募多数となっ

た場合は，プログラム委員会がご提案の OS 企

画の目的，本大会の OS として開催する意義，

計画の具体性，大会コンセプトとの関連性，等

を考慮して，開催する OS を選定いたします． 

また，認知科学における融合を促進するために，

関連する他OSとの共同実施をご提案させてい

ただくこともあります．ご理解，ご協力のほど，

よろしくお願いいたします． 
 
1.3. 企画の種類 
 時間枠を広く使って，パネル・ディスカッシ

ョンやクロス・トーク，ワークショップ，チュ

ートリアル，その他，認知科学の新たな側面を

発掘できますように，自由に企画していただい

て結構です．ただし，大会プログラムに載せる

関係上，掲載の形式や内容について，適宜ご相

談させていただくことがあります．現地開催と

なった場合でも 3 密を防ぐように要請される

可能性は高いものと考えられます．その場合の

対応も考慮しつつ，企画のご提案をいただけれ

ばと思います． 
 
1.4. OS 企画提案の内容 
 OS を企画される方は，以下の内容に沿って，

専門領域が異なる人にも理解できるように分

かりやすく，発表者の構成と時間配分を含む詳

細な情報を提示していただきます．ご提案の書

式や分量に指定はありませんので，自由な形式

でご提案ください．時間枠につきましては，オ

ンライン対応やプログラム編成上，変更をお願

いする可能性がありますこと，ご了承ください． 

 公募予定の発表件数に満たない場合は，テー

マと合致する発表を一般投稿より推薦させて

いただくことがあります． 
 
n OS タイトル 
n 企画趣旨と概要 

• OS 企画の目的 
• 本大会の OS として開催する意義 
• OS に参加する対象者を想定した企

画内容（内輪の集まりにならないよ

うに，新しい参加者を集めることを

想定するようにお願いいたします） 
n 具体的な計画 

• 発表者の構成 
Ø 提案者がオーガナイズする予定

の発表者の人数と氏名 
Ø 公募予定の発表者の人数 

• 時間枠（120 分）内のタイムテーブル 
• 必要な環境（部屋サイズ，機器類等） 
• オンライン開催への対応 

 
1.5. 重要な日程 

 OS 提案締切：2021 年 1 月 15 日（金）   
  OS採否通知：2021 年 2 月中旬   
   
プロポーザルの提出期限： 

2021 年 1 月 15 日（金）23:59 まで 
提出先： 

 https://jcss2021.jcss.gr.jp/proposal（準備中） 

  

本件に関してご不明な点などありましたら，

下記のメールアドレスまでお気軽にお知らせ

ください． 

jcss2021-pc@jcss.gr.jp 
 



2. 発表申し込みと提出物 

 すべての発表の申し込みは，基本的にアブス

トラクト（和文の場合 2,000字程度／英文の場

合 750words程度）の提出によって行っていた

だきます．ご提出いただいたアブストラクトは

少なくても 2名の査読者による査読を経て，プ

ログラム委員会でその採否を決定します．アブ

ストラクトに換えてカメラレディ原稿と同じ

形式のフルペーパー（仕上がり 10ページ以内）

での申し込みも可能です． 
 
2.1. 発表資格 
 発表申込時に，論文執筆者のうち少なくとも

1 人の日本認知科学会の会員番号を入力する

必要があります．発表申し込み期限に間に合う

よう，2021 年 3 月末までに日本認知科学会へ

入会手続きを済ませておく
．．．．．．

ことが必要です． 
 
2.2. 発表形態 
A) 一般セッション 
 希望する発表形態として「口頭」か「ポスタ

ー」のいずれかを選んで発表申し込みをしてく

ださい．ただし，査読の結果，口頭発表でのご

発表を希望された場合であっても，ポスター発

表でのご発表をしていただくことがあります．

いずれの発表形式になるかの決定は，プログラ

ム委員会にご一任ください．また査読の結果，

一般セッションではなくオーガナイズドセッ

ションで発表していただけるかをご相談する

ことがあります． 
B) オーガナイズドセッション(OS) 
 OS での発表を希望する場合は，発表を希望

するOSタイトルを指定して発表申し込みをし

てください（発表を公募していない OS は指定

できません）．ただし，査読または当該 OS の

オーガナイザーとの調整の結果，一般セッショ

ンでの口頭発表やポスター発表に移っていた

だくことがあります． 
 
2.3. 申し込み方法 
 発表申し込みはすべて Web を通したオンラ

インで行ってください．（※準備中） 
https://www.jcss.gr.jp/meetings/jcss2021/entry 

 
2.4. 重要な日程 
発表申し込み期限： 

2021 年 4 月 23 日（金）23:59 まで（予定） 

3. 参加申し込みの方法 

 認知科学またはその関連分野に関心がある

人は，誰でも参加することができます．事前の

参加申し込みは Web を通したオンラインで行

う予定です． 
 
3.1. 参加費 
 参加に際しては，できるだけ事前に所定の参

加費をお支払いください（クレジットカード決

済を受け付ける予定です）．大会への参加費は

開催形態によって変動する可能性があります

ので，開催形態が決まり次第正式な額をお知ら

せします． 

 

（参考価格） 

参加費（円） 
会員 非会員 

一般 学生 一般 学生 
早期登録 
 6,000 3,000 9,000 6,000 

通常登録 
 7,000 4,000 10,000 7,000 

 
3.2. 懇親会 
 本大会では，昨今の情勢をふまえた上で，学



会員の交流を図る場を何らかの形で用意する

ことを考えています．是非多くの皆さまにご参

加いただきますようお願いいたします． 

4. 発表論文の原稿 

4.1. 査読 
 発表申し込み時にご提出いただいたアブス

トラクトは，少なくても 2 名の査読者をつけ，

内容についてのコメントを付して採否の決定

を申し込み者に連絡します． 
 
4.2. 原稿の提出 
 申し込まれた発表が査読の結果採択された

場合は，仕上がり①10 ページ以内の発表論文

集用カメラレディ原稿と大会パンフレットに

掲載するための②発表要旨（200 字）を期日

（2021 年 7 月 9 日予定）までにオンラインで

ご提出いただきます． 
 ご提出いただいた原稿は，大会と同時に会員

に公表され，さらに大会後半年を目安に J-
STAGE などの電子的な手段により一般に公開

される予定ですので，ご承知おきください． 
 なお，発表論文集は紙媒体ではなく，電子媒

体での発行を予定しています．またページ数の

上限は 10 ページとしますが，決してページ数

を増やすことを推奨するものではありません．

読者の利益を念頭に，図表等を有効に活用しな

がら明瞭かつ簡潔な原稿執筆を心がけてくだ

さい． 
 
4.3. 著作権について 
本大会では，大会発表論文集の一般公開を予

定しています．そのため，大会発表論文の著作

権は学会誌『認知科学』の規定に準ずるものと

します．大会発表論文原稿の登録をもって著作

権譲渡に同意したものと見なしますのでご了

承ください．ご不明な点は学会事務局までお問

い合わせください． 
 
4.4. 査読および査読者の募集 
 本大会の発表申し込みで提出されたアブス

トラクトを査読してくださる会員を広く募集

します． 2021 年 3 月 31 日（金）までに，ご

氏名，査読連絡用メールアドレス，査読可能分

野，査読可能本数，査読経験（対象と年数，査

読経験のない方は研究略歴）を以下の URL か

らご登録ください．（※準備中） 
 
https://www.jcss.gr.jp/meetings/jcss2021/reviewer 

 
4.5. 大会発表賞 
 すぐれた若手発表者に対して大会発表賞

（OS・口頭発表・ポスター発表）を授与します．

大会発表賞の対象者は以下の条件を満たして

いる必要があります． 
① 本学会会員（正会員・学生会員）である． 
② 生年が 1988 年以降である，または学生会

員である． 
③ 所定の大会発表手続きが済んでいる． 
④ 第 1著者である． 
 これらの条件を照合するために，大会発表賞

の選考対象になることを希望される方は，参加

申し込み時に生年の登録をお願いします． 

5. 問い合わせ先 

大会運営一般について： 
jcss2021-lc@jcss.gr.jp 

大会発表，査読，プログラムについて： 
jcss2021-pc@jcss.gr.jp 


