
公益社団法人日本心理学会 平成 27年度 4月常務理事会議事録 

 

    日    時  平成 27年 4月 18日(土) 15時―17時 30分 

    場    所  公益社団法人日本心理学会事務局会議室  

    出 席 者 佐藤 隆夫理事長，阿部 純一，安藤 清志，内田 伸子，佐藤 達哉，鈴木 直人， 

仲 真紀子，横田 正夫各常務理事 

（事務局  鈴木 厚子，坂田 須美子） 

    議    長  佐藤 隆夫（理事長） 

 

Ⅰ. 議事録の確認 

前回常務理事会（3月 15日開催）の議事録が承認された。 

Ⅱ. 報告事項 

1. 理事長報告 

理事長より，シンガポールで開催された The 5th ASEAN Regional Union of Psychological 

Societies Congressへの参加，シンガポール心理学会との交流・協力協定（MOU）締結について報告

があった。 

2. 事務報告 

(1) 会員異動 

事務局長より,3月 1日―3月 31日の会員異動状況について，新入会員 5名(うち退会復活者 2名)，

退会者 301名(うち逝去者 4名，会員資格喪失 124名)，その結果，3月 31日現在の会員数（賛助会

員を除く）は，7,746 名になったとの報告があった。 

3. 委員会報告 

(1) 編集委員会 

阿部編集担当常務理事（委員会委員長）より，3月 14日に開催された編集委員会の報告があった。 

  (2) 国際賞選考委員会 

    仲国際担当常務理事より，3月 16日に行われた国際賞選考委員会の報告があった。 

  (3) 倫理委員会 

    鈴木総務担当常務理事より，3月 16 日に行われた倫理委員会の報告があった。 

(4) その他 

安藤常務理事より，3月 30 日に開催された東日本大震災復興支援特別委員会の報告があった。 

理事長から 4月 11日に開催された国際心理学会議（ICP2016）拡大幹事会，安藤常務理事より 3

月 30日に開催された ICP2016会場・展示委員会について報告があった。 

4.財務報告 

安藤財務担当常務理事より，3月末現在の決算報告があった。 

Ⅲ. 審議事項 

1. 入会審査 



鈴木総務担当常務理事より，新入会員について，新規申請のあった 201 件のうち，正会員入会審

査規程 2(1)に該当する者 147名，2(2)に該当する 46名，2(4)に該当する者 8名について入会を許可

する旨の提案があり，承認された。 

2. 協賛・後援・共催依頼 

鈴木総務担当常務理事より，3件の協賛依頼について提案があり，承認された。 

3. 転載・ホームページ掲載依頼 

鈴木総務担当常務理事より，2 件の転載依頼について提案があり，承認された。また，16 件のホ

ームページ掲載依頼について提案があり，承認された。 

4. その他 

(1) 鈴木総務担当常務理事より，広告掲載依頼（心理学研究・心理学ワールド）1件について提案が

あり，承認された。 

(2) 鈴木総務担当常務理事より，第 79 回大会準備委員会より，1 件のシンポジウムを学会企画とす

る提案があり，承認された。 

(3) 理事長より，認定心理士の部会制度について説明があり，審議の結果，継続審議となった。 

 



公益社団法人日本心理学会 平成 27年度 5月常務理事会議事録 

 

    日    時  平成 27年 5月 10日(日) 15時―17時 30分 

    場    所  公益社団法人日本心理学会事務局会議室  

    出 席 者 佐藤 隆夫理事長，阿部 純一，安藤 清志，内田 伸子，佐藤 達哉，鈴木 直人， 

仲 真紀子，横田 正夫各常務理事 

              （オブザーバー）長谷川 寿一次期理事長，阿部 恒之，宮谷 真人次期常務理事 

（事務局  鈴木 厚子，坂田 須美子） 

    議    長  佐藤 隆夫（理事長） 

 

Ⅰ. 議事録の確認 

前回常務理事会（4月 18日開催）の議事録が承認された。 

Ⅱ. 報告事項 

1. 理事長報告 

理事長より，公認心理師国家資格についての進捗状況の報告があった。 

2. 事務報告 

(1) 会員異動 

事務局長より,4 月 1日―4月 30 日の会員異動状況について，新入会員 288名，退会者 44名， 

その結果，4月 30日現在の会員数（賛助会員を除く）は，7,990名になったとの報告があった。 

3. 委員会報告 

(1) 優秀論文賞選考委員会 

阿部編集担当常務理事より，4月 25 日に開催された優秀論文賞選考委員会の報告があった。 

  (2) 認定委員会 

    横田認定担当常務理事（委員会委員長）より，4月 25日に開催された認定心理士資格認定委員会 

の報告があった。 

  (3) その他 

内田学術担当常務理事より，4月 26 日に開催された教育研究委員会博物館小委員会，安藤常務理 

事より 4月 19日に開催された ICP2016 会場・展示委員会について報告があった。 

4.財務報告 

安藤財務担当常務理事より，2014年度末および 4月末現在の決算報告があった。 

5.その他 

    仲国際担当常務理事より，第 79 回大会で開催する日中韓シンポジウムについて報告があった。 

Ⅲ. 審議事項 

1. 名誉会員推戴 

  鈴木総務担当常務理事より，今年度総会で名誉会員に推戴する候補の提案があり，承認された。 

 



2. 入会審査 

鈴木総務担当常務理事より，新入会員について，新規申請のあった 139 件のうち，正会員入会審

査規程 2(1)に該当する者 107名，2(2)に該当する者 30名，2(4)に該当する者 2名について入会を許

可する旨の提案があり，承認された。 

  3. 研究会助成 

安藤財務担当常務理事より，今年度の研究会助成公募を 5 月 1 日に締め切ったとの報告があり，

次年度以降の募集の仕方について審議した。 

4. 国際会議旅費補助 

安藤財務担当常務理事より，今年度の国際会議旅費補助の募集を 5 月 1 日に締め切ったとの報告

があり，継続審議とした。 

5. 理事会・総会議題 

鈴木総務担当常務理事より，6 月 20 日に開催予定の理事会・総会の議題について提案があり，一

部修正の上承認された。 

6. 転載・ホームページ掲載依頼 

鈴木総務担当常務理事より，1件の転載依頼について提案があり，承認された。また，9件のホー

ムページ掲載依頼について提案があり，承認された。 

7. その他 

理事長より，認定心理士の部会制度について提案があり，審議の結果，継続審議となった。 

 



公益社団法人日本心理学会 平成 27年度 6月常務理事会議事録 

 

    日    時  平成 27年 6月 20日(日) 11時―13時 30分 

    会    場  公益社団法人日本心理学会事務局会議室  

    出 席 者  佐藤 隆夫理事長，阿部 純一，安藤 清志，内田 伸子，佐藤 達哉，鈴木 直人， 

仲 真紀子，横田 正夫各常務理事 

              （事務局  鈴木 厚子，坂田 須美子） 

    議    長  佐藤 隆夫（理事長） 

 

Ⅰ. 議事録の確認 

前回常務理事会（5月 10日開催）の議事録が承認された。 

 

Ⅱ. 報告事項 

1. 理事長報告 

理事長より，6月 14 日に開催された日本心理学諸学会連合の理事会および公認心理師国家資格の

進捗状況について報告があった。また，任期中の事業遂行状況について総括的な報告があった。 

2. 事務報告 

(1) 会員異動 

事務局長より,5 月 1日―5月 31 日の会員異動状況について，新入会員 75名，退会者 3名，その

結果，5月 31日現在の会員数（賛助会員を除く）は，8,062名になったとの報告があった。 

3. 委員会報告 

(1) 編集委員会 

阿部編集担当常務理事（委員会委員長）より，5月 16日に開催された編集委員会の報告があった。 

(2) 心理学ワールド編集委員会 

阿部編集担当常務理事より，6月 7日に開催された心理学ワールド編集委員会の報告があった。 

(3) 認定委員会 

横田認定担当常務理事（委員会委員長）より，6月 6日に開催された認定心理士資格認定委員会の

報告があった。 

(4) その他 

鈴木総務担当常務理事より，6月 14 日に開催された総務・財務委員会の報告があった。理事長お

よび事務局長より，国際心理学会議（ICP2016）関連の委員会等の報告があった。 

4. 財務報告 

安藤財務担当常務理事より，5月末現在の決算報告があった。 

5. その他 

鈴木総務担当常務理事より，第 79回大会の申し込み状況について報告があった。 

 



Ⅲ. 審議事項 

1. 終身会員および入会審査 

鈴木総務担当常務理事より，終身会員について，申請のあった 2名について提案があり，承認さ

れた。また，新入会員について，新規申請のあった 95件のうち，正会員入会審査規程 2(1)に該当す

る者 62名，2(2)に該当する 28名，2(4)に該当する者 5名について入会を許可する旨の提案があり，

承認された。 

2. 研究会助成 

安藤財務担当常務理事より，今年度の研究会助成について提案があり，承認された。 

3. 国際会議旅費補助 

安藤財務担当常務理事より，今年度の国際会議旅費補助について提案があり，承認された。 

4. 理事会・総会議題 

鈴木総務担当常務理事より，引き続き開催される平成 27年度第 2回理事会・平成 27年度第 1回

総会・平成 27年度第 3回理事会の議事進行について提案があり，承認された。 

5. 協賛・後援・共催依頼 

鈴木総務担当常務理事より，2件の共催依頼について提案があり，承認された。 

6. 転載・ホームページ掲載依頼 

鈴木総務担当常務理事より，5件の転載依頼について提案があり，承認された。また，24件のホ

ームページ掲載依頼について提案があり，承認された。 

7. その他 

内田学術担当常務理事より，心理学ミュージアムのキャラクター“サイ子ちゃん”の著作権の日

本心理学会への移譲が提案され，承認された。 

 



公益社団法人日本心理学会 平成 27年度 7月常務理事会議事録 

 

    日    時  平成 27年 7月 18日(土) 16時―18時 30分 

    会    場  公益社団法人日本心理学会事務局会議室  

    出 席 者  長谷川 壽一理事長，阿部 恒之，安藤 清志，佐藤 隆夫，佐藤 達哉，仲  真紀子， 

              宮谷 真人各常務理事 

              （事務局  鈴木 厚子，坂田 須美子） 

    議    長  長谷川 壽一（理事長） 

 

Ⅰ. 議事録の確認 

前回常務理事会（6月 20日開催）の議事録が承認された。 

 

Ⅱ. 報告事項 

1. 理事長報告 

佐藤前理事長より，公認心理師国家資格の進捗状況について報告があった。 

2. 事務報告 

(1) 会員異動 

事務局長より,6 月 1日―6月 30 日の会員異動状況について，新入会員 74名，退会者 9名（うち

逝去 5名），その結果，6月 30日現在の会員数（賛助会員を除く）は，8,127名になったとの報告が

あった。 

(2) 事務局長より，内閣府に定款変更の報告をし，役員登記が済み次第，役員変更および心理調査

士に関わる事業変更の申請予定であることの報告があった。 

3. 委員会報告 

(1) 編集委員会 

宮谷編集担当常務理事（委員会委員長）より，7月 11日に開催された編集委員会の報告があった。 

(2) 優秀論文賞選考委員会 

宮谷編集担当常務理事より，7月 11 日に開催された優秀論文賞選考委員会の報告があった。 

(3) その他 

安藤総務担当常務理事より，7月9日に開催された東日本大震災復興支援特別委員会の報告があった。 

仲国際担当常務理事，安藤総務担当常務理事，および事務局長より，ICP2016 関連の委員会等の報

告があった。 

4. 財務報告 

阿部財務担当常務理事，安藤前財務担当常務理事より，6月末現在の決算報告があった。 

5. その他 

(1) ICP2016／第 80回大会申し込み状況 

安藤総務担当常務理事より，第 80回大会の申し込み状況について報告があった。 



(2) 公開シンポジウム 

    佐藤隆夫学術担当常務理事より，2015年度の公開シンポジウムの予定について報告があった。 

 

Ⅲ. 審議事項 

1. 終身会員および入会審査 

安藤総務担当常務理事より，終身会員について，申請のあった 2名について提案があり，承認さ

れた。また，新入会員について，新規申請のあった 33件のうち，正会員入会審査規程 2(1)に該当す

る者 26名，2(2)に該当する 6名について入会を許可し，1名について不許可とする旨の提案があり，

承認された。 

2. 委員会委員 

宮谷編集担当常務理事より，心理学ワールド編集委員会委員長，委員の交替について提案があり，

承認された。 

佐藤達哉広報担当常務理事より，北岡広報委員会委員長の再任について提案があり，承認された。 

3. 常務理事の役割分担 

理事長より，今期常務理事の担当業務につき提案があり，承認された。 

  4. 協賛・後援・共催依頼 

安藤総務担当常務理事より，5件の協賛依頼について提案があり，承認された。 

5. 転載・ホームページ掲載依頼 

安藤総務担当常務理事より，1件の転載依頼について提案があり，承認された。また，11件のホ

ームページ掲載依頼について提案があり，承認された。 

6. その他 

前期常務理事会で提案があった部会制度および研究会制度につき，審議したが，継続して審議す

ることとした。 

 



公益社団法人日本心理学会 平成 27年度 8月常務理事会議事録 

 

    日    時  平成 27年 8月 2日(日) 14時 30分―17時 30分 

    会    場  公益社団法人日本心理学会事務局会議室  

    出    席  長谷川 壽一理事長，阿部 恒之，安藤 清志，佐藤 隆夫，佐藤 達哉，仲  真紀子， 

              宮谷 真人各常務理事 

              事務局  鈴木 厚子，坂田 須美子 

    議    長  長谷川 壽一（理事長） 

 

Ⅰ. 議事録の確認 

前回常務理事会（7月 18日開催）の議事録が承認された。 

 

Ⅱ. 報告事項 

1. 理事長報告 

長谷川理事長より，7月 19 日に開催された日本心理学諸学会連合の常任理事会を中心に，公認心

理師国家資格の進捗状況について報告があった。また，神戸で開催された日本神経科学会について

の報告があった。 

2. 事務報告 

(1) 事務局長より，役員登記が終了したこと，内閣府に定款改正および役員変更の報告申請をした

との報告があった。 

3. 委員会報告 

(1) 認定委員会 

横田資格担当常務理事（委員会委員長）より，8月 1日に開催された認定心理士資格認定委員会の

概要報告があった。 

4. その他 

(1) 国際心理学会議（ICP2016）／第 80回大会申し込み状況 

安藤総務担当常務理事より，第 80 回大会の申し込み状況について報告があった。また，支払いの

期限を変更するとの報告があった。 

(2) 公開シンポジウム 

    佐藤 隆夫学術担当常務理事より，2015 年度の公開シンポジウムの予定と実施状況について報告が

あった。 

  (3) その他 

長谷川理事長より，常務理事会での各常務理事の業務分掌の説明があり確認した。 

 

Ⅲ. 審議事項 

1. 入会審査 

安藤総務担当常務理事より，新入会員について，新規申請のあった 12件のうち，正会員入会審査

規程 2(1)に該当する 7名，2(2)に該当する 4名，2(4)に該当する 1名について入会を許可する旨の

提案があり，承認された。 

2. 優秀論文賞規程改正 

宮谷編集担当常務理事より,優秀論文賞規程の改正について提案があり，一部修正の上,承認され

た。 

3. 理事会議題 

安藤総務担当常務理事より，9月 21日開催される平成 27年度第 4回理事会の議題，次第について

提案があり，承認された。 



4. 会員集会次第 

安藤総務担当常務理事より，9月 21 日開催される会員集会の次第について提案があり，一部修正

の上，承認された。 

  5. 協賛・後援・共催依頼 

安藤総務担当常務理事より，1件の協賛依頼について提案があり，承認された。 

6. ホームページ掲載依頼 

安藤総務担当常務理事より，11 件のホームページ掲載依頼について提案があり，承認された。 

7. その他 

(1) 横田資格担当常務理事より，心理調査士準備のための委員会を，認定委員会の小委員会として

発足することが提案され，承認された。 

(2) 佐藤 隆夫学術担当常務理事より，部会制度について提案があり審議した。継続審議することと

した。 

 



公益社団法人日本心理学会 平成 27年度 9月常務理事会議事録 

 

    日    時  平成 27年 9月 21日(月) 10時 30分―13時 30分 

    会    場  名古屋マリオットアソシアホテル 17 階“楓” 

    出    席  長谷川 壽一理事長，安藤 清志，佐藤 隆夫，佐藤 達哉，仲  真紀子，宮谷 真人， 

横田 正夫各常務理事 

              事務局  鈴木 厚子，坂田 須美子 

    議    長  長谷川 壽一（理事長） 

 

Ⅰ. 議事録の確認 

前回常務理事会（8月 2日開催）の議事録が承認された。 

 

Ⅱ. 報告事項 

1. 理事長報告 

長谷川理事長より，9月 9日に公認心理師法が成立したことに伴い，第 79回大会中の 9月 23日に

緊急集会を行うとの報告があった。 

2. 事務報告 

(1) 会員異動 

事務局長より,7月 1日―8月 31 日の会員異動状況について，新入会員 54名，退会者 5名（うち

逝去 5名），その結果，8月 31日現在の会員数（賛助会員を除く）は，8,176名になったとの報告が

あった。 

3. 委員会報告 

(1)編集委員会 

宮谷編集担当常務理事（委員会委員長）より，9月 5日に開催された編集委員会の報告があった。 

(2) 心理学ワールド編集委員会 

宮谷編集担当常務理事より，9月 13 日に開催された心理学ワールド編集委員会の報告があった。 

(3) 認定委員会 

横田資格担当常務理事（委員会委員長）より，8月 1日に開催された認定心理士資格認定委員会の

報告があった。 

  (4) その他 

長谷川理事長より ICP2016幹事会，ICP2016募金委員会について，安藤常務理事より ICP2016会場・

展示委員会について，また，仲常務理事より ICP2016 EPP の進捗について報告があった。 

4. 財務報告 

安藤総務担当常務理事より，7月，8月末現在の決算報告があった。 

5. その他 

(1) ICP2016／第 80回大会申し込み状況 

安藤総務担当常務理事より，第 80回大会の申し込み状況について報告があった。 

(2) 公開シンポジウム 

    佐藤 隆夫学術担当常務理事より，2015 年度の公開シンポジウムの予定と実施状況について報告が

あった。 

  (3) その他 

佐藤 達哉学術担当常務理事より，教育研究委員会資料保存小委員会で 90年史資料集作成を検討

する旨報告があった。 

仲国際担当常務理事より，第 79 回大会中に開催される日中韓三か国のシンポジウムおよびラウン

ドテーブルについて報告があった。 



Ⅲ. 審議事項 

1. 終身会員および入会審査 

安藤総務担当常務理事より，終身会員について，申請のあった 3名について提案があり，承認さ

れた。また，新入会員について，新規申請のあった 42件のうち，正会員入会審査規程 2(1)に該当す

る者 31名，2(2)に該当する者 10 名，2(4)に該当する者 1名について入会を許可する旨の提案があ

り，承認された。 

2. 理事会議題 

安藤総務担当常務理事より，引き続き開催される平成 27年度第 4回理事会の議題について提案が

あり，承認された。 

3. 会員集会次第 

安藤総務担当常務理事より，理事会に引き続き開催される会員集会の次第について提案があり，

承認された。 

  4. 心理調査士 

    横田資格担当常務理事より，8月 27日，9月 17日に開催された心理調査士小委員会の報告があり，

内閣府申請について，内閣府からの問い合わせに回答し連絡待ちである旨報告があった。 

  5.  委員会委員 

横田資格担当常務理事より，認定委員会委員の交代について提案があり，承認された。 

編集委員会，教育研究委員会，国際委員会，国際賞選考委員会の委員の交替については，継続審

議とした。 

6. 協賛・後援・共催依頼 

安藤総務担当常務理事より，1件の後援依頼について提案があり，承認された。また，1件の協賛

依頼について，承認しないとの提案があり，認められた。 

7. 転載・ホームページ掲載依頼 

安藤総務担当常務理事より，4件の転載依頼について提案があり，承認された。また，9件のホー

ムページ掲載依頼について提案があり，承認された。 

8. 認定心理士の会 

佐藤 隆夫学術担当常務理事より，“認定心理士の会”について提案があり，承認された。理事会・

会員集会・大会シンポジウムで説明することとなった。 

9. その他 

 安藤総務担当常務理事より各種問い合わせ（7件）について提案があり，6件が承認され 1件は今

後確認した後で再度審議することとなった。 

 



公益社団法人日本心理学会 平成 27年度 10月常務理事会議事録 

 

    日    時  平成 27年 10月 12日(月) 13時 30分―16時 

    会    場  公益社団法人日本心理学会事務局会議室  

    出    席  長谷川 壽一理事長，阿部 恒之，安藤 清志，佐藤 隆夫，仲  真紀子，宮谷 真人， 

横田 正夫各常務理事 

              （事務局  鈴木 厚子，坂田 須美子） 

    議    長  長谷川 壽一（理事長） 

 

Ⅰ. 議事録の確認 

前回常務理事会（9月 21日開催）の議事録が承認された。 

 

Ⅱ. 報告事項 

1. 理事長報告 

長谷川理事長より，9月 23 日に開催された公認心理師に関する緊急集会と，10月 12日に開催さ

れた公認心理師ワーキンググループについて報告があった。 

2. 事務報告 

(1) 会員異動 

事務局長より,9 月 1日―9月 30 日の会員異動状況について，新入会員 31名，退会者 1名（うち

逝去 1名），その結果，9月 30日現在の会員数（賛助会員を除く）は，8,206名になったとの報告が

あった。 

3. 委員会報告 

(1) 教育研究委員会 

佐藤隆夫学術担当常務理事より，9月 22日に開催された教育研究委員会と，第 79回大会中に開催

された各小委員会の報告があった。 

(2) 認定心理士資格認定委員会 

横田資格担当常務理事（委員会委員長）より，10月 10日に開催された認定心理士資格認定委員会

の概要報告があった。 

  (3) 倫理委員会 

    安藤総務担当常務理事より，9月 24 日に開催された倫理委員会の報告があった。 

  (4) その他 

長谷川理事長より国際心理学会議（ICP2016）実行委員会，組織委員会，募金委員会，安藤常務理

事より会場・展示委員会，仲常務理事より EPP委員会，また事務局長よりプログラム幹事会につい

て報告があった。 

4. 財務報告 

阿部財務担当常務理事より，9月末現在の決算報告があった。 

5. その他 

(1) ICP2016／第 80回大会申込状況 

安藤総務担当常務理事より，ICP2016/第 80回大会の申し込み状況について報告があった。 

(2) 公開シンポジウム 

    佐藤隆夫学術担当常務理事より，2015年度の公開シンポジウムの予定と実施状況について報告が

あった。 

  (3) その他 

安藤総務担当常務理事より第 79 回大会について，横田資格担当常務理事より 10月 4日に開催さ

れた認定心理士 25周年記念式典について，佐藤隆夫学術担当常務理事より“認定心理士の会”につ

いて報告があった。 



 

Ⅲ. 審議事項 

1. 終身会員申請・入会審査 

安藤総務担当常務理事より，終身会員へ申請のあった 1名について提案があり，承認された。ま

た，新入会員へ新規申請のあった 20 件のうち，正会員入会審査規程 2(1)に該当する者 15名，2(2)

に該当する者 5名について入会を許可する旨の提案があり，承認された。 

2. 公認心理師 

長谷川理事長より，公認心理師ワーキンググループの立ち上げと委員について改めて提案があり，

承認された。 

3. 委員会委員 

宮谷編集担当常務理事より，編集委員会委員の交替について提案があり，承認された。 

佐藤隆夫学術担当常務理事より，教育研究委員会委員の任期延長について提案があり，承認された。 

仲国際担当常務理事より，国際委員会および国際賞選考委員会委員の任期延長，交替について提案

があり，承認された。 

4. 2016 年度の理事会および会員集会の日程 

安藤総務担当常務理事より，2016年度の理事会および会員集会は ICP2016/第 80回大会前日では

なく，9月―11月に開催することが提案され，承認された。各賞の表彰もその時行うことを確認し

た。 

5. 協賛・後援・共催依頼 

安藤総務担当常務理事より，1件の協賛依頼について提案があり，承認された。 

6. 転載・ホームページ掲載依頼 

安藤総務担当常務理事より，5件の転載依頼について提案があり，承認された。また，安藤総務担

当常務理事より，6件のホームページ掲載依頼について提案があり，承認された。 

7. 認定心理士の会 

 佐藤学術担当常務理事より，“認定心理士の会”について報告と提案があり，承認された。 

 



公益社団法人日本心理学会 平成 27年度 11月常務理事会議事録 

 

    日    時  平成 27年 11月 3日(火) 13時 30分―16時 

    会    場  公益社団法人日本心理学会事務局会議室  

    出    席  長谷川 壽一理事長，阿部 恒之，安藤 清志，佐藤 隆夫，佐藤 達哉，仲  真紀子， 

宮谷 真人，横田 正夫各常務理事 

              （事務局  鈴木 厚子，坂田 須美子） 

    議    長  長谷川 壽一（理事長） 

 

Ⅰ. 議事録の確認 

前回常務理事会（10 月 12 日開催）の議事録が承認された。 

 

Ⅱ. 報告事項 

1. 理事長報告 

長谷川理事長より， 11月 3日に開催された公認心理師ワーキンググループ，および 10月 18日に

開催された日本心理学諸学会連合常務理事会について報告があった。 

2. 事務報告 

(1) 心理学検定事業運営資金について 

事務局長より, 公認会計士に相談した“日本心理学諸学会連合の心理学検定事業運営資金”の取

り扱いについて報告があった。 

3. 委員会報告 

(1) 認定委員会 

横田資格担当常務理事（委員会委員長）より，10月 10日に開催された認定心理士資格認定委員会

の報告があった。 

  (2) その他 

長谷川理事長より，ICP2016幹事会，また安藤常務理事より会場・展示委員会について報告があっ

た。 

4. 財務報告 

阿部財務担当常務理事より，9月末までの決算の分析と第 79回大会の財務報告(暫定)があった。 

5. その他 

(1) ICP2016／第 80回大会申し込み状況 

安藤総務担当常務理事より，ICP2016/第 80回大会の申し込み状況について報告があった。 

(2) 公開シンポジウム 

佐藤隆夫学術担当常務理事より，2015年度の公開シンポジウムの予定と実施状況について報告が

あった。 

  

Ⅲ. 審議事項 

1. 入会審査 

安藤総務担当常務理事より，新入会員へ新規申請のあった 16件のうち，正会員入会審査規程 2(1)

に該当する者 10 名，2(2)に該当する者 6名について入会を許可する旨の提案があり，承認された。 

2. 公認心理師 

長谷川理事長より，11月 3日に開催された公認心理師ワーキンググループの報告があり，日本心

理研修センターからの寄付依頼に対し，11月 23日に臨時理事会を開催するとの提案があり，承認さ

れた。 

  



3. 認定心理士（心理調査） 

横田資格担当常務理事より，10月 22日に開催された心理調査士資格小委員会の報告があった。名

称を“認定心理士(心理調査)”とする提案があり，承認された。名称決定に伴い，基準を改めて小

委員会にて検討することとなった 

4. 委員会委員 

宮谷編集担当常務理事より，編集委員会委員の交替(追加)について提案があり，承認された。 

佐藤隆夫学術担当常務理事より，教育研究委員会委員の追加について提案があり，承認された。 

長谷川理事長より，公認心理師ワーキンググループ委員の追加について提案があり，承認された。 

佐藤隆夫学術担当常務理事より，“認定心理士の会”設立準備会委員について提案があり，承認さ

れた。 

5. ホームページ掲載依頼 

安藤総務担当常務理事より，9件のホームページ掲載依頼について提案があり，承認された。 

 

 



公益社団法人日本心理学会 平成 27年度 11月臨時常務理事会議事録 

    日    時    平成 27年 11月 23日(月) 15時―16時 

    会    場    公益社団法人日本心理学会事務局会議室 

    出    席    長谷川壽一理事長，阿部恒之，安藤清志，佐藤隆夫，佐藤達哉，仲  真紀子， 

                宮谷真人，横田正夫各常務理事 

                （事務局  鈴木厚子） 

    議    長    長谷川壽一（理事長） 

 

Ⅰ. 審議事項 

 1. 理事会議題 

安藤総務担当常務理事より，引き続き開催される平成 27年度第 5回理事会（臨時）の議題に

ついて提案があり，承認された。 

 

 



公益社団法人日本心理学会 平成 27年度 12月常務理事会議事録 

 

  日    時  平成 27年 12 月 27 日(日) 14時 30分―17時 

  場    所  公益社団法人日本心理学会事務局会議室 

  出 席 者  長谷川 壽一理事長，阿部 恒之，安藤 清志，佐藤 隆夫，佐藤 達哉，仲 真紀子，宮谷 真人，

横田 正夫各常務理事 

            （事務局  鈴木 厚子，坂田 須美子） 

  議    長  長谷川 壽一（理事長） 

 

Ⅰ. 議事録の確認 

前回常務理事会（11 月 3日開催）の議事録が承認された。 

Ⅱ. 報告事項 

1. 理事長報告 

長谷川理事長より，12 月 17日に開催された医療心理師国家資格制度推進協議会総会，12月 20日に

開催された日本心理学諸学会連合理事会，12月 27日に開催された公認心理師ワーキンググループにつ

いて報告があった。また，2016年初めに理事長から全会員宛に国際心理学会議（ICP2016）発表登録締

切りの件，公認心理師および認定心理士(心理調査)の現状について通知する。 

2. 事務報告 

(1) 会員異動 

事務局長より,10月 1日―11月 30日の会員異動状況について，新入会員 49名，退会者 5名（うち

逝去 5名），その結果，11月 30 日現在の会員数（賛助会員を除く）は，8,250名になったとの報告が

あった。 

(2) その他 

事務局長より，認定心理士(心理調査)について内閣府に問合せの結果報告があった。 

3. 委員会報告 

(1) 編集委員会 

宮谷編集担当常務理事（委員会委員長）より，11月 14日に開催された編集委員会の報告があった。 

(2) 心理学ワールド編集委員会 

宮谷編集担当常務理事より，12 月 12 日に開催された心理学ワールド編集委員会の報告があった。 

(3) 教育研究委員会 

佐藤 隆夫学術担当常務理事より，12 月 6日に開催された教育研究委員会の報告があった。 

(4) 国際賞選考委員会 

仲国際担当常務理事より，11月 14日に開催された国際賞選考委員会の報告があった。 

(5) 認定委員会 

横田資格担当常務理事（委員会委員長）より，12月 5日に開催された認定心理士資格認定委員会の

報告があった。 

(6) その他 

安藤総務担当常務理事より，12月 19 日に開催された学術大会委員会運営小委員会，佐藤 隆夫学術

担当常務理事，横田資格担当常務理事より，12月 6日に開催された「認定心理士の会」設立準備委員

会の報告があった。 

長谷川理事長より ICP2016実行委員会，安藤総務担当常務理事より会場・展示委員会について報告

があった。 

4. 財務報告 

阿部財務担当常務理事より，10 月末および 11月末現在の決算報告があった。 

 



5. その他 

(1) ICP2016／第 80回大会申し込み状況 

安藤総務担当常務理事より，第 80回大会の申し込み状況について報告があった。 

(2) 公開シンポジウム 

佐藤 隆夫学術担当常務理事より，2015 年度の公開シンポジウムの実施状況と予定について報告があ

った。 

Ⅲ. 審議事項 

1. 終身会員および入会審査 

安藤総務担当常務理事より，申請のあった 1名を終身会員とする旨の提案があり，承認された。ま

た，新入会員の新規申請のあった 36 件のうち，正会員入会審査規程 2(1)に該当する者 21名，2(2)に

該当する者 13名，2(4)に該当する者 2名について入会を許可する旨の提案があり，承認された。 

2. 認定心理士(心理調査) 

横田資格担当常務理事より，認定心理士(心理調査)の大学一括申請割引および資格準拠の教科書出

版について提案があり，承認された。現在の状況を会員向けに広報することとなった。 

3. 委員会委員 

佐藤 隆夫学術担当常務理事より，教育研究委員会委員の追加について提案があり，承認された。 

4. 転載・ホームページ掲載依頼 

安藤総務担当常務理事より，3件の転載依頼について提案があり，承認された。また，30件のホー

ムページ掲載依頼について提案があり，承認された。 



公益社団法人日本心理学会 平成 27年度 1月常務理事会議事録 

 

    日    時  平成 28年 1月 24日(日) 13時 30分―16時 30分 

    場    所  公益社団法人日本心理学会事務局会議室  

    出 席 者  長谷川 壽一理事長，阿部 恒之，安藤 清志，佐藤 隆夫，佐藤 達哉，仲 真紀子，宮

谷 真人，横田 正夫各常務理事 

              （事務局  鈴木 厚子，坂田 須美子） 

    議    長  長谷川 壽一（理事長） 

 

Ⅰ. 議事録の確認 

前回常務理事会（12 月 27 日開催）の議事録が承認された。 

Ⅱ. 報告事項 

1. 理事長報告 

長谷川理事長より，1 月 5 日の厚生労働省訪問および 1 月 24 日に開催された公認心理師ワーキング

グループについて報告があった。また，理事長から ICP2016 発表登録締切と公認心理師および認定心

理士(心理調査)の現状について会員（1月 8日），認定心理士（1月 14日）にメール配信したとの報告

があった。 

2. 事務報告 

(1) 会員異動 

事務局長より,12 月 1 日―12 月 31 日の会員異動状況について，新入会員 17 名，退会者 3 名（うち

逝去 2 名），その結果，12 月 31 日現在の会員数（賛助会員を除く）は，8,264 名になったとの報告が

あった。 

3. 委員会報告 

(1) 編集委員会 

宮谷編集担当常務理事（委員会委員長）より，1 月 23 日に開催された編集委員会の概要報告があっ

た。 

(2) その他 

佐藤 隆夫学術担当常務理事，横田資格担当常務理事より，1月 10日に開催された「認定心理士の会」

設立準備会について，安藤総務担当常務理事より，ICP2016実行委員会について報告があった。 

4. 財務報告 

阿部財務担当常務理事より，12月末の決算報告があった。 

5. その他 

(1) ICP2016／第 80回大会申し込み状況 

安藤総務担当常務理事より，第 80回大会の申し込み状況について報告があった。 

(2) 公開シンポジウム 

佐藤 隆夫学術担当常務理事より，2015 年度の公開シンポジウムの実施状況と今後の予定について報

告があった。 

 

Ⅲ. 審議事項 

1. 入会審査 

安藤総務担当常務理事より，新入会員へ新規申請のあった 16 件のうち，正会員入会審査規程 2(1)

に該当する者 13 名，2(2)に該当する者 3名について入会を許可する旨の提案があり，承認された。 

2. 平成 28年度予算案 

阿部財務担当常務理事より，平成 28 年度予算案について提案があり，継続審議となった。 

 



3. 認定心理士(心理調査) 

横田資格担当常務理事より，認定心理士(心理調査)資格の制定に伴う認定心理士関連の規程改正に

ついて提案があり，3月の理事会で審議することが承認された。 

4. 委員会委員 

宮谷編集担当常務理事より，優秀論文賞選考委員会委員の交替について提案があり，承認された。 

安藤総務担当常務理事より，学術大会委員会委員の追加と任期延長について提案があり，承認され

た。 

 5. 協賛・後援・共催依頼 

安藤総務担当常務理事より，3件の協賛依頼について提案があり，承認された。 

6. ホームページ掲載依頼 

安藤総務担当常務理事より，ホームページ掲載依頼 12件について掲載を認める旨提案があり，承認

された。 

7. その他 

(1) 2016年会員名簿について，発行形式等，改めて検討することとなった。 

(2) 横田資格担当常務理事および佐藤 隆夫学術担当常務理事より，「認定心理士の会」の会則と役

員が提案され，一部修正の上承認された。 

(3) 2018年度第 82回大会について，東北大学を開催校とすることとなった。 



公益社団法人日本心理学会 平成 27年度 2月常務理事会議事録 

 

    日    時  平成 28年 2月 20日(土) 13時 30分―16時 30分 

    場    所  公益社団法人日本心理学会事務局会議室  

    出 席 者  長谷川 壽一理事長，阿部 恒之，安藤 清志，佐藤 隆夫，佐藤 達哉，仲 真紀子， 

宮谷 真人，横田 正夫各常務理事 

              （事務局  鈴木 厚子，坂田 須美子） 

    議    長  長谷川 壽一（理事長） 

 

Ⅰ. 議事録の確認 

前回常務理事会（1月 24日開催）の議事録が承認された。 

Ⅱ. 報告事項 

1. 理事長報告 

長谷川理事長より，2 月 19 日に開催された三団体会談（日本心理学諸学会連合，医療心理師国家

資格制度推進協議会，臨床心理職国家資格推進連絡協議会）および 2月 17日に開催された公認心理

師ワーキンググループについて報告があった。 

2. 事務報告 

(1) 会員異動 

事務局長より,1 月 1 日―1 月 31 日の会員異動状況について，新入会員 11 名，退会者 4 名（うち

逝去 1名），その結果，1月 31日現在の会員数（賛助会員を除く）は，8,271名になったとの報告が

あった。 

3. 委員会報告 

(1)編集委員会 

宮谷編集担当常務理事（委員会委員長）より，1月 23日に開催された心理学研究編集小委員会(心

理学研究編集委員会)および Japanese Psychological Research 編集小委員会(JPR 編集委員会)の報

告があった。 

(2) 国際賞選考委員会 

  仲国際担当常務理事より，2月 20 日に開催された国際賞選考委員会の報告があった。 

(3) 認定委員会 

横田資格担当常務理事（委員会委員長）より，2月 6日に開催された認定心理士資格認定委員会の

報告があった。 

(4) その他 

佐藤 隆夫学術担当常務理事より，2月 6日に開催された教育研究委員会講演・出版等企画小委員，

佐藤 隆夫学術担当常務理事，横田資格担当常務理事より，2月 6日に開催された「認定心理士の会」

幹事会，佐藤 隆夫学術担当常務理事，仲国際担当常務理事より，国際心理学会議（ICP2016）実行

委員会の報告があった。 

4. 財務報告 

阿部財務担当常務理事より，1月末現在の決算報告があった。 

5. その他 

(1) ICP2016／第 80回大会申し込み状況 

安藤総務担当常務理事より，第 80回大会の申し込み状況について報告があった。 

(2) 公開シンポジウム 

佐藤 隆夫学術担当常務理事より，2015年度の公開シンポジウムの実施状況と今後の予定，および

次年度の企画について報告があった。 

(3) 認定心理士(心理調査) 

横田資格担当常務理事より，認定心理士(心理調査)の大学担当者向け説明会（3 月 22 日）開催案



内を送付したとの報告があった。 

  (4) その他 

佐藤 隆夫学術担当常務理事より，心理学叢書「高校生のための心理学講座――こころの不思議を

解き明かそう――」が発行されたことについて報告があった。 

Ⅲ. 審議事項 

1. 入会審査 

安藤総務担当常務理事より，新入会員へ，新規申請のあった 16件のうち，正会員入会審査規程 2(1)

に該当する者 13 名，2(2)に該当する者 1名，2(4)に該当する者 2名について入会を許可する旨の提

案があり，承認された。 

2. 平成 28年度予算案 

  阿部財務担当常務理事より，平成 28年度予算案について提案があり，修正の必要があれば次回理

事会までに常務理事会メール会議に諮ることも含め，承認された。 

3. 理事会次第 

安藤総務担当常務理事より，3月 21日開催予定の平成 27年度第 6回理事会の次第について提案が

あり，承認された。審議資料については，期日までに修正が必要な場合は改めて常務理事会メール

会議に諮ることが承認された。 

4. 公認心理師 

  長谷川理事長より，医療心理師国家資格制度推進協議会からの公認心理師法に関する要望事項の

アンケートの回答は，公認心理師ワーキンググループで検討した案とすること，および日本心理学

諸学会連合に学部教育カリキュラム案を提出するとの提案があり，承認された。 

5. 学術大会発表賞 

  安藤総務担当常務理事より，2015 年度学術大会発表賞について，11 件の発表に特別優秀発表賞，

27件の発表に優秀発表賞を授賞することが提案され，承認された。 

6. 委員会委員 

宮谷編集担当常務理事より，優秀論文賞選考委員会委員の交替について提案があり，承認された。 

横田資格担当常務理事より，「認定心理士の会」役員名簿について提案があり，承認された。 

7. 協賛・後援・共催依頼 

安藤総務担当常務理事より，各 1 件の協賛，後援および共催依頼について提案があり，承認され

た。 

8. 転載・ホームページ掲載依頼 

安藤総務担当常務理事より，3 件の転載依頼について提案があり，承認された。また，16 件のホ

ームページ掲載依頼について提案があり，承認された。 



公益社団法人日本心理学会 平成 27年度 3月常務理事会議事録 

 

    日    時  平成 28年 3月 21日(土) 10時―12時 

    場    所  公益社団法人日本心理学会事務局会議室 

    出 席 者  長谷川 壽一理事長，阿部 恒之，安藤 清志，佐藤 隆夫，佐藤 達哉，仲 真紀子， 

宮谷 真人，横田 正夫各常務理事 

              （事務局  鈴木 厚子，坂田 須美子） 

    議    長  長谷川 壽一（理事長） 

 

Ⅰ. 議事録の確認 

前回常務理事会（2月 20日開催）の議事録が承認された。 

Ⅱ. 報告事項 

1. 理事長報告 

長谷川理事長より，3月 20 日に開催された三団体会談および学術会議のシンポジウム，3月 21日

に開催される日本心理学諸学会連合の常任理事会の審議予定事項について報告があった。 

2. 事務報告 

(1) 会員異動 

事務局長より,2月 1日―2月 29 日の会員異動状況について，新入会員 6名，退会者 5名（うち逝

去 5名），その結果，2月 29日現在の会員数（賛助会員を除く）は，8,272名になったとの報告があ

った。 

3. 委員会報告 

(1) 心理学ワールド編集委員会 

宮谷編集担当常務理事より，3月 6日に開催された心理学ワールド編集委員会の報告があった。 

(2) その他 

佐藤 隆夫学術担当常務理事より，2月 27日に開催された教育研究委員会博物館小委員会，横田資

格担当常務理事より，3月 17日に開催された認定委員会心理調査小委員会，佐藤 隆夫学術担当常務

理事，横田資格担当常務理事より，2月 6日に開催された「認定心理士の会」幹事会の報告があった。 

安藤総務担当常務理事より，ICP2016実行委員会，会場・展示委員会の報告があった。 

事務局長より，3月 11日に行われた第 81回大会打合せの報告があった。 

4. 財務報告 

阿部財務担当常務理事より，2月末現在の決算報告があった。 

5. その他 

(1) ICP2016／第 80回大会申し込み状況 

安藤総務担当常務理事より，第 80回大会の申し込み状況について報告があった。 

(2) 公開シンポジウム 

佐藤 隆夫学術担当常務理事より，2015年度の公開シンポジウムについて報告があった。 

(3) 認定心理士の会 

佐藤 隆夫学術担当常務理事より，「認定心理士の会」のニューズレター0号をメールアドレス登録

のある認定心理士にメール送付したとの報告があった。 

(4) 認定心理士（心理調査） 

横田資格担当常務理事より，3月 22 日に開催される，認定心理士（心理調査）の大学担当者向け

説明会の受付状況および資料について報告があった。 

Ⅲ. 審議事項 

1. 終身会員および入会審査 

安藤総務担当常務理事より，申請のあった 5名を終身会員とする旨の提案があり，承認された。

また，新入会員へ新規申請のあった 27件のうち，正会員入会審査規程 2(1)に該当する者 21名，2(2)



に該当する者 5名，2(4)に該当する者 1名について入会を許可する旨の提案があり，承認された。 

2. 理事会次第 

安藤総務担当常務理事より，引き続き開催される平成 27年度第 6回理事会の次第，資料および進

行について提案があり，承認された。 

3. 平成 28年度助成公示 

安藤総務担当常務理事より，平成 28年度の研究集会等への助成，国際会議等参加旅費補助，災害

からの復興のための実践活動及び研究助成の募集を開始する旨の提案があり，承認された。 

4. 若手の会 

佐藤 隆夫学術担当常務理事より，若手の会の会則案および役員名簿について提案があり，一部修

正のうえ承認された。 

5. オーラルヒストリー動画 Web公開 

佐藤 達哉広報担当常務理事より，教育研究委員会資料保存小委員会で行っているオーラルヒスト

リーの動画の Web 公開について提案があり，詳細は広報委員会にて検討することとなった。 

6. 認定心理士(心理調査) 

横田資格担当常務理事より，心理調査教科書（日本心理学会編）について提案があり，承認され

た。 

7. 協賛・後援・共催依頼 

安藤総務担当常務理事より，3件の協賛依頼，1件の後援依頼について提案があり，承認された。 

8. 転載依頼・ホームページ掲載依頼 

安藤総務担当常務理事より，2件の転載依頼について提案があり，承認された。また，14件のホ

ームページ掲載依頼について提案があり，承認された。 
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