
公益社団法人日本心理学会平成 26年度第 1回理事会議事録 

 

1. 日  時  平成 26年 5月 22 日(木) 

 

2. 理事総数  26名 

 

3. 議事の経過及び結果 

 

第 1号議案  平成 25 年度事業報告承認の件 

理事長より，平成 25 年度事業報告について，全理事宛電子メールにて提案があ

り，原案どおり全員一致で可決承認された。 

第 2号議案  平成 25 年度決算承認の件 

理事長より，平成 25 年度決算について，全理事宛電子メールにて提案があり，

原案どおり全員一致で可決承認された。 

第 3号議案  平成 25 年度監査報告承認の件 

理事長より，平成 25 年度監査報告について，全理事宛電子メールにて提案があ

り，原案どおり全員一致で可決承認された。 

 

 

平成 26年 5月 22日 

 

公益社団法人日本心理学会理事会 

 

理事長    佐藤  隆夫    ○印  

 

 

監  事    菅沼  憲治    ○印  

 

 

監  事    三浦  佳世    ○印  

 

 

 



公益社団法人日本心理学会平成 26年度第 2回理事会議事録 

 

1. 日  時  平成 26年 6月 8日(日)13時 30分―15時 30分 

2. 場  所  公益社団法人日本心理学会事務局会議室 

3. 理事総数  26 名（定款第 40 条により定足数は 14名） 

4. 出席理事  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，綾部早穂，内山伊知郎，大井修三，齊藤誠一， 

大坊郁夫，田中堅一郎，中村知靖，箱田裕司，長谷川寿一，日野林俊彦， 

藤生英行，眞邉一近，宮谷真人，山上精次，横澤一彦各理事 

以上 23名 

理事以外の出席者  菅沼憲治，三浦佳世各監事，猿渡裕子公認会計士 

5. 定刻に，佐藤隆夫理事長が開会を宣し，鈴木直人常務理事より，本理事会が定足数を満たし

ている旨報告された。 

6. 佐藤隆夫理事長の開会挨拶があった。 

7. 定款により理事長を議長に指名した。 

8. 議事の経過及び結果 

第 1号議案  終身会員承認の件 

議長より終身会員について提案があり，原案どおり満場一致で可決承認された。 

第 2号議案  新入会員承認の件 

議長より新入会員について提案があり，原案どおり満場一致で可決承認された。 

9. 報告 

“常務理事会・理事会報告（含 第1回理事会（臨時））”（鈴木直人総務担当常務理事），
“平成26年度事業実施状況報告”（鈴木直人総務担当常務理事），“ICP2016について”（佐藤
隆夫理事長），“日本心理学諸学会連合理事会報告”（佐藤隆夫理事長），“第78回大会（同
志社大学）”（鈴木直人総務担当常務理事），“第79回大会（名古屋大学）”（川口 潤第79
回大会会長）について報告があった。その後，“国家資格”について懇談を行った。 

以上により，本日の議事を終了した。 

 

平成 26年 6月 8日 

 

 

公益社団法人日本心理学会理事会 

 

 

理事長    佐藤  隆夫    ○印  

 

 

 

監  事    菅沼  憲治    ○印  

 

 

 

監  事    三浦  佳世    ○印  

 



公益社団法人日本心理学会平成 26年度第 3回理事会議事録 

 

1. 日  時  平成 26年 9月 9日(日)13時 30分―15時 

2. 場  所  京都ホテルオークラ“金剛の間” 

3. 理事総数  26 名（定款第 40 条により定足数は 14名） 

4. 出席理事  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，綾部早穂，内山伊知郎，大井修三，小川俊樹，

大坊郁夫，田中堅一郎，箱田裕司，日野林俊彦，眞邉一近，やまだようこ， 

横澤一彦各理事                                                以上 19名 

理事以外の出席者  菅沼憲治（Web出席），三浦佳世各監事， 

川口 潤第 79回大会会長，北神慎司第 79回大会事務局長 

5. 定刻に，佐藤隆夫理事長が開会を宣し，鈴木直人常務理事より，本理事会が定足数を満たし

ている旨報告された。 

6. 佐藤隆夫理事長の開会挨拶があった。 

7. 定款により理事長を議長に指名した。 

8. 議事の経過及び結果 

第 1号議案  終身会員承認の件 

議長より終身会員について提案があり，原案どおり満場一致で可決承認された。 

第 2号議案  新入会員承認の件 

議長より新入会員について提案があり，原案どおり満場一致で可決承認された。 

第 3号議案  心理調査士の件 

議長より心理調査士について提案があり，原案どおり満場一致で可決承認された。 

9. 報告 

“平成26年度事業実施状況報告”（鈴木直人総務担当常務理事），“常務理事会・理事会報

告”（鈴木直人総務担当常務理事），“ICP2016について”（佐藤隆夫理事長），“日本心理

学諸学会連合理事会報告”（佐藤隆夫理事長），“第78回大会（同志社大学）”（鈴木直人総

務担当常務理事）について報告があった。その後，川口 潤第79回大会会長より挨拶があった。 

以上により，本日の議事を終了した。 

 

平成 26年 9月 9日 

公益社団法人日本心理学会理事会 

 

理事長    佐藤 隆夫 

 

監  事    菅沼 憲治 

 

監  事    三浦 佳世 

 



 

公益社団法人日本心理学会平成 26年度第 4回理事会議事録 

1. 日  時  平成 27年 3月 15 日(日)14時―16時 15分 
2. 場  所  公益社団法人日本心理学会事務局会議室 
3. 理事総数  26 名（定款第 40 条により定足数は 14名） 
4. 出席理事  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，綾部早穂，大井修三，小川俊樹，齊藤誠一， 
大坊郁夫，田中堅一郎，中村知靖，日野林俊彦，宮谷真人，山上精次， 
やまだようこ，横澤一彦各理事                                  以上 20名 

理事以外の出席者  菅沼憲治，三浦佳世各監事 
5. 定刻に，佐藤隆夫理事長が開会を宣し，鈴木直人常務理事より，本理事会が定足数を満たし
ている旨報告された。 
6. 佐藤隆夫理事長の開会挨拶があった。 
7. 定款により理事長を議長に指名した。 
8. 議事の経過及び結果 
第 1号議案  平成 27 年度事業計画書承認の件 

議長より平成 27 年度事業計画書について提案があり，原案どおり満場一致で可
決承認された。 

第 2号議案  平成 27 年度収支予算書承認の件 
議長より平成 27 年度収支予算書について提案があり，原案どおり満場一致で可
決承認された。 

第 3号議案  平成 27 年度資金調達及び設備投資の見込み承認の件 
議長より平成 27 年度資金調達及び設備投資の見込みについて提案があり，原案
どおり満場一致で可決承認された。 

第 4号議案  公益社団法人日本心理学会定款変更の件 
議長より定時総会に諮る公益社団法人日本心理学会定款変更について提案があり，
原案どおり満場一致で可決承認された。 

第 5号議案  公益社団法人日本心理学会定款細則を規程とする件 
議長より定時総会に諮る公益社団法人日本心理学会定款細則を規程とする件につ
いて提案があり，原案どおり満場一致で可決承認された。 

第 6号議案  諸規程改正の件 
議長より定時総会に諮る諸規程改正について提案があり，原案どおり満場一致で
可決承認された。 

第 7号議案  諸規程制定の件 
議長より定時総会に諮る諸規程制定について提案があり，原案どおり満場一致で
可決承認された。 

第 8号議案  終身会員承認の件 
議長より終身会員について提案があり，原案どおり満場一致で可決承認された。 

第 9号議案  新入会員承認の件 
議長より新入会員について提案があり，原案どおり満場一致で可決承認された。 

9. 報告 
“平成 26年度事業中間報告”（理事長及び各常務理事），“平成 26年度決算中間報告”（安
藤清志財務担当常務理事），“常務理事会報告”（鈴木直人総務担当常務理事），“代議員選
挙”（鈴木直人総務担当常務理事），“心理調査士”（佐藤達哉学術担当常務理事），“日本
心理学賞・功労賞”（鈴木直人総務担当常務理事），“第 79回大会（2015 年名古屋大学）”
（鈴木直人総務担当常務理事），“第 80回大会（ICP2016）”（佐藤隆夫理事長），“日本心
理学諸学会連合理事会報告”（佐藤隆夫理事長）について報告があり，懇談を行った。 
以上により，本日の議事を終了した。 

 
平成 27年 3月 15日 

公益社団法人日本心理学会理事会 
 

理事長    佐藤  隆夫   ○印  
 
監  事    菅沼  憲治   ○印  
 
監  事    三浦  佳世   ○印  
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