
査読協力者

相川 充 青野 篤子 青山 郁子# 青山 謙二郎

赤澤 淳子 秋山 学 浅井 暢子 浅井 真理子

浅岡 章一 浅野 昭祐 薊 理津子 阿部 晋吾

阿部 恒之 天野 成昭 雨宮 俊彦 荒井 崇史

荒川 歩 荒木 剛 安藤 香織 安藤 智子#

安保 英勇 飯田 沙依亜 池上 知子 池田 浩

池田 幸恭 石井 敬子 石井 秀宗 石王 敦子

石川 利江 石川 亮太郎 石黒 広昭 石津 憲一郎

石松 一真 石村 郁夫 一川 誠 厳島 行雄

伊藤 崇達 伊藤 拓 伊藤 武彦 伊藤 忠弘

伊藤 正哉 伊東 裕司 伊藤 義徳 井上 毅

今井 芳昭 今泉 修 今城 志保 岩永 誠

岩満 優美 上野 行良 上淵 寿 浮田 潤

宇佐美 慧 内田 由紀子 内田 若希# 内山 秀彦#

梅垣 佑介 梅本 貴豊 浦 光博 浦上 昌則

榎本 淳子 遠藤 光男 遠藤 由美 及川 晴

及川 恵 大芦 治 大久保 千恵 大久保 街亜

大隅 尚広 大滝 宏一 大竹 恵子 大谷 和大

大塚 幸生 大塚 泰正 大塚 由美子 大坪 庸介

大沼 進 大平 英樹 大渕 憲一 大和田 攝子

小笠原 春彦 岡島 義 岡田 英理香# 岡田 努

岡林 秀樹 岡本 真彦 沖潮 満里子 沖林 洋平

小椋 たみ子 苧阪 直行 尾𥔎 幸謙 尾崎 由佳

長田 由紀子 越智 啓太 折田 明子# 梶川 祥世

勝谷 紀子 加藤 公子 加藤 邦子 加藤 健太郎#

加藤 弘通# 門田 昌子 金井 篤子 金澤 潤一郎

金子 一史 金築 優 金政 祐司 上瀬 由美子

神村 栄一 神谷 俊次 唐沢 穣 川口 潤

川崎 直樹 川島 大輔 川瀬 良美# 川野 健治

川畑 秀明 河原 紀子 菊池 聡 喜多 伸一

北折 充隆 北神 慎司 北川 恵 北村 琴美

北村 英哉 木戸 彩恵 木野 和代 木原 健

木村 健太 木村 元洋 釘原 直樹 楠見 孝

久保 ゆかり 栗田 季佳 栗林 克匡 黒沢 学

髙坂 康雅 神山 貴弥 小島 弥生 小関 俊祐

編集公告

 「心理学研究」第87巻と “Japanese Psychological Research” 第58巻の編集および2016
年の不採択・取下げ論文の査読に関し，編集委員以外に各専門により次の方々のご
査読を受けました。
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小平 英志 後藤 崇志 小浜 駿 小林 知博

小林 哲郎# 小林 春美 小山 慎一 近藤 清美

近藤 公久 西郷 達雄 酒井 久実代 坂井 信之

境 泉洋 坂入 洋右 坂上 裕子 坂田 勝亮

坂田 桐子 相良 順子 櫻井 茂男 佐藤 徳

佐藤 達哉 佐藤 寛 佐藤 弥 澤 幸祐

澤田 匡人 篠ケ谷 圭太 柴内 康文 嶋崎 恒雄

島津 明人 島田 貴仁 清水 和秋 清水 健司

清水 裕士 清水 裕 清水 良三 荘島 宏二郎

白井 利明 城月 健太郎 菅村 玄二 菅原 ますみ

杉崎 鉱司# 杉谷 陽子 杉村 和美 杉山 崇

鈴木 敦命 鈴木 聡志 鈴木 平 鈴木 朋子

鈴木 直人 鈴木 宏昭 鈴木 晶夫 鈴木 雅之

鈴木 護 瀬尾 美紀子 関矢 寛史# 相馬 敏彦

高木 英至# 高木 亮# 高砂 美樹 高野 裕治

高野 陽太郎 髙橋 康介 高橋 登 髙橋 雄介

高濱 裕子 髙林 久美子 高原 円 髙本 真寛

武田 裕司 竹林 由武 田戸岡 好香 田中 あゆみ

田中 圭介 田中 豪一 田中 知恵 田中 共子

田中 勝則 田中 麻未 田中 芳幸 田辺 毅彦

谷 伊織 谷口 淳一 谷口 弘一 玉岡 賀津雄

丹下 智香子  敬一郎 土屋 隆裕 坪見 博之

寺澤 悠理 寺島 瞳 土居 隆子# 道家 瑠見子

戸梶 亜紀彦 時本 真吾 登張 真稲 友田 貴子

外山 美樹 豊田 弘司 鳥丸 佐知子 仲 真紀子

永井 智 永井 聖剛 長岡 千賀 中島 定彦

中田 龍三郎 仲渡 江美 中西 大輔 長野 祐一郎

永房 典之 中間 玲子 中道 圭人 中道 直子

中村 真 中村 知靖 中村 真 中谷 素之

並川 努 縄田 健悟 新美 亮輔 荷方 邦夫

西垣 順子 西川 泰夫 西田 裕紀子 能智 正博

野口 京子 野澤 雄樹# 野波 寛 野村 晴夫

芳賀 繁 橋本 剛 橋本 照男 長谷川 晃

長谷川 孝治 長谷川 智子 畑中 美穂 八田 武俊

服部 雅史 服部 陽介 羽生 和紀 濱口 佳和

林 幹也 葉山 大地 速水 敏彦 原田 知佳

針生 悦子 樋口 収 樋口 匡貴 久田 満

一言 英文 平 伸二 平井 真洋 平石 界

平川 真 比留間 太白 広瀬 雄彦 福岡 欣治

福丸 由佳 藤 桂 藤井 勉 藤木 大介

藤澤 隆史 藤野 京子 藤野 博# 藤村 友美

藤村 宣之 船橋 新太郎# 星野 崇宏 堀内 孝

堀毛 一也 本田 真大 本間 元康 前原 由喜夫
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増井 啓太 松井 三枝 松尾 太加志 松川 順子

松田 いづみ 松田 憲 松本 友一郞 丸岡 吉人

三浦 麻子 三沢 良 水田 恵三 溝口 元#

三田村 仰 宮﨑 美智子 宮埜 寿夫 宮本 聡介

三好 昭子 室橋 春光 室橋 弘人 毛 新華

毛利 伊吹 森岡 正芳 森口 佑介 森定 美也子

森田 泰介 森永 康子 守谷 順 安田 みどり

柳澤 邦昭 柳澤 さおり 山 祐嗣 山浦 一保

山口 勧 山口 真美 山﨑 瑞紀 山田 幸恵

山田 剛史 山田 祐樹 山田 陽平 山根 隆宏

山本 仁志# 有倉 巳幸 湯川 進太郎 横澤 一彦

横田 賀英子 吉川 雄一郎# 吉住 隆弘 田 綾乃

吉田 哉 吉原 智恵子 吉村 晋平 吉村 浩一

蓮花 一己 脇田 貴文 和田 万紀 渡邊 克巳

渡邊 芳之 渡部 幹 Baker, David B.# Blowers, Geoffrey#

Di Fabio, Annamaria# Faturochman# Filipovic-Durdevic, Dusica#

Gobbons, Frederick X.# Gore, Jonathan S.# Hwang, Kwang-Kuo#

Ismail, Rosnah# Kazanina, Nina# Lo, Shih-Yu# Myachykov, Andriy#

Nindyati, Ayu Dwi# Prathama, Ahmad Gimmy# Rosa, Alberto#

Setiawan, Jenny# Suh, Kyung Hyun# Temitope, Emmanuel Bankole#

Valsiner, Jaan#

（# 非会員）
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