
公益社団法人日本心理学会 平成 24 年度 4 月常務理事会議事録 

 

日  時 平成 24 年 4 月 7日(土) 11 時―14 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，鈴木 直人，長谷川 寿一，

山田 寛，吉田 俊和各常務理事 

         （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 18 日開催）の議事録について一部修正の上，承認した。 

Ⅱ．報告事項 

1．理事長報告 

佐藤理事長より，3月 27 日に行われた“心理職の国家資格化を目指す院内集会”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，退会者 319 名(うち逝去者

3名，会員資格喪失 143 名)，その結果，3月 31 日現在の会員数（賛助会員を除く）は，7,400

名になり，賛助会員の退会 3団体があったことにより，賛助会員は 11 団体となったとの報

告があった。2011 年度の年間会員異動について，新入会員 295 名，退会者 334 名(賛助会員

を除く)との報告があった。 

(2) 内閣府への報告 

事務局長より，事業計画書と予算についての報告書類を内閣府に提出したとの報告があ

った。 

3．委員会報告 

(1) 心理学ワールド編集委員会 

阿部編集担当常務理事より，3月 24 日開催の心理学ワールド編集委員会について，報告

があった。 

(2) 国際賞選考委員会 

安藤渉外担当常務理事より，3月 26 日開催の国際賞選考委員会について，特別賞 1名，

功労賞 1名，奨励賞 4名の授賞者を選考したとの報告があった。 

(3) 東日本大震災復興支援特別委員会 

安藤渉外担当常務理事（委員会委員長）より，3月 21 日開催の東日本大震災復興支援特

別委員会について日本心理学会第 76 回大会における昨年度助成対象の報告の検討を含め，

報告があった。 

(4) その他 

山田認定担当常務理事より，2012 年度認定心理士認定数，審査数，および，認定心理士

資格認定基準検討小委員会と認定心理士教科書作成小委員会について報告があった。 

4．財務報告 

長谷川財務担当常務理事より，3月末の決算報告があった。 



5．その他 

阿部編集担当常務理事より，新電子投稿システムが 4月 2日より稼働したとの報告があ

った。 

Ⅲ．審議事項 

1．入会審査 

鈴木総務担当常務理事より，新規申請のあった 50 件のうち，正会員入会審査規程 2(1)

に該当する者 38 名，2(2)に該当する者 5名，2(3)に該当する者 7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．委員会委員 

吉田広報担当常務理事より，広報委員会について提案があり，承認された。 

3．講演会・公開シンポジウム等 

内田学術担当常務理事より，2012 年度の公開シンポジウムの企画状況について説明があ

った。 

4．優秀発表賞・特別優秀発表賞 

鈴木総務担当常務理事より，大会での優秀発表賞・特別優秀発表賞について提案があり，

継続審議となった。 

5．協賛・後援・共催依頼 

鈴木総務担当常務理事より，協賛 2件の依頼について認めるとの提案があり，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，ホームページ掲載依頼 1件について説明があり，掲載を認

めないこととなった。 

 



公益社団法人日本心理学会 平成 24 年度 5 月常務理事会議事録 

 

日  時 平成 24 年 5 月 4 日(金・祝) 15 時―18 時 

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，鈴木 直人，長谷川 寿一，

山田 寛，吉田 俊和各常務理事 

         （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（4月 7日開催）の議事録について一部修正の上，承認した。 

Ⅱ．報告事項 

1．理事長報告 

佐藤理事長より，日本心理学諸学会連合の役員交替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，4月 1日―4月 30 日の会員異動状況について，新入会員 271 名，退会者

10 名(うち逝去者 1名)，その結果，4月 30 日現在の会員数（賛助会員を除く）は，7,661

名になったとの報告があった。 

3．委員会報告 

(1) 認定委員会 

山田認定担当常務理事（委員会委員長）より，4月 21 日に開催された認定心理士資格認

定委員会についての報告があった。また，認定心理士資格認定基準検討小委員会と認定心

理士教科書作成小委員会について報告があった。 

(2) その他 

阿部編集担当常務理事より，4月 21 日に開催された投稿基準に関する小委員会について

の報告が，また，理事長より 4月 22 日に開催された，国際心理学会議（ICP2016）幹事会

について報告があった。 

4．財務報告 

長谷川財務担当常務理事より，昨年度の決算報告があった。 

5．その他 

安藤渉外担当常務理事より，2012 年度第 2回“東日本大震災からの復興のための実践活

動及び研究”の応募状況について報告があった。また，内田学術担当常務理事より，ホー

ムページの“心理学ミュージアム”ページのリニューアルについて報告があった。 

Ⅲ．審議事項 

1．入会審査 

鈴木総務担当常務理事より，新規申請のあった 213 件のうち，正会員入会審査規程 2(1)

に該当する者 174 名，2(2)に該当する者 29 名，2(4)に該当する者 10 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．委員会委員 

山田認定担当常務理事より，認定委員会委員の交替について提案があり，承認された。 

 



  3．理事会・総会議題 

鈴木総務担当常務理事より，6月 16 日に行われる平成 24 年度第 1回理事会および平成

24 年度第 1回総会の次第と進行について提案があり承認された。 

4．講演会・公開シンポジウム等 

内田学術担当常務理事より，2012 年度の公開シンポジウムについて提案があり，承認さ

れた。広報の進捗について確認した。 

 5．優秀発表賞・特別優秀発表賞 

鈴木総務担当常務理事より，大会での優秀発表賞・特別優秀発表賞について提案があり，

選考方法について検討したが継続審議とした。 

  6．国際会議旅費補助 

今年度の国際会議旅費補助の募集について，ICP2012 への参加に重点を置いて補助する提

案があり，承認された。 

  7．研究会制度 

  今年度の研究集会等への助成について，支出項目をある程度限定して募集する提案があ

り，承認された。 

  8．転載・ホームページ掲載依頼 

鈴木総務担当常務理事より，ホームページ掲載依頼 13 件について提案があり，掲載が承

認された。 

  9．その他 

鈴木総務担当常務理事より，今年度発行の会員名簿について，掲載項目の変更の提案が

あり，承認された。 



公益社団法人日本心理学会 平成 24 年度 6月常務理事会議事録 

 

日  時  平成 24 年 6 月 16 日(土) 10 時 30 分―12 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，鈴木 直人，長谷川 寿一， 

山田 寛，吉田 俊和各常務理事，岡市 廣成監事 

（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 4日開催）の議事録について一部修正の上,承認した。 

 

Ⅱ. 報告事項 

1. 理事長報告 

佐藤理事長より，国際心理学会議（ICP2016）ポスター等が完成したこと，7月 22 日から開催さ

れる ICP2012 で，Japan Reception の他，Closing Ceremony 後のパーティを日本が主催すること

になったことが報告された。また，国際心理科学連合（IUPsyS）の理事選挙（ICP2016 期間中に

開催）に繁桝前理事長が立候補しており，ICP2016 開催に重要な意味をもつとのコメントがあっ

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 47 名，退会者 7名(う

ち逝去者 2名)，その結果，5月 31 日現在の会員数（賛助会員を除く）は，7,701 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 12 日に開催された編集委員会についての報

告があった。 

    (2) 優秀論文賞選考委員会 

阿部編集担当常務理事より，5月 12 日に開催された優秀論文賞選考委員会についての報告が

あった。 

    (3) 認定委員会 

山田認定担当常務理事(委員会委員長)より，5月 19 日に開催された認定心理士資格認定委員

会についての報告があった。 

    (4) 東日本大震災復興支援特別委員会 

安藤渉外担当常務理事(委員会委員長)より，5月 23 日に開催された東日本大震災復興支援特

別委員会について 7件の実践・研究に対して助成を行うとの報告があった。 

4. 財務報告 

長谷川財務担当常務理事より，4,5 月の決算報告があった。また，5月 9日行われた監事による

会計監査について報告があった。 

5. その他 

内田学術担当常務理事より，2012 年度の公開シンポジウムの内容・広報状況および申し込み状

況について報告があった。 

Ⅲ. 審議事項 

   1. 入会審査 

鈴木総務担当常務理事より，新規申請のあった 49 件のうち，正会員入会審査規程 2(1)に該当す

る者 35 名，2(2)に該当する者 11 名，2(4)に該当する者 2名ついて入会を許可し，1名については

入会を許可しない旨の提案があり，承認された。 

2. 委員会委員 

鈴木総務担当常務理事より，倫理委員会について推薦依頼があり，4名の推薦があり，承認され



た。 

   3．理事会・総会議題 

鈴木総務担当常務理事より，6月 16 日の常務理事会に続いて行われる平成 24 年度第 1回理事会

および平成 24 年度第 1回総会の次第と進行について提案があり承認された。 

4. 優秀発表賞・特別優秀発表賞 

鈴木総務担当常務理事より，大会での優秀発表賞・特別優秀発表賞について提案があり，改めて

理事会で意見交換をすることとした。 

5. 転載・ホームページ掲載依頼 

鈴木総務担当常務理事より，転載依頼 4件，ホームページ掲載依頼 3件について提案があり，掲

載が承認された。 

6. その他 

(1) 鈴木総務担当常務理事より，1 件の“心理学研究”の広告掲載依頼について説明があり，掲

載は認めないこととした。 

(2) 山田認定担当常務理事より，“認定心理士（師）”を商標登録する旨の提案があり，承認され

た。 

 



公益社団法人日本心理学会 平成 24 年度 8月常務理事会議事録 

 

日  時  平成 24 年 8 月 11 日(土) 14 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，鈴木 直人，長谷川 寿一， 

山田 寛，吉田 俊和各常務理事 

(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（6月 16 日開催）の議事録が一部修正の上,承認された。 

 

Ⅱ. 報告事項 

1. 理事長報告 

佐藤理事長より， 7 月 22―27 日に開催された国際心理学会議（ICP2012）の視察についての報

告 と 会期中に開催された総会の理事選挙で繁桝前理事長が理事選出されたことについての報

告があった。また，8月 2―5日まで開催されたアメリカ心理学会議（APA）大会で，APA と交流

協定書（MOU）を交わ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，6月 1日‐6月 30 日の会員異動状況について，新入会員 26 名，退会者 4名(う

ち逝去者 2名)，その結果，6月 30 日現在の会員数（賛助会員を除く）は，7,723 名になったと

の報告があった。また，7月 1日―7月 31 日の会員異動状況について，新入会員 31 名，退会者

2名(うち逝去者 1名)，その結果，7月 31 日現在の会員数（賛助会員を除く）は，7,752 名にな

ったとの報告があった。 

    (2) その他 

        事務局長より，2011 年度決算の広告を官報に載せる手続をし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，7月 7日に開催された機関誌等編集委員会につ

いての報告があった。 

    (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 30 日に開催された心理学ワールド編集委員会についての報

告があった。 

(3) 優秀論文賞選考委員会 

阿部編集担当常務理事より，8月 10 日に開催された優秀論文賞選考委員会についての報告が

あった。 

    (4) 認定委員会 

山田認定担当常務理事（委員会委員長）より，6月 23 日，8月 4日に開催された認定心理士

資格認定委員会についての報告があった。 

    (5) 教育研究委員会 

内田学術担当常務理事より，心理学ミュージアムの“展示室”に 7月 31 日までに 5件の作品

応募があったとの報告があった。 

(6) 国際委員会 

安藤渉外担当常務理事より，今年の韓国心理学会に本会会員の参加を募り，応募があったと

の報告があった。 



(7) ICP2016 幹事会 

佐藤理事長より，ICP2012 までに何度か幹事会・打ち合わせを行ったとの報告があった。 

4. 財務報告 

長谷川財務担当常務理事より，6,7 月の決算報告があった。 

5. その他 

(1) 講演会・公開シンポジウム等 

内田学術担当常務理事より，2012 年度の公開シンポジウムの内容・広報状況及び申し込み状

況について報告があった。 

(2) ICP2012  

佐藤理事長より，ICP2012 についての報告があった。 

(3) 会員名簿 

事務局長より，2012 会員名簿の掲載内容について確認があった。 

 

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 28 名，2(2)に該当する者 6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。また，賛助会員 1件の申し込みについて，入会を許可しないこととした 

2. 委員会委員 

鈴木総務担当常務理事より，選挙管理委員会について提案があり，承認された。また，国際委

員会および国際賞選考委員について推薦依頼があった。 

   3. 研究会助成 

内田学術担当常務理事より今年度の研究会助成の助成先と配分について提案があり，承認された。 

   4. 国際会議旅費補助 

安藤渉外担当常務理事より，今年度の国際会議旅費補助の配分につき提案があり，ICP2012 参加

者を優遇することが提案され承認された。 

   5. 優秀発表賞・特別優秀発表賞 

鈴木総務担当常務理事より，第 76 回大会で試行する優秀発表賞・特別優秀発表賞について，今

年度は大学院在学会員の会費優遇措置を受けている発表者を対象とし，第 76 回大会では試みに審

査を行ってみることが提案され，承認された。 

   6. 理事会次第 

鈴木総務担当常務理事より，9月 10 日に京王プラザホテルで行われる 2012 年度第 2回理事会の

議題について提案があり承認された。 

   7. 会員集会 

鈴木総務担当常務理事より，9月 10 日に京王プラザホテルで行われる会員集会のスケジュール

について提案があり承認された。 

8．協賛・後援・共催依頼 

鈴木総務担当常務理事より，協賛依頼 3件について説明があり，承認された。 

9. 転載・ホームページ掲載依頼 

    鈴木総務担当常務理事より，ホームページ掲載依頼 34 件について，基準に基づき検討し掲載を

認めたとの報告があり，承認された。また，7件について説明があり，掲載が承認された。 

 

 

 



公益社団法人日本心理学会 平成 24 年度 9月常務理事会議事録 

 

日  時  平成 24 年 9 月 10 日(月) 11 時―13 時 30 分 

    会  場  京王プラザホテル 43F“コメット”  

    出席者 佐藤 隆夫理事長，阿部 純一，安藤 清志，鈴木 直人，山田 寛，吉田 俊和各常務理事 

(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（8月 11 日開催）の議事録が承認された。 

 

Ⅱ. 報告事項 

1. 理事長報告 

佐藤理事長より， 医療心理師国家資格についての報告があった。 

2. 事務報告 

    (1) 会員異動 

        事務局長より，8 月 1 日‐8 月 31 日の会員異動状況について，新入会員 24 名，退会者 2 名，

その結果，8月 31 日現在の会員数（賛助会員を除く）は，7,774 名になったとの報告があった。 

    (2) その他 

        事務局長より，8月 29 日に行われた ICP2016 幹事会についての報告があった。 

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，9月 1日に開催された機関誌等編集委員会につ

いての報告があった。 

    (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，8月 26 日に開催された心理学ワールド編集委員会についての報

告があった。 

4. 財務報告 

鈴木総務担当常務理事より，8月の決算報告があった。 

5. その他 

(1) 講演会・公開シンポジウム等 

内田学術担当常務理事より，2012 年度の公開シンポジウムの内容・広報状況及び申し込み状

況について報告があった。 

(2) 会員名簿 

事務局長より，2012 会員名簿の掲載内容について確認があった。 

  （3）助成金辞退等について 

    安藤国際担当常務理事より国際会議旅費補助辞退 2件取り消し 1件と追加 2件があったとの

報告があった。また，鈴木総務担当常務理事より研究会補助について追加が 2件あったとの報

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，新規申請のあった 6 件のうち，正会員入会審査規程 2(1)に該当す

る者 4名，2(2)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. 理事会 

鈴木総務担当常務理事より，続いて行われる理事会の進行について提案があり，承認された。 

 



   3. 会員集会 

鈴木総務担当常務理事より，続いて行われる会員集会の進行について提案があり，承認された。 

   4. 日本心理学会大会 

鈴木総務担当常務理事より，第 79 回大会の開催校について推薦依頼があり，継続審議となった。 

   5. 協賛・後援・共催依頼 

鈴木総務担当常務理事より，協賛依頼 3件について説明があり，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，ホームページ掲載依頼 9件について，基準に基づき検討し掲載を認

めたとの報告があり，承認された。また，1件について説明があり，条件を確認した上で掲載の可

否を決定することとした。 

7. その他 

      鈴木総務担当常務理事より終身会員移行手続き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 24年度 9月 12日緊急臨時常務理事会議事録 

 

日  時  平成 24年 9月 12日(水) 11時―13時 30分 

    場 所  専修大学役員・事務局控室  

    出席者 佐藤 隆夫理事長，阿部 純一，安藤 清志，鈴木 直人，山田 寛，長谷 川寿一各常務理

事 

   オブザーバー 山上精治第 76 回大会会長 

（事務局  鈴木 厚子） 

    議  長  佐藤 隆夫（理事長） 

 

 

議 題： 

１．第 76回大会中の会員の不適切な言動の件 

佐藤理事長から１会員の 9月 11日の（第 76回大会での）不適切な言動について， 

これまでの経過の説明があった後，“本人から，事情を聴取の上，第 76回大会会場への 

立ち入りを禁止する“旨通達するとの提案があり，慎重に審議した結果，全員一致で承認 

された。 
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公益社団法人日本心理学会 平成 24年度 10月常務理事会議事録 

 

日 時  平成 24 年 10月 13日(月) 13時―16時 

    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，鈴木 直人，長谷川 寿一， 

吉田 俊和各常務理事 

(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（9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 

佐藤理事長より， 第 76回大会が無事に終わったこと，大会後東南アジア心理学会のため，マ

レーシアに行きマレーシア心理学会と交換協定書（MOU）を取り交わしたことが報告された。今後，

他のアジア諸国とも連携してくことを確認した。 

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 9名，退会者 1名，その

結果，9月 30日現在の会員数（賛助会員を除く）は，7,782名になったとの報告があった。 

(2) その他 

事務局長より，名簿データの割付についての確認があった。 

3. 委員会報告 

(1) 教育研究委員会 

内田学術担当常務理事より，9月 11日に開催された教育研究委員会についての報告があった。 

(2) ICP2016組織委員会 

佐藤理事長より 9月 13日に開催された国際心理学会議（ICP2016）組織委員会についての報告

があった。 

4. 財務報告 

長谷川財務担当常務理事より，9月末までの決算報告があった。 

5. その他 

(1) 講演会・公開シンポジウム等 

内田学術担当常務理事より，2012年度の終了した公開シンポジウムについて，また，これから

開催のシンポジウムの広報と申し込み状況について報告があった。 

(2) 二重投稿答申案 

阿部編集担当常務理事より，投稿基準小委員会から答申のあった二重投稿について，常務理事

の意見等をとの依頼があった。 

(3) 助成金辞退等について 

安藤国際担当常務理事より国際会議旅費補助辞退が 3件あったとの報告があった。 

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，2名を終身会員とすることが提案され，承認された。また，入会の

新規申請のあった 18 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

5名，2(3)に該当するもの 1名，2(4)に該当するもの 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. 優秀論文賞選考委員会規程の変更 

阿部編集担当常務理事より，“心理学研究”，“Japanese Psychological Research”の論文種類

の変更に伴い，優秀論文賞選考委員会規程を変更することが提案され，承認された。3月の理事会

に諮ることとなった。 

3. 選挙管理委員会規程の変更 

鈴木総務担当常務理事より，選挙管理委員会規程の委員会解散についての文言の変更について

提案があり，承認された。3月の理事会に諮ることとした。 

4. 選挙について 

鈴木総務担当常務理事より，選挙の日程，公示内容，代議員・理事定数について提案があり，

一部修正の上，選挙管理委員会に案として提示することとなった。また，理事定数について，定

款細則に，原則として専門別理事 15 名，地域別理事 15名とあるが現在の 20名から平成 24年度

選挙で 30名にすることは状況的にきびしいので、暫定的に 26名を選出することを選挙管理委員

会・理事会に提案するとの提案があり，審議の結果承認された。 

5. 委員会委員 

安藤国際担当常務理事より，10 月末に満期をむかえる国際委員会委員，国際賞選考委員会委員

の交替について提案があり，承認された。また，内田学術担当常務理事より，教育研究委員会委

員追加の提案があり，承認された。引き続き 10月中に調査小委員会 3名，心理学ミュージアム小

委員会 1名の委員を選び，メール会議で諮るとの提案があり，承認された。 

6. 日本心理学会大会 

鈴木総務担当常務理事より，第 79回大会の開催校について推薦依頼があり，継続審議となった。 

7. 優秀発表賞 

鈴木総務担当常務理事より，第 76回大会で行った代議員による優秀発表賞推薦について説明が

あり，今回は有効票が少なく，選考を行うことができないとの説明があり，承認された。 

8. 佐藤理事長より，9月 12日に開催された緊急臨時常務理事会での審議内容について説明があり， 

承認された。 

9. 協賛・後援・共催依頼 

鈴木総務担当常務理事より，協賛依頼１件，後援依頼 1件について説明があり，承認された。 

10. 転載・ホームページ掲載依頼 

鈴木総務担当常務理事より，ホームページ掲載依頼 10件について，基準に基づき検討し掲載を

認めたとの報告があり，承認された。また，4件について説明があり，3件は掲載を認め，1件は

掲載不可とした。 

11. 放送使用依頼 

鈴木総務担当常務理事より，心理学研究論文のラジオ番組放送使用依頼について説明があり，

承認された。 

12. その他 

鈴木総務担当常務理事より，追悼記に対する覚書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 24年度 11月常務理事会議事録 

日 時  平成 24 年 11月 10日(土) 16時―18時 

    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，鈴木 直人，長谷川 寿一各常務

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（10 月 13 日開催）の議事録が一部修正の上，承認された。 

Ⅱ. 報告事項 

1. 事務報告 

    (1) 会員異動 

        事務局長より,10月 1日―10月 31日の会員異動状況について，新入会員 15名，退会者 2名(う

ち逝去者 2名)，その結果，10月 31日現在の会員数（賛助会員を除く）は，7,795名になったと

の報告があった。 

2. 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，11月 3日に開催された編集委員会についての

報告があった。また，審査についての提案があり意見交換をした。 

    (2) 認定委員会 

鈴木総務担当常務理事より，10月 20日に開催された認定心理士資格認定委員会についての報

告があった。 

    (3) 選挙管理委員会 

鈴木総務担当常務理事より，10月 21日に開催された選挙管理委員会についての報告があった。 

(4) ICP2016プロモーション小委員会 

事務局長より，10月 21 日に開催された ICP2016プロモーション小委員会についての報告があ

った。 

4. 財務報告 

長谷川財務担当常務理事より，10月末までの決算報告があった。 

5. その他 

    (1) 国際会議旅費補助辞退 

安藤国際担当常務理事より，今年度の国際会議旅費補助について，辞退の報告があった。 

(2) 講演会・公開シンポジウム等 

内田学術担当常務理事より，2012年度の終了した公開シンポジウムについて，また，これか

ら開催のシンポジウムの申し込み状況について報告があった。 

(3) 理事選挙定数 
     鈴木総務担当常務理事より，10 月常務理事会で決定し選挙管理委員会で承認された，理事定   

数を 26 名とする件について，電子メールにて臨時の理事会に諮り，全理事から承認の連絡が

あったとの報告があった。 
 

Ⅲ. 審議事項 

   1. 入会審査 

鈴木総務担当常務理事より，新規申請のあった 7 件のうち，正会員入会審査規程 2(1)に該当す

る者 6名，2(2)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. 委員会委員 

   内田学術担当常務理事より，教育研究委員会委員追加の提案があり，承認された。 

 



   3. 日本心理学会大会第 79回大会開催校 

      鈴木総務担当常務理事より，名古屋大学から引き受けるとの連絡があったことが報告され，第

79回大会開催校を依頼することが承認され総会に諮ることとなった。 

   4. 大会委員会 

      鈴木総務担当常務理事より，第 77回大会準備委員会からの報告あった。また，それに伴い大会

委員会を早急に立ち上げることが提案された。審議の結果，大会委員会を組織するにあたり，第

76回・第 77 回開催校およびそれらの委託業者との会合を開くことが承認された。 

   5. 優秀発表賞 

鈴木総務担当常務理事より，第 76回大会時は投票数が少なく授賞者決定には至らなかったが,

今年の経験を踏まえ，審査対象を明確化するために，発表申込時の優秀発表賞審査希望の有無の

申し出によることが提案され，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，転載依頼 1件、ホームページ掲載依頼 3件について説明があり，掲

載を認めた。 

7．その他 

(1) 認定心理士の氏名非掲載希望者 

 鈴木総務担当常務理事より，認定心理士氏名非掲載希望の方は非掲載とするとの提案があり 

承認された。 

(2) 会員の不適切な言動 

佐藤理事長より， 大会時の不適切な言動のあった会員について公式の手続きではなく，常務理

事会から注意を促すことが提案され，承認された。 

   
 

 



 

公益社団法人日本心理学会 平成 24年度 12月常務理事会議事録 

 

日    時  平成 24年 12月 16日(日) 14時―17時 

    会    場  公益社団法人日本心理学会事務局会議室  

    出    席 佐藤 隆夫理事長，阿部 純一，安藤 清志，内田 伸子，鈴木 直人，長谷川 寿一， 

山田 寛，吉田 俊和各常務理事 

（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（11月 10日開催）の議事録が一部修正の上，承認された。 

 

Ⅱ.  報告事項 

議事に先立ち第 77回日本心理学会大会準備委員会委員長より，現状の報告および今後の方針に 

ついての相談があった。 

1.  理事長報告 

佐藤理事長より，12 月 16 日 11 時から行われた大会委員会立ち上げのための打ち合わせの報告があ

った。また，国際心理学会議（ICP2016）の実行委員会で，国際会議での宣伝用資料配布の協力要請が

あったこと，１月に国際心理科学連合（IUPsyS）の ICP2016担当者（Liaison）が来日し実行委員会が

あること，5月には IUPsySの理事が来日することが報告された。 

2.  事務報告 

  (1)  会員異動 

  事務局長より,11月 1日‐11月 30日の会員異動状況について，新入会員 11名，退会者はなく，そ 

の結果，11月 30日現在の会員数（賛助会員を除く）は，7,806名になったとの報告があった。 

 (2)  その他 

 事務局長から，会員名簿ができ，印刷中である旨，報告があった。 

3.  委員会報告 

  (1)  教育研究委員会 

内田学術担当常務理事より，12月 9日に開催された教育研究委員会についての報告があった。委員

会時には各小委員会も開かれ来年度の方針について審議した。 

  (2)  国際賞選考委員会 

安藤国際担当常務理事より，11月 13日に開催された国際賞選考委員会についての報告があった。 

  (3)  認定委員会 

山田認定担当常務理事（委員会委員長）より，12月 15日に開催された認定心理士資格認定委員会に

ついての概要報告があった。 

4.  財務報告 

長谷川財務担当常務理事より，11月末までの決算報告があった。 

5.  その他 

Ⅲ. 審議事項 

  1.  終身会員・入会審査 

鈴木総務担当常務理事より，終身会員 1 名について承認する旨提案があり承認された。また，新入

会員については，新規申請のあった 12 件のうち，正会員入会審査規程 2(1)に該当する者 11 名，2(2)

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.  委員会委員 

内田学術担当常務理事より，教育研究委員会委員追加の提案があり，承認された。 

 



   3.  国際会議旅費補助制度について 

安藤国際担当常務理事より，2013年度の国際会議旅費補助制度について提案があり，承認された。

今年度(2012 年度)内に，募集することになった。 

   4.  協賛・後援・共催依頼 

鈴木総務担当常務理事より，後援依頼 1件について説明があり，承認された。 

5． 転載・ホームページ掲載依頼 

   鈴木総務担当常務理事より，転載依頼 2 件，について説明があり，ホームページ掲載依頼 16 件に

ついて説明があり，承認された。 

 



公益社団法人日本心理学会 平成 24年度１月常務理事会議事録 

 

日    時  平成 25年 1月 13日(日) 10時―13時 20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，鈴木 直人，長谷川 寿一， 

山田 寛，吉田 俊和各常務理事 

（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（12月 16日開催）の議事録が一部修正の上，承認された。 

 

Ⅱ. 報告事項 

1. 理事長報告 

  理事長より，12月 23日に開催された日本心理学諸学会連合理事会について，国資格問題は状況

に不安要素がある中，進んではいるが課題が残っているとの報告があった。また，心理研修セン

ターを立ち上げること，委員会が開かれる予定であることが報告された。 

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 7名，退会者 1名(う

ち逝去者 1名)，その結果，12月 31日現在の会員数（賛助会員を除く）は，7,812名になったと

の報告があった。 

  (2)その他 

    事務局長から，会員名簿（選挙台帳）ができ，発送が完了したこと，また，1月 11日には代

議員選挙投票用紙の発送も完了したと報告された。 

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，1月 12日に開催された機関誌編集委員会につ

いての概要報告があった。 

    (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，12月 23日に開催された心理学ワールド編集委員会についての報

告があった。 

    (3) 認定委員会 

山田認定担当常務理事（委員会委員長）より，12月 15日に開催された認定委員会，11月 9

日，11 月 29 日の資格認定小委員会と，11月 9日開催の認定心理士資格認定基準検討小委員会

の報告があった。また，認定基準の改定案は 3月の理事会で提案できるよう進めているとの報

告があった。 

4. 財務報告 

長谷川財務担当常務理事より，12月末までの決算報告があった。 

 

Ⅲ. 審議事項 

   1. 終身会員・入会審査 

鈴木総務担当常務理事より，終身会員 1名について承認する旨の，また，新入会員については，

新規申請のあった 4 件のうち，正会員入会審査規程 2(1)に該当する者 3 名，2(2)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. 平成 25年度予算作成に向けて 

長谷川財務担当常務理事より，来年度予算案作成に向け，予算が必要な事業について審議した。

2月常務理事会での決定に向け，さらに予算を必要とする事業については至急連絡をする旨，依頼

があった。 

   3. 3月理事会次第 

      鈴木総務担当常務理事より，3月 24日に開催される理事会次第についていて提案があり，審議

を行った。 

  4. 大会委員会 

   鈴木総務担当常務理事より，学術大会委員会規則について提案があり，一部修正の上承認され

た。 

  5. 優秀発表賞 

   鈴木総務担当常務理事より，学術大会発表者に対する，優秀発表賞規則について提案があり，

一部修正の上，承認された。 

   6. 協賛・後援・共催依頼 

   鈴木総務担当常務理事より，後援依頼 1件について説明があり，承認された。 

7．転載・ホームページ掲載依頼 

    鈴木総務担当常務理事より，転載依頼 2件，ホームページ掲載依頼 10件について説明があり 

承認された。 

 



公益社団法人日本心理学会 平成 24年度 2月常務理事会議事録 

 

日    時  平成 25年 2月 16日(日) 17時―20時 

    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 信子，鈴木 直人，長谷川 寿一， 

              吉田 俊和各常務理事 

（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（1月 13日開催）の議事録が一部修正の上，承認された。 

 

Ⅱ. 報告事項 

 1. 理事長報告 

  佐藤理事長より，システムの再構築依頼候補４社のプレゼンテーションがあり認定のデータベ

ース作成を主とする会員・認定関係システム作成会社を決定したとの報告があった。また，2月

11日に代議員選挙の開票を行ったことが報告された。国家資格化のための心理研修センター設立

に向けて立ち上がった設立準備委員会に，理事長が出席しているとの報告があった。 

 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 10名，退会者はなし，

その結果，1月 31日現在の会員数（賛助会員を除く）は，7,822名になったとの報告があった。 

(2) その他 

  事務局長から，２月 11日に代議員選挙開票での当選者へ受諾確認を発送した（2月 14日）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，1月 12日に開催された編集委員会についての報

告（電子化に伴う執筆・投稿の手びき改訂小委員会，投稿基準に関する小委員会含む）があった。 

(2) 国際賞選考委員会 

  安藤国際担当常務理事より，２月 15日に開催された国際賞選考委員会についての報告があった。 

(3) 認定委員会 

  鈴木常務理事より，２月 16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) ICP2016実行委員会 

        佐藤理事長より，１月 14日に開催された国際心理学会議（ICP2016）実行委員会についての

報告があった。 

   （5） その他 

  内田学術担当常務理事より，前回の教育研究委員会以後に行われた調査，講演出版等企画，

博物館，資料保存の４小委員会についての概要報告があった。  

4. 財務報告 

  長谷川財務担当常務理事より，１月末までの決算報告があった。 

 

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３名について承認する旨提案があり承認された。また，

新入会員については，新規申請のあった 34 件のうち，正会員入会審査規程 2(1)に該当する者 24

 



名，2(2)に該当する者 8 名，2(3)に該当するもの 1 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. 平成 25年度予算 

  長谷川財務担当常務理事より，来年度予算案について説明があり，今後の仕訳については総務・

財務委員会に一任することとなった。 

 3. 委員会委員決定 

  鈴木総務担当常務理事より，大会委員会委員について提案があったが，追加推薦の依頼があっ

た。 

4. 3月理事会次第 

  鈴木総務担当常務理事より，提案のあった 3月 24日に開催される理事会次第について提案があ

り，審議した。 

5. 大会委員会 

  鈴木総務担当常務理事より，学術大会委の申込受付システムについての提案があり，承認された。 

6. 規定改正 

  安藤国際担当常務理事より，国際賞規程および国際賞選考規則の改正について提案があり，承

認された。このうち国際賞規程については 3月 24日の理事会に諮ることとした。 

 7. 協賛・公演・共催依頼 

  鈴木総務担当常務理事より，後援依頼 1件について説明があり，後援をすることが認められたた。 

8．転載依頼・ホームページ掲載依頼 

  鈴木総務担当常務理事より，転載依頼 1 件，ホームページ掲載依頼 10 件について説明があり，

承認された。 

 



公益社団法人日本心理学会 平成 24年度 3月常務理事会議事録 

 

日    時  平成 25年３月 24日(日) 12時―15時 

    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，鈴木 直人，長谷川 寿一， 

              吉田 俊和各常務理事 

（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（2月 16日開催）の議事録が一部修正の上，承認された。 

Ⅱ. 報告事項 

 1. 理事長報告 

  佐藤理事長より，3月 15 日に日本発達心理学会大会で国家資格に関する講演が行われたことに

ついて，心理研修センター設立についての報告があった。また，４月の訪英でイギリス心理学会

と交流協定書（MOU）を締結する旨，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 28日の会員異動状況について，新入会員 4名，退会者 2名(うち

逝去者 2名)，その結果，２月 28 日現在の会員数（賛助会員を除く）は，7,824名になったとの報

告があった。 

(2)その他 

    佐藤理事長より，本日３月 24日午前中に行われた，理事・監事選挙について報告があった。 

 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 2日に開催された機関誌等編集委員会につい

ての報告があった。 

(2) 心理学ワールド編集委員会 

  阿部編集担当常務理事（委員会委員長）より，3月 10日に開催された心理学ワールド編集委員

会についての報告があった。 

(3) 認定委員会 

  鈴木常務理事より，２月 16日に開催された認定心理士資格認定委員会についての報告があった。 

(4) ICP2016幹事会 

      佐藤理事長より，２月 20 日に開催された ICP2016幹事会についての報告があった。 

4. 財務報告 

  長谷川財務担当常務理事より，2月末まで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，３月 13日に開催された総務・財務委員会において，予算案を最終 

とし，この予算案を理事会に諮るとの報告があった。 

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，終身会員の申請のあった 11名のうち，10名について承認する旨案

があり，承認された。１名は基準を満たしていないことが確認された。また，新入会員について

は，新規申請のあった 38 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 7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. 3月理事会次第 

 鈴木総務担当常務理事より，続いて行われる理事会の議事進行について提案があり，承認され

た。 

3. 委員会委員決定 

  鈴木総務担当常務理事より，大会委員会委員について提案があり，審議の結果，今後検討・決

定を鈴木常務理事に一任することとした。また，阿部編集担当常務理事より，優秀論文賞選考委

員会委員についての提案があり，承認された。 

4. 心理研修センターへの寄付 

  佐藤理事長より，心理研修センター設立のための寄付について提案があり，承認された。 

5. 共催・後援・協賛依頼 

  鈴木総務担当常務理事より，協賛依頼 1件，後援依頼 3件について説明があり，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，転載依頼 3 件，ホームページ掲載依頼 14 件について説明があり，

承認された。 

7.その他 

 鈴木総務担当常務理事より，１件の広告掲載依頼について説明があり広告掲載が認められた。 

また，日本心理学会名義使用について 1件について説明があり承認められた。 
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