
公益社団法人日本心理学会 平成 26年度 4月常務理事会議事録 

 

日    時  平成 26年 4月 19日(土) 16時―18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，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 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，日本発達心理学会大会で国際心理学会議（ICP2016）の広報を行ったことの報告

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，退会者 311名(うち

逝去者 1名，会員資格喪失 131名)，その結果，3月 31日現在の会員数（賛助会員を除く）は，7,646

名になったとの報告があった。また，2013年度の会員異動状況について，新入会員 485名，退会者

358 名(うち逝去者 25 名，会員資格喪失 131名)であ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 12 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) その他 

佐藤常務理事より，3月 25 日に行われた教育研究委員会博物館小委員会・資料保存小委員会の報

告があった。佐藤理事長より，ICP2016拡大幹事会，鈴木常務理事より ICP2016募金委員会について

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。 

5. その他 

   鈴木総務担当常務理事より，追悼記の執筆者について報告があった。また，若手の会についての

報告があった。 

 

Ⅲ. 審議事項 

1. 終身会員申請および入会審査 

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 156 件のうち，正会員入会審査規程 2(1)に該当

する者 126 名，2(2)に該当する者 25 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. 助成 

安藤財務担当常務理事より，今年度の国際会議等参加旅費補助金，研究集会等への助成，東日本

大震災復興支援の助成それぞれの募集について提案があり，一部修正のうえ承認された。 

 



3. 協賛・後援・共催依頼 

鈴木総務担当常務理事より，2件の協賛依頼について提案があり，承認された。 

4. 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，5件の転載依頼について提案があり，承認された。また，ホームペー

ジ掲載依頼のあった 10件について提案があり，承認された。 

5. 大会論文集の公開について 

鈴木総務担当常務理事より，これまで会員・認定心理士限定公開の大会論文集について掲載可能

になった時に，一般に公開することが提案され，承認された。 



公益社団法人日本心理学会 平成 26年度 5月常務理事会議事録 

 

日    時  平成 26年 5月 24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 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（4月 19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，第一回理事会（臨時）について全ての議案が承認されたとの報告があった。 

また，“公認心理士”国家資格に関する現状の報告があった。 

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 198名，退会者 35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，7,809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 10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 

阿部編集担当常務理事より，5月 10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)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 26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 

事務局長より，4月 27日に行われた教育研究委員会講演・出版等企画小委員会とそこで審議され

た心理学叢書の件について，また，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，2013年度の会計監査の報告および 4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，78 回大会の受付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，新入会員について，新規申請のあった 177 件のうち，正会員入会審

査規程 2(1)に該当する者 139 名，2(2)に該当する者 35 名,2(4)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. 理事会・総会の次第確認 

鈴木総務担当常務理事より，6月 8日に開催される理事会・総会の次第について，提案があり一部

修正の上，承認された。 

 

 



3. 補助金使用目的の確認 

安藤財務担当常務理事より，今年度の国際会議等参加旅費補助金，研究集会等への助成，東日本

大震災復興支援の助成それぞれの募集について，使用目的の確認があり，承認された。 

4. 協賛・後援・共催依頼 

鈴木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。 

5. 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，転載依頼のあった 1 件について提案があり，承認された。また，ホ

ームページ掲載依頼のあった 13件について提案があり，承認された。 

6. その他 

佐藤理事長より，ロシア心理学会と交流・協力協定（MOU）を結ぶことが提案され，承認された。 

 

 



公益社団法人日本心理学会 平成 26年度 6月常務理事会議事録 

 

日    時  平成 26年 6月 8日(日) 10時 30分―13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，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 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 

佐藤理事長より，公認心理師国家資格に関する現状の報告があった。また，ロシア心理学会と交

流・協力協定（MOU）を結んだことが報告された。 

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 117名，退会者 7名(うち

逝去者 3名)，その結果，5月 31 日現在の会員数（賛助会員を除く）は，7,919名になったとの報告

があった。 

3. 委員会報告 

(1) 事務局長より，ICP2016会場・展示委員会について報告があった。 

4.その他 

   鈴木総務担当常務理事より，第 78回大会の受付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，新入会員について，新規申請のあった 14件のうち，正会員入会審査

規程 2(1)に該当する者 12 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・総会の次第確認 

鈴木総務担当常務理事より，続いて開催される理事会・総会の次第について提案があり，承認さ

れた。 

3. 選挙公示および選挙管理委員会 

鈴木総務担当常務理事より，本年度の選挙管理委員会委員，選挙公示について提案があり，承認

された。 

  4. 国際旅費補助 

安藤財務担当常務理事より，今年度の国際会議等参加旅費補助金について提案があり，承認され

た。 

  5. 研究集会助成 

安藤財務担当常務理事より，今年度の研究集会等への助成について提案があり，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，1件の共催依頼について提案があり，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，2件の転載依頼について提案があり，承認された。また，ホームペー

ジ掲載依頼のあった 1件について，掲載しない旨の提案があり，承認された。 



公益社団法人日本心理学会 平成 26年度 8月常務理事会議事録 

 

日    時  平成 26年 8月 2日(土) 13時―16時 

 会    場  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，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（6月 8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，国際応用心理学会議（ICAP）の報告があった。また，公認心理師国家資格に関

する現状の報告があった。 

2. 事務報告 

(1) 会員異動 

事務局長より,6月１日‐7月 31日の会員異動状況について，新入会員 64名，退会者 13名(うち

逝去者 8名)，その結果，7月 31日現在の会員数（賛助会員を除く）は，7,970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，7月 12日に開催された機関誌等編集委員会の報告

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 21 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) 優秀論文賞選考委員会 

阿部編集担当常務理事より，6月 22 日に開催された優秀論文賞選考委員会の報告があった。 

(4) 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 14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。 

(5) その他 

安藤常務理事より，国際心理学会議（ICP2016）会場・展示委員会について報告が, 事務局長よ

り，ICP2016拡大幹事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，6月末現在の決算報告があった。 

5その他 

  (1) 公開シンポジウム参加申し込み状況について報告があった。 

(2) 鈴木総務担当常務理事より，78 回大会の受付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 36件のうち，正会員入会審査規程 2(1)に該当す

る者 25名，2(2)に該当する者 8名,2(4)に該当する者 2名について入会を許可し，1名の入会を許可



しない旨の提案があり，承認された。 

2. 理事会の次第確認 

鈴木総務担当常務理事より，9月に開催される 2014年度第 3回理事会の次第について提案があり，

承認された。 

3. 心理調査士 

佐藤 達哉広報担当常務理事より，心理調査士に関し提案があり，9月理事会で審議することが承

認された。 

  4. 国際旅費補助 

安藤財務担当常務理事より，2014年度の国際会議等参加旅費補助金について提案があり，承認さ

れた。 

  5. 研究集会助成 

安藤財務担当常務理事より，2014年度の研究集会等への助成について提案があり，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，4件の協賛依頼と 1件の後援依頼について提案があり，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，3 件の転載依頼について提案があり，承認された。また，27 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 26年度 9月常務理事会議事録 

 

日    時  平成 26年 9月 9日(火) 11 時―13 時 30 分 

 会    場  京都ホテルオークラ“光舞の間” 

    出    席 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（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 

佐藤理事長より，公認心理師国家資格に関する現状の報告があった。 

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 18名，退会者 4名(うち逝

去者 4名)，その結果，8月 31日現在の会員数（賛助会員を除く）は，7,984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，9月 6日に開催された機関誌等編集委員会の報告が

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，8月 9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) 東日本大震災復興支援特別委員会 

安藤担当常務理事（委員会委員長）より，8月 27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。 

(4) その他 

内田学術担当常務理事より，教育研究委員会博物館小委員会メール会議で心理学ミュージアム作

品賞を決定したとの報告があった。また，事務局長より，ICP2016拡大幹事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，8月末現在の決算報告があった。 

5. その他 

(1) 公開シンポジウム参加申し込み状況について報告があった。 

(2) 佐藤 達哉広報担当常務理事より，心理調査士の検討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 13件のうち，正会員入会審査規程 2(1)に該当す

る者 9名，2(2)に該当する者 2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. 委員会委員 

事務局長より，2014 年 10 月 31 日付で任期を終了する，教育研究委員会，国際賞選考委員会の委

員推薦の依頼と，広報委員会委員についての相談があった。 

3. 理事会次第 

鈴木総務担当常務理事より，引き続き開催される 2014 年度第 3回理事会の次第について提案があ

り，承認された。 

4. 会員集会次第 

鈴木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。 

5. 心理学叢書出版企画 

内田学術担当常務理事より，2件の心理学叢書出版企画についての報告があり，教育研究委員会講

演・出版等企画小委員会で検討し承認された上で，出版の手続きに入ることが承認された。 

6. 第 80回大会 

  佐藤理事長から第 80回大会の日本語の発表について提案があり，ポスター発表を日本語でできる

よう，ICP実行委員会に提案することが，承認された。 

7.ホームページ掲載依頼 

鈴木総務担当常務理事より，4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 26年度 10月常務理事会議事録 

 

日    時  平成 26年 10月 4日(火)13時―15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 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（9月 9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関する現状の報告があった。 

2. 事務報告 

(1) 会員異動 

事務局長より,9月の報告に一部修正があり，7月１日‐8月 31日の会員異動状況について，新入

会員 42名，退会者 10名(うち逝去者 7名)，その結果，8月 31日現在の会員数（賛助会員を除く）

は，7,984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，9月 6日に開催された機関誌等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，9月 21 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 

内田学術担当常務理事および佐藤達哉学術・広報担当常務理事より，9月 12日に開催された教育

研究委員会の報告があった。 

(4) その他 

理事長より，第 78回大会中に行われた国際心理学会議（ICP2016）実行委員会・組織委員会の報

告があった。内田学術担当常務理事より，教育研究委員会博物館小委員会メール会議で心理学ミュ

ージアム作品賞を決定したとの報告があった。また，事務局長より，ICP2016拡大幹事会について

報告があった。 

4.その他 

  (1) 公開シンポジウム参加申し込み状況について報告があった。 

  (2) 佐藤達哉学術・広報担当常務理事より，心理調査士の検討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，新入会員について，新規申請のあった 14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および佐藤達哉学術・広報担当常務理事より，教育研究委員会委員の提案

があり承認された。また，仲国際担当常務理事より，国際賞選考委員会委員の提案があり承認され



 
 

た。 

3. 第 80回大会について 

事務局長より，第 80 回大会日本語発表についてのメール会議の内容が確認された。 

4．協賛・後援・共催依頼 

鈴木総務担当常務理事より，1件の共催と委員推薦の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 

鈴木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，1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 26年度 11月常務理事会議事録 

 

    日    時  平成 26年 11月 22日(土) 10時―13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，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（10 月 4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，公認心理師国家資格に関する現状の報告があった。また，11月 8日，9日に開

催された台湾心理学会の報告があった。 

2. 事務報告 

(1) 会員異動 

事務局長より,9月 1日―10月 31 日の会員異動状況について，新入会員 33名，退会者 5名(うち

逝去者 4名)，その結果，10月 31日現在の会員数（賛助会員を除く）は，8,012名になったとの報

告があった。 

  (2) 内閣府立入検査 

鈴木総務担当常務理事より，11月 12日に行われた内閣府立入検査について報告があった。 

3. 委員会報告 

(1) 機関誌等編集委員会 

阿部編集担当常務理事（委員会委員長）より，11月 8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，11月 9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 

    横田認定担当常務理事（委員会委員長）より，10月 18日に開催された認定心理士認定委員会の報

告があった。 

(4) その他 

鈴木総務担当常務理事より，常務理事会前に開催された総務財務委員会の報告があった。また，

事務局長より，10月 5日に開催された ICP2016拡大幹事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，10月末現在の決算報告があった。 

5.その他 

  (1) 公開シンポジウム参加申し込み状況について報告があった。 

  (2) 仲国際担当常務理事より，日中韓三か国会議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 

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 1 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 25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 2名,2(3)に該当するもの 1名ついて入会を許可し，1名について入会

を許可しない旨の提案があり，承認された。 

 



   
 

2. 定款・定款細則の改正案 

鈴木総務担当常務理事より，内閣府立入検査に基づく定款および定款細則変更の提案があり，審

議した（継続審議）。 

3. 選挙定数の確認 

  鈴木総務担当常務理事より，選挙管理委員会から提案のあった 2015 年の選挙定数について確認し

た。また，海外在住者の地域での投票について，今後検討していくこととなった（継続審議）。 

4. 第 80回大会について 

佐藤理事長より，第 80回大会の ICP2016との同時開催に伴う会員早期申込の参加費について提案

があり，承認された。また申込開始時期について審議した結果，第 79回大会申込と同時に第 80回

大会（ICP2016）の会員早期申込受付を行うことが提案され，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，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。 

  6. その他 

  (1)学術大会優秀発表賞 

    2014年度学術大会特別優秀発表賞 9件，優秀発表賞 17件に授賞することを決定した。 

  (2)心理調査士 

    内閣府に改めて説明する日程を調整することとなった。 



公益社団法人日本心理学会 平成 26年度 12月常務理事会議事録 

 

    日    時  平成 26年 12月 21日(日) 16時―19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，佐藤 達哉，鈴木 直人， 

仲 真紀子各常務理事 

（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 22 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，12月 21 日に開催された日本心理学諸学会連合理事会の報告があった。また，12月

14日に開催されたインド心理学会の報告があった。 

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 12名，その結果，11月

30日現在の会員数（賛助会員を除く）は，8,024名になったとの報告があった。 

  (2) その他 

事務局長より，12月中に会員名簿を発送するとの報告があった。 

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，12月 21 日に開催されている心理学ワールド編集委員会の概要報告が

あった。 

(2) 教育研究委員会 

内田学術担当常務理事より，11 月 30日に開催された教育研究委員会の報告があった。 

(3) 認定委員会 

    鈴木常務理事より（横田認定担当常務理事欠席のため），12月 13日に開催された認定心理士認定

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，11月 29日に開催された第 79回大会引き継ぎと 12月 14日に開催さ

れた学術大会委員会運営小委員会の報告があった。 

また，安藤常務理事より 12月 7日に開催された国際心理学会議（ICP2016） 会場・展示委員会に

ついて，事務局長より， 11 月 23 日に開催された ICP2016 総務・財務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，11月末現在の決算報告があった。 

5.その他 

  (1) 内田学術担当常務理事より，公開シンポジウム参加申し込み状況について報告があった。 

 (2) 1月 20日に内閣府に改めて説明する予定であることが報告された。 

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 10件のうち，正会員入会審査

規程 2(1)に該当する者 5名，2(2)に該当する者 3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. 定款・定款細則の改正案 

鈴木総務担当常務理事より，前月より継続して審議している定款・定款細則の改正箇所の確認が

あり，審議した（継続審議）。 

3. 認定心理士アンケート依頼 

鈴木常務理事より，認定心理士 25 周年記念事業の一環として行うアンケートにつき提案があり，

一部修正の上承認された。 

  4. インド心理学会との交流・協力協定（MOU）締結について 

  理事長より，インド心理学会との間で MOUが締結されたことが報告され，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，1件の共催依頼および 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 

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 

  (1) 学術大会優秀発表賞 

    2014年度学術大会特別優秀発表賞 9件，優秀発表賞 17件への授賞が提案され，承認した。 

  (2) 部門・部会制 

  佐藤理事長より，部門・部会制について提案があり，審議した（継続審議）。 

  



公益社団法人日本心理学会 平成 26年度 1月常務理事会議事録 

 

    日    時  平成 27年 1月 25日(日) 15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，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（12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 

理事長より，1月 20 日に心理調査士の件で内閣府を訪問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 8名，退会者 2名(うち

逝去者 2名)，その結果，12月 31日現在の会員数（賛助会員を除く）は，8,030名になったとの報

告があった。 

  (2) その他 

事務局長より，1月 13日に代議員選挙投票用紙を発送した旨，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 24日に開催された編集委員会の概要報告があ

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 21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) その他 

事務局長より，12月 22日に開催された ICP2016 総務・財務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，12月末現在の決算報告があった。 

5.その他 

  (1)内田学術担当常務理事より，公開シンポジウム実施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，新入会員について，新規申請のあった 10件のうち，正会員入会審査

規程 2(1)に該当する者 5名，2(2)に該当する者 3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. 定款・定款細則・規程の改正案 

鈴木総務担当常務理事より，前月より継続して審議している定款・定款細則および諸規程の改正

についての提案があり，審議した（継続審議）。 

3. 平成 27年度予算案 

安藤財務担当常務理事より，平成 27 年度予算案の提案があり，各担当毎に確認し追加等があれば

 



連絡することとなった。 

4. 第 80 回大会 

鈴木学術大会担当常務理事より，第 80回大会について提案があり，ICP2016と同時開催となるが，

第 79回大会一号通信送付時に同時に広報し，会員限定の早期申込みについては第 79回大会の申し

込みと同時に，申し込めるようにすることを決定した。 

5．心理調査士 

  佐藤達哉担当常務理事より，内閣府申請資料作成にあたって決定すべき内容について提案があり，

審議の結果認定料等の案を決定した。 

6. 委員会委員 

阿部編集担当常務理事より，優秀論文賞選考委員会委員の推薦依頼があった。 

  鈴木総務担当常務理事より，学術大会委員会委員の提案があり，承認された。 

7. 協賛・後援・共催依頼 

鈴木総務担当常務理事より，1件の共催依頼および 1件の協賛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 

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，5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。 

  9. その他 

   (1) 学会賞 

  鈴木総務担当常務理事より，学会賞について提案があり，審議した（継続審議）。 

 

 

 



公益社団法人日本心理学会 平成 26年度 2月常務理事会議事録 

 

    日    時  平成 27年 2月 14日(土) 13時―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 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（1月 25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，国家資格の件，インドネシア心理学会の方が来日された旨，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 14名，退会者 4名(うち逝

去者 4名)，その結果，1月 31日現在の会員数（賛助会員を除く）は，8,040名になったとの報告が

あった。 

  (2) その他 

理事長より，2月 11日の代議員選挙の開票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，1月 24日に開催された編集委員会の報告があった。 

(2)その他 

内田学術担当常務理事より，2月 1日に開催された教育研究委員会講演・出版等企画小委員会，横

田認定担当常務理事より，2月 7日に開催された認定心理士教科書作成小委員会，事務局長より，1月

31日に開催された第 79回大会の予算打合せ ，および国際心理学会議（ICP2016）実行委員会拡大幹

事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，1月末現在の決算報告があった。 

5.その他 

  (1) 安藤財務担当常務理事より，心理学叢書“復興支援と心理学”の執筆依頼回答状況について報

告があった。 

  (2) 事務局長より，第 79 回大会の一号通信および ICP2016／第 80回大会の案内を 2月末に発送する

予定との報告があった。 



  (3) 内田学術担当常務理事より，会員マイページから会員向けのアンケートを予定しているとの報

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，終身会員について，申請のあった 1 名について提案があり，承認さ

れた。また，新入会員について，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 11名，2(2)に該当する 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. 定款・定款細則・規程の改正案 

鈴木総務担当常務理事より，前月より継続して審議している定款・定款細則および諸規程の改正

については，これまでの審議に基づき事務局で改正案を作成し，理事会までに審議したいとの提案

があり，承認された。 

3. 平成 27年度予算案 

安藤財務担当常務理事より，平成 27 年度予算案の提案があり，今後さらに絞り込みを行い，大き

な修正があった場合には常務理事会メール会議に諮ることになった。 

4. 第 80回大会 

鈴木学術大会担当常務理事より，ICP2016／第 80回大会共同開催の案内について提案があり，一

部修正の上，承認された。 

5．心理調査士 

  佐藤 達哉担当常務理事より，内閣府申請資料作成にあたって決定すべき内容について提案があり，

審議の結果，認定料案等を承認した。 

6. 委員会委員 

阿部編集担当常務理事より，優秀論文賞選考委員会委員の提案があり，承認された。また， 

 鈴木総務担当常務理事より，学術大会委員会委員の提案があり，承認された。 

7. 協賛・後援・共催依頼 

鈴木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。 

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，4 件の転載依頼について提案があり，承認された。また，13 件のホ

ームページ掲載依頼について提案があり，1件を除き承認された。 

9. その他 

   (1) 学会賞 

  鈴木総務担当常務理事より，学会賞について提案があり，審議した（継続審議）。 

 

 

 



公益社団法人日本心理学会 平成 26年度 3月常務理事会議事録 

 

    日    時  平成 27年 3月 15日(日) 11時―14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，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（2月 14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，国家資格の件について，一部の反対がある旨報告があった。また，（一財）日本心理

研修センターの 2周年行事が 3月 29 日に開かれること，医療心理師国家資格制度推進協議会の件に

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 28 日の会員異動状況について，新入会員 6名，退会者 4名(うち逝

去者 4名)，その結果，2月 28日現在の会員数（賛助会員を除く）は，8,042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，3月 8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) 国際賞選考委員会 

    仲国際担当常務理事より，2月 16日に行われた国際賞選考委員会の報告があった。 

  (4) 認定委員会 

横田認定担当常務理事（委員会委員長）より，2月 28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。また，“認定心理士の教科書”を 3月中に責了とし，認定心理士教科書作成小委員

会を解散するとの報告があった。 

  (5) その他 

内田学術担当常務理事より，2月 28日に開催された教育研究委員会博物館小委員会の報告があった。

また，安藤常務理事より，3月 2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，2月末現在の決算報告があった。 

5.その他 

  (1) 鈴木総務担当常務理事より，倫理委員会で検討した件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 4 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 19件のうち，正会員入会審査規程 2(1)に該当す

る者 12 名，2(2)に該当する 6 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 

鈴木総務担当常務理事より，平成26年度第4回理事会の議事進行について提案があり，承認された。 

3. 心理調査士 

  鈴木総務担当常務理事より，科目等について提案があり，審議した（継続審議）。 

4. 助成公示 

  安藤財務担当常務理事より，研究集会等補助・国際会議旅費補助・“東日本大震災からの復興のた

めの実践活動及び研究”助成について，募集を開始する旨の提案があり，承認された。 

5. 委員会委員 

阿部編集担当常務理事より，優秀論文賞選考委員会委員１名について最終提案があり，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，1件の協賛依頼および 1件の共催依頼について提案があり，ともに協

賛することで承認された。 

7．ホームページ掲載依頼 

鈴木総務担当常務理事より，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。 
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