
公益社団法人日本心理学会 平成 25年度 4月常務理事会議事録 

 

日    時  平成 25年４月 20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， 

              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 24日開催）の議事録を一部修正の上，承認された。また，平成 24年度第 5

回理事会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，４月の訪英でイギリス心理学会と交流協定書 MOUを締結した旨，報告があっ

た。また，心理研修センター立ち上げの総会およびフォーラム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,３月１日‐３月 31日の会員異動状況について，新入会員 4名，退会者 309名(う

ち逝去者 2名，会員資格喪失 138 名)，その結果，３月 31日現在の会員数（賛助会員を除く）は，

7,519名となったとの報告があった。また，2012年度の会員異動状況について，新入会員 459名，

退会者 340名(うち逝去者 14名，会員資格喪失 138名)との報告があった。 

(2)その他 

    事務局長より，新システム（認定心理士データベース及び認定心理士・会員管理システム）の

進捗状況についての報告があった。 

 3. 委員会報告 

(1) 認定委員会 

  長谷川常務理事より，４月 13 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。 

(2) 国際賞選考委員会 

  安藤国際担当常務理事より，３月 30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。 

4. 財務報告 

  長谷川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 

      安藤国際担当常務理事より，国際会議旅費補助の辞退が 2件あったとの報告があった。また，

8月に行われる韓国心理学会の年次大会での合同シンポジウム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，新入会員については，新規申請のあった 127 件のうち，正会員入

会審査規程 2(1)に該当する者 99名，2(2)に該当する者 25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. 委員会委員 

  鈴木総務担当常務理事より，教育研究委員会委員長の交代について提案があり，内諾を取るこ

ととした。また，学術大会委員会委員について提案があり，承認された。なお，阿部編集担当常

務理事より，心理学ワールド編集委員会委員について変更の時期であるとの報告があった。 

 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，転載依頼 2 件について説明があり，承認された。またホームペー

 



ジ掲載依頼 8件について説明があり，6件は掲載が承認され，2件は掲載不可となった。 

4. その他 

佐藤理事長より，スウェーデンと交流協定書（MOU）を交わすことにつき提案があり，承認された。 

 

 

 



公益社団法人日本心理学会 平成 25年度 5月常務理事会議事録 

 

日    時  平成 25年５月 26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， 

              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 20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，国際心理科学連合（IUPsyS）の理事 10名とオフィサー7名が国際心理学会議（ICP2016）

の会場下見と IUPsyS Executive Managing （理事会）のために来日しており ICP2016組織委員会か

ら現状報告のプレゼンテーションを本日行っていることが報告された。また，日本心理研修センタ

ーが動き始め，実務者への研修について検討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,４月１日‐４月 30日の会員異動状況について，新入会員 176名，退会者 18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，7,677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４日に開催された編集委員会について報告が

あった。 

(2) 認定委員会 

   鈴木・安藤常務理事より，５月 18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) 優秀論文賞選考委員会 

   阿部編集担当常務理事より，５月４日に開催された優秀論文賞選考委員会について報告があった。 

(4)その他 

  内田学術担当常務理事より 4月 27日に行った教育研究委員会博物館小委員会，作品賞について 

 安藤渉外担当常務理事より東日本大震災復興支援特別委員会の新規公募および，大会時の支援グル

ープによる発表（コーナーを設けて）について，佐藤理事長より，5月 10日に行われた ICP2016実

行委員会，5月 25日に行われた 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，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，理事長・常務理事選挙，大会時の日本心理学会企画についての報告が

あった。また，内田学術担当常務理事より，今年度の公開シンポジウムの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，新入会員については，新規申請のあった 203件のうち，正会員入会審

査規程 2(1)に該当する者 159名，2(2)に該当する者 33名，2(3)に該当する者 2名，2(4)に該当する

者 9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 

   鈴木総務担当常務理事より，教育研究委員会委員長の交代について提案があり，承認された。また，

学術大会委員会委員について提案があり，承認された。阿部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・委員について提案があり承認された。 

3. 理事会・総会の議題について 

鈴木総務担当常務理事より，6月 22日に行われる理事会・総会の議事進行について提案があり，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，2件の共催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，転載依頼 2 件,ホームページ掲載依頼 11 件について提案があり，承認

された。 

6. その他 

   鈴木総務担当常務理事より，心理学研究への広告掲載依頼 1 件について提案があり，承認された。

佐藤理事長より，日本脳科学連合（約 20団体が加入）に加入することについて提案があり，継続審議

とした。 



公益社団法人日本心理学会 平成 25年度 6月常務理事会議事録 

 

日  時  平成 25年 6月 22 日(土) 10時 30分―13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，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（5月 26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，6月 11日に開催された，心理職の国家資格化を推進する議員連盟第 2回総会につ 

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,5月１日‐5月 31日の会員異動状況について，新入会員 178名，退会者 6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，7,849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 

阿部編集担当常務理事より，6月 9日に開催された心理学ワールド編集委員会について報告があっ 

た。 

(2)  認定委員会 

  鈴木常務理事より，6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報告があった。 

(3)  その他 

  鈴木総務担当常務理事より，6月 16 日に開催された総務・財務委員会について報告があった。 

4.  財務報告 

 鈴木常務理事より，5月末現在の決算報告があった。 

5.  その他 

 内田学術担当常務理事より，今年度の公開シンポジウムの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，終身会員の申請のあった 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 20件のうち，正会員入会審査規程 2(1)に該当す

る者 14 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.  委員会委員 

阿部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・委員についての提案があり，承認 

された。 

3.  理事会・総会の議事進行 

鈴木総務担当常務理事より，本日（6月 23日）に行われる理事会・総会の議事進行について提案が

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件の共催依頼について提案があり，承認された。また，5月に提案さ

 



れたシンポジウムの共催，協賛の件につき説明があり，今後は規程等を決める必要があるとし継続審

議となった。他の学術関連連合体への加盟の規程作りについても常務理事会で審議した上で，規程に

ついて理事会に諮ることとなった。 

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，ホームページ掲載依頼 11件について提案があり，承認

された。 

6.  その他 

継続審議となっていた日本脳科学連合に加入することについて，同様の団体への加盟のための規程

案を常務理事が作成し，理事会に諮ることとなった。 

 

 

 



公益社団法人日本心理学会 平成 25年度７月常務理事会議事録 

 

日  時  平成 25年 7月 27日(土) 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（6月 22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，ストックホルムで開催されたヨーロッパ心理学会(ECP)での国際心理学会 

(ICP2016)の宣伝活動，国家資格についての報告があった。また，新常務理事会としての方針，役割分

担について確認した。 

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 36名，退会者 9名(うち逝去者

6名)，その結果，6月 30日現在の会員数（賛助会員を除く）は，7,876名になったとの報告があった。 

(2)  その他 

事務局長より，新役員の登記が完了したこと，“認定心理士”の商標登録が間もなく完了する予定で 

あることが報告された。 

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，7月 6日に開催された編集委員会について報告があっ 

た。 

(2)  優秀論文賞選考委員会 

阿部編集担当常務理事より，7月 6日に開催された優秀論文賞選考委員会について報告があった。 

(3)  その他 

 内田学術担当常務理事より 7月 16 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 

 内田学術担当常務理事より，今年度の公開シンポジウムの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 21件のうち，正会員入会審査規

程 2(1)に該当する者 18名，2(2)に該当する者 3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 

阿部編集担当常務理事より，心理学ワールド編集委員会委員 1名について提案があり，承認された。

また，阿部編集担当常務理事より編集委員会委員，横田認定担当常務理事より認定委員会委員の 10月

末交替について推薦を頂いているとの報告があった。 

3.  関連団体との連絡協力 

安藤財務担当常務理事より，2013 年度の研究集会等助成，2013 年度の国際旅費補助について提案が

 



あり，承認された。なお，東日本大震災からの復興のための実践活動及び研究の助成については，特

別委員会を開催し検討することが提案され，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件の後援依頼と 1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 

  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 15件について提案があり，承認

された。 

7.  その他 

  (1)  第 77 回大会の会員集会 

 鈴木総務担当常務理事から会員集会について提案があり，一部修正のうえ承認された。 

  (2)  若手の連絡協力 

内田常務理事より，若手の会（仮称）について学会として活動をバックアップしていくことが提案

され承認された。 

 

  



公益社団法人日本心理学会 平成 25年度８月常務理事会議事録 

 

日    時  平成 25年８月 18日(日) 17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 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（７月 27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，新常務理事会の方針，各常務理事の役割分担について最終確認した。 

2. 事務報告 

(1) 会員異動 

  事務局長より,７月１日‐７月 31日の会員異動状況について，新入会員 34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，7,908名になったとの 

報告があった。 

(2) その他 

  事務局長より，大会優秀発表賞の状況，“認定心理士”の商標登録の完了について報告された。 

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，８月４日に開催された優秀論文賞選考委員会の報告があり授賞論文

が決定したことが報告された。 

(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３日に開催された認定心理士資格認定委員会

について報告があった。 

(3) その他 

  安藤担当常務理事（委員会委員長）より，８月７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. 財務報告 

    安藤財務担当常務理事より，７月末現在の決算報告があった。 

5. その他 

   内田学術担当常務理事より，2013 年度心理学ミュージアム作品賞授賞作品について報告があった。

また，今年度の公開シンポジウムの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 12件のうち，正会員入会審

査規程 2(1)に該当する者８名，2(2)に該当する者２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. 委員会委員 

横田認定担当常務理事より，認定委員会委員 17名について提案があり，承認された。 

3. 規程・規則改正 

横田認定担当常務理事より，認定心理士認定資格細則改正案について提案があり，承認された。

一部の文言の修正等については認定担当常務理事に一任することとなった。安藤財務担当常務理事

 
 



より，研究集会等助成規程改正案について提案があり，一部修正の上承認された。 

4. 理事会・会員集会 

鈴木総務担当常務理事より，９月 18日に開催される理事会および会員集会について，議題および

次第が提案され，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，ホームページ掲載依頼のあった４件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 25年度９月常務理事会議事録 
 

日    時  平成 25年９月 18日(水) 11時―14時 

 会    場  京王プラザホテル札幌“琴の間”  

    出 席 者 佐藤 隆夫理事長，阿部 純一，安藤 清志，佐藤 達哉，鈴木 直人， 
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 18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，韓国心理学会への参加と日本・韓国・中国の Presidential Round Tableの報告

があった。また，第 77回大会にフィリピン・マレーシア・インドネシアの会長（代表）を招待した

ことが報告された。 

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 13名，退会者１名(うち

逝去者１名)，その結果，８月 31日現在の会員数（賛助会員を除く）は，7,920名になったとの 

報告があった。 

(2) その他 

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７日に開催された編集委員会について報告が

あった。また編集委員会等の改編について説明があり，引き続き行われる理事会にて意見交換を行

うこととなった。 

(2) その他 

  佐藤理事長より，８月 19日に開催された国際心理学会議（ICP2016）幹事会の報告があった。 

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 

   鈴木総務担当常務理事より，今年度の公開シンポジウムの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６名，2(2)に該当する者３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 

阿部編集担当常務理事より，新編集委員について提案があり，承認された。横田認定担当常務

理事より，新認定委員会委員の追加について提案があり，承認された。 

3. 理事会・会員集会 

    鈴木総務担当常務理事より，引き続き行われる理事会・会員集会の進行の確認があった。 

4. 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。 

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，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。 

6.その他 

佐藤理事長より，日本心理学諸学会連合からの心理研修センターが国家試験の受け皿になること

についての問い合わせに賛同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 25年度 10月常務理事会議事録 

 

日    時  平成 25年 10月 27日(日) 17時―20時 

 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 

前回常務理事会および理事会（９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，第 77 回大会の報告があった。また，フィリピン心理学会及び ARUPS (Asean Regional 
Union of Psychological Societies) congressに参加したことが報告された。 

  さらに，心理研修センターの秋季研修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,９月１日‐９月 30日の会員異動状況について，新入会員 8名，退会者１名(うち逝

去者１名)，その結果，９月 30日現在の会員数（賛助会員を除く）は，7,927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”商標の公告と，大会発表賞審査の状況についての報告があった。 

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，９月 29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。

また“常務理事会から”のページにつき担当を決定した。 

(2) 教育研究委員会 

佐藤達哉常務理事より，９月 19 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 

横田認定担当常務理事（委員会委員長）より，10月６日に開催された新旧合同の認定委員会の報

告があった。 

(4) その他 

  佐藤理事長より，９月 19日に開催された ICP実行委員会および９月 20日に開催された ICP組織

委員会の報告があった。 

4. 財務報告 

    安藤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 

   内田学術担当常務理事より，今年度の公開シンポジウムの状況，関西で開催のシンポジウムにつ

いて新聞広告を出すことが報告された。また，鈴木総務担当常務理事より，９月 20日に開催された

“若手の会（仮）”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 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，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 16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. 委員会委員 

阿部編集担当常務理事より，新編集委員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，国際賞選考委員会および国際委員会の新委員について提案があり，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. 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のあった 22件について提案があり，承認され

た。 

5. その他 

佐藤理事長より，国際心理学会議（ICP2016）と第 80回大会共催について，共同開催とし，日本

語の発表も可能とすることを ICP 実行委員会に提案することとした。また，鈴木総務担当常務理事

より会員証の発行についての提案があり，発行する方向で検討することとなった。 



公益社団法人日本心理学会 平成 25年度 11月常務理事会議事録 

 

日    時  平成 25年 11月 23日(土) 18時―19時 45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 

前回常務理事会および理事会（10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 

佐藤理事長より，同日 11月 23日に行われた心理研究センター秋季研修会と，資格関連の報告が

あった。 

2. 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１名(うち

逝去者１名)，その結果，10月 31日現在の会員数（賛助会員を除く）は，7,941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，11月９日に開催された編集委員会の報告があった。

また，新たな将来構想(仮)小委員会の発足について提案があり，承認された。 

(2) 国際賞選考委員会 

仲国際担当常務理事より，11月 10日に開催された国際賞選考委員会の報告があった。 

(3) その他 

   佐藤理事長より，10月 31日に開催された ICP2016拡大幹事会の報告があった。鈴木総務担当常務

理事より，同日 10月 31日に開催された総務財務委員会の報告があった。また，11月 24日に心理

調査士（仮称）のワーキンググループ，学術委員会運営小委員会を開催することが報告された。 

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 

内田学術担当常務理事より，教育研究委員会企画の今年度の公開シンポジウムの状況について報

告があった。また，調査小委員会が大学宛てに追加アンケートを送ることが報告された。鈴木総務

担当常務理事より，11月 29日に“若手の会(仮)”の Web会議開催予定との報告があり，“若手の会(仮)”

は，鈴木総務担当常務理事が担当することとなった。 

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 7 件のうち，正会員入会審

査規程 2(1)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. 国際賞選考規則改正 

仲国際担当常務理事より，国際賞選考規則の改正について提案があり，承認された。 

3. 優秀発表賞選考 



鈴木総務担当常務理事より，2013 年の学術大会優秀発表賞につき，規則に基づき選考し，10
件を特別優秀発表賞，21 件を優秀発表賞として授賞することが提案され，承認された 

4.共催依頼 

   鈴木総務担当常務理事より，1件の共催依頼と委員の推薦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，ホームページ掲載依頼のあった９件について提案があり，承認され

た。 

6.その他 

事務局長より，他学会から機関誌の交換について継続の問い合わせがあった旨報告があり，本学

会も来年度以降の機関誌の要否を寄贈，交換先に問い合わせることを決定した。 



公益社団法人日本心理学会 平成 25年度 12月常務理事会議事録 

 

日    時  平成 25年 12月 23日(月) 15時―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 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 

前回常務理事会および理事会（11月 23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，心理学の国家資格化を推進する議員連盟について，また日本心理学諸学会連合

理事会（12月 22 日）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 3名，退会者 2名(うち

逝去者 2名)，その結果，11月 30日現在の会員数（賛助会員を除く）は，7,942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 

  阿部編集担当常務理事より，12月 15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) 認定委員会 

横田認定担当常務理事（委員会委員長）より，12月７日に開催された認定心理士資格認定委員会

と，関連の小委員会の報告があった。合わせて認定手引きを 2013 年度中に発行する予定との報告が

あった。 

(3) 教育研究委員会 

内田学術担当常務理事より，12月 21日に開催された教育研究委員会の概要の報告があった。 

(4) その他 

    鈴木総務担当常務理事より，11月 24 日に開催された学術大会運営小委員会に関して報告があった。

佐藤広報担当常務理事より，11 月 24 日に開催された心理調査士に関する打ち合わせについて報告

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 

   内田学術担当常務理事より，2013年度の公開シンポジウムの状況について報告があった。 

事務局長より，11月 29日に開催された“若手の会(仮)”に関して報告があった。 

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 5 件のうち，正会員入会審

査規程 2(1)に該当する者 3 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. 委員会委員 

横田認定担当常務理事より，認定心理士資格認定委員の交代について提案があり，承認された。

内田学術担当相常務理事より，教育研究委員会講演・出版等企画小委員会への委員追加について

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，ホームページ掲載依頼のあった 23件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 25年度 1月常務理事会議事録 

 

日    時  平成 26年 1月 25日(土) 15時―18時 

 会    場  公益社団法人日本心理学会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，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 

前回常務理事会および理事会（12月 23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，12月 22日に行われた日本心理学諸学会連合理事会と，心理研修センターの活動

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,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 4名(うち

逝去者 4名)，その結果，12月 31日現在の会員数（賛助会員を除く）は，7,946名になったとの報

告があった。 

(2) その他 

  事務局長より，認定データ管理および会員管理新システムの進捗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，1月 18日に開催された編集委員会の報告があった。 

(2) 教育研究委員会 

佐藤学術担当常務理事より，12月 21 日に開催された教育研究委員会と各小委員会の報告があった。 

(3) その他 

   佐藤理事長より，1月 11日に開催された国際心理学会議（ICP2016）拡大幹事会の報告があった。 

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 

   鈴木総務担当常務理事(学術大会委員会委員長・第 78回大会準備委員長)より，第 78回大会につ

いて，また，今年度の公開シンポジウムの状況，“若手の会（仮）”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，終身会員への申し出のあった 1名についての提案，また，新入会員

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 5 名，2(2)に該当する者 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. 規則改正 

   鈴木総務担当常務理事より，学術大会優秀発表選考規則および，学術大会優秀発表賞および特別

優秀発表賞選考内規の改正について提案があり，承認された。 

 



3. 委員会委員 

鈴木総務担当相常務理事より，12月に提案された教育研究委員会講演・出版等企画小委員会へ

の委員追加について確認があり，承認された。また，優秀論文賞選考委員，広報委員，学術大会

委員については任期満了に伴う新委員推薦について，次回までに提案することが依頼された。 

4. 平成 26年度予算・事業計画 

    安藤財務担当常務理事より，平成 26年度予算作成にあたり，事業見直しに伴う追加予算の検討

が依頼された。 

5. 理事会議題 

鈴木総務担当常務理事より，平成 25 年度第 4 回理事会の議題の提案があり，審議の結果承認さ

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のあった 7 件について提案があり，承認され

た。 

7. その他 

  佐藤理事長より，今期の課題について提案があり，継続審議とした。 



公益社団法人日本心理学会 平成 25年度 2月常務理事会議事録 

 

日    時  平成 26年 2月 16日(日) 11時 00分―1時 00分 

 会    場  公益財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， 
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，国家資格関連の状況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,1月１日‐1月 31日の会員異動状況について，新入会員 5名，退会者 2名(うち逝

去者 2名)，その結果，1月 31日現在の会員数（賛助会員を除く）は，7,949名になったとの報告が

あった。 

3. 委員会報告 

(1) 国際賞選考委員会 

  佐藤理事長より，2月 9日に開催された国際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，2月 11日に開催された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，2月 1日に行われた教育研究委員会講演出版等企画小委員会の報告が

あった。また，佐藤理事長より，国際心理学会議（ICP2016）拡大幹事会の報告があった。 

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 

   鈴木総務担当常務理事(学術大会委員会委員長，第 78回大会準備委員長)より，第 78回大会につ

いて１号通信を発送するとの報告があった。 

 

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)に該当する者 7名，2(2)に該当する者 4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 

阿部編集担当常務理事より，優秀論文賞選考委員会委員，委員長について提案があり，承認さ

れた。また，“Japanese Psychological Research”のあり方検討小委員会の委員について報告

があった。 

 



3. 平成 26年度予算・事業計画 

 鈴木総務担当常務理事より事業計画について，安藤財務担当常務理事より，平成 26年度予算に

ついて，提案があり，承認された。理事会までに予算案について変更がある場合は，総務・財務委

員会に一任することが承認された。 

4. 理事会議題 

鈴木総務担当常務理事より，平成 25 年度第 4 回理事会の議題が提案され，審議の結果，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 件の協賛依頼・1 件の講演依頼・1 件の共催依頼について提案が

あり，承認された。共催依頼については，支援（共催）することが提案され承認された。 

6．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，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 11件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 25年度 3月常務理事会議事録 

 

日    時  平成 26年 3月 16日(土) 11時 00分―12時 45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，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 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日の日本心理学諸学会連合常任理事会の報告と，心理研修センターの 1

周年記念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,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 1名(うち逝

去者 1名)，その結果，2月 28日現在の会員数（賛助会員を除く）は，7,952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 8日に開催された機関紙等編集委員会の報告が

あった。“Japanese Psychological Research”のあり方検討小委員会，将来構想小委員会が開催さ

れたことも報告された。 

(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 2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  

佐藤理事長より，国際賞選考委員会と授賞者について報告があった。 

(4)その他 

内田学術担当常務理事より，2013年度に開催された公開シンポジウム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。また，予算案修正について説明があ

った。 

5. その他 

仲国際担当常務理事より，国際心理学 3ヵ国会議（日本，韓国，中国）を北京で行うことが報告

された。今後は 3か国で行う新しい枠組みを考えることとした。 

鈴木総務担当常務理事より心理学叢書についての提案があり，承認された。また，新システムマ

イページが稼働したとの報告があった。 

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 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 24件のうち，正会員入会審査規程 2(1)に該当す

 



る者 19名，2(2)に該当する者 4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 

鈴木総務担当常務理事より，広報委員会委員の交替について提案があり，承認された。 

3. 理事会議題 

鈴木総務担当常務理事より，平成 25 年度第 4回理事会の進行の確認があった。 

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・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,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。 

6. 心理学研究への広告掲載希望 

鈴木総務担当常務理事より，心理学研究への広告掲載希望が 2社あり受け入れるとの提案があり，

承認された。 
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