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2005年度第 1回常任理事会議事録

日 時 2005年 5月 20日(金)

午後 6時~午後 引l寺

場所:東京富士大学本館 l階第 2会議室

出席者:岡村一成理事長，星野仁彦副理事長，稲毛

教子，浮谷秀一，大橋信夫，荻野七重，垣

本由紀子，大坊郁夫，回之内厚三，所 正

文，外 島裕，内藤哲雄，長塚康弘，馬場

房子，林 族g，j隣国主ー，*UI江達郎，松浦

常夫

陪席:玉井寛第 72回大会事務局長

委任状'坂野登，鈴木由紀生，南 |盗男

事務局・浮谷秀一 (事務局長)伊波和恵(幹事)

I 理事長から

・「心理学検定」実施に関する分担資金の件につ

いて説明があり，分担資金の負担が承認された。

II. 報告事項

l 各委員会報告

1) 機関誌編集委員会(荻野委員長)

. I応用心理学研究J30巻 1号を 2005年4

月刊行(発行日 は2004年 12月)。

・こ の号より，巻末に複写権等委託済表示を

記載 した。

.30巻2号の国際応用心理学会議研究発表

の英文論文集について報告があ った。2005

年 6月刊行予定(発行日は 2005年 3月)0

• 31巻 l号へ向けての投稿論文の審査状況

につ いて説明があった。発行予定は 2005

年 7月で，公開シンポジウム，田中熊次郎

先生(名誉会員)追悼文(岸田 博氏に依

頼予定)が掲載予定である。

2) 認定 「応用心理士」認定審査委員会

(馬場委員長)

・2005年度前期分の受付中である。エント

リーは2名。ニュ ースレタ 一発行H寺期に合

わせ，今年度は，受付を 6月末までに変更

することが提案され，認められた0

・ 2005 年度前期分の受付は 4~ 6 月末の予

定である。

事務局だより

3) 学会賞 ・奨励賞選考委員会(垣本委員長)

・学会賞 ・奨励賞の惟薦者を，6月 20日締

め切りで受け付けている。推薦者について

は，次回理事会にて提案する。

4) 国際交流委員会(長塚委員長)

-学会の英語名称、を変更するこ とが提案され

た。]apan を ]apaneseに変更し，The 

]apanese Association of Applied Psy-

chologyとする。

5) シンポジウム委員会(内藤委員)

-国際応用心理学会大会における， 日本応心

学会企画シンポジウムについて，次のよう

に提案された。 人選と予算(補助)に関し

て，引 き続き議論する ことと なった。

テーマ 「現代日本が直面する社会問題とそ

の解決J(司会:内藤 ・蓬花)

話題提供円、じめ」 ・「交通事故JI災害 ・天

災JI非行 ・犯罪防止策」

6) 研修委員会(林委員長)

・第 72回大会において研修会を開催する。

7) 広報委員会 (藤田委員長)

・ニュ ースレタ ー第 12号は 5月末に発行予

定。

・常任理事会議事録をニュ ースレタ ーに掲載

してはどうかとの提案があり ，審議事項に

まわされfこ。

8) 倫理委員会 (藤田委員長)

-報告はなし。

9) 諸規程整備検討委員会(浮谷委員長)

-各委員会規程はほぼ改正済。役員選挙規程

については，審議事項にて検討。

10) 若手研究者支援委員会(田之内委員長)

・前回提出された支援案を修正 したものが提

出され，承認された。その他，年次大会以

外での支援策について意見交換がなされ，

委員会にて検討1ること となった。

・実施は 2006年度(平成 18年度)からを予

定。

11 ) 日本心浬学諸学会連合(稲毛常任理事)

.6月 25日に次回開催予定である。

12) 2004年度第 71回大会(外島大会事務局

長)
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-大会エントリー用 Web構築費および運営

費に関して，学会より補助を受けた旨，報

告があった。

13) 2005年度第 72回大会(星野大会委員長)

• 2005 年 9 月 3~4 日開催予定の大会の内

容について説明があった。

(特別講演 2件 ・公開シンポジウム 2件 ・

ワークショップ 2件 ・一般演題発表)

・発表申込件数の報告がなされた。

(内訳郵送申込 (5/20〆切)30件， Web 

申込 (5/31〆切)10件，計 40件)

・エントリーjJJJ聞の延長が提案され，了承さ

れた。

(期間の変更:参加申込 6/30〆切)

・エントリー受付期間延長の旨，ニュースレ

ターに掲載して周知することとなった。

. 9月 2日に理事会， 3日に会員総会 4日

に常任理事会を予定している。

14) その他

.長塚委員長から国際交流委員会に蓮花先生

を委員として加えたいとの提案があり，認

められた。

IIl. 審議事項

l 役員選出 ・選挙規程に関する件(浮谷座長)

・選挙台帳の作成にあたって，選挙実施年度の

前年度までの会費を納入していないものは選

挙台帳から除くこととした。

・理事 36名のうち 12名を決定する方法につ

いて，前回の常任理事会で承認された選出方

法を，現常任理事会の推薦によって選出され

ることに変更することが確認された。

・理事長の選出方法について，最高得票を得た

者が複数いる場合には，決選投票を行うこと

が確認された。

・これ らに基づいて，役員選出 ・選挙規程(案)

を決定した。

2. 2004年度決算ならびに 2005年度予算に関

する件(浮谷事務局長)

-現在作成中である。次巨し常任理事会にて提

案，審議する。

3. 新入会員審査および会員異動について

(浮谷事務局長)

-新入会員申し込みのあった 13名について審

査し，全員承認された。

長多美子，江川知香子，柿本敏克， I王l原理恵，

i出頭沙織，田中野l子，森昇子，中井 宏，

和田一成，海蔵寺陽子，小野寺理江，荷見一

恵，佐藤裕基

• 3/3現在の会員数は 1，105名(内訳:正会員

数 1，059名，名誉会員 42名，賛助会員 4

名)。入会者 17名，退会者 19名。

4. その他

・名誉会員の該当者一覧が提出され，次回検討

することになった。

・常任盟事会議事録をニュ ースレタ ーに掲載す

る件も，次回に検討することとなった。

本次回常任理事会は 2005年 8月 3日(水)午後 l

時 30分より東京富士大学において開催される。

2005年度第 2回常任理事会議事録

日時 2005年 8月3日(金)

午後 I時 30分~午後 4時

場 所 東 京 富 士 大 学 本 館 l階第 2会議室

出席者.岡村一成盟事長，星野仁彦副理事長，浮谷

秀一，大橋信夫，荻野七重，垣本由紀子，

柏木恵子，坂野 登，鈴木由紀生，外島

総，内藤哲雄，長塚康弘，馬場房子，藤田

主一，松浦常夫

委任状:神作博，回之内厚三，所正文，細江逮

郎，南 |盗男

陪席.玉井寛(第 72回大会事務局長)，内海

混(名誉会員)，越河六郎(名誉会員)

事務局.浮谷秀一(事務局長)，伊波和恵(幹事)

1.盟事長から

・名誉会員の北村晴朗先生が， 7月 16日に徒11逝

去された旨，報告があった。

II. 報告事項

l. 各委員会の報告

1) 機関誌編集委員会(荻野委員長)

. 1応用心理学研究J30巻 2号(国際応用心

理学会議研究発表の英文論文集)を編集

中， 2005 年 8 月末~9 月初刊行予定(発行

日は 2005年 3月)。
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• 31巻 l号へ向けての投稿論文の審査状況

について説明があった。発行予定は 2005

年 9月中旬で，原著1，資料 2，公開シンポ

ジウム，田中熊次郎先生(名誉会員)追悼

文(岸田 博氏の執筆)が掲載予定である0

・北村晴朗先生追悼文(長塚康弘氏に依頼)

を 31巻 2号に掲載予定。

2) 認定「応用心理士」認定審査委員会

(馬場委員長)

・2005年度前期分の受付を 6月末で締め

切った。エン トリーは 4名。うち合格者は

2名であった。

3) 学会賞 ・奨励賞選考委員会(垣本委員長)

-学会賞 ・奨励賞の推薦者の受付を 6月 20

日で締め切り，選考したところ，今年度は

該当者な しとな った。詳細は審議事項にて

報告する。

4) 国際交流委員会(長塚委員長 ・内藤委員)

-国際応用心理学会大会(アテネ)は 2006

年 7 月 16~2 1 日開催予定。 エントリーの

日程等について説明があった ・発表者エン

トリ ー〆切 2005年 9月 15EI， ンンポシ

ウム企画エン トリー 〆切 2005年 12月 1

日。詳細はアテネ大会 HP参照のこと。

・日本応用心理学会としての企画シンポシウ

ムについて，次の案が示された.

【テーマ:現代日本が直面する社会問題と

その解決】(司会・内藤哲雄 ・蓮花一己)

①いじめ(日本的集団主義)倉光修

(非会員)

②交通事故関係(人災)垣本由紀子

③災害(天災)藤森立男

④非行 ・犯罪の防止策(社会不安)

西国公昭(非会員)

(指定討論者:長塚康弘)

5) シンポジウム委員会(松浦委員長)

-次回のシンポシウムを企画中である。南

i盗男先生(慶日産義塾大学)に依頼しており ，

l月中に開催する方向で調整している。 詳

細については，次回常任浬事会にて報告予

定。

6) 研修委員 会(代理:浮谷事務局長)

-新規の報告事項はとくになし。
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7) 広報委員会 (藤田委員長)

・ニュ ースレター第 12号は 5月末に発行し

た。第 13号に大会について報告記事を，

第 14号には名誉会員からの挨拶を掲載予

定である。

8) 倫理委員会(藤旧委員長)

・委員会規程をめぐり ，次の点について検討

中である。

①一般 ・会員 ・研究全般に関する倫理綱領

②機関誌における倫理綱領

③応用心理土としての倫理綱領

④綱領違反11寺の処分な らびに審議機関およ

びその審議過程の整備

-上記を踏まえ， 学会主催で，倫理的な問題

をめぐる矧修 ・講習の開催等を企画するこ

とも検討する必要がある。

9) 諸規程整備検討委員会(浮谷委員長)

・各委員会規程について，次の点を確認した

①倫理委員会の人数……6人

②「役員選出 ・選挙規程(案)Jについて再

li'(ii[訟をした。

10) 若手研究者支援委員会

(代埋浮谷事務局長)

.運用方法について検討中である。

11) EI本心浬学諸学会連合(代理.馬場理事)

-心理学資格検定について，予算の都合で作

業は一時凍結中である。

2. 2005年度第 72回大会について

(星野大会委員長 ・玉井大会事務局長)

.2005 年 9 月 3~4 日開催予定の大会の内容

ならびに日程について説明があった。

(特別講演 2件 ・公開シンポジウム 2件 ・

ワークショップ 2件 ・一般演題発表)

・エントリー受付を 6月 30日締め切 った。発

表申込件数は 101演題，参加者は 166名と，

受付期間延長の効果がみられた。

.9月 2日に理事会(於・福島ビューホテル)，

3~4 日に大会(於 ・ 福島学院大学カ ー サフ

ローラ千葉記念ホール)を予定。3日に会員

総会および懇親会(於:福島グリーンパレ

ス)， 4日に常任理事会が聞かれる。
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III 審議事項

1. 2004年度決算に関する件(浮谷事務局長)

・各委員会の 2004年度決算報告にもとづいて

2004年度決算書を作成， 監査の会計監査を

受けたその決算書が提出され，審議を経て承

認された。

2. 2005年度予算に関する件 (浮谷事務局長)

・各委員会の 2004年度決算報告ならびに事業

計画にもとついて，原案が提出された0

・国際交流委員会活動費，機関誌の印刷費の増

額，常任理事交通費の減額の調整がなされ，

承認された。

3 名誉会員推戴に関する件(岡村理事長)

• 2005年 3月31日現在 70歳 とな った会員

11名が掲載された 「名誉会員該当者一覧」に

もとっき，名誉会員規程に照ら して審議し，

次の 2氏を推戴することとなった。

神作博 氏 ・長塚康弘氏

・なお，名誉会員規程のうち， 1本学会に特に顕

著な功績があった と認められる者」について

今後基準を設け，さかのぼって該当者を推戴

することになった。

4. 学会賞 ・奨励賞に関する件(垣本委員長)

-規程にもとづき推薦を依頼したところ，学会

賞 l件，奨励賞 2件の推薦があっ た。

-選考委員会における審議の結果，今年度は該

当者な しとした。

5. 2007年度第 74回大会に関する件

(岡村理事長)

・帝塚山大学(蓮花一己大会委員長)において

開催することの提案がなされ了承された。

• 2006年度 73回大会は文京学院大学本郷

キャンパス(柏木恵子大会委員長)において，

2006 年 9 月 9~10 日に聞かれることが報告

さ~1.，t.こ。

6. 新入会員審査および会員異動に関する件

(浮谷事務局長)

・新入会員申し込みのあった 18名(一般会員

17名，学生会員 l名)について審査し，全員

承認された。

(一般会員)滝津麗，沼井良理子，多久島寛

孝，井上孝之，種ヶ嶋尚宏、，片岡杏子， 山本

洋祐，田辺 I1券，小嶋新太，笠11 手Jl，藤原由

佳子，西村次由，西国公sg，長野祐一郎，福

島久美子，松山美保子，安田道子

(学生会員)高橋渓

・8月 1日現在，会員数 1，121名(内訳:正会

員数 1，073名， 名誉会員 42名， 賛助会員 5

名)。前回の常任班事会以降の入会者 16名，

退会者 O名。

7 その他

・岡村理事長より，学会 60周年記念事業とし

て， r応用心理学事典 (中事典)Jの出版企画

について提案がなされた。検討の結果，本学

会編と して丸善から出版することが了承され

fこ。

*次回の常任理事会は 2005年 9月 4日(日)午前

11時 40分より福島学院大学 ・のさく館ハ ーモ

ニーホールにおいて開催される。

*理事会は 9月2日 (金)午後 511寺より福島ビュ ー

ホテルにて開催される。

2005年度理事会議事録

日時 2005年 9月2日(金)

午後 511寺00分~午後 711寺00分

場所.福島 ビューホテル会議室

出席者.岡村一成理事長，星野仁彦副理事長，浮谷

秀一，大橋信夫，荻野七重，垣本由紀子，

柏木恵子，神作博，回之内厚三，所正

文，内藤哲雄，馬場房子，林 潔，藤田主

一，松浦常夫，蓮花一己(以上常任浬事)

安達貴美子，小野浩一，嘉部和夫，川本利

恵子，桐生正幸，玉井寛，土匡明夫，松

田浩平，三戸秀樹，向井希宏，森下高治，

八木孝彦，渡辺昭一 (以上理事)高石光一

(監事)

委任状:坂野 登，鈴木由紀生，大坊郁夫，長塚康

弘，細江達郎，南 隆男(以上常任1理事)

井上枝一郎，上野磁， 尾入正哲，大山俊

夫，鎌形みや子，川選議，神田久男，久

米稔，佐藤啓子，鈴木康平，田中真介，

谷口泰富，手塚太郎，松下由美子， 山本

寛(以上理事)

陪 席.内海混，大久保康彦，太田垣瑞一郎，大

村政男，越河六郎， 山岡 淳(以上名誉会

員)
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事務局 i浮谷秀一 (事務局長)，伊波和恵(幹事)

I 理事長挨拶

・第 72回大会開催にあたって， 星野大会委員

長 ・玉井大会事務局長へ御礼を述べた。

-名誉会員の田中熊次郎先生，北村I清朗先生が ζ

逝去されたことが報告され，お悔やみととも

に，学会として献花などで対応したことが説明

された。

-現役員の任期が翌年 3月までであることと今

後実施予定の選挙について説明があった。

II 第 72回大会委員長挨拶(星野仁彦大会委員長)

・一般演題について，ポスタ ー 57件， 口頭 42件

など，プログラムの概略について紹介があっ

fこ。

III. 報告事項

1. 事業報告

(1)会員の奥動および会費納入状況

(浮谷事務局長)

・正会員 1，076名， 学生会員 l名，名誉会員

41名，賛助会員 5名，計 1，123名 (9月 1

日現在)。

-会費納入状況は， 2004年度分 86% (3月

末現在)， 2005年度分 73%(現在まで)納

入済である。

(2) 委員会関係

1) 機関誌編集委員会(荻野委員長)

. r応用心理学研究J30巻 2号(国際応用

心理学会議研究発表の英文論文集)を

2005年 8月末刊行，発送を完了した

(発行日は 2005年 3月)。

• 31巻 l号， 2号へ向けての作業状況に

ついて説明があった。 1号の発行予定は

2005年 10月で，原著1， 資料 2，公開

シンポジウム報告等を渇載予定である

(入稿済み)0 2号は現在 5本の論文に

ついて審査中である。

2) 認定「応用心理士」認定審査委員会

(馬場委員長)

・2004年度後期の認定者は 5名，2005年

度前期の認定者は 2名であることが報

告された。
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3) 学会賞 ・奨励賞選考委員会

(垣本委員長)

・今年度は両賞とも該当者なしという報告

がなされた。両賞とも推薦があったが選

考委員会での第 l次選考で該当者なし

とい常任理事会での第 2次選考におい

ても承認された。

4) 国際交流委員会(代理.内藤委員)

-国際応用心理学会アテネ大会は 2006年

7 月 16~2 1 日開催予定であり，発表者

のエントリー〆切は 20055:下 9月 15

日， シンポジウム企画エントリーの〆切

は2005年 12月 l日と説明があった。

詳細はアテネ大会 HP参照のこと。

・アテネ大会における日本応用心理学会と

しての企画シンポジウムについて，次の

案が示された.

【テーマ.現代日本が直面する社会問題

とその解決】

司会・内藤哲雄 ・蓮花一己

話題提供者

①いじめ(日本的集団主義)…倉光 修

(非会員)

②交通事故関係(人災)…一垣本由紀子

③災害(天災) ー・・ぃー…ー藤森立男

④非行 ・犯罪の防止策(社会不安)

.....回目・・・-西田公昭

(非会員)

指定討論者長塚康弘

5) シンポジウム委員会(代理・大橋委員)

-次回のシンポジウムを企画中であり，南

|盗男先生(慶慮義塾大学)に依頼してお

り， 2006年 l月中に開催する方向で調

整している。詳細については，次回報告

する。

6) 研修委員会 (林委員長)

.2005年度の研修会は第 72回大会中に

大久保先生および福原先生を講師に迎え

て実施する。

• 2006年度の研修 会 は，第 73回大会

(於:文京学院大学)中に実施する予定で

ある。担当講師等については検討中であ

る。
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7) 広報委員会(藤田委員長) ・内容の一部として，京都大学霊長類研究所

-ニュースレ ターは年2回ペースで発行

中である。

・第 12号は 5月末に発行した。第 13号

には第 72回大会の報告記事を，第 14

号には名誉会員の挨拶を掲載予定であ

る。

8) 倫理委員会(藤田委員長)

・委員会規程(細則の策定を含む)をめぐ

り，次の点について検討中である。

①一般・ 会員 ・研究全般に関する倫理綱

領

②機関誌における倫理綱領

③応用心理士と しての倫理綱領

④綱領違反時の処分ならびに審議機関お

よびその審議過程の整備

-上記を踏まえ，学会主催で，倫理的な問

題をめぐる研修 ・講習の開催等を企画す

るこ とも検討する必要がある。

9) 諸規程整備検討委員会(浮谷委員長)

・各委員会規程に関して最終的な確認がな

された。

10) 若手研究者支援委員会(回之内委員長)

・第4回委員会を開催して支援案を協議

した。審議事項で支援案を提案する。

2006年度大会から笑施できるように，

引き続き準備を進める。

(3) 2004年度第 71回大会報告(嘉部大会委員

長)

・大会決算報告書にもとづいて報告があっ

た。

(4) 日本心理学諸学会連合

(代理.馬場常任理事)

・「認定心理土」資格について，日本心浬学会

からの権利委譲の案件が凍結中であること

が説明された。

・心浬学資格検定について，予算の都合で作

業は一時凍結中であることが報告された。

(5) 2006年度 73回大会について

(柏木大会委員長)

・文京学院大学本郷キャンパス(大会委員

長.柏木恵、子)において， 2006 年 9 月 9~

10日に開催されることが報告された。

の松沢氏の講演が企画中であることが示さ

れfこ。

(6) そのt也

・岡村理事長より，学会 60周年記念事業と

して『応用心理学事典(中事典)Jを丸善出

版事業部より刊行 (2007年 1月予定)す

るという企画が示された。

IV. 審議事項

(1 )会則の改正に関する件(岡村理事長)

-役員選挙を導入し実施するために，会則の改

正案が提案され， 一部修正の上承認された。

主な改正点は次のとおりである。

①理事および監事は会員の互選により選出さ

れる。

②盟事の定数は 36名で，そのうち 24名が

選挙によって， 12名が推薦によって選出

される。理事の定数には理事長，高IJ浬事長

が含まれる。

③副理事長は常任理事の互選により選出され

る。

④常任理事の定数は 15名。

⑤監事の役割を， I会計および運営に関する

監査」とする。

⑥大会委員長は，前年度大会終了から当該大

会終了まで常任理事となる。

(2) 役員選出 ・選挙規程に関する件

(浮谷委員長)

・役員選出選挙を実施するために， I役員選

出 ・選挙規程」が提案され，審議の結果原案

通り承認された。理事長の常任理事指名権に

ついて検討されたが，今回は取り入れないこ

ととした。

(3) 倫理綱領改正に闘する件(藤田委員長)

・倫埋綱領を運用するために「なお，本学会倫

理綱領の運用に関しては，倫理委員会が行

う」。を追加する案が提案され，承認された。

(4) 2004年度決算について(浮谷事務局長)

・各委員会の決算報告にもとづき，監事の会計

監査報告を経た 2004年度決算書が提案さ

れ，承認された。

(5) 2005年度予算について(浮谷事務局長)

・各委員会の決算報告ならびに要望にもとつい
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た 2005年度予算案が提案され， 一部修正の

上承認された。修正点は，常任盟事交通費の

削減および国際交流委員会活動費，機関誌の

印刷費等の増額である。

(6) 名誉会員推戴について(岡村理事長)

• 2005年 3月 31日現在 70歳となった会員

11名を名誉会員規程にl慣らして審議した結

果，神作 博氏および長j家康弘氏を推戴する

こととしfこ。

(7) 2007年度第 74回大会当番機関に関する件

(岡村理事長)

・帝塚山大学(大会委員長.蓮花一己)におい

て開催されることが提案され，承認さ れた。

*常任理事会は 2005年 9月 4日(日)午前 11時

40分より福島学院大学 ・のさく館ハーモニー

ホールにおいて，開催される。

2005年度総会議事録

日時 2005年 9月3日(土)

午前 1111寺 3 0 分~12 11寺 3 0 分

場所.福島学院大学本館大会議室

l 理事長挨拶

・第 72回大会開催 にあた って，星野大会委員

長 ・玉井大会事務局長へ御礼を述べた。

-名誉会員の田中熊次郎先生， 北村l晴朗先生がご

逝去された ことが報告され，お悔やみととも

に，学会として献花な どで対応 したことが説明

された。

2. 第 72回大会委員長挨拶(星野仁彦大会委員長)

・一般演題について，ポスタ ー57件，口頭 42件

など，プ ログラムの概略について紹介があ っ

た。

3 議長選出

・星野大会委員長を議長に選出 した。

4. 報告事項

(1)事業報告

1) 会員の異動および会費納入状況

(浮谷事務局長)

・正会員 1，076名，学生会員 l名，名誉会員

41名，賛助会員 5名，計 上123名 (9月 1

日現在)。

・会費納入状況は，2004年度分 86%(3月

末現在)，2005年度分 73%(現在まで)納
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入済である。

2) 委員会関係

①機関誌編集委員会(荻野委員長)

. I応用心盟学研究J30巻 2号 (国際応用

心理学会議研究発表の英文論文集)を

2005年 8月末刊行，発送を完了した0

• 31巻 l号を 2005年 10月に発行するよ

うに作業を進めていると説明があった。

②認定「応用心理士」認定審査委員会

(馬場委員長)

・2004年度後期の認定者は5名，2005年

度前期の認定者は 2名であることが報

告された。

③学会賞 ・奨励賞選考委員会(垣本委員長)

-今年度は両賞とも該当者な しとい う報告

がなされた。

④国際交流委員 会 (代理内藤委員)

-国際応用心理学会議アテネ大会は 2006

年 7 月 1 6~ 2 1 日開催予定であり， 発表

者の エン トリー〆切は 2005年 9月 15

EI， シンポジウム企画エン トリーの〆切

は2005年 12月 1日と説明があった。

詳細はアテネ大会 HP参照のこと。

・アテネ大会における日本応用心理学会と

しての企画シンポジウムについて，次の

案が示さ れた・

【テーマ ・現代日本が直面する社会問

題とその解決】

司会:内藤哲雄 ・蓮花一己

話題提供者

①いじめ(日本的集団主義)...倉光 修

(~ Iõ会員)

②交通事故関係(人災)…垣本由紀子

③災害(天災) ……・・・・・・… 藤森立男

④非行 ・犯罪の防止策(社会不安)

指定討論者長塚康弘

西田公昭

(非会員)

⑤ シンポジウム委員 会 (代理大橋委員)

-次回のシンポジウムを南隆男委員が企画

中であり ，2006年 1月中に開催する方

向で調整している報告があ った。

⑥研修委員 会 (林委員長)
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• 2005年度の研修会は第 72回大会中に

大久保先生および福原先生を講師に迎え

て実施する。

• 2006年度の研修会は，第 73回大会

(於:文京学院大学)中に実施する予定で

あり，担当講師等については検討中であ

る。

⑦広報委員会(藤田委員長)

・ニ ュースレターは年 2回ペースで発行

中であり，第 12号は5月末に発行した。

第 13号には第 72回大会の報告記事を，

第 14号には名誉会員の挨拶を掲載予定

であると報告があった。

⑧倫理委員会(藤田委員長)

・委員会規程(細則の策定を含む)をめく

り，次の点について検討中であり，学会

主催で倫理的な問題をめぐる研修 ・講習

の開催等を企画することも必要であると

報告があった。

①一般 ・会員 ・研究全般に関する倫理

綱領

②機関誌における倫理綱領

③応用心理士としての倫理綱領

④綱領違反時の処分ならびに審議機関

およびその審議過程の整備

⑨諸規程整備検討委員会(浮谷委員長)

・各委員会規程に関しての検討が，編集委

員会以外で終了したことが報告さ れた。

⑩若手研究者支援委員会(回之内委員長)

. 4回委員会を開催して支援案を作成した

ので，審議事項で提案すると報告があっ

fこ。

(2) 2004年度第 71回大会報告(嘉部大会委員

長)

・大会決算報告書にもとづいて報告があった。

(3) 日本心理学諸学会連合(代理・馬場常任理事)

. I認定心理土」資格について，日本心理学会か

らの権利委譲の案件が凍結中であることが説

明された。

・心理学資格検定について，予算の都合で作業

は一時凍結中であることが報告さ れた。

(4) その他

・岡村理事長より， 学会 60周年記念事業とし

て『応用心理学事典(中事典)Jを丸善出版事

業部より刊行 (2007年 1月予定)するとい

う企画が示された。

5 審議事項

(1) 会則の改正に関する件(岡村理事長)

-役員選挙を導入 し実施するために，会則の改

正案が提案され，承認された。主な改正点は

次のとおりである。

①理事およ び監事は会員の互選によ り選出さ

れる。

②理事の定数は 36名で，そのうち 24名が

選挙によ って， 12名が推薦によって選出

される。理事の定数には理事長，副理事長

が含まれる。

③副理事長は常任理事の互選により選出され

る。

④常任理事の定数は 15名。

⑤監事の役割を， I会計および運営に関する

監査」とする。

⑥大会委員長は，前年度大会終了か ら当該大

会終了まで常任理事となる。

(2) 役員選出 ・選挙規程に関する件(浮谷委員

長)

・役員選出選挙を実施するために， I役員選

出 ・選挙規程」が提案され，承認された。

(3) 倫理綱領改正に関する件(藤田委員長)

・倫理綱領を運用するために「なお，本学会倫

理綱領の運用に関しては，倫理委員会が行

う」。を追加する案が提案され，承認された。

(4) 2004年度決算について(浮谷事務局長〕

・各委員会の決算報告にも とづき，監事の会計

監査報告を経た 2004年度決算書が提案さ

れ， 承認さ れた。藤森監査より監査状況の報

告があっ た。

(5) 2005年度予算について(浮谷事務局長)

・各委員会の決算報告ならびに要望に もとつい

た2005年度予算案が提案され承認された。

(6) 名誉会員推戴について(岡村理事長)

• 2005年度中に 70歳となった神作 博氏お

よび長塚康弘氏を名誉会員に推戴し，承認さ

れfこ。

(7) 2007年度第 74回大会当番機関に関する件

(岡村理事長)
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-帝塚山大学(大会委員長:蓮花一己)におい

て開催されることが提案され，承認された。

6. 2006年度 73回大会開催校代表者挨拶

(松田大会委員長代理)

. 2 006 年 9 月 9~10 日に文京学院大学本郷キャ

ンパスにおいて開催され，京都大学霊長類研究

所の総沢氏の講演が企画Eわであることが報告さ

れた。

7. 議長解任

8. 名誉会員推戴式

-出席された神作 1等氏に名誉会員証が援与-され

fこ。

9. 学会賞 ・奨励賞授与式

-該当者がなく行われなかった。

2005年度第 3回常任理事会議事録

日 11寺 2005年 9月4日(日)

午前 11 時 40 分~12 時 40 分

場所:福島学院大学

のさく館ハーモニー ホール

出席者:岡村一成理事長，星野仁彦副理事長，浮谷

秀一，大橋信夫，荻野七重，垣本由紀子，

田之内厚三，所正文，外島裕，内藤哲

雄，馬場房子，林潔，細江達郎，藤田主

一，松浦常夫，南隆男，蓮花一巳，松田

浩平(柏木恵子代理)

委任状.神作博，鈴木由紀生

陪席:太田垣瑞一郎 (名誉会員)玉井寛(第 72

回大会事務局長)

事務局・ J手谷秀一(事務局長)，伊波和恵(幹事)

I 報告事項

l 理事長挨拶

2. 委員会報告

(1)倫理委員会(藤回委員長)

・日本応用心理学会倫理綱領細目IJ (案)の提

案がなされ，今後検討することとした。

3. 2005年度第 72回大会について(星野大会委

員長)

・今大会の実施状況についての報告とともに

お礼が述べられた。

II 審議事項

1. 役員選出 ・選挙について(岡村理事長)

• 1平谷事務局長が選挙管理委員長となることが

椛認された。

-選挙管盟委員として，次の 3氏が指名され，

承認された。

荻野七重常任理事 ・松浦常夫常任理事 ・小野

浩一理事

-規程にもとついて，今後の選挙日程について

説明があり，了承された。

2 公開シンポジウムについて

(松浦委員長 ・南委員)

• EI程，場所等についての調整中と報告があっ

fこ。

3 新入会員審査および会員異動について

・新入会員申し込みのあった 2名について審

査があり，承認された。

近藤俊明 岸太一

• 9/1現在，会員数 1，123名(内訳:正会員数

1，076名，名誉会員 41名，賛助会員 5名)。

入会者 5名，退会者 3名。

4. その{fu

・岡村理事長より ，学会 60周年記念事業 『応

用心理学事典(中事典.丸善)Jlについて，編

集方針などの提案がなされ，承認された。編

集委員長には岡村理事長，編集担当幹事には

藤田常任理事が承認された。詳細は，編集委

員会にて検討 していくこととなった。

・第 72回大会の終了をもって，星野副理事長

が解任された。

*次回，常任理事会は，選挙にあわせて 12月 16日

(金)午後 6時より， 東京富士大学において開催

される予定である。

2005年度第4回常任理事会議事録

日時 2005年 12月 16日(金)

午後 6時 10分~午後 8時

場 所:東京富士大学本館 1階第 2会議室

出席者:岡村一成理事長，稲毛教子，大橋信夫，荻

野七重，垣本由紀子，柏木恵子，大坊郁夫，

田之内厚三，所正文，外島裕，内藤哲

雄，長塚康弘，馬場房子，藤田主ー，松浦

常夫，南隆男，蓮花一己
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委任状:神作博，坂野登，鈴木由紀生，林潔，

細江達郎

陪席:内海混(名誉会員)

事務局:浮谷秀一(事務局長) 関口紅l代(代理)

I 報告事項

l 浬事長より挨拶

・会員総会で会則が改正されたことに伴い，柏

木大会委員長は副理事長ではなく常任理事と

して出席する。

2. 各委員会報告

1) 機関紙編集委員会(荻野委員長)

• 31巻 l号を 12月に刊行。31巻2号を準

備中。

-投稿論文の審査状況(掲載決定 1件，修

正 ・審査中 6件)

2) 認定「応用心理士」認定審査委員会

(馬場委員長)

・10月 31日締切り分で l名応募があり，審

査中0

・2月末締切りで再募集を したいとの提案が

り了承をした。ニュースレタ ーに掲載。

3) 学会賞 ・奨励賞選考委員会(垣本委員長)

・特になし

4) 国際委員会(長塚委員長)

-特になし

5) シンポジウム委員会(松浦委員長 ・南委

員)

• 3月 11日(土)に開催予定を報告するとと

もに，資料で説明があった。

・公開ゾンポジウムのテ ーマは委員会に一任

しfこ0

・新宿区報なとに広報活動する。

6) 研修委員会(外島委員)

. r応用心理学における心理検査の使い方」

というテーマて‘担当講師を調整中。

7) 広報委員会 (藤田委員長)

・ニュ ースレタ ーを l月初旬に発行予定。

・巻頭言を第 73回大会委員長の柏木先生

に，第 72回大会委員長の報告を星野先生

に依頼している。

-公開シン ポジ ウムについてのお知らせは，

掲載する予定で準備する。

8) 倫理綱領作成委員会(藤田委員長)

-審議事項にて報告する。

9) 諸規程検討委員会(浮谷委員長)

-特になし

10) 若手研究者支援委員会(回之内委員長)

-次回大会で，若手研究者を集めてのワ ー

ク・ショップを検討している。

・会員総会で決定された支援案をどのよ うに

広報するかを検討している。学会 HP活用

の提案があった。

11) 日本心理学会諸学会連合(稲毛常任理事)

• 2005年度第 1回の会議については会員総

会にて報告が済んでいる。

• 2005年 12月 17日に第 2回の会議が予定

されている。

3. 2006年度第 73回大会について

-柏木先生よりテ ーマは「少子高齢化と心理

学」 を予定 していると報告があっ た。

・詳細はニュ ースレタ ーに掲載する。

4. 役員選挙結果について

• 11月 15日(金)に東京富士大学会議室にて

選挙管理委員 4名で開票作業をし，下記の

24名の理事を決定した。

岡村一成，藤田主一，外島 裕，浮谷秀一，

荻野七重，馬場房子，松田浩平，内藤哲雄，

回之内厚三， 所 正 文，森脇保彦，垣本由

紀子，細江達郎，鎌形みや子，小野浩一，

森下高治，高石光一，田中真介， 蓮花一己，

柏木恵子，嘉部和夫，大坊郁夫，谷口泰富，

松浦常夫(得票111員)以上 24名

III. 審議事項

1. 推薦理事選出に関する件

・下記の推薦理事 12名を選出した。

大洲憲一，向井希宏，桐生正幸， 尾入哲久，

南 隆男， 川本利恵子，三戸秀樹， 豊村和

真，星野仁彦，大橋信夫，松下由美子，井

上孝代 (順不同)以上 12名。

2. 終身会員に関する件

・終身会員制度設立について理事長より提案が

あり ，承認された。内容の詳細については，

次固までに理事長案を提出する。

3. 新入会審査と会員異動

・入会希望者 5名について審議した結果，下記
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の 5名全員承認された。

プリフリ ・チャ ールズ，下仲順子，田口真二，

西村英也， 北折充|盗

4. その他

-倫理委員会から提案された倫理綱領(案)を

承認 した。12月 16日より施行する。

次回 2005年度第 5回常任理事会は. 2006年 3

月 11日(土)午後 11時 30分より東京富士大学会

議室にて開催する。

2005年度第 5回常任理事会議事録

日 時 2006年 3月 11日(土)

午後 O時 15分~午後 1lI~f 15分

場所・東京富士大学本館 I階第 2会議室

出席者・岡村一成理事長，稲毛教子，浮谷秀一，荻

野七重，垣本由紀子，鈴木由起生，回之内

厚三，所正文，内藤哲雄，長塚康弘，馬

場房子，林 潔，藤田主一，細江達郎，松

浦常夫，蓮花一己，松田浩平(第 73回大会

委員長代理)

委任状:坂野登，南隆男

陪席:向井希宏

事務局:浮谷秀一 (事務局長) 伊波和恵(事務局幹

事)

I 報告事項

1. 理事長挨拶

2. 各委員会報告

1) 機関誌編集委員会(荻野委員長)

. I応用心理学研究J31巻2号を発行準備中

である0

・6編(原著 2編，資料 4編)掲載予定。

・次号に向けて.3編審査中。

2) 認定「応用心理士」認定審査委員会

(馬場委員長)

・2005年度後期分 2名エン トリー. 2名と

も合格。

3) 学会賞 ・奨励賞選考委員会(垣本委員長)

-特になし。

4) 国際交流委員会(長塚委員長)

・アテ ネでの国際応用心理学会については，

2/28早期受付〆切済み。

-国際学会での学会企画については，内藤委
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員，蓮花委員により準備が進んでおり，企

画も受理された0

・遠方で開催されるため，費用助成について

はこ検討いただきたい。

5) シンポジウム委員会(総浦委員長)

-公開シンポジウムは本日 (3月 11日)13 

30より開催予定である。

6) 研修委員会(林委員長)

-第 73回大会において研修会を開催する講

師とテーマが決まり，大会第通信にて周知

した。

・研修会 A 越河六郎氏(松蔭大学) I労務

管理に関1る職場情報のとらえ方」

-研修会 B 内藤哲雄氏(信州大学H個の独

自性に迫るアセスメン トJ(仮題)

7) 広報委員会(藤田委員長)

・ニュースレター第 14号は発行，発送済み

である 0

・ニュ ースレター第 15号には，名誉会員の

記事，選挙結果，大会記録の訂正記事を掲

載し 4月中を目処に発行予定である。

・各委員会に記事を募りたし、。今月末まで，

藤田委員長宛メールにて連絡希望。

8) 倫理委員会(藤田委員長)

・倫理委員会細則をニュースレターに掲載し

fこ。

9) 諸規程整備検討委員会(浮谷委員長)

. r応用心理学研究』投稿規定および編集委

員会規定については，次年度に検討する。

10) 若手研究者支援委員会(回之内委員長)

-若手研究者支援策を，来年度の第 73回大

会にて初めて適用する旨，ホ ームページ，

大会案内などとともに広報を開始してい

る。引き続き，周知闘い、た L、。

11 ) 心理学諸学会連合(稲毛関当常任理事)

-国家資格化問題など，諮問題が山積してお

り，各学会で検討するようにとの依頼が連

合から届いているので，学会と して回答を

用意する必要がある。

-配布済みの資料にもとづき，現状について

意見交換を行 った。厚生労働省管轄と文部

科学省管轄と.2本の資格を l本化するの

は困難と予測するものの 1本化を目指す
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連合理事長森正案が望ましいと考える旨

を，学会見解とする。

3. 2005年度第 72回大会について

(代理.浮谷事務局長)

・収支決算報告書が説明され，承認された0

4. 2006年度第 73回大会について

(代理松田大会委員長)

・ 2006 年 9 月 9~10 日開催予定の大会の内容

について説明があった。

• 1， 2号信をまとめ 1本化した。発送済みで

ある。

・従来の大会からの変更点について説明があっ

f二

①口頭発表をワ ークショ yプに とりまとめ

た。

②ポ スタ 一発表は朝から貼りだし，午後を

ディスカッゾヨンの時間とした。

③研究発表費納入者には，論文集を無料で渡

す。

・指摘を受けて，期限日程と費用の一覧表を

ニュースレタ一次号に掲flitし，改めて周知す

ることとなった。

5. 役員選挙結果について

(浮谷選挙管理委員長)

・資料にも とづき，常任理事選挙結果について

説明があった。常任理事は下記のとおりであ

る〔あいうえおJII買)。

浮谷秀一，大橋信夫，岡村一成，荻野七重，

垣本由紀子，田之内厚三，所正文，外島

裕，内藤哲雄，藤田主一，松浦常夫，松田

浩平，南隆男，向井希宏，蓮花一己(以

上 15名)

• 3月 11日に行われた理事長選挙について，

説明があった。

常任理事 12名出席 (3名欠席)により投票を

行い，岡村一成氏 10票，荻野七重 2票で，岡

村一成氏が新理事長に決定した。

・常任理事選挙ならび‘に理事長選挙の結果につ

いては，ニュースレタ ーを通じて会員に知ら

せる。

III. 審議事項

l. 終身会員に関する件(岡村理事長)

. I終身会員」 新設による会則改正案について，

第 4条 4を，次の文面にすることが提案され

た.

終身会員は，次のいずれか 1つに該当し，本

人の申し出により常任理事会の承認を得たも

のとする。

(1)満 71歳以上，かっ正会員在籍年数 30

年以上の正会員

(2) 満 71歳以上，かっ認定「応用心理士」取

得後 10年以上経過した者

なお，終身会員は会費を納める義務を有しな

L、。
-審議は新常任理事会にて継続する。

2. 2005年度決算および 2006年度予算に関す

る件(浮谷委員長)

・現在作成中である。次回，常任理事会にて提

案，審議される予定。

3. 新入会員審査および会員異動に関する件

-新入会希望者について審査，以下の 11名を

承認した。

石丸律子，岡本満喜子，武居由希子，川原正

広，坂本至，孟琳，関口喜久代，大森

誠，水爆慶緒里，山本直宏，大塚一徳

ただし石丸氏については，勤続年数等を確

認のうえ，承認とする0

・3/10現在，会員数 1，071名(内訳:正会員数

1，025名，学生会員 l名，名誉会員 41名，賛

助会員 4名)。入会者 2名，退会者 4名(う

ち，山口県瞥は賛助会員)。

4. その他

・新副理事長については後日決定する。

・旧委員会の活動は，新委員長の決定までと

し，その後は速やかに新体制に活動を引き継

ぐ0

・こ の後，公開シンポジウムと新旧常任理事懇

親会がある。

*次回常任理事会は 2006年4月 28日(金)午後 6

時より東京富士大学において開催される予定であ

る。
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平成 17年 3月4日

日本応用心理学会第 71回大会決算報告

収入

摘 要

大会参加費 (内 訳)

-正会員(予約) : @5.000X 163 

-正会員(当日) : @6.000 X 33 

-院生(予約) : @2.000 X 19 I 38.000 I ・大会封筒角 2 55.000 

-院生(当日) @3.000 X 3 9.000 I ・大会封筒長 3 35~00 
・非会員(予約) @6.000 X 7 I 42.000 I ・大会発表論文集 I 342.085 
・ ~ I"会員(当 日) @7.000 X 7 49.000 I ・プログラム I 353.850 

・ ~J'.会員 (学生) i @3.500 X 1 3.50川 ・2号通信一式 I 272.350 
発表質 的 訳) I 685.000 .WEB 申込要領料 65.350 

1... ... . . .~ .:LE:領 :明引け 1570.000I ・バスワー ドカード料 い 3.160
-名誉会員 i @5.000 X 5 25.000 

1 ・院生 ;φ3.000記ui....i48.000I (発送費)

・非会員 : @6.000 X 7 I 42.000| ・2号通信封入他

論文集代 (内訳) I 371.000| ・2号通信送料

・正会員(予約) i @5.000 X 35 I 175.000 I ・プログラム封入他
一 一

・正会員(当日) : @6.000 X 31 186.000 I ・プログラ ム送料

・院生 (予約)

-非会員 (予約)

懇親会費

-正会員 (予約)

・正会員 (当日)

・院生 (予約)

-院生(当 日)

・非会員(予約)

研修会費

-予約

・正会員(当日)

・非会員(当日)

プログラム売り上げ

支 仕i

金 額 f向 要 金 額

1，154.500 学会事務委託関係 1.813.134 

815.000 (内訳)

198.000 (印刷費) I 1，166.795 

425.630 
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広告費

協賛金・寄付金

学会本部補助金

日本大学商学部補助金

銀行利子

235.000 

30.000 

700.000 

150.000 

ぷ当、
Eコ 3.975.601 言十 £泊、

Eコ3.662.501 

収入合計と支出合計の差は，今大会か ら実施した WEB関連費用(料)の合計 313，100円です。学会本部か ら支出 し

ています。

日本応用心理学会第 71回大会の収支について，以上のとおりご報告いたします。

平成 17年 2月7日

大会事務局長 外島 裕 ED 
大会委員長 嘉部和夫 ED 

上記，第 71回大会収支決算書の会計処理は，適正に行われていることを証明いたします。

平成 17年 2月22日

会計監査 山崎晴美 印
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日本応用心理学会 2004年度決算書

(2 004 年 4 月 1 日 ~2005 年 3 月 31 日)

l灰 入 支

項 目 決算額 予算額 項 目

会費 5，616，000 5，760，000 第 71回大会補助費

過年度分 366，000 480，000 学会賞・奨励賞

本年度分 5，250，000 5，280，000 心理学諸学会連合

シンポジウム・講演費謝金

研修会講師謝金

賛助会費 30，000 30，000 国際交流費

「応用心理士」関係 651，000 1，000，000 「応用心理士」関係経費

審査料 170，000 250，000 
認定料 480，000 750，000 委員会活動費

その他 1，000 機関誌編集委員会

学会賞 ・奨励賞選考委員会

シンポジウム委員会

国際交流委員会

雑収入 247，241 200，000 広報委員会

名簿作成積立金取り崩し 1，000，000 1，000，000 研修委員会

倫理委員会

諸規程整備検討委員会

若手研究者支援委員会

印刷費

機関誌

広報関係

名簿作成費(発送費を含む)

その他

通信費

機関誌郵送費

広報関係郵送費

その他

常任理事交通費

事務局運営費

事務局委託費

大会参加 Webシステム開発費

予備費

3十 7，544，241 7，990，000 

前年度繰越金総額 7，530，856 7，530，856 次年度繰越金総額

名簿作成積立金 500，000 500，000 名簿作成積立金

特別企画積立金 2，000，000 2，000，000 特別企画積立金

若手育成基金

前年度繰越金 5，030，856 5，030，856 次年度繰越金

βEコ入 言十 15，075，097 15，520，856 £E二入1 5十

以上のとおり相違ありません。

平成 17年 2月 22日 監査委員

!i~主査委員

出

決算額

700，000 

50，000 

45，000 

160，000 

60，000 。
192，924 

827，031 

230，537 

33，604 

266，632 

101，320 

42，215 

120，193 

3，680 。
28，850 

2，108，488 

518，280 

92，610 

1，156，117 

341，481 

210，695 

53，760 

84，840 

72，095 

469，320 

609，470 

268，250 

562，800 

。
6，263，978 

8，811，119 

1，500，000 

2，000，000 

1，400，000 

3，911，119 

15，075，097 

予算額

700，000 

100，000 

45，000 

300，000 

100，000 

300，000 

700，000 

900，000 

200，000 

50，000 

150，000 

100.000 

100，000 

100，000 

100，000 

50，000 

50.000 

3，400，000 

1，500，000 

300，000 

1，200，000 

400.000 

850，000 
250，000 

200，000 

400，000 

900，000 

700，000 

1，000，000 
400，000 

225，856 

10，620，856 

4，900，000 

1，500，000 

2，000，000 

1，400，000 。
15，520，856 

⑪ 

⑪ 



収

項 目

会費

過年度分

本年度分

賛助会費

「応用心理士」関係

審査料

認定料

その他

雑収入

名簿作成積立金取り崩 し

計

前年度繰越金総額

名簿作成積立金

特別企画積立金

若手育成基金

前年度繰越金

ぷ巳泊1、

事務局だより

日本応用心理学会 2005年度予算案

(2 005 年 4 月 l 日 ~2006 年 3 月 3 1 日)

入 支

予算額 前年度決算額 項 目

5，760，000 5，616，000 第 72回大会補助費

480，000 80名 366，000 学会賞 ・奨励賞

5，280，000 880名 5，250，000 心理学諸学会連合

シンポジウム ・講演費謝金

研修会講師謝金

30，000 30，000 国際交流費

600，000 651，000 「応用心理士」関係経費

150，000 170，000 

450，000 480，000 委員会活動費

1，000 機関誌編集委員会

学会賞 ・奨励u選考委員会

200，000 247，241 シンポジウム委員会

1，000，000 国際交流委員会

広報委員会

研修委員会

倫理委員会

諸規程整備検討委員会

若手研究者支援委員会

印刷費

機関誌

広報関係

名簿作成費

その他

通信費

機関誌郵送費

広報関係郵送費

その他

常任理事交通費

事務局運営費

事務局委託費

大会参加 Webシステム開発費

選挙関連(通信費を含む)

予備費

6，590，000 7，544，241 

8，811，119 7，530，856 次年度繰越金総額

1，500，000 500，000 名簿作成積立金

2，000，000 2，000，000 特別企画積立金

1，400，000 若手育成基金

3，911，119 5，030，856 次年度繰越金

15，401，119 15，075，097 ぷIコ泊、

( 153 ) 

出

予算額 前年度決算書:[j

700，000 700，000 

100，000 50，000 

60，000 45，000 

200，000 160，000 

100，000 60，000 

300，000 。
200，000 192，924 

1，400，000 827，031 

250，000 230，537 

50，000 33，604 

250，000 266，632 

400，000 101，320 

100，000 42，215 

150，000 120.193 

100，000 3，680 

50，000 。
50，000 28，850 

2，200，000 2，108，488 

1，500，000 518，280 

300，000 92，610 

1，156，117 

400，000 341，481 

750，000 210，695 

200，000 53，760 

250，000 84，840 

300，000 72，095 

750，000 469，320 

700，000 609，470 

800，000 268，250 

562，800 

500，000 
741，119 。

9，501，119 6，263，978 

5，900，000 8，811，119 I 
2，000，000 1，500，000 

2，500，000 

1，400，000 1，400，000 。3，911，119 I 

15，401，119 15，075，097 
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日本応用心理学会会則

(名称)

第 l条本会は日本応用心理学会 (The]apan Association of Applied Psychology)と称する。

(目的)

第 2条本会は応用心理学の研究の発展を促進し，隣接諸科学との交流を図り ，もってわが国の文化と福祉の

向上発展に貢献することを目的とする。

(事業)

第 3条本会は前条の目的を達成1るために下記の事業を行う。

(1 ) 応用心理学の研究に闘する諸業務との連絡，新分野の開拓，会員の親和増進

(2) 機関誌，その他の刊行物の編集および刊行

(3) 大会その他の必要な会合の開催

(4) 本学会認定 「応用心理士」の資格認定

(5) 外部からの要請による斯学研究および応用業務の受託あるいは斡旋

(6) その他必要な事業

(会員)

第 4条本会の会員は，正会員，名誉会員，賛助会員，および学生会員とする。

本会に入会しようとする者は，正会員および名誉会員の推薦により所定の手続きを経て，常任理事会

の承認を得ることとする。

2 正会員の入会資格は，次のとおりとする。

(1) 四年制以上の大学で心理学およびその隣接分野を専攻した者

(2) 第 1号に準じる者

正会員の会費は年額 6，000円とする。

3 名誉会員は，本会のために著しい功績があった正会員で，理事会の議を経て，総会の承認を得た者と

する。なお，名誉会員は会費を納める義務を有しなし、。

4 賛助会員は本会の事業に賛同し，理事会の承認を経て，所定の会費をもって本会の事業に財政的援助

をする者とする。

賛助会員の会費は，年額 l万円以上とする。

5 学生会員は，四年制以上の大学で，心理学およびその隣接分野を専攻 している 4年次以上の学部在籍

中の学生とする。

学生会員である者が，正会員と して入会を希望する場合は改めて入会の申請を必要とする。

学生会員は，正会員の連名者として本学会大会の発表者となることができる。

学生会員は，正会員と同様に機関誌，ニュ ーズレタ ー等の配布，会務連絡を受けることができるが，

応用心理学研究掲載諸報告の連名者となることはできない。

(役員)

また本会の業務に関する選挙権，被選挙権を有しなし、。

学生会員の会費は正会員の 2分の lとする。

第 5条本会に次の役員を置く。理事長 1名，高IJ理事長 l名，理事(盟事長 ・副理事長を含む)36名，監事 2

名。

2 役員の任期は 3か年とし，再任を妨けない。

3 役員の決定は別に定める役員選出 ・選挙規程による。

(理事長 ・副理事長)
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第 6条盟事長および副理事長は常任理事の互選により選出される。

2 理事長は本会の業務を総理し，本会を代表する。

3 ;IJ理事長は理事長を補佐し，理事長に事故あるときはこれに代わる。

(理事 ・監事)

第 7条理事および監事は会員の中から互選により選出される。

2 理事は理事長および副理事長とともに理事会を構成し，本会の運営にあたる。

3 理事は互選により，常任理事 15名を選出する。常任理事は理事長および副理事長とともに常任理事

会を構成し，理事会の委託を受けて本会の運官を常H寺担当する。

4 監事は本会の会計および運営に関する監査にあたる。

(事務局長)

第 8条事務局長は理事長の指名による。

2 事務局長は会の事務を統括する。

3 事務局長は第 7条の規定にかかわらず，その在任中は常任理事に就任する。

(事務局幹事)

第 9条本会事務の必要に応じ，事務局に事務局幹事若干名を置く。事務局幹事は会員の中から理事長が委嘱

する。

(1m事会 ・常任理事会)

第10条理事会および常任理事会は理事長が招集しその議長となる。

2 理事会および常任理事会は，それぞれ総員の半数以上の出席がなければ，議事を聞き議決1ることが

できなし、。ただし，欠席者の委任状は出席者数に加える。

3 議事は出席者の過半数でこれを決し，可否同数のときは議長が決する。

(委員会)

第11条本会の目的達成のために必要あるときは，委員会を設けることができる。

(大会)

第12条本会は，大会委員長のもとに毎年度 l回大会を行う。

2 大会委員長は，理事会が推薦し，理事長が総会に諮って決定する。大会委員長の任期は，前年度大会

終了の翌日から当該大会終了の日までとする。

3 大会委員長は，第 7条の規定にかかわらず，その在任中は常任理事に就任する。

4 大会委員長(大会当番機関)は，当該大会の前々年度総会において決定する。

(総会)

第13条総会は年 l回開催の本会大会時に聞く 。ただし理事長において必要があると認めるときは臨時総会を

聞くことができる。

(退会および除名)

第14条会員が退会を希望する場合には，退会届けを提出しなければならない。

2 会員が不都合な行為をした場合は，理事会の議決によってこれを除名することができる。

所定の会費を一定期間以上納入しない会員については，常任理事会の議を経て，退会さ せることができ

る。

(事務局)

第15条本会事務局を当分の間，東京都新宿区高田馬場 4-4一19 (株)国際文献印刷社内

(電話 03-5389-6491，FAX 03-3368-2822)に置く。

2 事務局には，事務局長， 事務局幹事および局員若干名を置く。

(補自1])

第16条本会の運営に必要な規模は，常任理事会の発議により理事会において決定する。
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第17条 この会則の改正は，総会に出席した正会員の 3分の 2以上の同意を必要とする。

付J'lIJ 1 本会則は平成 12年 9月9日より 実施する。

2 本会則は平成 14年 9月8日より改正施行する。ただし，新役員の就任は平成 15年 4月 1日とサ

る。

3 本会則は平成 17年 9月4日より改正施行する。



(目的)

事務!口iだよ り

日本応用心理学会

役員選出・選挙規程

( 157 ) 

第 1条本規程は，日本応用心理学会会WJ第 5条 ・第6条および第 7条にもとづき，役員選出並びに役員選挙

について定める。

(選挙管理)

第 2条新役員の選出は，改選年度の常任理事会の責任において実施される。

2 役員選挙の執行管理は，選挙管盟委員会に委嘱する。

3 選挙管盟委員会の委員長は，事務局長がこれにあたる。

4 委員長は，常任盟事および盟事より委員若干名を指名する。

5 選挙管理委員会は，12月までに理事 ・監事の選挙結果を，翌年 3月までに常任理事 ・理事長の選挙

結果および副理事長について， それぞれ常任理事会へ報告するものとする。

(選挙台帳)

第 3条選挙管理委員会は投票日から 2か月前現在の正会員の名簿により選挙台帳を作成する。

2 前年度までの会費を納入していない者は，選挙台帳から除くものとする。

3 理事および監事選挙の選挙人 ・被選挙人は，選挙台帳記載者とする。

(理事の選出)

第 4条会則第 5条に定める理事 36名のうち， 24名は会員の選挙により， 12名は選挙台帳記載者の中から

現常任理事会の推薦によって選出する。

2 理事選挙の投票は，5名il記 ・無記名 ・郵送によるもの とする。投票は送付された投票用紙を用い，

指定の日付までに指定の場所に到着 したものをも って有効とする。

3 理事当選の決定は得票順とする。同点者の生 じた場合は抽選により決定する。辞退者が生じた場合は

次点者を繰り上げ当選とする。

第 4条新理事会成立後に欠員が生じた場合は，その補充を行わない。

(監事の選出)

第 5条会則第 5条に定める監事 2名は会員の選挙によ り選出する。

2 監事の投票は，単記 ・無記名とし，盟事の投票と同時に行う。

3 監事 ・理事の双方に当選した場合は，理事の当選を優先とする。辞退者が生じた場合は次点者を繰り

上げ当選とする。

〔常任理事の選出)

第 6条 会則第 7条に定める常任理事 15名は，理事の選挙によって選出する。

2 常任理事選挙の投票は， 3名連記 ・無記名 ・郵送による ものとする。投票は送付された投票用紙を用

い，指定の日付までに指定の場所に到着 した ものをも って有効とする。

3 常任盟事当選の決定は得票順とする。同点者の生じた場合は抽選により決定する。辞退者が生じた場

合は次点者を繰り上げ当選とする。

4 新常任理事会成立後，何らかの事由により常任理事の欠員が生じた場合は，次点者をもって補い，そ

の任期は前任者の残りの期間とする。

(理事長の選出)

第 7条理事長は，常任理事の選挙によ って選出する。

2 理事長選挙の投票は，単記 ・無記名とし，常任理事会の席上で行う。理事長の決定は最高の得票を得
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た者とする。最高得票を得た者が 2名以上いる場合には，決選投票を行うものとする。

(副理事長の選出)

第 8条副理事長は，常任理事の中から理事長が指名する。

(補目IJ)

第 9条 ここに定めた以外の問題が生じた場合は，選挙管理委員会が原案を作成し，常任理事会において決定

するものとする。

付則 本規程は平成 17年 9月4日より施行する。
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若手研究者支援策

l 研究発表費の援助

院生が研究発表する場合，ポスターおよび口頭による責任発表者(正会員)には，従来の発表費 3千

円を全額援助 (~!lli料)する 。

2 企画責任者への支援

自主シンポジウム， ワークショ y プ， トークイン， ラウンドテーブル等の各種企画については， 企

画 ・立案者および発表者の半数以上が院生(正会員)によって構成されていると認められたものを対

象に，その企画責任者に 2万円の補助を行う。

3 非会員(学部生・院生)の大会当日参加 ・特別優遇措置

附則

正会員が，非会員である学部生，院生を同伴して大会当日参加をする場合は， 一人につき 2千円を補

助する。この場合，当該正会員は，当日，受付にて用意された書類を提出する と共に，非会員の学生

は学生証を提示する必要がある。

l 証明書の提示(送付)方法

支援案 lの措置を受けようと思う院生は，大会開催年度の 4月l日以降発行の学生証のコピーを，

「大会受付事務局J(国際文献印刷社内)に送付する必要がある。ま た，支援案 2の適用を受けようと

する者は，企画・立案責任者が発表者の人数とその半数が院生であることを証明サる学生証のコピー

を， I大会受付事務局J(国際文献印刷社内)に送付する必要がある。

2 本案は，平成 18年度の大会より施行する。

若手研究者支援委員会 委員長

回之内厚三


	JJAP31-2_077
	JJAP31-2_078
	JJAP31-2_079
	JJAP31-2_080
	JJAP31-2_081
	JJAP31-2_082
	JJAP31-2_083
	JJAP31-2_084
	JJAP31-2_085
	JJAP31-2_086
	JJAP31-2_087
	JJAP31-2_088
	JJAP31-2_089
	JJAP31-2_090
	JJAP31-2_091
	JJAP31-2_092
	JJAP31-2_093
	JJAP31-2_094
	JJAP31-2_095
	JJAP31-2_096
	JJAP31-2_097

