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2014年度第 5回常任理事会：議事録

日時：2015年 3月 15日（日） 14 時 00 分~17

時 00分

場 所：日本体育大学世田谷キャンパス 5階大

会議室

出席者：藤田主一理事長．谷口泰富副理事長

浮谷秀一，川本利恵子，内藤哲雄．深澤

伸幸， 向井希宏，蓮花一己（各常任理

事）

事務局：宇部弘子（事務局長），福場久美子（幹

事），鈴木悠介 （幹事）， 小川拓郎 （幹

事） （敬称略）

I 報告事項

1. 理事長の挨拶（藤田主一理事長）

• 藤森立男氏の ご冥福をお祈りして全員で黙祷

を捧げた。

2. 各委員会報告

1)機関誌編集委員会（深澤伸幸委員長）

• 第 40 巻 3 号 は， 3 月末~4 月中旬ごろ に会員

へ配布する予定である。

• 投稿論文数の増加に伴い，紙面数を 80頁から

100頁にする ことで生じる 印刷製本費の価格改

定への対応について説明があった。

・電子投稿シス テム運用に要する費用について，

国際文献社か らの増額要請についての報告が

あった。

2)企画委員会（代理：宇部弘子事務局長）

• 2014年 12月 14日 （日） に立正大学品川 キャ

ンパス にて 開催された公開シンポジウムの

テープ起こし は完了 している。

3)広報委員会（浮谷秀一委員長）

・『応用心理学のク ロスロ ー ド』No.7は.4月中

に発行する予定である。

4)「応用心理士」認定審査委員会（内藤哲雄委員

長）

• 2014年後期申請者の審査を行った。

s)国際交流委員会 （蓮花一己委員長）

• 第 28 回国際応用心理学会の英文特集号は． 来

年度に発行する予定である。

6)若手研究者支援委員会（向井希宏委員長）

• 特になし。
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7)学会賞選考委員会（優秀大会発表質を含む）

（川本利恵子委員長）

• 第 8 1 回大会に お け る 優秀大会発表質の審査は

終了している。

8)学会活性化委員会（代理：宇部弘子事務局長）

・資料に基づき，本学会の活性化について短期

的方策 • 中長期的方策の説明 と ， 新規の提案

事項の説明があった。

9)倫理委員会（谷口泰富委員長）

• 特になし。

3. 日本心理学諸学会連合について（代理：藤田主

ー理事長）

・心理職の国家資格の経緯については， 6月 14

日（日）に予定されている日本心理学諸連合

理事会での報告を待つこ とになった。

4. 心理学検定（代理：藤田主一理事長）

• 2015年 1月 1日（木）から， 小林剛史氏を本

学会推薦の心理学検定運営委員に任命 した旨

の報告があった。

5. 2014年度第 81回大会について（向井希宏大会

委員長）

• 日本応用心理学会第 81回大会の収支報告が

あった。

6. 2015年度第 82回大会について（代理：宇部弘

子事務局長）

• 大会第 1号通信は 4月上旬に会員に向けて

メール送信する予定である。

• 大会準備委員会事務局長が川田裕次郎氏から

鈴木公啓氏に交替 したこと が報告された。

7. 常任理事および理事長 ・副理事長選挙の結果に

ついて（宇部弘子選挙管理委員長）

• 2015年 2月 14日（士）に日本体育大学会議室

にて，常任理事選挙の開票が行われた。郵送

数 35通有効投票 35通で， 9名の常任理事が

決定した。

• 2015年 3月 15(日）に日本体育大学会議室に

て，理事長・副理事長選挙の開票が行われた。

有効投票数 7票で，理事長に藤田主一氏， 副

理事長に谷口泰富氏が決定 した。

8. 事務委託費について （宇部弘子事務局長）

• 2015年度より会費申請手続きの変更に伴い，

委託費の見直 しの報告があった。
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9. その他

• 特になし

II 審議事項

1. 「第 81回大会優秀発表賞」に関する件 （川本利

恵子委員長）

・2014年度日本応用心理学会第 81回大会「優秀

大会発表賀」の第 5部門の変更が報告された。

2. 年会費の納付方法に関する件（藤田主一理事

長）

• 2015年度からの会費値上げについて，「一般会

員会費補助申請書」「院生継続申請書」「院生

会員申請書」「退会届」の新しい書式が提案さ

れた。

3. 名誉会員候補に関する件（藤田主一理事長）

• 井上孝代氏森下高治氏が候補者として推挙

され，審議の結果，承認された。

4. 新入会員審査および会員移動に関する件 （宇部

弘子事務局長）

・11名の新入会の申請があり ，その結果 l名保

留，その他全員が承認された。

木下雅博岩見広一，朴 賢晶内黛鈴

木宏幸，縄田健悟， 山口裕之，李正姫，黄

麗華，大坪陽子（順不同，敬称略）

5. その他

1)『現代社会と応用心理学』（全 7巻）の進渉状

況について

• 福村出版の宮下基幸氏より絹集の進渉状況が

説明された。本年 9月の第 82回大会までに残

りの 5巻（「学校」「健康」「職場」「メディア」

「高齢社会」）を発刊する ことを目標としてい

る。

※次回の常任理事会は，2015年 4月 19日（日）

14時から日本体育大学にて開催する予定であ

る。

2015年度第 1回常任理事会：議事録

日 時：2015年4月 19日（日） 1 4 時 00 分~17 時

00分

場 所：日本体育大学世田谷キャンパス 5階中

会議室

出席者：藤田主一理事長，谷口泰富副理事長

伊坂裕子，角 山 剛，田中真介，外島

裕，深澤伸幸，古屋健，蓮花一己（各

常任理事），小林剛史（心理学検定委員）

事務局：宇部弘子（事務局長），福場久美子（幹

事），小川拓郎（幹事）

I 報告事項

］．理事長挨拶（藤田主一理事長）

• 常任理事会の出席者へ感謝の言葉が述べられ

た。

2. 出席者の自己紹介

・出席された先生方の自己紹介が行われた。

3. 委嘱書の授与（藤田主一理事長）

• 藤田理事長より，各委員会委員長へ委嘱書が

授与された。

4. 各委員会報告

1)機関誌編集委員会（深澤伸幸委員長）

・機関誌編集員会の構成メンバー案が報告され

た。

• 投稿論文数の増加に伴い，紙面数 80頁から

100頁にすることで生じる 印刷製本費の価格改

定への対応について説明があった。

• 国際文献社から電子投稿システム運用に要す

る費用の増額要請あった旨が報告された。

2)企画委員会（角山剛委員長）

• 第 82回大会の「日本応用心理学会第 14回研

修会」の詳細はホームページに掲示している。

• 企画委員会の構成メンバーについては現在，

検討中である。

• 2015年度のシンポジウム企画について検討中

である。

3)広報委員会（田中真介委員長）

• 広報委員会の活動の見通しと概要について報

告があった。

•広報委員会の副委員長に軽部幸浩先生が決定

し，委員のメンバーは現在，検討中である。

4)「応用心理士」認定審査委員会 （外島裕委員

長）

• 委員会の構成メンバーについては現在，検討

中である。

s)国際交流委員会（蓮花一己委員長）

• 委員会の構成メンバーについて報告があった。

• 英文特集号の受付が開始されたが，国際応用

心理学会への参加証明書と採択証明書を添付

することの重要性が述べられた。

6)学会賞選考委員会（優秀大会発表賞を含む）
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（伊坂裕子委員長）

•優秀大会発表賞の投票者数を増やす方法．投

票方法を検討中である。

7)学会活性・研究支援委員会（古屋健委員長）

• 委員会の構成メンバーについては現在，検討

中である。

8)倫理委員会 （谷口泰富委員長）

・文部科学省から，人間を対象とする研究にお

ける倫理規定が厳しくなっていることから，

倫理委員会の重要性について述べられた。

・現在．倫理委員会で検討 しなければならない

問題は生じていないとの報告があった。

5. 日本心理学諸学会連合について（藤田主一理事

長）

• 日本心理学諸学会連合の上野一彦理事長より

配布された資料は，メ ー）レニュ ースとホーム

ページに掲載されている。

6. 心理学検定について（小林剛史運営委員）

・心理学検定について，第 1回～第 7回までの

申込者数および実態，領域．受験方法などの

報告があった。また．第 7回心理学検定結果

の概要検定局員 公式問題集，キーワ ー ド

集などの近況報告が説明された。

7. 2015年度第 82回大会について（角山剛大会委

員長）

• 第 1号通信の発送が終わり，ホームページを

更新した。

・シンポジウム，特別講演について検討中である。

• 大会準備委員会事務局長が）II田裕次郎氏から

鈴木公啓氏に交替した。

8. 2016年度第 83回大会について（藤田主一理事

長）

• 第 83回大会（札幌市立大学）の開催日程は，

9月 3,4 (土，日）の予定である。

9. 名誉会員の推挙について（藤田主一理事長）

•藤田主一理事長 より井上孝代氏． 森下高治氏

を名誉会員として推挙するという報告があっ

た。

10. 事務局 との委託契約について（宇部弘子事務局

長）

• 2015年度より申請手続きの変更に伴い． 委託

費値上げの報告があった。

11. その他

• 特になし

II 審議事項：

1. 新体制の委員会活動に関する件（藤田主一理事

長）

• 各委員会の活動の説明と検討事項の提案が

あった。

2. 日本学術振興会からの推薦に関する件（藤田主

ー理事長）

• 日本学術振興会から育志賞受質者候補の推薦

の依頼通知について説明があった。

3. 新入会員審査および会員移動に関する件（宇部

弘子事務局長）

• 水野壽子氏より終身会員への申請があり， 審

議の結果，承認さ れた。

• 久野美智代氏の院生会員継続申請， 小野洋平

氏と上原之映氏の一般会員会費補助申請があ

り審議の結果，承認された。

・16名の新入会員申請の審議の結果，全員が承

認された。

利根川幸子，静間健人，西坂美沙枝，矢崎利

加 仙波亮一，大工泰裕，鈴木公啓，内海裕

里花，新延知美， 林直保子，白石奈津栄，松

原真弓高栖朝子，阿部光弘，山本恵美子，

五十嵐彩那（順不同，敬称略）

4. 次回の第 2回常任理事会日程に関する件

※次回の常任理事会 は， 2015年 7月 26日（日）

14時から日本体育大学にて開催する予定であ

る。

III その他

・常任理事会出席者の集合写真を撮影した。

日本応用心理学会役員選挙結果

選挙管理委員会委員長 宇部弘子

本学会の役員選挙は，2014年 9月より準備に取

りかかり， 10月の理事 ・監事選挙か ら始まりま し

た。10月 1日（水） 付で有権者 (2014年 8月 20日

（水）までに 2013年度の年会費納入済会員，および

2014年度新入会員，総計 1,038名）に選挙人名簿な

らびに投票用紙等の書類を郵送 しました。10月 20

日（月）投票締切りの結果，返信された有効投票数

は248通（投票率 23.9%) で した。11月 1日（土）

に開票が行われ，新理事候補 27名および新監事候
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補 2名が決まりま した。1名の新理事候補が辞退さ

れ，次点者が繰り上げ当選になりました。次に，

2014年 12月 14日（日）の常任理事会において，

現常任理事による推薦理事候補 9名が決められ，全

員の候補者から承諾が得られま したので最終的に

36名の新理事と 2名の新監事が決まりました。

新理事 35名 (1名の欠員は藤森立男氏の ご逝去

による）による新常任理事選挙は， 2015年 1月下

旬から 2月にかけて実施されました。2月 14日

（土）に開票が行われ，9名の新常任理事候補が決

まりました。承諾書を提出 していただ＜段階で，1

名が新常任理事就任を辞退されましたので，次点者

が繰り上げ当選になりま した。

新常任理事による理事長選挙は， 3月 15日（日）

に直接投票で行われました。当日欠席された新常任

理事が 2名おられましたので， 7名の投票によって

藤田主一氏が新理事長に決まりました。その席上で

新理事長から新副理事長に谷口泰富氏が指名されま

した。

理事 ・監事選挙，常任理事選挙，理事長選挙とも

に開票はすべて日本体育大学会議室で行われまし

た。なお，選挙管理委員会は，委員長に宇部弘子，

委員に田之内厚三，軽部幸浩，荻野七重の各氏，幹

事に福場久美子氏が就任しました。

理事・監事選挙結果

（敬称略，同投票数の場合は五十音順）

理事・監事選挙

有権者数（投票用紙送付数）

返信総数（封筒数）

有効返信数（封筒数）

1,038名

252通

（投票率 24.3%)

248通

（有効投票率 23.9%)

無効返信数（封筒数） 4通

（締切後猶：3通，消印無： 1通）

理事選挙結果

投票総数

有効投票数

無効投票数

白票数

（順位】【氏名】

藤田主一

1,240票 (248通 XS名連記）

1,098票

0票

142票

（得票数】【開票結果】（諾否】

100 当選 承諾

2 谷口泰富

3 浮谷秀一

4 蓮花一己

5 森脇保彦

6 上瀬由美子

7 木村友昭

8 外島裕

9 内藤哲雄 26 

10 軽部幸浩 24 

11 市川優一郎 22 

12 古屋健 22 

13 松田浩平 22 

14 川名好裕 21 

15 向井希宏 21 

16 伊坂裕子 20 

17 いとうたけひこ 20 

18 沢宮容子 20 

19 深澤伸幸 20 

20 森下高治 20 

21 臼井伸之介 19 

22 藤森立男 18 

23 井上孝代 17 

24 楠本恭久 17 

25 大坊郁夫 17 

／ 川本利恵子

26 八木善彦

27 尾入正哲

8

9

0

1

2

3

 

2

2

3

3

3

3

 

阿南あゆみ

内山伊知郎

角山剛

北川公路

桐生正幸

田中真介

34 松浦常夫

35 谷口淳一

36 山本勝則

監事選挙結果

投票総数

有効投票数

無効投票数

白票数

7

3

0

9

8

8

8

 

3

3

3

2

2

2

2

 

4

4

3

 

l

l

l

 

当選 承諾

当選 承諾

当選 承諾

当選 承諾

当選 承諾

当選 承諾

当選 承諾

当選 承諾

当選 承諾

当選 承諾

当選 承諾

当選 承諾

当選 承諾

当選 承諾

当選 承諾

当選 承諾

当選 承諾

当選 承諾

当選 承諾

当選 承諾

当選 承諾

当選 承諾

当選 承諾

当選 承諾

当選 （辞退）

当選 承諾

次点 承諾

薦

薦

薦

薦

薦

薦

推

推

推

推

推

推

承諾

承諾

承諾

承諾

承諾

承諾

推薦 承諾

推薦 承諾

推薦 承諾

248票 (248通 X1名単記）

2,481票

0票

46票
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【順位】【氏名】 【得票数】【開票結果】【諾否】 2 藤田主一 28 当選 承諾

田之内厚三 48 当選 承諾 3 谷口泰富 26 当選 承諾

2 加藤博己 26 当選 承諾 4 田中真介 24 当選 承諾

5 外島裕 18 当選 承諾

常任理事選挙結果 6 伊坂裕子 15 当選 承諾

（敬称略，同投票数の場合は五十音順） 7 古屋健 13 当選 承諾

／ 大坊郁夫 12 当選 （辞退）

常任理事選挙 8 蓮花一己 ， 当選 承諾

有権者数（投票用紙送付数） 35名 ， 角山剛 ， 次点 承諾

返信総数（封筒数） 35通
理事長選挙結果

（投票率 100%)

有効返信数（封筒数） 35通
（敬称略，同投票数の場合は五十音順）

（有効投票率 100%) 理事長選挙結果

無効返信数（封筒数） 0通 有権者数 9名

常任理事選挙結果 投票数 7票 (1名単記）

投票総数 315票 (35通 X9名連記） 有効投票数 7 坦示

有効投票数 315票 白票数 0票

無効投票数 0票

白票数 41票 【順位】【氏名】 【得票数】【開票結果】【諾否】

藤田主一 7 当選 承諾

【順位】【氏名】 【得票数】【開票結果】【諾否】

深澤伸幸 28 当選 承諾 以上
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日本応用心理学会 役員・事務局体制

（任期：2015年4月1日-2018年3月31日）

理事長： 藤田主一

副理事長：谷口 泰富

理 事： 阿南あゆみ

臼井伸之介

川名好裕

大坊郁夫

伊坂裕子＊

内山伊知郎

北川公路

田中 真介 ＊

古屋 健＊松浦常夫

八木善彦 山本勝則

監 事：加藤博己 田之内厚三

事務 局長： 宇部弘子

事務局幹事：小川 拓郎 福場久美子

市川優一郎 いとうたけひこ

尾入正哲 角山 剛＊

木村友昭 桐生正幸

谷口淳一 外島 裕＊

松田浩平 向井希宏

蓮花 一己＊

井上孝代

上瀬由美子

楠本恭久

内藤哲雄

森下高治

浮谷秀一

軽部幸浩

沢宮容子

深澤伸幸＊

森脇保彦

（敬称略，五十音順，＊は常任理事）

委員会

機関誌編集委員会 深澤伸幸委員長

企画委員会 角山剛委員長

広報委員会 田中真介委員長

「応用心理士」認定審査委員会 外島裕委員長

国際交流委員会 蓮花一己委員長

学会貨選考委員会 伊坂裕子委員長

学会活性・研究支援委員会 古屋健委員長

倫理委員会 谷口泰富委員長

日本心理学諸学会連合理事 藤田主ー •谷口泰富

心理学検定運営委員 小林剛史
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