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1. ごあいさつ 

 

一般社団法人 日本公認心理師養成機関連盟 

事務局長  川畑 直人 

 

 

2020年度は、国中が、そして世界中が、新型コロナウイルス感染症に翻弄された 1年でした。公

認心理師を養成する機関も例外ではなく、公認心理師養成が始まって間もない試行錯誤のさなか、

さらに変則的な対応が求められたことは、大きな試練でした。 

そうしたなかで、本連盟としては、いち早く遠隔授業・実習についての提案をまとめられたこと、そ

して、これまで積み重ねてきた実習・演習に関する検討と、それに立脚する研修を続けられたこと

により、ささやかながら存在意義を示すことができたのではないかと自負しております。これも皆さま

のご指導・ご鞭撻の賜物と、深く感謝申し上げます。 

さて、公認心理師試験の経過措置が終了し、正規の養成カリキュラムを修めた者が、受験資格

取得者の中心になる時期が、いよいよ迫ってまいりました。それは、私たち養成機関の教育の成果

が試されることであり、様々な見直し作業も見据えなければなりません。ここに年度の報告書を発行

致しますとともに、養成のさらなる精度を上げるために、皆様からのご指摘、ご助言をいただけます

よう、心よりお願い申し上げます。 
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2. 組織概要 

 

 

1) 名称及び設立年 

 

公認心理師養成機関連盟 設立年 2018年 6月 24日 

一般社団法人日本公認心理師養成機関連盟 設立年 2019年 4月 1日  

 

2) 会員数 

 

（2021年 3月 31日現在） 

正会員 160機関 

個人賛助会員 51名 

団体賛助会員 7団体 

 

3) 事務局 

 

一般社団法人 公認心理師養成機関連盟 事務所 

〒169-0075 東京都新宿区高田馬場 3-2-14-414 

TEL 03-6908-8480 / FAX 03-6908-8485 

E-mail info@kouyouren.jp 

ホームページ https://kouyouren.jp/ 

 

4) 役員（任期：2019年 4月 1日～2021年通常総会） 

 

会長 鶴 光代 (東京福祉大学) 

副会長 佐藤 隆夫 (立命館大学) 

 石隈 利紀 (東京成徳大学) 

常務理事 野島 一彦 （跡見学園女子大学） 

理事 川畑 直人 （京都文教大学） ＊事務局長 

 井村 修 （奈良大学） 

 岡本 祐子 （HICP東広島心理臨床研究室・広島大学） 

 針塚 進 （筑紫女学園大学） 

 藤城 有美子 （駒沢女子大学） 

 元永 拓郎 （帝京大学） 

監事 山口 豊一 （聖徳大学）  

 吉武 久美子 （長崎純心大学） 
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3. この 1年の本連盟の活動 

 

 

2020年 5月～2021年 3月の本連盟の活動は、以下の通りである。 

 

2020年（4月）～6月 

新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、養成機関の対応を把握し、今後の対応を検討するこ

とを目的として、2020 年 4 月から 6 月にかけて正会員を対象に緊急アンケート（期間中継続

回答）を実施した。得られた情報はホームページで公開し、変化する事態・対応を共有するた

め、随時更新を行った。 

2020年 5月 24日（日）10:00～11:30 

一般社団法人日本公認心理師養成機関連盟 第 2回総会（通常総会） 

於． ワイム貸会議室四谷三丁目 4階 Room H 

2020年 5月 24日（日）12:30～16:30 

第 5回研修会 中止 

テーマ： 実習機関と養成機関の連携 2 

大学「実習の現状と実習演習担当教員への期待」 

於． 跡見学園女子大学文京キャンパス 

中止理由： 新型コロナウイルス感染症の流行に伴い中止された 

2020年 10月 25日（日）10:00～17:00 

第 6回研修会 オンライン開催 参加者 173名 

テーマ： 実習及び演習を担当する教員研修〈総論〉 

配信会場． 一般社団法人日本公認心理師協会 会議室 

2021年 3月 14日（日）10:00～17:00 

第 7回研修会 オンライン開催 参加者 156名 

テーマ： 実習及び演習を担当する教員研修〈各論〉 

配信会場． 一般社団法人日本公認心理師協会 会議室 

＊  ＊  ＊ 

2020年度理事会開催 

 第 1 回(2020 年 5 月 23 日)から第 6 回(2021 年 3 月 13 日)まで開催し、連盟の運営・業務執

行について審議・協議・報告を行った。 

2019年度監査 

 理事の業務執行状況と会計処理・財務状況等について、監事が監査を行い、監査報告書を

会長に提出し、理事会、総会にて報告した。 
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実習演習検討委員会の活動 

『大学の心理演習・心理実習の手引き：大学教員用（大学）2019 年版（2020 年 1 月）』の追

加資料として、『大学課程（学部）「実習評価の考え方」（2021 年 1 月版）』を作成し、ホーム

ページにて会員に公開した。 

また、大学課程における「心理実習」の実習指導マニュアルの改訂に向けて、2021 年 3 月

下旬より、正会員の各大学における「心理実習」についてウェブ調査を実施した。「心理実習」

の実習指導マニュアルは、2021 年度改訂を予定している。 

広報委員会の活動 

『年次報告書 2020年度版〈2019年 7月～2020年 5月〉』を発刊した。 

また、2020年度内に第 14～15号のニュースレターを発行した。 

メールニュースの配信 

 本連盟の活動および公認心理師養成等に係る情報について、随時、メールニュースの配信

を行った。 

関連団体との交流 

関連団体・機関との交流、研修会講師派遣依頼、情報提示・交換、「令和 2 年度障害者総合

福祉推進事業」（事業実施法人：一般社団法人日本公認心理師協会）への協力、「こころの広

場」（発行：一般社団法人日本心理臨床学会）への寄稿（「公認心理師養成機関の情報」）、

児童虐待防止対策関係団体としての活動（協力依頼：厚生労働省子ども家庭局）等を行った。 

ホームページ掲載の正会員情報の整備 

受験生等が公認心理師を養成している機関を検索しやすいよう、ホームページ掲載の正会

員情報の整備を行った。 
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4. 公認心理師及びその養成をめぐるこの 1年の動き 

 

 

2020年 5月～2021年 3月の公認心理師及びその養成をめぐる動きは、以下の通りである。 

 

2020年 6月 

［文部科学省・厚生労働省］新型コロナウイルス感染症の発生に伴う医療関係職種等の各学

校、養成所及び養成施設等の対応について（事務連絡） 

［文部科学省］新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえた大学等の授業の実施状況（調査

報告） 

［文部科学省］大学等における新型コロナウイルス感染症への対応ガイドラインについて（周

知） 

2020年 7月 

［文部科学省］実習・実技科目を中心とした、After コロナの時代の「新しい学びの姿」オンライ

ンセミナー（動画作成・公開） 

［心理研修センター］延期された第 3 回公認心理師試験の試験日（6 月 21 日➡12 月 20 日）

が官報にて公示 

［文部科学省］本年度後期や次年度の各授業科目の実施方法に係る留意点について（事務

連絡） 

［官報］今後の公認心理師試験のスケジュール（予定） 

2020年 9月 

［文部科学省］大学等における本年度後期等の授業の実施と新型コロナウイルス感染症の感

染防止対策について（周知） 

2020年 10月 

［厚生労働省］令和 2年度「児童虐待防止推進月間」の実施について（協力依頼） 

2020年 11月 

［公認心理師制度推進室］新型コロナウイルス感染症の影響により実習内容等に変更が生じ

た際の対応について（日本公認心理師養成機関連盟第 6回研修会の質疑応答補足） 

［厚生労働省］オンライン「子どもの虐待防止推進全国フォーラム」広報 

2020年 12月 

［文部科学省・厚生労働省］「公認心理師法第 7条第 1号及び第 2号に規定する公認心理師

となるために必要な科目の確認について」の一部改正について（周知） 

第 3回公認心理師試験 

2021年 1月 

［文部科学省］大学等における新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するための取組
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の徹底について（周知） 

2021年 2月 

第 3回公認心理師試験の合格発表 

2021年 3月 

第 4回公認心理師試験の日程公表 
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5. 第 5 回研修会 

 

 

2020 年 5 月 24 日（日）12時半～16 時半、跡見学園女子大学 文京キャンパス 2 号館 M2304

教場（東京都文京区）において、第 5 回研修会「実習の現状と実習演習担当教員への期待」の開

催を予定していたが、新型コロナウイルス感染症拡大防止と感染予防の観点から、秋頃まで開催

を延期した。しかし、その後も流行が続いたため、第 5回研修会の開催中止が決定された。 
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6. 第 6 回研修会 

 

 

2020 年 10 月 25 日（日）10 時～17 時、第 6 回研修会「実習及び演習を担当する教員研修〈総

論〉」が開催された。新型コロナウイルス感染症の流行が続く中、本連盟としては初のオンライン研

修会となった。 

午前の講演「公認心理師制度の現状と養成への期待」では、島田隆生先生（厚生労働省精神・

障害保健課公認心理師制度推進室：公認心理師専門官）を講師に迎えた。最初に、公認心理師

制度の現状についてご紹介いただき、次に、厚生労働省令和元年度障害者総合福祉推進事業

「公認心理師の養成や資質向上に向けた実習に関する調査」（事業実施者：国立精神・神経医療

研究センター）で得られた結果の紹介と解説が行われた。次いで、大学と大学院の実習制度のあり

方についてご説明いただいた。最後に、精神科医療やメンタルヘルスに関する事業などの動向を

踏まえて、公認心理師の今後の課題が論じられた。 

セッション 1「演習と実習の全体像」では、元永拓郎先生（理事・帝京大学）より、実習演習の総論

として、①公認心理師養成に必要なコンピテンシー（機能コンピテンシーと基盤コンピテンシー）、

②養成カリキュラムの理解、③演習実習の理解、④実習演習担当教員及び実習指導者の役割等

についての話題提供が行われた。その後、島田先生にコメンテーターをお願いし、元永先生との

対談形式で、まとめ及び質問、新型コロナウイルス感染症流行下での実習の実施などについて意

見交換がなされた。 

午後は、午前中の全体像をふまえての、科目別のセッションとした。まず、各セッションのオーガ

ナイザーが概論を説明し、続いて、会員機関より自校での実践事例が報告されたあと、参加者は 3

～4 名程度の小グループに分かれて、意見交換と情報共有を行った。最後に、報告者とオーガナ

イザーが、参加者から寄せられた質問等に回答した。 

セッション 2「『心理演習』総論」は、オーガナイザーが藤城有美子先生（理事・駒沢女子大学）、

実践事例報告が新井雅先生（跡見学園女子大学）であった。新井先生からは、心理演習の実施例

や、新型コロナウイルス感染症流行による実践の工夫などを、シラバスとともに極めて詳細かつ具

体的にご提示いただいた。 

セッション 3「『心理実習』総論」は、オーガナイザーが宮崎昭先生（実習演習検討委員・立正大

学）、実践事例報告が佐藤宏平先生（山形大学）であった。佐藤先生からは、公認心理師養成以

前から積み上げられてきた学部での実習実績を礎にして練り上げられた実習内容について、詳細

且つ具体的にご提示いただいた。 

セッション 4「『心理実践実習』総論」は、オーガナイザーが岡本祐子先生（実習演習検討委員／

理事・HICP 東広島心理臨床研究室／広島大学）、実践事例報告が松下姫歌先生（京都大学）で

あった。松下先生からは、指導の各局面で感じられる困難を、具体的かつ率直にお話をいただい

た。 

最後に、小グループで、実習演習について、会員間の意見・情報交換が行われた。 
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7. 第 7 回研修会 

 

 

2021年 3月 14日（日）10時より、第 7回研修会（2020年度）「実習及び演習を担当する教員研

修〈各論〉」をオンラインにて開催した。 

午前の講演「公認心理師制度と精神科医療の現状」では、島田隆生先生（厚生労働省精神・障

害保健課公認心理師制度推進室：公認心理師専門官）を講師に迎え、公認心理師制度の現場に

ついて、第 6 回研修会での質問等も考慮しながら解説していただいた。続いて、公認心理師が多

く従事している精神医療の現状や、新型コロナウイルス感染症に係るメンタルヘルスの調査結果、

こころの健康づくり対策事業（発達障がい、PTSD、自殺、依存症等）を踏まえながら、公認心理師

が求められる役割について説明があった。その上で、今後の公認心理師を対象とした実態調査等

の重要性についても示された。 

セッション 1「演習と実習の全体像（各論）」では、元永拓郎理事（帝京大学）より、実習演習の各

論について話題提供があった。主たる内容は、①公認心理師の理解、②コンピテンシー（基盤及

び機能コンピテンシー）と専門職としての基本的姿勢（態度、説明責任等）、③養成カリキュラムの

全体像の理解（学部と大学院それぞれの課題等）、④演習実習の内容理解（心理実習、心理演習、

心理実践実習の連携と運用等）、⑤実習演習担当教員及び実習指導者の役割と資質等、⑥新型

コロナウイルス下での工夫についてであった。その後、島田先生と元永先生との対談形式で、まと

め及び質問、会員校が判断に迷う事柄等についての解説が行われた。 

午後は、午前中の全体像をふまえての科目別セッションであった。最初に、各セッションのオー

ガナイザーが概論を説明し、続いて、各大学の代表者から実践事例の報告、その大学の実習施

設の実習指導者から実習に関する報告が行われた。その後、参加者は 3～4名程度の小グループ

に分かれて、当該科目についての意見交換と情報共有を行い、最後に、報告者とオーガナイザー

が、参加者から寄せられた質問等に回答した。 

セッション 2「心理演習」各論のオーガナイザーは佐藤宏平先生（実習演習検討委員・山形大学）

で、清水めぐみ先生（東北福祉大学）より実践事例「ロールプレイ」の報告、杉山雅宏先生（埼玉学

園大学）より実践事例「事例検討」の報告が行われた。清水先生からは、テキストを利用したロール

プレイの実践例について、成果や、テキスト利用の利点と課題等が報告された。杉山先生からは、

事例検討を実施するにあたっての工夫をと、学生の質向上への取り組みが報告された。 

セッション 3「心理実習」各論のオーガナイザーは武内智弥先生（実習演習検討委員・東京福祉

大学）で、実習担当教員の立場から川崎隆先生・小野貴美子先生（別府大学）、実習指導者の立

場から利光聡典先生（別府市総合教育センター）が実践事例報告を行った。川崎先生からは、実

習先の確保、事前学習の工夫、実習先の情報交換、実習報告、事後学習等の他、新型コロナウイ

ルス感染症流行による計画変更への対応についても報告された。これを受けて、利光先生から、

実習受け入れの経緯、実習内容の試行錯誤、今後の課題等についての報告がなされた。 

セッション 4「心理実践実習」各論のオーガナイザーは、樋口亜瑞佐先生（実習演習検討委員・

愛知教育大学）で、実習担当教員の立場から山口義枝先生（日本大学）、実習指導者の立場から

淵上奈緒子（平川病院）が実践事例報告を行った。山口先生からは、実習内容、実習のスキーム

等について報告された。これを受けて、淵上先生から実習指導の実際と、実習指導教員と連携し
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ながら問題点や課題を議論しながら解決し、院生の養成を行っているプロセスが示された。 

各セッションでは事例報告後に小グループでの意見・情報交換の時間を設け、セッション終了

後には、全体を通しての質問への回答時間をとり、事務手続きから実習指導の実際まで幅広い情

報交換が行われた。 
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8. 実習演習検討委員会の活動 

実習演習検討委員会 

委員長 野島 一彦 

副委員長 岡本 祐子 

副委員長 宮﨑 昭 

 

 

 2018 年 7 月に設置された実習検討チームは、「実習の手引」や「実習ノート」の作成、「研修会」

の開催を行ってきたが、2020 年 1月にその役目を果たし､活動を終了した。そして、新たに実習演

習検討委員会が設置された。そのミッションは、次のとおりとした。 

(1) 心理実習、心理実践実習の「実習の手引」及び「実習ノート」の改訂版を作成する。 

(2) 心理演習のあり方について情報収集や幅広い検討を行う。 

(3) 実習・演習の充実のための「研修会」を開催する。 

 

第 1期委員会メンバー（発足時～2021年度通常総会） 

統括 野島 一彦（跡見学園女子大学） 

大学班取りまとめ 宮崎 昭（立正大学） 

大学院班取りまとめ 岡本 祐子（HICP東広島心理臨床研究室・広島大学） 

委員（50音順） 竹内 智弥（東京福祉大学）、花村 温子（JCHO 埼玉メディカルセンター）、

樋口 亜瑞佐（愛知教育大学）、宮崎 圭子（跡見学園女子大学） 

委員会事務 元永 拓郎（帝京大学）、藤城 有美子（駒沢女子大学） 

 

活動内容 

(1) 『大学課程（学部）「実習評価の考え方」（2021年 1月版）』の作成 

『大学の心理演習・心理実習の手引き:大学教員用（大学）2019 年版（2020 年 1 月）』の追加

資料として、『大学課程（学部）「実習評価の考え方」（2021 年 1 月版）』を作成し、ホームペー

ジにて会員に公開した。 

(2) ｢心理実習｣実習指導マニュアル改訂に向けてのアンケートの実施 

2021 年 3 月 28 日より、｢心理実習｣実習指導マニュアル改訂に向けてのアンケート（回答締

切：4月 18日予定）を実施した。 

(3) 大学課程「実習の手引」及び「実習ノート」の改訂版作成 

2021 年度末を目処に、大学課程の「実習の手引」及び「実習ノート」の改訂版を作成予定で

準備中である。 

(4) 大学院の「実習の手引」や「実習ノート」の改訂版の作成 

2021 年度末を目処に、大学院課程の「実習の手引」及び「実習ノート」の改訂版を作成予定

で準備中である。 

(5) 研修会の開催 
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① 第 5回研修会 「実習の現状と実習演習担当教員への期待」（2020年 5月 24日）は、新

型コロナウイルス感染症流行に伴い中止 

② 第 6回研修会「実習及び演習を担当する教員研修〈総論〉」（2020年 10月 25日）をオン

ライン開催 

③ 第 7 回研修会「実習及び演習を担当する教員研修〈各論〉」（2021 年 3 月 14 日）をオン

ライン開催 

④ 第 8 回研修会「コロナ禍における実習演習の工夫」（2021 年 6 月 20 日）をオンライン開

催予定（準備中） 
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9. 関連機関・団体との交流 

 

 

2020年 5月 24日 ※ 新型コロナウイルス感染症流行に伴い、いずれも中止 

本連盟第 5回研修会 招待講演 1～3 

1. 厚生労働省 社会・援護局 障害保健福祉部 精神・障害保健課 公認心理師制度推進室 

島田隆生先生 「公認心理師制度の現状と養成への期待」 

2. 国立精神・神経医療研究センター病院 精神リハビリテーション部 臨床心理室 今村扶美先

生 「医療分野における公認心理師養成実習―厚生労働省障害者総合福祉推進事業報告より」 

3. 日本ソーシャルワーク教育学校連盟 常務理事 松本すみ子先生 「実習演習担当教員の講

習について」 

 

2021年 8月 30日 

一般社団法人日本心理臨床学会 広報誌「心理臨床の広場」第 14 巻第 1 号（通巻 27 号） 「公

認心理師養成機関の情報（2021年 7月 29日時点）」  掲載 

 

2020年 9月～ 

厚生労働省令和 2 年度障害者総合福祉推進事業「公認心理師の活動状況等に関する調査」（事

業実施法人：一般社団法人日本公認心理師協会） 広報協力 

 

2020年 10月 

［内閣府・厚生労働省］「DV・児童虐待対策」キャンペーン広報協力 

［厚生労働省］令和 2年度「児童虐待防止推進月間」の実施についての広報協力 

 

2020年 11月 

［厚生労働省］「子どもの虐待防止推進全国フォーラム」（11月 29日オンライン開催）の広報協力 

 

2021 年 3月 30 日：一般社団法人日本心理臨床学会 広報誌「心理臨床の広場」第 13 巻第 2 号

（通巻 26号） 「公認心理師養成機関の情報（2021年 3月 13日時点）」  掲載 
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10. 第 2回総会（2020年度通常総会）報告・第 3回総会（202１年度通常

総会）予定 
 

 

(1) 第 2回総会（2020年度通常総会）報告 

 

開催日時： 2020年 5月 24日（日）10:00～11:30 

開催場所： ワイム貸会議室四谷三丁目 4 階 Room H 

出席役員： 鶴光代（会長）、石隈利紀（副会長）、野島一彦（常務理事）、 

川畑直人（事務局長）、井村修、岡本祐子、針塚進、藤城有美子、元永拓郎 

以上、理事 9名 

山口豊一、吉武久美子  以上、監事 2 名 

特記事項： 新型コロナウイルス感染症の流行により、ハイブリッド参加型バーチャル総会とした。

当日の会場参加は鶴会長、佐藤副会長、藤城事務局次長の 3 名、その他の理事及

び監事はオンライン参加、正会員には事前の議決権行使への協力を依頼し、当日は

オンライン試聴のみであった。 

 

開会の辞 

定刻に石隈副会長が開会を宣言し、定款第 20 条に基づき、鶴光代会長が議長として選出さ

れた。鶴光代会長からの挨拶のあと、以下の議題に沿って進行した。 

 

議 題 

1. 総会定足数の報告と議事録署名人の選任 

1) 総会定足数の報告 

正会員員数 153 名のうち、出席正会員数は 130名であった（当日出席 7 名、書面による事前

の議決権行使 121名、書面による事前の議決権代理行使 2名）。定款第 21条に関わる本総

会定足数（過半数、82名以上）を充足していることが報告された。 

2) 議事録署名人の選任 

定款第 23 条第 2 項に基づく議事録署名人として、正会員の石隈利紀氏（東京成徳大学）、

元永拓郎氏（帝京大学）の 2名が選任された。 

2. 審議事項 

1) 第 1号議案 2019年度事業報告（案）及び 2019年度会計決算（案）の承認 

承認 130名、非承認なしで、原案の通り承認された。 

3. 報告事項 

1) 入会状況の報告 

2020 年 5 月 24 日時点での会員数は、正会員 153 機関、個人賛助会員 41 機関、団体賛助

会員 7団体であることが報告された。 

2) 2020年度事業計画及び 2020年度会計予算の報告 
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2020年度事業計画及び 2020年度会計予算（2019年度第 3回理事会決定：2020年 1月 13

日）について報告された。なお、財務諸表内の誤字について修正した（誤：賃貸退職表、改：

貸借対照表）。 

3) 本年度研修会の報告 

本総会終了後に予定されていた第 5 回研修会は、新型コロナウイルス感染症の流行により中

止になったことが報告された。なお、第 6回は本年度 10月頃、第 7回研修会は同 2月～3月

頃にオンラインにて開催予定であることが報告された。 

4) 遠隔授業・実習関連ワーキングチームの活動についての報告 

新型コロナウイルス感染拡大の影響の下での心理実習・心理実践実習（学内実習や演習によ

る代替･補完の内容を含む）の進め方について検討が行われたことが報告された。また、まと

められた試案について総会の場で紹介した。試案は、5 月 25 日にホームページにて公開予

定である。 

5) 新型コロナウイルス感染症対応についてのアンケートについての報告 

新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、養成機関の対応を把握し、今後の対応を検討するこ

とを目的として、2020 年 4 月より正会員を対象に緊急アンケート（期間中継続回答）が実施さ

れていること、得られた情報はホームページで公開し、変化する事態・対応を共有するため、

随時更新を行っていることを報告した。また、さらなる回答協力について依頼が行われた。 

6) その他 

新型コロナウイルス感染症の流行下での養成に伴う諸問題について、意見交換・情報共有が

なされた。 

 

閉会の辞 

石隈副会長が閉会を宣言し、第 2回総会を終了した。 

 

(2) 第 3回総会（202１年度通常総会）予定 

 

開催日時： 2021年 6月 20日（日）10:00～11:30 

開催場所： ワイム貸会議室高田馬場 9階 Room G 

開催方法： 新型コロナウイルス感染症の流行により、ハイブリッド参加型バーチャル総会とし、正

会員には事前の議決権行使への協力を依頼するとともに、当日は希望者のオンライ

ン試聴を可とする。 
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11. 2021年度事業計画 

 

 

1) 活動計画 

① 第 8 回研修会「コロナ禍における実習演習の工夫」 

2021年 6月 20日（日）に、オンライン開催（同日、第 3回通常総会） 

② 第 9回研修会「公認心理師養成における大学課程の科目配置・教員配置の現状と課題」 

後日、2021年 10月 10日（日）に、オンライン開催が決定 

③ 第 10回研修会（2022年 2月頃・ハイブリッド開催・方法等は今後検討） 

後日、次年度延期が決定 

④ 実習演習検討委員会の活動 

⑤ 広報委員会の活動 

⑥ 選挙検討委員会の設置・活動 

⑦ 関連団体との交流 

⑧ ウェブ環境整備 

⑨ 日本公認心理師協会等との連携事業（仮称：実習演習担当教員研修会／実習指導者研修

会） 

⑩ 事務局機能の強化 

⑪ その他 

2021年 12月下旬：〈こころの科学〉増刊号 「公認心理師になるための大学案内―こころの専

門家になろう！（仮題）」（一般社団法人日本公認心理師養成機関連盟編） 発刊 

2022年度 3月：正会員の登録情報確認 

 

2) 総務計画 

① 総会の開催 

第 3 回総会（通常総会）を 2021 年 6 月 20 日（日）に東京にて開催（ハイブリッド参加型バー

チャル総会） 

② 理事会の開催 

第 1期理事会（任期：2019年 7月 21日～2021年 6月 20日） 

2021年度第 1回：5月 23日、第 2回：6月 19日 

第 2期理事会（任期：2021年 6月 20日～2023年通常総会） 



23 

2021年度第 1回：6月 20日、第 2回：7月、計 4回開催予定 

③ 監査 

理事による 2021 年度業務執行状況及び会計処理・財務状況等について、監事が監査を行

い、監査報告書を会長に提出し、理事会、総会にて報告。 

 

 

 



(1) 

資  料 

 

 

 

 

資料 A 一般社団法人日本公認心理師養成機関連盟 定款 

 

 

資料 B 会員一覧 

 

正会員 

個人賛助会員 

団体賛助会員 

 

 

資料 C ニュースレター 

 

ニュースレターNo.14 2020年 5月 25日 発行 

ニュースレターNo.15 2020年 11月 6日 発行 

 

  



(2) 

一般社団法人日本公認心理師養成機関連盟 定款 

2019年 3月 25日 作成 

2019年 4月 1日 公証人認証 

2019年 4月 1日 法人成立 

 

 

第 1章 総則 

（名称） 

第 1条 当会は、一般社団法人日本公認心理師養成機関連盟（以下「本連盟」という。）という。 

 

（定義） 

第 2条 この定款において、公認心理師養成機関とは、次のいずれかに該当する機関をいう。 

(1) 公認心理師法（以下「法」という。）第七条第一号の大学院における公認心理師となるために

必要な科目を教える大学院 

(2) 法第七条第一号及び第二号の大学における公認心理師となるために必要な科目を教える大

学（学校教育法による専修学校の専門課程を含む） 

(3) 法第七条第二号に規定する施設として文部科学大臣及び厚生労働大臣による認定を受け、

実務経験の実施を行う施設 

 

（目的） 

第 3 条 本連盟は、公認心理師養成機関に課せられた社会的使命に鑑み、公認心理師養成の内

容充実及び振興を図るとともに、公認心理師及び公認心理師養成に関する研究開発と知識の普

及に努め、もって国民の心の健康の保持増進に寄与することを目的とする。 

 

（事業） 

第 4条 本連盟は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。 

(1) 公認心理師養成機関の充実発展及び質的水準の保証と向上の促進 

(2) 公認心理師の業務及び公認心理師養成の内容及び方法等に関する調査研究事業 

(3) 公認心理師及び公認心理師養成に関する教材、資料等の作成に関する事業 

(4) 公認心理師養成機関の設置者、教職員、学生、卒業生等に対する研修等の事業 

(5) 公認心理師の任用・活用・待遇改善等にかかる国内外の情報収集及び政策に関する事業 

(6) 選抜試験や資格試験についての検討や提言 

(7) 関係機関・団体との連絡調整 

(8) 公認心理師及び公認心理師養成についての啓発・普及活動 

(9) その他本連盟の目的を達成するために必要な事業 

 

（組織） 

第 5条 本連盟は、全国を区域とし、全国の公認心理師養成機関で組織する。 

 



(3) 

（主たる事務所の所在地） 

第 6条 本連盟は、主たる事務所を東京都新宿区に置く。 

2 本連盟は理事会の議決を経て、従たる事務所を必要な地に置くことができる。これを変更又は

廃止する場合も同様とする。 

 

第 2章 会員 

（種別） 

第 7条 本連盟の会員は、次の 3種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関す

る法律（平成 18年法律第 48号）（以下、この定款において「法人法」という。）上の社員とする。 

(1) 正会員 本連盟の目的に賛同して入会した公認心理師養成機関の代表者又はその者が指

名した者 

(2) 個人賛助会員 本連盟の事業を賛助するために入会した個人 

(3) 団体賛助会員 本連盟の事業を賛助するために入会した法人又は団体 

 

（入会） 

第 8 条 会員として入会しようとするものは、理事会が別に定める入会申込書により、申し込みをし、

理事会の承認を受けなければならない。 

2 入会は、理事会において決定し、会長が入会申込者に通知するものとする。 

 

（入会金及び会費） 

第 9条 正会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。 

2 個人賛助会員は、総会において別に定める入会金及び個人賛助会費を納入しなければならな

い。 

3 団体賛助会員は、総会において別に定める入会金及び団体賛助会費を納入しなければならな

い。 

 

（会員の資格喪失） 

第 10条 会員が次のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。 

(1) 退会したとき。 

(2) 会員である公認心理師養成機関が消滅したとき 

(3) 2年以上会費を滞納したとき 

(4) 除名されたとき 

(5) 総正会員が同意したとき 

 

（退会） 

第 11 条 会員は、理事会が別に定める退会届を会長に提出して、任意にいつでも退会することが

できる。 

 

（除名） 

第 12条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、総会において、総正会員の半数以上



(4) 

であって、総正会員の議決権の 3 分の 2 以上の決議に基づき、除名することができる。この場合、

その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。 

(1) 本連盟の定款又は規則に違反したとき。 

(2) 本連盟の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。 

(3) その他正当な理由があるとき 

2 前項により除名が決議されたときは、その会員に対し通知するものとする。 

 

（拠出金品の不返還） 

第 13条 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。 

 

（会員資格喪失に伴う権利及び義務） 

第 14条 会員が第 10条の規定によりその資格を喪失したときは、本連盟に対する会員としての権

利を失い、義務を免れる。但し、未履行の義務は、これを免れることはできない。 

 

第 3章 総会 

（種別） 

第 15条 本連盟の総会は、通常総会及び臨時総会の 2種とする。 

2 前項の総会をもって法人法上の社員総会とする。 

 

（構成） 

第 16条 総会は、すべての正会員をもって構成する。 

2 総会における議決権は、1正会員につき 1 個とする。 

 

（権限） 

第 17条 総会は、次の事項を決議する。 

(1) 役員の選任及び解任 

(2) 役員の報酬等の額の決定又はその規程 

(3) 定款の変更 

(4) 貸借対照表及び損益計算書（正味財産増減計算書）の承認 

(5) 入会の手続並びに会費等及び賛助会費の金額 

(6) 会員の除名 

(7) 長期借入金並びに重要な財産の処分又は譲り受け 

(8) 解散及び残余財産の処分 

(9) 合併、事業の全部若しくは一部の譲渡又は事業の全部の廃止 

(10) 前各号に定めるもののほかこの定款に定める事項 

2 前項にかかわらず、個々の総会においては、第 19条第 3項の書面に記載した総会の目的であ

る事項以外の事項は、決議することができない。 

 

（開催） 

第 18条 通常総会は、毎事業年度終了後 3 ヶ月以内に 1回開催する。 
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2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。 

(1) 理事会において開催の決議がなされたとき。 

(2) 総正会員の議決権の 5 分の 1 以上の議決権を有する正会員から、会議の目的である事項及

び招集の理由を示して、招集の請求が理事にあったとき。 

 

（招集） 

第 19条 総会は、理事会の決議に基づき、会長が招集する。 

2 会長は、前条第 2 項第 2 号の規定による請求があったときは、その日から 6 週間以内の日を総

会の日とする臨時総会の招集の通知を発しなければならない。 

3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面又は電磁的方法に

より、開催日の 1 週間前までに通知を発しなければならない。但し、総会に出席しない正会員が書

面又は電磁的方法により、議決権を行使することができることとするときは、2 週間前までに通知を

発しなければならない。 

 

（議長） 

第 20条 総会の議長は、その総会において、出席正会員の中から選出する。 

 

（決議） 

第 21 条 総会の決議は、この定款に特に規定するものを除き、総正会員の議決権の過半数を有

する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。 

2 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第 1 項の決議を行わなけ

ればならない。理事又は監事の候補者の合計数が第 24 条第 1 項に定める定数を上回る場合に

は、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任す

ることとする。 

 

（議決権の行使） 

第 22 条 総会に出席できない正会員は、予め通知された事項について書面又は電磁的方法によ

り議決権を行使することができる。 

2 正会員は、総会に代理人を出席させ議決権の行使を委任することができる。この場合、当該代

理人は、代理権を証明する書面を本連盟に提出しなければならない。 

3 前 2項の場合における前条の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。 

4 理事又は正会員が、総会の目的である事項について提案した場合において、その提案につい

て、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決す

る旨の総会の決議があったものとみなす。 

 

（議事録） 

第 23条 総会の議事については、議事録を作成しなければならない。 

2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人 2 人以内が、記名押印しな

ければならない。 
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第 4章 役員 

（種類及び定数） 

第 24条 本連盟に次の役員を置く。 

(1) 理事 10人以上 15人以内 

(2) 監事 2人以内 

2 理事のうち、1人を会長、3人以内を副会長、2人以内を常務理事とする。 

3 前項の会長及び副会長をもって法人法上の代表理事とする。 

4 第 2項の常務理事をもって法人法上の業務執行理事とする。 

 

（選任等） 

第 25 条 理事及び監事は、総会において正会員より選任する。但し、理事のうち 4 人以内及び監

事のうち 1人以内は、正会員以外の者から総会において選任することができる。 

2 会長、副会長及び常務理事は、理事会の決議によって、理事の中から選定する。 

3 理事のうち、理事のいずれか 1 人とその配偶者又は 3 親等内の親族その他、特別の関係にあ

る者の合計数は、理事総数の 3分の 1を超えてはならない。監事についても同様とする。 

4 監事は、本連盟の理事又は使用人を兼ねることができない。 

 

（理事の職務権限） 

第 26条 理事は、理事会を構成し、この定款で定めるところにより、職務を執行する。 

2 会長は、この定款で定めるところにより、本連盟を代表し、その業務を執行する。 

3 副会長及び常務理事は、理事会において別に定めるところにより、本連盟の業務を分担執行す

る。 

4 会長、副会長及び常務理事は、毎事業年度に 4 ヶ月を超える間隔で 2 回以上、自己の職務の

執行の状況を理事会に報告しなければならない。 

 

（監事の職務権限） 

第 27条 監事は次に掲げる職務を行う。 

(1) 理事の職務執行の状況を監査し、監査報告を作成すること。 

(2) 本連盟の業務及び財産の状況を調査すること、並びに各事業年度に係る計算書類及び事業

報告等を監査すること。 

(3) 理事会に出席し、必要あると認めるときは意見を述べること。 

(4) 理事が不正の行為をし、若しくはその行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しく

は定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、これを理事会に報告

すること。 

(5) 前号の報告をするため必要があるときは、会長に理事会の招集を請求すること。但し、その請

求があった日から 5 日以内に、その請求があった日から 2 週間以内の日を理事会の日とする

招集通知が発せられない場合は、直接理事会を招集すること。 

(6) 理事が総会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査し、法令若しくは定

款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を総会に報告する

こと。 
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(7) 理事が本連盟の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はそ

の行為をするおそれがある場合において、その行為によって本連盟に著しい損害が生ずるお

それがあるときは、その理事に対し、その行為をやめることを請求すること。 

(8) その他監事に認められた法令上の権限を行使すること。 

 

（任期） 

第 28 条 役員の任期は、選任後 2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総

会の終結の時までとし、再任を妨げない。但し、連続して 3 期を超えて選任されることはできないも

のとする。 

2 補欠により選任された理事の任期は、前任者又は現任者の在任期間とし、増員により選任され

た理事の任期は、現任者の残任期間とする。 

3 補欠により選任された監事の任期は、前任者の残任期間とする。 

4 役員は、第 24 条第 1 項で定めた役員の員数が欠けた場合には、辞任又は任期満了時におい

ても、新たに選任された者が就任するまでは、なお理事又は監事として権利義務を有する。 

 

（解任） 

第 29 条 役員は、いつでも総会の決議によって、解任することができる。但し、監事を解任する場

合は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の 3 分の 2 以上の決議に基づいて行わ

なければならない。この場合、その役員に対し、決議する前に弁明の機会を与えなければならない。 

 

（報酬等） 

第 30 条 理事及び監事に対して、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定め

る報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬等として支給することができる。 

2 役員には費用を弁償することができる。 

3 前項に関し必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。 

 

（取引の制限） 

第 31 条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、

理事会の承認を得なければならない。 

(1) 自己又は第三者のためにする本連盟の事業の部類に属する取引 

(2) 自己又は第三者のためにする本連盟との取引 

(3) 本連盟がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における本連盟とその

理事との利益が相反する取引 

2 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならな

い。 

 

（顧問及び相談役） 

第 32条 本連盟に顧問及び相談役を置くことができる。 

2 顧問は、3 人以内とし、専門的な事項に関して理事会に対し、必要な助言をすることを職務とし、

理事会の決議に基づいて、会長が学識経験者に委嘱する。 
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3 相談役は、3 人以内とし、本連盟の運営に関して理事会に対し、必要な助言を行うことを職務と

し、理事会の決議に基づいて、会長が本連盟の役員経験者に委嘱する。 

4 顧問及び相談役の任期は 1期（2年）を原則とする。 

 

第 5章 理事会 

（設置） 

第 33条 本連盟に理事会を置く。 

2 理事会は、すべての理事をもって構成する。 

 

（権限） 

第 34条 理事会は、この定款で別に定めるもののほか、次の職務を行う。 

(1) 総会の日時及び場所並びに目的である事項の決定 

(2) 総会の決議した事項の執行に関する事項 

(3) 規則の制定、変更及び廃止 

(4) 前各号に定めるもののほか本連盟の業務執行の決定 

(5) 理事の職務の執行の監督 

(6) 会長、副会長及び常務理事の選定及び解職 

2 理事会は次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を、理事に委任することができない。 

(1) 重要な財産の処分及び譲受け 

(2) 多額の借財 

(3) 重要な使用人の選任及び解任 

(4) 従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止 

 

（招集） 

第 35条 理事会は、会長が招集する。 

2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。 

3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、開催日

の 1週間前までに、各理事及び各監事に対して通知しなければならない。 

4 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることな

く理事会を開催することができる。 

（議長） 

第 36条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。 

 

（決議） 

第 37 条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがあるもののほか、決議に加わることができる

理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。 

 

（決議の省略） 

第 38 条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案に

ついて、決議に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をし
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たときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすものとする。但し、監事が

異議を述べたときは、その限りではない。 

 

（報告の省略） 

第 39 条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したとき

は、その事項を理事会に報告することを要しない。 

2 前項の規定は、第 26条第 4項の規定による報告には適用しない。 

 

（議事録） 

第 40 条 理事会の議事については、議事録を作成し、出席した会長及び監事は、これに記名押

印しなければならない。 

 

第 6章 委員会 

（委員会） 

第 41 条 本連盟の事業を推進するために必要があるときは、理事会は決議により、委員会を設置

することができる。 

2 委員会の委員は、正会員及び学識経験者のうちから、理事会が選任する。 

3 委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。 

 

第 7章 財産及び会計 

（事業計画及び予算） 

第 42 条 本連盟の事業計画書及び収支予算書については、会長が作成し、毎事業年度開始の

日の前日までに、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。 

2 前項の承認を受けた書類は、直近の総会に提出し、その内容を報告しなければならない。 

 

（事業報告及び決算） 

第 43 条 本連盟の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成

し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。 

(1) 事業報告 

(2) 事業報告の附属明細書 

(3) 貸借対照表 

(4) 損益計算書（正味財産増減計算書） 

(5) 貸借対照表及び損益計算書（正味財産増減計算書）の附属明細書 

(6) 財産目録 

2 前項の承認を受けた書類のうち、第 1 号、第 3 号、第 4 号及び第 6 号の書類については、

通常総会に提出し、第 1 号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認

を受けなければならない。 

3 本連盟は、通常総会の終結後遅滞なく、法令の定めるところにより、貸借対照表を公告するもの

とする。 
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（剰余金の処分制限) 

第 44条 本連盟は、剰余金の分配を行うことができない。 

 

（事業年度） 

第 45条 本連盟の事業年度は、毎年 4月 1日に始まり、翌年 3月 31日に終わる。 

 

第 8章 定款の変更、合併及び解散 

（定款の変更） 

第 46 条 この定款は、総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の 3 分

の 2以上の決議により変更することができる。 

 

（解散） 

第 47 条 本連盟は、総会における、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の 3 分の

2以上の決議又は法令で定められた事由により解散する。 

 

（残余財産の帰属） 

第 48 条 本連盟が解散等により清算するときに有する残余財産は、総会の決議により、本連盟の

類似の事業を目的とする他の公益法人、国若しくは地方公共団体又は公益社団法人及び公益財

団法人の認定等に関する法律第 5条第 17号に掲げる法人に贈与するものとする。 

 

第 9章 公告の方法 

（公告の方法） 

第 49条 本連盟の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。 

 

第 10章 事務局 

（設置等） 

第 50条 本連盟の事務を処理するため、事務局を設置する。 

2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。 

3 事務局長は、理事会の決議を経て会長が任免し、職員は、会長が任免する。 

4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議を経て会長が別に定める。 

 

（備付け帳簿及び書類） 

第 51条 事務局には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。 

(1) 定款 

(2) 会員名簿及び会員の異動に関する書類 

(3) 理事及び監事の名簿 

(4) 認定、許可、認可等及び登記に関する書類 

(5) 定款に定める機関の議事に関する書類 

(6) 財産目録 

(7) 役員等の報酬規程 
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(8) 事業計画書及び収支予算書 

(9) 事業報告、貸借対照表及び損益計算書（正味財産増減計算書）並びにこれらの附属明細書 

(10) 監査報告 

(11) その他法令で定める帳簿及び書類 

2 前項各号の帳簿及び書類等の閲覧については、法令の定めによるものとする。 

 

第 11章  補則 

（設立時社員の氏名又は住所） 

第 52条  本連盟の設立時社員の氏名及び住所は、以下のとおりとする。 

氏名 住所 

石隈 利紀 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

佐藤 隆夫 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

鶴  光代 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

 

（設立時の役員） 

第 53条  本連盟の設立時の役員は、次のとおりとする。 

設立時理事 井村 修 

設立時理事 川畑 直人 

設立時理事 武則 祐子 

設立時理事 野島 一彦 

設立時理事 針塚 進 

設立時理事 藤城 有美子 

設立時理事 元永 拓郞 

設立時監事 山口 豊一 

設立時監事 吉武 久美子 

設立時代表理事 石隈 利紀 

設立時代表理事 佐藤 隆夫 

設立時代表理事 鶴  光代 

 

（法令の準拠） 

第 54条 この定款に定めのない事項は、すべて法人法その他の法令によるものとする。 

（最初の事業年度) 

第 55条  本連盟の初年度の事業年度は、本連盟の設立の日から 2020年 3月 31日までとする。 

 

  



(12) 

会員一覧  

 

 

2021 年 3 月 31 日現在の会員数は、正会員 160 機関、個人賛助会員 51 名、団体賛助会員 7

団体である。以下に、会員の一覧を示す。 

 

正会員 （50音順） 

愛知学院大学 

愛知教育大学 

愛知淑徳大学 

愛知みずほ大学 

青山学院大学 

秋田大学 

跡見学園女子大学 

茨城大学 

茨城キリスト教大学 

医療創生大学 

岩手県立大学 

宇部フロンティア大学 

江戸川大学 

愛媛大学 

追手門学院大学 

桜美林大学 

大分大学 

大阪大学 

大阪教育大学 

大阪経済大学 

大阪樟蔭女子大学 

大阪市立大学 

大阪府立大学 

大妻女子大学 

沖縄国際大学 

お茶の水女子大学 

金沢大学 

金沢工業大学 

鎌倉女子大学 

川村学園女子大学 

関西福祉科学大学 

関西学院大学 

北里大学 

吉備国際大学 

九州産業大学 

九州保健福祉大学 

九州ルーテル学院大学 

京都大学 

京都光華女子大学 

京都女子大学 

京都先端科学大学 

京都橘大学 

京都ノートルダム女子大学 

京都文教大学 

杏林大学 

近畿大学 

金城学院大学 

久留米大学 

皇學館大学 

甲子園大学 

甲南大学 

甲南女子大学 

神戸大学 

神戸医療福祉大学 

神戸学院大学 

神戸松蔭女子学院大学 

神戸女学院大学 

駒沢女子大学 

埼玉学園大学 

埼玉工業大学 

相模女子大学 

札幌学院大学 

志學館大学 

四国大学 

静岡大学 

静岡福祉大学 

島根大学 

就実大学 

十文字学園女子大学 

淑徳大学 

白梅学園大学 

白百合女子大学 

仁愛大学 

椙山女学園大学 

鈴鹿医療科学大学 

駿河台大学 

聖学院大学 

聖泉大学 

清泉女学院大学 

聖徳大学 

西南学院大学 

専修大学 

仙台白百合女子大学 

創価大学 

大正大学 

筑紫女学園大学 

中京大学 

中部大学 

筑波大学 

帝京大学 

帝京平成大学 

帝塚山大学 

帝塚山学院大学 



 

(13) 

田園調布学園大学 

天理大学 

東亜大学 

東海大学 

東海学院大学 

東京家政大学 

東京国際大学 

東京女子大学 

東京成徳大学 

東京福祉大学 

東京未来大学 

同志社大学 

同朋大学 

東北学院大学 

東北福祉大学 

東洋英和女学院大学 

東洋学園大学 

徳島文理大学 

富山大学 

長崎純心大学 

長野大学 

名古屋市立大学 

奈良大学 

鳴門教育大学 

新潟青陵大学 

新潟リハビリテーション大学 

西九州大学 

日本大学 

日本女子大学 

日本福祉大学 

人間環境大学 

梅花女子大学 

白鷗大学 

花園大学 

兵庫教育大学 

一般財団法人愛成会 弘前

愛成会病院 

広島大学 

広島国際大学 

広島修道大学 

広島文教大学 

福岡大学 

福岡県立大学 

福島大学 

文教大学 

文教大学 

文京学院大学 

別府大学 

放送大学 

北翔大学 

北星学園大学 

北海道大学 

武庫川女子大学 

武蔵野大学 

明治大学 

明治学院大学 

明星大学 

目白大学 

安田女子大学 

山形大学 

立教大学 

立正大学 

立命館大学 

琉球大学 

龍谷大学 

ルーテル学院大学 

早稲田大学 

和洋女子大学 

以上、153機関 

 

個人賛助会員 

51名 

（個人名の表記は、控えさせていただきます） 

 

団体賛助会員 （50音順）  

一般社団法人 日本公認心理師協会 

一般社団法人 日本心理臨床学会 

一般社団法人 日本箱庭療法学会 

日本コラージュ療法学会 

日本催眠医学心理学会 

日本ブリーフサイコセラピー学会 

日本臨床動作学会 

以上、7団体  
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一般社団法人 日本公認心理師養成機関連盟 
第 2 回総会（2019 年度通常総会）を開催 

 

2020年5月24日（日）10時より、東京都新宿区にて

第2回総会を開催しました。会員の皆さまには、新型コロ

ナウイルス感染症に対する感染予防及び感染拡大防止対

応として、事前の議決権行使にご協力いただきましたこと

に改めて御礼申し上げます。 
当日、会場には鶴会長と藤城理事（事務局）、その他の

理事および監事はウェブ出席とし、また、事前に議決権行

使をされた会員も希望者にはオンライン会議システムで

総会の様子を視聴していただきました。 
石隈副会長が開会を宣言した後、議長に鶴会長が選任さ

れ、以下の通り議事が進行しました。以下の通り議案はす

べて承認され，報告事項が紹介されました。 

第2回総会での承認事項・報告事項 
承認事項 「2019 年度事業報告（案）」（一般社団法人日

本公認心理師養成機関連盟の設立、2019 年度末会員数、

活動報告、総務報告、広報活動）及び「2019 年度会計決

算（案）」について藤城理事より説明がなされ、その後、

山口監事より監査報告が行われました。事前の議決権行使

も含めて賛成多数で承認されました。 
報告事項 入会状況（2020年5月24日時点で正会員153
機関、個人賛助会員41名、団体賛助会員7団体）、「2020 
年度事業計画及び 2020 年度会計予算の報告」（2019 年
度第3 回理事会決定：2020年1月13日開催）が報告さ

れました。 
また、総会に合わせて企画されていた第5回研修会は、

秋頃に延期とアナウンスしておりましたが、5 月 23 日開

催の2020年度第1回理事会にて中止が決定したことが報

告されました。年度内に予定されております第6回・第7
回研修会については、日時・場所等が決まり次第アナウン

ス致します。 
最後に、遠隔授業・実習関連ワーキングチームが作成し

た「新型コロナウイルス感染拡大状況での心理実習・心理

実践実習の進め方について（案）」について、川畑理事よ

り報告・説明を行い、活発な意見交換がなされました。 
これを以て、11時半に盛会にて閉会となりました。 

 

2020年度第1回理事会を開催 

総会前日の2020年5月23日（土）18時より、東京都

新宿区にて理事会が開催されました。総会と同様に理事会

開催においても、会場には鶴会長と藤城理事（事務局）、

その他の理事および監事はオンライン会議システムでの

ウェブ出席としました。 
正会員 9 機関、個人賛助会員 2 名の入会が承認された

他、第 6 回・第 7 回研修会の開催や関連他団体との連携

活動、新型コロナウイルス感染症の流行に対応した実習等

のあり方、広報活動の充実、その他がについて検討されま

した。なお、延期されていた第5回研修会については、中

止が決定されました。 

新型コロナウイルス感染症関連特設ページ 

https://kouyouren.jp/covid19 
本連盟ホームページには、新型コロナウイルス感染症に

関する当連盟の活動をまとめた特設ページが設置されて

います。 
現在、総会での議論を踏まえて作成された試案「新型コ

ロナウイルス感染拡大状況での心理実習・心理実践実習の

進め方について」のほか、「新型コロナウイルス感染症対

応についてのアンケート」の調査サイト、および、会員か

ら寄せられたご回答（週末ごとに集計、更新）が掲載され

ています。ご活用下さい。 
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新型コロナウイルス感染拡大状況での心理実習・心理実践実習の進め方について 

新型コロナウイルス感染拡大の影響下において、大学、大学院における公認心理師養成のための実習（心理実習・心

理実践実習）の実施が困難になっています。本連盟では、遠隔授業・実習関連ワーキングチームを立ち上げ、現時点で

考えられる対応（学内実習や演習による代替･補完の内容を含む）について検討を行い、その成果を「新型コロナウイル

ス感染拡大状況での心理実習・心理実践実習の進め方について」としてまとめました。提示された10の試案を、以下に

示します。詳細については、ホームページの「新型コロナウイルス感染症関連特設ページ」からご確認ください。 

① 実習へのオンライン参加 
② 実習先の実習指導者等によるオンライン指導 
③ 実習施設の録画映像の利用 
④ 実習施設職員のインタビューの録画と提示 
⑤ 実習施設に相応する機関の既存の映像資料の提示と解説 

⑥ 実習指導者からの実習内容に関連する課題提示 
⑦ 過去事例を用いた心理アセスメントの所見作成 
⑧ 過去事例を用いた事例検討会の実施 
⑨ 公刊されたケース資料の利用 
⑩ 映像教材を活用した面接場面のロールプレイ 

 

第4回研修会を2020年1 月13日（月・祝）開催 

 2020年1月13日（月･祝）に、第4回研修会（2019年度）

「実習機関と養成機関の連携 2」を、京都府民総合交流プラ

ザ（京都テルサ）にて開催しました。72名の参加があり、実

習先施設の実習指導者からの話題提供に熱心に耳を傾けま

した。実習指導者からみた公認心理師教育のあり方について

理解を深めました。 
 鶴会長の開会の挨拶に続いて、第Ⅰ部「実習指導者と養成

機関の連携」（司会：川畑理事）では、保健医療分野から医療

法人遊心会にじクリニックの坂井新先生、教育分野からなご

や子ども応援委員会 スクールカウンセラーの阪口裕樹先生、

福祉分野から児童養護施設和敬学園の樋口亜瑞佐先生、司

法・犯罪分野から福岡矯正管区の高橋智晃先生にご登壇いた

だき、各実習施設の概要や、受け入れの実習担当者としての

課題、養成機関に期待すること等について話題提供をしてい

ただきました。 
続いて、第 II部「実習検討チームからの最新報告」（司会：

元永理事）では、酒井久実代先生（和洋女子大学・実習検討

チーム学部班）、岡本祐子先生（広島大学・実習検討チーム大

学院班取りまとめ）より、本連盟の実習検討チームで作成し

た最新の手引き等について報告、説明がありました。 
小グループに分かれてのシェアリングでは、実習・演習運

営の実際について活発な情報・意見交換が行われました。毎

回好評のシェアリングですが、今回も各養成機関の抱えてい

る課題や工夫している取り組み、最新情報等の共有がなされ、

有意義な時間となりました。また、第Ⅰ部の講師の先生方に

もそれぞれグループに加わっていただいたことで、実習生を

送り出す側と受け取る側で直接に課題や目的意識を共有で

きた機会ともなりました。 
 

一般社団法人 日本公認心理師養成機関連盟 
事務局 〒169-0075 東京都新宿区高田馬場3-2-14-414 
お問合せは、連盟ホームページ「お問合せ」フォームからお願いします 
E-mail: info@kouyouren.jp URL: https://kouyouren.jp/ 

 

公認心理師の職能団体 
一般社団法人 日本公認心理師協会 入会手続き中 

http://jacpp.or.jp/ 

一般社団法人日本公認心理師協会（JACPP）は、こ

れまでの臨床心理士等の心理職の実績や経験を活かし

た公認心理師の職能団体で、本連盟の団体賛助会員で

もあります。 
ホームページにおいて、入会手続きが可能です。入

会金 1 万円が全額無料の期間が、2020 年 3 月まで延

長されました。ぜひご入会ください。 

 

当連盟へのご入会受け付け中 

5月23日時点で、正会員は153機関となりました。

引き続き、公認心理師養成を行っている諸機関（大学・

大学院等）の正会員、また、個人賛助会員、団体賛助

会員のご入会を受け付けています。 
ご入会は、ホームページの「入会申込」フォームか

らお手続きください。 
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一般社団法人 日本公認心理師養成機関連盟 第 6 回研修会 
「実習及び演習を担当する教員研修〈総論〉」開催  

 
2020年10月25日（日）10時より、第6回研修会（2020

年度）「実習及び演習を担当する教員研修〈総論〉」を、本

連盟初のオンライン研修にて開催しまし

た。170 名近い参加者数で、川畑直人先

生（本連盟理事・京都文教大学）による

総合司会のもと、心理演習、心理実習及

び心理実践実習について、熱心な議論が

交わされました。 
開会にあたって、鶴光代会長（東京福祉大学）より、本

研修会のテーマである演習実習は、①公認心理師養成にお

ける主要な位置にあり、本連盟としても委員会を中心に鋭

意検討中である、②本年度は新型コロナウイルス感染症を

考慮した取り組みが必要である、③教育の質を落とさず、

卒業生･修了生を送り出せるよう、全会員で取り組んでい

きたい旨の挨拶がありました。 
午前の最初のプログラムは、「公認心理師制度の現状と

養成への期待」と題して、島田隆生先生（厚生労働省精神・

障害保健課公認心理師制度推進室：公認心理師専門官）の

ご講演がありました。最初に、公認心理師制度の現状につ

いて、受験資格の説明、登録者数、公認心理師試験のスケ

ジュールなどについて紹介されました。次に、「公認心理

師の養成や資質向上に向けた実習に関する調査」を基に保

健医療領域での実習内容や勤務実態などについてデータ

を示しながらの説明がありました。主たる内容は、①勤務

実態として、医療機関に所属する心理職の 8 割近くが臨

床心理士と公認心理師の両資格を持っている、②業務内容

としては、心理検査（描画法、投影法、認知機能検査が質

問紙法より多い）と心理面接（個人面接が多い）が中心で

ある、③専門的領域としては、一般病院は様々な疾患の支

援、精神科は各種心理検査、認知症や依存症の支援がより

多く行われているなどでした。引き続き、実習制度につい

て、資格取得後に 4 つの業を行うための基礎的能力をつ

けるために、大学は実践の場の体験、大学院はケース担当

等による実践を中心に据えているということ、指導要件や

担当ケースの扱いなどについて説明がありました。実習内

容として前述の調査を基に医療機関や学校との連携につ

いても触れられました。最後に、精神科医療の現状（患者

数や外来患者の推移、発達障害者の増加傾向など）、メン

タルヘルスに関する事業、公認心理師の役割などの今後の

課題などを交えたお話がありました。 
次に、セッション1「演習と実習の全体像」では、元永

拓郎理事（帝京大学）より、実習演習の総論についての話

題提供がありました。主たる内容は、①公認心理師養成に

必要なコンピテンシー（機能コンピ

テンシーと基盤コンピテンシー）、②

養成カリキュラムの理解（養成機関

としての質保証、学部教育のポイン

トや課題、カリキュラムの流れを理

解してもらう、心理専門職の本質、大

学院教育との接続など）、③演習実習

の理解、④実習演習担当教員及び実

習指導者の役割等についてでした。 
話題提供後には、島田先生にコメンテーターをお願いし、

元永先生との対談形式によってまとめ及び質問などが行

われました。さらに、会員からの関心の高い、新型コロナ

ウイルス感染症流行下での実習の実施についてもやりと

りがなされ、非常に示唆に富んだ内容でした。 
午後は、午前中の全体像をふまえての、科目別のセッシ

ョンでした。まず、各セッションのオーガナイザーが概論

を説明し、続いて、会員機関より、自校での実践事例を報

告していただいたあと、参加者は3～4名程度の小グルー

プに分かれての意見交換を行いました。最後に、報告者と

オーガナイザーが、参加者から寄せられた質問等に回答す

る、という形式で行われました。 
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セッション 2「『心理演習』総論」

は、オーガナイザーが藤城有美子理事

（駒沢女子大学）、実践事例が新井雅

先生（跡見学園女子大学）より報告さ

れました。新井先生からは、心理演習

として、コミュニケーションの基礎、

傾聴の基本

姿勢、要支援者への支援などに

ついて、ロールプレイやワーク

を取り入れながら計画されて

いること、また、新型コロナウ

イルス感染症流行による実践

の工夫などを、シラバスととも

に具体的にご提示いただきました。心理演習に関しての情

報が少ないなか、このように工夫された具体的な演習内容

をお示しいただいたことに、当日アンケートでも「参考に

なった」との声が多く聴かれました。 
セッション 3「『心理実習』総論」

は、オーガナイザーが本連盟実習演

習検討委員の宮崎昭先生（立正大学）、

実践事例が佐藤宏平先生（山形大学）

から報告されました。佐藤先生から

は、公認心理師養成以前から積み上

げられてきた学部での実習実績を礎

にして練り上げられた実習内容につ

いて、シラバス等の実例も交えて

惜しみなく提示していただきま

した。事前学習での調べ学習（発

表とディスカッションなど）、実

習の手引きを作成し、教員間で共

有している工夫などが報告され、

また、新型コロナウイルス感染症の流行によって、当初の

計画から変更になったことでのさまざまな工夫やご苦労

についてもご説明いただきました。 

セッション4「『心理実践実習』総

論」は、オーガナイザーが本連盟実習

演習検討委員の岡本祐子理事（HICP
東広島心理臨床研究室／広島大学）、

実践事例が松下姫歌先生（京都大学）

から報告されました。松下先生から

は、研究者養成との両立、臨床心理士養成との両立、予習

復習の重要性と学生の負担の兼ね合

い、教員同士でのシェアリングなど、

指導の各局面で感じられる困難につ

いて、具体的かつ率直なお話をいた

だきました。松下先生の実習指導教

員としての問題意識や立ち居振る舞

いについて、共感する声が多数あが

りました。 
最後に、本連盟実習演習検討委員の野島一彦常務理事

（跡見学園女子大学）より閉会の挨拶

があり、次回の第7回研修会は、今回

の総論の続きとして各論について扱

う内容とすること、2021年3月14日

（日）、今回と同じくオンラインにて

実施することについて、アナウンスさ

れました。 
参加者からは、演習実習での内容を

情報共有できた、運用方法を理解できた、具体的な実習プ

ログラムが参考になった、他大学の工夫を聞けて参考にな

った、グループワークの時間が足りないくらい白熱したな

どとのご意見ご感想をいただきました。 

なお、各セッション後半に行われた小グループでの意見

交換の内容は大変貴重な情報であり、情報を匿名化して取

りまとめた後に、本連盟のホームページにて会員間で共有

する予定です。ホームページ掲載時には、メールニュース

などでもご連絡致します。 
 

「公認心理師の活動状況等に関する調査」の回答期限延長 
 
現在、厚生労働省令和 2 年度障害者総合福祉推進事業「公認心理

師の活動状況等調査」（Web調査）が実施中です。これは、本連盟の

団体賛助会員である一般社団法人日本公認心理師協会が当該事業の

助成を受けて行っている、本邦初の公認心理師全数調査であり、公認

心理師の職務実態、活動状況、心理支援の内容、資質の向上及び多職

種連携の状況等の現状を明らかにすることを目的としたものです。 
日本公認心理師協会より、回答締切延長のお知らせと回答協力に

ついての再度の依頼が届いておりますので、ご案内申し上げます。会

員各位にも調査にご協力いただくとともに、修了生等にも周知をお

願いしたいとのことでしたので、宜しくお願い申し上げます。 

調査期間： 2020年9月18日～11月10日（火）➡12月10日（木） 
調査方法： 9月に送付された調査依頼状に、調査 ID及びパスワード

が記載されている。日本公認心理師協会ホームページに

ある調査ページに入り、回答する。 
 

令和2年度『児童虐待防止推進月間』の
実施について 

11月は「児童虐待防止推進月間」です。児童

虐待防止のための広報・啓発等の各種取組を積

極的に実施していただくとともに、関係団体及

び関係者等への趣旨の周知、広報・啓発等の取

組の積極的な実施等に関してご協力ください。

ホームページのお知らせ欄より、ポスター、リ

ーフレット（厚生労働省子ども家庭局）がダウ

ンロードできます。なお、本連盟は児童虐待防

止に向けた取組における関係団体です。 
 
一般社団法人 日本公認心理師養成機関連盟 
事務局 〒169-0075 
東京都新宿区高田馬場3-2-14-414 
お問合せは、連盟ホームページ「お問合せ」フォームから

お願いします URL: https://kouyouren.jp 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これまで年次報告書の掲載内容について、総会を区切りとしておりましたが、本版より年度区切りと致します。 
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