
これまでの理事・監事

第1期 2004-2006年度 (理事長) 無藤　隆

(常任理事) 麻生　武 サトウタツヤ 南　博文 やまだようこ

(質心研編集委員長） やまだようこ

(フォーラム委員長）

(研究交流委員長） 尾見康博

(理事) 秋田喜代美 伊藤哲司 大谷　尚 大橋英寿 岡本祐子

尾見康博 佐藤公治 齋藤清二 下山晴彦 能智正博

本山方子 茂呂雄二 山本登志哉 矢守克也 渡邊芳之

第2期 2007-2009年度 (理事長) 無藤　隆

(常任理事) 秋田喜代美 麻生　武 サトウタツヤ 南　博文 やまだようこ

(質心研編集委員長） 麻生　武

(フォーラム委員長） 本山方子(08～）

(研究交流委員長） 尾見康博 ／永田素彦

(理事) 伊藤哲司 大谷　尚 岡本祐子 川野健治 長谷川元洋

操　華子 茂呂雄二 矢守克也

(監事) 川野健治 斉藤こずゑ

第3期 2010-2012年度 (理事長) やまだようこ

(常任理事) 麻生　武 伊藤哲司 サトウタツヤ 矢守克也

(質心研編集委員長） 能智正博

(フォーラム委員長） 本山方子

(研究交流委員長） 樫田美雄 ／藤江康彦

(理事) 秋田喜代美 岡本祐子 川野健治 齋藤清二 澤田英三

谷口明子 西村ユミ 南　博文 森岡正芳 茂呂雄二

山本登志哉

(監事) 斉藤こずゑ 好井裕明

第4期 2013-2015年度 (理事長) 能智正博

(常任理事) 川野健治 サトウタツヤ 谷口明子 やまだようこ 矢守克也

(質心研編集委員長） 伊藤哲司

(フォーラム委員長） 尾見康博 ／北村英哉

(研究交流委員長） 藤江康彦 ／古賀松香

(理事) 秋田喜代美 麻生　武 西條剛央 齋藤清二 西村ユミ

南　博文 無藤　隆 森岡正芳 茂呂雄二 山田富秋

(監事) 斉藤こずゑ 好井裕明

第5期 2016-2018年度 (理事長) 能智正博

(常任理事) 尾見康博 伊藤哲司 サトウタツヤ 安田裕子 やまだようこ

(質心研編集委員長） 永田素彦

(フォーラム委員長） 北村英哉 ／細馬宏通

(研究交流委員長） 鹿嶌達哉 ／荒川　歩

(理事) 秋田喜代美 岡部大介 樫田美雄 川野健治 田垣正晋

西村ユミ 森岡正芳 矢守克也 好井裕明

(監事) 樫田美雄 斉藤こずゑ



第6期 2019-2021年度 (理事長) サトウタツヤ

(常任理事) 尾見康博 永田素彦 能智正博 松嶋秀明 安田裕子

(質心研編集委員長） 川島大輔

(フォーラム委員長） 横山草介

(研究交流委員長） 荒川　歩/木下寛子

(理事) 秋田喜代美 伊藤哲司 香川秀太 川野健治 戈木クレイグヒル滋子

南　博文 森岡正芳 やまだようこ 矢守克也

(監事) 斉藤こずゑ 谷口明子



　　これまでの委員(『質的心理学研究』編集委員会)

第1号(2001年度) (委員) 麻生 武 サトウタツヤ 南 博文 無藤 隆 やまだようこ

第2号(2002年度) (委員) 麻生 武 サトウタツヤ 南 博文 無藤 隆 やまだようこ

第3号(2003年度) (委員) 麻生 武 サトウタツヤ 南 博文 無藤 隆 やまだようこ

第4号(2004年度) (委員長) 秋田喜代美

(副委員長) 能智正博 やまだようこ 矢守克也

(委員) 麻生 武 伊藤哲司 岡本祐子 佐藤公治 サトウタツヤ 南 博文

無藤 隆 茂呂雄二 渡邊芳之

(編集監事) 磯村陸子 野坂祐子

第5号(2005年度) (委員長) やまだようこ

(副委員長) 秋田喜代美 能智正博 矢守克也

(委員) 麻生 武 伊藤哲司 岡本祐子 川野健治 佐藤公治 サトウタツヤ

柴山真琴 辻本昌弘 南 博文 宮川充司 無藤 隆 茂呂雄二

渡邊芳之

(編集監事) 磯村陸子 野坂祐子

第6号(2006年度) (委員長) やまだようこ

(副委員長) 秋田喜代美 能智正博 矢守克也

(委員) 麻生　武 伊藤哲司 岡本祐子 鹿嶌達哉 川野健治 戈木ｸﾚｲｸﾞﾋﾙ滋子

佐々木正人 佐藤公治 サトウタツヤ 柴山真琴 田中共子 辻本昌弘

手塚千鶴子 南　博文 宮川充司 無藤　隆 茂呂雄二 渡邊芳之

(編集監事) 磯村陸子 砂上史子

第7号(2007年度) (委員長) 麻生　武

(副委員長) 伊藤哲司 柴山真琴 能智正博

(委員) 鹿嶌達哉 川野健治 小島康次 田中共子 佐々木正人 戈木ｸﾚｲｸﾞﾋﾙ滋子

辻本昌弘 手塚千鶴子 宮川充司 森岡正芳 茂呂雄二 やまだようこ

山本登志哉 矢守克也

(編集監事) 磯村陸子 砂上史子

第8号(2008年度) (委員長) 麻生　武

(副委員長) 伊藤哲司 柴山真琴 能智正博

(委員) 遠藤利彦 小島康次 鹿嶌達哉 杉万俊夫 佐々木正人 戈木ｸﾚｲｸﾞﾋﾙ滋子

田中共子 手塚千鶴子 西村ユミ 森岡正芳 茂呂雄二 やまだようこ

山本登志哉 矢守克也

(編集監事) 砂上史子 中坪史典 松嶋秀明

第9号(2009年度) (委員長) 麻生　武

(副委員長) 伊藤哲司 柴山真琴 能智正博

(委員) 遠藤利彦 小倉啓子 小島康次 佐々木正人 杉万俊夫 田垣正晋

田中共子 西村ユミ 細馬宏通 南　博文 森岡正芳 茂呂雄二

やまだようこ 山本登志哉 矢守克也

(編集監事) 砂上史子 菅野幸恵 中坪史典 松嶋秀明

第10号(2010年度) (委員長) 能智正博

(副委員長) 柴山真琴 田中共子 西村ユミ

(委員) 遠藤利彦 小倉啓子 斉藤こずゑ 佐々木正人 澤田英三 杉万俊夫

田垣正晋 細馬宏通 南　博文 無藤　隆 森岡正芳 渡邊芳之

(編集監事) 菅野幸恵 中坪史典 松嶋秀明 村上幸史



第11号(2011年度) (委員長) 能智正博

(副委員長) 柴山真琴 田中共子 西村ユミ

(委員) 小倉啓子 斉藤こずゑ 佐々木正人 澤田英三 田垣正晋 谷口明子

細馬宏通 南　博文 無藤　隆 森　直久 森岡正芳 山口智子

渡邊芳之

(編集監事) 飯牟札悦子 川島大輔 菅野幸恵 村上幸史

第12号(2012年度) (委員長) 能智正博

(副委員長) 柴山真琴 田中共子 西村ユミ

(委員) 伊藤哲司 斉藤こずゑ 齋藤清二 澤田英三 田垣正晋 田代　順

谷口明子 永田素彦 無藤　隆 森　直久 山口智子 渡邊芳之

(編集監事) 飯牟札悦子 川島大輔 村上幸史 渡邉照美

第13号(2013年度) (委員長) 伊藤哲司

(副委員長) 永田素彦 西村ユミ 森　直久

(委員) 大谷　尚 大久保功子 斉藤こずゑ 齋藤清二 坂上裕子 柴坂寿子

菅野幸恵 田垣正晋 田代　順 松嶋秀明 余語琢磨 好井裕明

渡邊芳之

(編集監事) 沖潮(原田)満里子藤井真樹 藤岡　勲 渡邉照美

第14号(2014年度) (委員長) 伊藤哲司

(副委員長) 永田素彦 西村ユミ 森　直久

(委員) 大久保功子 大谷　尚 斉藤こずゑ 齋藤清二 坂上裕子 柴坂寿子

菅野幸恵 田垣正晋 田代　順 松嶋秀明 余語琢磨 好井裕明

渡邊芳之

(編集監事) 沖潮(原田)満里子藤井真樹 藤岡　勲 渡邉照美

第15号(2015年度) (委員長) 伊藤哲司

(副委員長) 永田素彦 森　直久 好井裕明

(委員) 大久保功子 大谷　尚 香川秀太 樫田美雄 川島大輔 金丸隆太

斉藤こずゑ 坂上裕子 柴坂寿子 菅野幸恵 松嶋秀明 余語琢磨

渡邊芳之

(編集監事) 沖潮(原田)満里子川崎　隆 藤井真樹 藤岡　勲

第16号(2016年度) (委員長) 永田素彦

(副委員長) 川島大輔 森　直久 好井裕明

(委員) 青山征彦 大久保功子 伊藤哲司 香川秀太 樫田美雄 金丸隆太

近田真美子 坂上裕子 松嶋秀明 松本光太郎 宮内　洋 安田裕子

八ツ塚一郎 余語琢磨

(編集監事) 勝浦眞仁 川崎　隆 藤井真樹 藤岡　勲

第17号(2017年度) (委員長) 永田素彦

(副委員長) 川島大輔 松嶋秀明 好井裕明

(委員) 青山征彦 伊藤哲司 香川秀太 樫田美雄 河原智江 金丸隆太

近田真美子 田垣正晋 松本光太郎 宮内　洋 森　直久 安田裕子

八ツ塚一郎 渡邉照美

(編集監事) 勝浦眞仁 川崎　隆 北村篤司 境　愛一郎

第18号(2018年度) (委員長) 永田素彦

(副委員長) 川島大輔 松嶋秀明

(委員) 青山征彦 香川秀太 河原智江 近田真美子 田垣正晋 中坪史典

松本光太郎 宮内　洋 森　直久 安田裕子 八ツ塚一郎 好井裕明

渡邉照美

(編集監事) 勝浦眞仁 北村篤司 境　愛一郎 田中元基



第19号(2019年度) (委員長) 川島大輔

(副委員長) 田垣正晋 松嶋秀明

(委員) 荒川　歩 岡部大介 勝浦眞仁 河原智江 近田真美子 中坪史典

東村知子 日高友郎 細馬宏通 松本光太郎 宮内　洋 森　直久

好井裕明 渡邉照美

(編集監事) 北村篤司 境　愛一郎 田中元基 黒住早紀子

(査読委員) 青柳美樹 秋谷直矩 蘭　由岐子 池田真理 磯村陸子 今尾真弓

大川聡子 岡本直子 沖潮（原田）満里子 岸野麻衣 木下寛子 久保恭子

曽山いづみ 竹内一真 種吉啓子 塚田　守 辻本昌弘 中山貴美子

文野　洋 古井克憲 保坂裕子 村上幸史 八木絵香 山田富秋

山本美智代 矢守克也 青木美和子 青山征彦 浦田　悠 東海林麗香

鷹田佳典 藤野友紀 安田裕子 山口智子 綾城初穂 一柳智紀

第20号（2020年度） (委員長) 川島大輔

(副委員長) 田垣正晋 荒川　歩

(委員) 岡部大介 勝浦眞仁 近田真美子 中坪史典 東村知子 日高友郎

細馬宏通 松本光太郎 森　直久 近藤（有田）恵古井克憲 細野知子

安田裕子 佐川佳南枝

(編集監事) 田中元基 黒住早紀子 上山瑠津子 曽山いづみ

(査読委員) 青柳美樹 秋谷直矩 蘭　由岐子 池田真理 磯村陸子 今尾真弓

大川聡子 岡本直子 沖潮（原田）満里子 岸野麻衣 木下寛子 久保恭子

竹内一真 種吉啓子 塚田　守 辻本昌弘 中山貴美子 文野　洋

保坂裕子 村上幸史 八木絵香 山田富秋 山本美智代 矢守克也

青木美和子 青山征彦 浦田　悠 東海林麗香 鷹田佳典 藤野友紀

山口智子 綾城初穂 一柳智紀 香川七海 川俣智路 川野健治

河原智江 神崎真実 菅野幸恵 高梨克也 松嶋秀明 渡邉照美

鈴木聡志 石井宏典



これまでの委員(『質的心理学フォーラム』編集委員会)

Vol.1 (委員長) 本山方子

(副委員長) 川野健治

(委員) 上淵　寿 齋藤清二 操　華子 八ツ塚一郎 山田富秋

(編集総務) 磯村陸子

Vol.2 2010年度 (委員長) 本山方子

(副委員長) 川野健治

(委員) 上淵　寿 鹿嶌達哉 齋藤清二 操　華子 八ツ塚一郎 山田富秋

(編集幹事) 荒川　歩 (編集総務) 磯村陸子 竹田恵子

Vol.3 2011年度 (委員長) 本山方子

(副委員長) 川野健治

(委員) 五十嵐靖博 上淵　寿 鹿嶌達哉 齋藤清二 塩瀬隆之 八ツ塚一郎

山田富秋

(編集幹事) 荒川　歩 (編集総務) 磯村陸子 東海林麗香 竹田恵子

Vol.4 2012年度 (委員長) 本山方子

(副委員長) 尾見康博 川野健治

(委員) 五十嵐靖博 樫田美雄 鹿嶌達哉 森岡正芳 八ツ塚一郎

(編集幹事) 荒川　歩 (編集総務) 磯村陸子 東海林麗香

Vol.5 2013年度 (委員長) 尾見康博

(副委員長) 荒川　歩

(委員) 家島明彦 五十嵐靖博 岡部大介 樫田美雄 河原智江 齋藤久美子

東海林麗香 森岡正芳

Vol.6 2014年度 (委員長) 尾見康博

(副委員長) 北村英哉 東海林麗香

(委員) 家島明彦 池田真理 大倉得史 岡部大介 樫田美雄 河原智江

齋藤久美子 中塚朋子 森岡正芳

Vol.7 2015年度 (委員長) 北村英哉

(副委員長) 家島明彦 河原智江

(委員) 池田真理 大倉得史 岡部大介 荘島幸子 鷹田佳典 谷　美奈

中塚朋子 平本　毅

Vol.8 2016年度 (委員長) 北村英哉

(副委員長) 池田真理 細馬宏通

(委員) 浦田　悠 大倉得史 岡部大介 川島理恵 荘島幸子 鷹田佳典

谷　美奈 中塚朋子 平本　毅 山本美智代

Vol.9 2017年度 (委員長) 細馬宏通

(副委員長)

(委員) 浦田　悠 川島理恵 金馬国晴 近藤　恵 篠木絵理 荘島幸子

鷹田佳典 谷　美奈 西倉実季 平本　毅 山本美智代

Vol.10 2018年度 (委員長) 細馬宏通

(副委員長) 川島理恵

(委員) 浦田　悠 海老田大五朗 金馬国晴 近藤　恵 篠木絵理 竹内一真

田中大介 西倉実季 山本美智代

2008-

2009年度



Vol.11 2019年度 (委員長) 横山草介

(副委員長) 金馬国晴 海老田大五朗

(委員) 近藤　恵 篠木絵理 西倉実季

竹内一真 田中大介

秋谷直矩 坂井志織 高梨克也 藤井真樹

Vol.12 2020年度 (委員長) 横山草介

(副委員長) 海老田大五朗 渡邉照美

(委員) 竹内一真 田中大介

秋谷直矩 坂井志織 高梨克也 藤井真樹

池口佳子 堀田裕子 石井由香理



これまでの委員(研究交流委員会)

2004年度 (委員長) 尾見康博

(副委員長) 本山方子

(委員) 抱井尚子 呉　宣児 坂上裕子 菅野幸恵 田垣正晋

高橋　直 長谷川元洋 松嶋秀明 湯浅秀道

2005年度 (委員長) 尾見康博

(副委員長) 本山方子

(委員) 抱井尚子 呉　宣児 坂上裕子 菅野幸恵 田垣正晋

高橋　直 長谷川元洋 松嶋秀明 操　華子 湯浅秀道

2006年度 (委員長) 尾見康博

(副委員長) 本山方子

(委員) 抱井尚子 呉　宣児 坂上裕子 菅野幸恵 田垣正晋

高橋　直 長谷川元洋 松嶋秀明 操　華子 湯浅秀道

2007年度 (委員長) 尾見康博

(副委員長) 本山方子

(委員) 荒川　歩 大家まゆみ 北村勝朗 菅野幸恵 谷口明子

永田素彦 長谷川元洋 操　華子 湯浅秀道 余語琢磨

2008年度 (委員長) 永田素彦

(副委員長) 野坂祐子

(委員) 靑山征彦 荒川　歩 大家まゆみ 大久保功子 大倉得史

北村勝朗 谷口明子 徳田治子 松本健義 余語琢磨

2009年度 (委員長) 永田素彦

(副委員長) 野坂祐子

(委員) 靑山征彦 荒川　歩 梅崎高行 大家まゆみ 大久保功子

大倉得史 樫田美雄 北村勝朗 谷口明子 徳田治子

藤江康彦 松本健義 余語琢磨

2010年度 (委員長) 樫田美雄

(副委員長) 徳田治子

(委員) 大倉得史 梅崎高行 大久保功子 坂本將暢 野坂祐子

藤江康彦 松本健義 森田京子 山崎浩司 吉村夕里

2011年度 (委員長) 樫田美雄

(副委員長) 山崎浩司

(委員) 梅崎高行 大久保功子 尾見康博 上手由香 坂本將暢

高橋亜希子 徳田治子 藤江康彦 松本光太郎 森田京子

吉村夕里

2012年度 (委員長) 藤江康彦

(副委員長) 松本光太郎

(委員) 岡本依子 香川秀太 上手(小嶋)由香 古賀松香 坂本將暢

鮫島輝美 高橋亜希子 山崎浩司 吉村夕里



2013年度 (委員長) 藤江康彦

(副委員長) 松本光太郎

(委員) 岡本依子 香川秀太 上手由香 古賀松香 佐川佳南枝

高橋亜希子 竹内みちる 鮫島輝美 日高友郎 渡辺　理

2014年度 (委員長) 古賀松香

(副委員長) 岡本依子

(委員) 一柳智紀 香川秀太 呉　宣児 佐川佳南枝 鮫島輝美

竹内みちる 日高友郎 渡辺　理

2015年度 (委員長) 古賀松香

(副委員長) 岡本依子

(委員) 石井宏典 一柳智紀 鹿嶌達哉 呉　宣児 佐川佳南枝

竹内みちる 土倉英志 日高友郎

2016年度 (委員長) 鹿嶌達哉

(副委員長) 呉　宣児

(委員) 青木美和子 荒川　歩 石井宏典 一柳智紀 白井裕子

瀬地山葉矢 土倉英志 東村知子 福永由佳

2017年度 (委員長) 鹿嶌達哉

(副委員長) 東村知子

(委員) 青木美和子 荒川　歩 石井宏典 白井裕子 関　博紀

瀬地山葉矢 土倉英志 福永由佳 宮本　匠

2018年度 (委員長) 荒川　歩

(副委員長) 東村知子

(委員) 青木美和子 香川七海 木下寛子 白井裕子 関　博紀

瀬地山葉矢 福永由佳 宮本　匠

2019年度 (委員長) 荒川　歩

（副委員長） 香川秀太

（委員） 香川七海 蒲生諒太 木下寛子 岸 磨貴子 関　博紀

田村南海子 宮本　匠

2020年度 (委員長) 木下寛子

（副委員長） 香川秀太

（委員） 関　博紀 香川七海

田村南海子 岸 磨貴子 蒲生諒太

小澤伊久美 河合直樹 宮前良平



これまでの委員(会務委員会)

2010年度 （委員長） サトウタツヤ

（委員） 浦田　悠 小保方晶子 佐久間路子 谷口明子 長谷川元洋

文野　洋 宮川充司 安田裕子

2011年度 （委員長） サトウタツヤ

（委員） 浦田　悠 小保方晶子 佐久間路子 谷口明子 長谷川元洋

文野　洋 宮川充司 安田裕子

2012年度 （委員長） サトウタツヤ

（委員） 浦田　悠 小保方晶子 佐久間路子 谷口明子 長谷川元洋

文野　洋 宮川充司 安田裕子

2013年度 （委員長） サトウタツヤ

（委員） 浦田　悠 谷口明子 文野　洋 安田裕子

2014年度 （委員長） サトウタツヤ

（委員） 岸　磨貴子 高橋菜穂子 谷口明子 文野　洋 安田裕子

2015年度 （委員長） サトウタツヤ

（委員） 岸　磨貴子 高橋菜穂子 谷口明子 文野　洋 安田裕子

2016年度 （委員長） 安田裕子

（委員） 岸　磨貴子 木戸彩恵 滑田明暢 文野　洋 山田哲子

2017年度 （委員長） 安田裕子

（委員） 木戸彩恵 中坪太久郎 滑田明暢 文野　洋 山田哲子

2018年度 （委員長） 安田裕子

（委員） 綾城初穂 川本静香 木戸彩恵 中坪太久郎 滑田明暢

保坂裕子 山田哲子

2019年度 （委員長） 安田裕子

（委員） 綾城初穂 奥井（高橋）菜穂子 川本静香 中坪太久郎 滑田明暢

保坂裕子

2020年度 （委員長） 安田裕子

（委員） 綾城初穂 奥井（高橋）菜穂子 川本静香 児玉（渡邉）茉奈美 保坂裕子



これまでの委員(学会賞選考委員会)

第1回 2009年度 (委員長) 無藤　隆

(委員) 秋田喜代美 麻生　武 サトウタツヤ 能智正博

南　博文 やまだようこ

第2回 2010年度 (委員長) 麻生　武

(委員) 斉藤こずゑ 西村ユミ 能智正博 南　博文

第3回 2011年度 (委員長) 西村ユミ

(委員) 斉藤こずゑ 柴山真琴 無藤　隆 森岡正芳

第4回 2012年度 (委員長) 森岡正芳

(委員) 伊藤哲司 川野健治 齋藤清二 柴山真琴

第5回 2013年度 (委員長) 川野健治
(委員) 伊藤哲司 小倉恵子 齋藤清二 好井裕明

第6回 2014年度 (委員長) やまだようこ

(委員) 小倉恵子 戈木ｸﾚｲｸﾞﾋﾙ滋子 砂上史子 好井裕明

第7回 2015年度 (委員長) やまだようこ

(委員) 戈木ｸﾚｲｸﾞﾋﾙ滋子 砂上史子 辻本昌弘 徳田治子

第8回 2016年度 (委員長) 伊藤哲司

(委員) 倉持清美 田垣正晋 辻本昌弘 徳田治子

第9回 2017年度 (委員長) 伊藤哲司

(委員) 岡本直子 樫田美雄 倉持清美 田垣正晋

第10回 2018年度 (委員長) 伊藤哲司

(委員) 岡本直子 樫田美雄 柴坂寿子 山田富秋

第11回 2019年度 (委員長) 永田素彦

(委員) 柴坂寿子 山田富秋 八ッ塚一郎 西村ユミ

第12回 2020年度 (委員長) 永田素彦

(委員) 八ッ塚一郎 西村ユミ 本山方子 好井裕明


