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●本用紙記入事項並びに添付書類に関する個人情報は、購入資格の確認・連絡以外の目的に使用することはありません。 

 本用紙はAmerican Psychological Association：APA（アメリカ心理学会）が定めたLevelCのテストであるPCL-Ｒ™: 2nd Edition 
（Hare Psychopathy Checklist-Ｒevised ）の日本語版（商品名：PCL-R™ 第 2版）を販売するにあたり初めて購入を希望される 
お客様すべてに、ご記入頂く「購入資格確認用紙」です。下記資格レベル項目に記入して頂くと共に、添付書類を提出頂きます。 
購入資格の確認が済みますと、小社にて IDを付与致します。IDが付与された購入資格確認者のみに該当商品を販売致します。 
原著者・原出版社の要求事項に基づき、小社が確認させて頂きます。 
＊Level Cは、使用する検査や関連領域について専門知識を持ち、スーパービジョン等を伴った専門訓練を受けた人のみが実施可能。 

●Level C 水準の確認を致します。該当項目をチェックしてください。 

 ①社会科学、医科学、行動科学の分野でM.A., M.Ed., M.S.W. , Ph.D., D.Ed., M.D.等の高等学位を有している(修了証書添付）。 
 ②学部・大学院で精神病理学、統計学・心理測定理論等の科目・単位・課程についていずれか、あるいはすべてを修了しています。 
 ③矯正施設、司法精神病院などの収容者を実務的に知っています。精神医学ないしは心理学の登録証書、あるいは臨床場面での 

実習科目ないしは実習訓練期間の修了、関連職務を数年間経験したことを証明する書類などを提出することができます。 
 ④購入希望者がPCL-R™ 第 2版™を用いるにあたり適切な経験をもち、訓練を受けていることを保証する機関・施設・個人から、 

その証明書類を提出することができます（書類添付）。。 
 上記①～④について該当する場合、必要書類を添付して頂くと共に（学位記；博士論文集もしくは博士論文出版書籍表紙・奥付 

 など；職務従事証明書；受講修了証明書などの写し）、下記の項目へご記入ください。 
 
１．申請者名                                  印    性 別 （ 男 ・ 女 ） 

                                                                      

   

ローマ字                              

   

生年月日              年    月     日  西暦でご記入ください 

 

２．現住所  〒   -        都・道・府・県           市・区・町・村                番地 

        

       TEL.       -        -              

         

        e-mailアドレス                  ＠                        

 

３．所属機関  

（１）名称   

                                                    

（２）職名 

 

（３）住所 〒   -         都・道・府・県          市・区・町・村                 番地 

 

 

（４）連絡先（TEL・FAX・e-mailアドレス） 

 

（５）その他 

     

 

4．修了した教育・訓練レベル   卒業・修了・取得年は西暦でご記入ください 

 (１）Bachelor’s学士              大学             年卒業 

 

 (２）Master’s  修士                 大学大学院           年修了 

    研究分野 

 (３）Doctorate  博士                  大学大学院           年   単位取得退学・修了・取得 

    研究分野 

 

 (４）Other その他（具体的に） 

    HARE  PCL-R™  TRAINING  PROGRAMを受講された方は、受講年月日・場所・受講修了の写し等 
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5．使用目的 該当項目をチェックし、具体的にご記入頂けると幸いです。 

  （１）Assessment/Diagnosis                      評価・診断    （                            ） 

  （２）Counseling                           カウンセリング （                            ） 

  （３）Research                            研究        （                              ） 

  （４）Therapy                             治療・処遇    (                            )  

  （５）Law execution business                     法執行実務      (                          ) 

 （６）If other please specify:その他（具体的に） 

 

 

 

6．専門的知識の範囲 

  （１）Clinical／Mental Health                  臨床／精神保健 

  （２）Psychiatry                         精神医学 

  （３）School Psychology                      学校心理学 

  （４）Special Education                     特殊教育 

  （５）Career & Vocational Training               職業訓練 

  （６）Occupational Therapy                    作業療法 

  （７）Speech/Language/Hearing                   言語療法 

  （８）Personnel                          人事（ＨＲＭ；Human Resource Management） 従業員の管理関連分野 

  （９）Rehabilitation                      リハビリテーション 

  （10）If other please specify:                 その他(具体的に) 

      ＊PCL-R™ 用の分野   法執行関係の専門業務：例えば捜査、分類、矯正、保護観察など 

 

7．コースごとに修了レベルを「大学院レベル」Gか「学部レベル UG」か記入してください。 

G  UG  (1)Objective Personality Testing      客観的パーソナリティ・テスト 

G  UG  (2)Tests and Measurements           検査と測定法         

G  UG  (3)Psychometrics and Measurement Theory    心理測定および測定理論 

G  UG  (4)Personality                パーソナリティ理論（意訳） 

G  UG  (5)Abnormal Psychology or Psychopathology  異常心理学または精神病理学 

G  UG  (6)Vocational Assessment          作業評価・職業評価 

    ＊(7)PCL-R™ 用の専門知識 

             ①法執行関係の実務専門知識：犯罪捜査・取調べ  

             ②矯正プログラムの作成・遂行・効果の評定  

             ③予後評価 

            ④その他（具体的に） 

 

 

8．購入希望者がメンバーである所属専門学会・組織をリストアップしてください。 

 

 

 

9．購入希望者の仕事・経歴等に関し、それを保証して頂けるPCL-R™ 第2版購入有資格者（APA：アメリカ心理学会が定める Level C 

に該当する専門家）の推薦を少なくともお一人からお願い致します。 

 保証します  私は、この「購入資格確認用紙」で、私によって提供される情報が正確であることを証明します。 

 

（１）署   名                           印 

 

（２）記入年月日           年    月     日  西暦でご記入ください 

（３）所属 

（４）現住所  〒    -    

 

（５）TEL.         -        -              

本用紙送付先 〒112-0012 東京都文京区大塚３-３-７ 株式会社 金子書房 TEL 03-3941-0111 FAX 03-3941-0163 


