
ポスター発表1㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀3月15日（金）10 :00〜12 :00
（在席責任時間 発表番号：奇数10 : 00〜10 : 50：偶数11 : 00〜11 : 50）

P1-001 未就学児を育てる共働き夫婦におけるストレスの発生と収束

―ジョイント・インタビュー法を用いて―

東北大学大学院教育学研究科/日本学術振興会 黒澤 泰

東北大学大学院教育学研究科 加藤 道代

P1-002 「私はなぜ私なのか」という問いを継続して考える要因とは？

―大学生を対象とした質問紙調査より―

名古屋市立大学大学院人間文化研究科 天谷 祐子

P1-003 保育所に勤務する看護師の「揺らぎ」に関する一考察

千葉経済大学 短期大学部 足立 里美

P1-004 女子学生の「自伝的記憶」の分析

日本女子大学人間社会学部 船越 かほる

日本女子大学 岩立 志津夫

P1-005 成人生成期の娘が母親に向ける親密性は娘の精神的自立にどのように作用するのか

青山学院大学大学院文学研究科 水本 深喜

P1-006 夫婦関係と精神的健康の関連

―ポジティブ指標とネガティブ指標の比較―

文京学院大学 伊藤 裕子

聖徳大学 相良 順子

P1-007 感謝の発達的変化と与えることの喜びを感じる生き方および人生満足度との関係

和洋女子大学人間・社会学系 池田 幸恭

P1-008 親は子どもの性格の継時的安定性をどう記述するか

―ビッグファイブへの分類と “マイペース” への着目から―

和洋女子大学 小沢 哲史

P1-009 幼児における自己と他者の認識（6）

―幼児は自他の身体的異同をいかにとらえるか―

東京経済大学 野田 淳子

P1-010 大学生の恋愛における疲労感の探索的検討

和光大学 髙坂 康雅

P1-011 転職経験における心理的変化の検討

白百合女子大学大学院文学研究科発達心理学専攻 高橋 彩

P1-012 中学生の自己制御に影響を及ぼす外的要因の検討

―親の養育態度，教師との関わり経験，学級風土について―

筑波大学大学院博士課程人間総合科学研究科 崔 玉芬

筑波大学大学院人間総合科学研究科 庄司 一子

P1-013 アメリカ在住の日米国際結婚家族の子どもの文化的アイデンティティの構築2

東京都市大学 矢吹 理恵
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P1-014 発達記述メディアの構成する育児支援距離の機能

國學院大學文学部 斉藤 こずゑ

P1-015 妊婦の家庭の父親のワーク・ライフ・バランスと家族

―夫婦関係、家族機能、家族成員のストレスとの関係―

愛知教育大学 尾形 和男

東洋学園大学 福田 佳織

P1-016 妊婦の家庭の夫婦のワーク・ライフ・バランスと家族

―夫婦関係、家族機能、家族成員のストレスとの関係―

東洋学園大学 福田 佳織

愛知教育大学 尾形 和男

P1-017 中高年者のワーク・ファミリー・バランス

―家庭関与，仕事関与，精神的健康との関連に注目して―

（独）国立長寿医療研究センター/名古屋大学大学院 富田 真紀子

（独）国立長寿医療研究センター 西田 裕紀子

（独）国立長寿医療研究センター 丹下 智香子

（独）国立長寿医療研究センター 坪井 さとみ

（独）国立長寿医療研究センター/愛知淑徳大学 安藤 富士子

（独）国立長寿医療研究センター 下方 浩史

P1-018 保護者にとっての子どもの入園の意味（1）

―入園先選択理由に着目して―

昭和女子大学生活機構研究科 藤崎 春代

P1-019 青年が認識する父親役割の検討（1）

白百合女子大学 今野 歩

白百合女子大学大学院 小島 真紀子

P1-020 青年が認識する父親役割の検討（2）

白百合女子大学大学院文学研究科 小島 真紀子

白百合女子大学 今野 歩

P1-021 大学生の子どもへの関心とその規定要因

文京学院大学大学院人間学研究科 扇原 貴志

文京学院大学人間学部 上村 佳世子

P1-022 大学生が捉える親子関係の個人内の変化

―Circle Drawingを用いた検討―

白百合女子大学 生涯発達研究教育センター 久保田 桂子

P1-023 「ふつう」プライミングによる行動への影響

―行動の精緻化および創造的思考に着目して―

日本教育大学院大学 黒石 憲洋

清泉女学院大学 佐野 予理子

桐朋学園女子部門 生井 裕子

P1-024 面接からみえてきた「ふつう」の意味

清泉女学院大学 佐野 予理子

日本教育大学院大学 黒石 憲洋

桐朋学園女子部門 生井 裕子
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P1-025 教育相談場面で語られる「ふつう」の意味

桐朋学園女子部門 生井 裕子

清泉女学院大学 佐野 予理子

日本教育大学院大学 黒石 憲洋

P1-026 障がいのある子どもの親として生きる

―地域のピアサポートグループにおける語りの実践―

奈良文化女子短期大学 東村 知子

P1-027 0〜3歳児の子育てにおけるネット利用とメンタルヘルス（1）

―子育てにおけるネット利用がもたらすポジティブな側面とネガティヴな側面―

白百合女子大学 秦野 悦子

帝京平成大学 瀬戸 淳子

P1-028 0〜3歳児の子育てにおけるネット利用とメンタルヘルス（2）

―子育ての悩みに関するメール相談の実態―

帝京平成大学 瀬戸 淳子

白百合女子大学 秦野 悦子

P1-029 発達障害児・者の母親の心理的適応に対する意味了解の効果

―コーピング方略との関連から―

甲南大学人間科学研究所 山根 隆宏

P1-030 大学生の自己愛的脆弱性と愛着スタイル

広島大学大学院教育学研究科 神谷 真由美

広島大学大学院教育学研究科 岡本 祐子

広島大学大学院教育学研究科 高野 恵代

広島大学大学院教育学研究科 深瀬 裕子

P1-031 先天性疾患が出産後の母親の心理的状態に与える影響

―口唇裂・口蓋裂乳児の母親における抑うつ得点の2点間比較―

共愛学園前橋国際大学国際社会学部 松本 学

東北大学病院顎口腔機能治療部 中條 哲＃

東北大学大学院歯学研究科 幸地 省子＃

宮城学院女子大学発達臨床学科 足立 智昭

東京大学大学院教育学研究科 遠藤 利彦

P1-032 感情のコントロールを目的としたSSTグループに参加した母親の養育態度の変化

獨協医科大学越谷病院 櫻庭 京子

東京大学大学院 峯松 信明

獨協医科大学越谷病院 作田 亮一＃

県立広島大学 今泉 敏

埼玉医科大学 提 剛＃

P1-033 児童養護施設における子どもの育ちの環境

―施設職員における発達期待と学習期待の特徴―

東京福祉大学心理学部 齊藤 千鶴

聖心女子大学文学部 向井 隆代

聖徳大学人文学部 佐伯 素子
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P1-034 幼児の気質的制御と親の養育態度が子どもの行動と対児感情に及ぼす影響

聖徳大学 佐伯 素子

明治学院大学大学院 武藤 涼華＃

聖徳大学大学院 古屋 絵理＃

国立精神・神経医療研究センター 長島 杏那＃

P1-035 広汎性発達障害児の保育活動における「参加」の支援

―3歳児クラスから5歳児クラスの1年10か月間の支援事例―

白百合女子大学大学院文学研究科 渡部 朗代

白百合女子大学文学部 秦野 悦子

P1-036 母子関係および同胞関係の視点からみた障害者のきょうだいの心理的体験

―障害者家族の関係性に着目して―

広島大学大学院教育学研究科 髙野 恵代

広島大学大学院教育学研究科 岡本 祐子

広島大学大学院教育学研究科 神谷 真由美

広島大学大学院教育学研究科 深瀬 裕子

P1-037 青年期における生活不安の発達的変化に関する研究

岩手大学教育学部 藤井 義久

P1-038 自閉症スペクトラムの高校生と父親の親子関係構築のための支援

兵庫県立姫路特別支援学校 竹中 正彦

P1-039 心の傷と解離傾向の繋がりを緩衝する要因の検討

―主観的体験による解離傾向抑制の可能性―

広島大学大学院教育学研究科 池田 龍也

広島大学大学院教育学研究科 岡本 祐子

P1-040 東日本大震災における子どもの健康福祉システムの再構築（1）

―石巻支援学校の事例を中心に：その1―

山形県立米沢女子短期大学 沼山 博

東北福祉大学 西野 美佐子

聖和学園短期大学 荒井 美智子

東北福祉大学 平川 昌宏

P1-041 東日本大震災における子どもの健康福祉システムの再構築（1）

―石巻支援学校の事例を中心に：その2―

聖和学園短期大学 荒井 美智子

東北福祉大学 西野 美佐子

山形県立米沢女子短期大学 沼山 博

東北福祉大学 平川 昌宏

P1-042 虐待不安と虐待傾向に関する一考察

東京大学大学院教育学研究科 渡� 茉奈美

P1-043 保育現場が求めている専門家による保育支援とは何か

―振り返りのカンファレンスからとらえた保育者の支援ニード―

発達・教育相談室ぽるか 野村 直子
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P1-044 子育て支援活動に参加する子育てを終えた女性の世代性

―子育て経験の成熟のプロセスに焦点を当てて―

鹿児島市知的障害者福祉センター 山下 桂子

長崎大学教育学部 吉田 ゆり

P1-045 高機能広汎性発達障害児における自己認知

―あるアスペルガー症候群児との面接を通して―

鹿児島市精神保健福祉交流センター 下園 彩華

長崎大学 吉田 ゆり

P1-046 社会的引きこもり事例における旅行療法の研究

―自己効力感の変化―

畠杏林私塾/畠塾自立支援センター 畠 秀和

P1-047 発達障害を確率的にアセスメントするエキスパートシステム（5）

―エキスパートシステムの結果に基づく教師へのコンサルテーション―

宮城学院女子大学 足立 智昭

宮城県さわらび学園 川越 聡一郎

宮城県立気仙沼支援学校 佐藤 牧子＃

P1-048 A君（知的障害児）の保育所における発達支援

千葉大学教育学部 冨田 久枝

横須賀市立田浦保育園 菅原 幸子＃

P1-049 ある障害者のきょうだいの「障害受容」

―きょうだい同士の語り合いから―

東京大学大学院教育学研究科/日本学術振興会 沖潮（原田）満里子

P1-050 保育現場における巡回相談員の専門性

―はじめて事業に従事する相談員への心理教育―

長崎大学 吉田 ゆり

鹿児島市精神保健福祉交流センター 下園 彩華

鹿児島市知的障害福祉センター 山下 桂子

P1-051 妊婦の愛着表象と代理対象との関連

―継続安定型と獲得安定型および不安定型の比較―

上越教育大学 高橋 靖子

日本福祉大学 瀬地山 葉矢

名古屋大学 本城 秀次

P1-052 東アジアにおける自閉症スペクトラム児の親のニーズに関する比較研究（5）

―中国（蘇州市）における学齢児の親のニーズの分析から―

大阪女子短期大学 荒木 美知子

立命館大学 張 鋭

立命館大学 荒井 庸子

立命館大学 前田 明日香

奈良教育大学 井上 洋平

立命館大学 荒木 穂積

立命館大学 竹内 謙彰
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P1-053 母親のアタッチメントと養育行動の幼児の適応との関連

筑波大学 安藤 智子

白梅学園大学 無藤 隆

P1-054 子育てエピソード前後における負の感情変化

洗足こども短期大学 楜澤 令子

P1-055 障がい説明に対する親のニーズの違いについて

白百合女子大学 三木 陽子

P1-056 親−乳幼児メンタルヘルスの縦断的研究

―母親の性格特性とメンタルヘルスが乳幼児の発達に及ぼす影響（生後24ヶ月まで）―

白百合女子大学大学院文学研究科 村田 朱美

P1-057 立会い分娩が父親としての自覚に及ぼす影響

東京成徳大学 石崎 一記

東京成徳大学大学院心理学研究科臨床心理専攻 阪無 勇士＃

東京成徳大学大学院心理学研究科臨床心理専攻 石毛 遥＃

東京成徳大学大学院心理学研究科臨床心理専攻 風間 和＃

東京成徳大学大学院心理学研究科臨床心理専攻 松田 直子＃

P1-058 「これからの自分」コラージュにおける大学生の「希望」への治療・診断的要因

早稲田大学大学院文学研究科 藤掛 友希

P1-059 葛藤課題における4歳の子どもの生理的ストレス反応

―親の養育態度からの検討―

東京女子大学大学院人間科学研究科 風間 みどり

東京女子大学 平林 秀美

University of Michigan Twila Tardif＃

東京女子大学 唐澤 眞弓

P1-060 手の左右差における遺伝及び環境要因の発達

―双生児法を用いて―

大阪人間科学大学人間科学部 鈴木 国威

慶應義塾大学文学部 安藤 寿康

P1-061 処理水準の違いが表情認知に及ぼす影響

愛知淑徳大学心理学部 坂田 陽子

愛知きわみ看護短期大学 市川 恭子

P1-062 中高年者の知能の経年変化

―12年間の縦断的検討―

（独）国立長寿医療研究センター 西田 裕紀子

（独）国立長寿医療研究センター 丹下 智香子

（独）国立長寿医療研究センター/名古屋大学大学院 富田 真紀子

（独）国立長寿医療研究センター 坪井 さとみ

（独）国立長寿医療研究センター/愛知淑徳大学 安藤 富士子

（独）国立長寿医療研究センター 下方 浩史
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P1-063 幼児における手指の巧緻性と計算能力の媒介過程

広島大学大学院教育学研究科/日本学術振興会 浅川 淳司

広島大学大学院教育学研究科 杉村 伸一郎

P1-064 青年期の家庭内役割と養育態度・自尊感情の関連

三重大学 信太 寿理

P1-065 多次元ワーキングメモリテストにおける年代間比較の研究

立正大学大学院心理学研究科 神田 尚

帝京大学教育学部 山村 豊

立正大学心理学部 井田 政則＃

P1-066 幼児における多義図形理解の発達

―外的世界の二重性と心的世界の二重性の分化の必要性―

愛知県立大学大学院人間発達学研究科 工藤 英美

愛知県立大学教育福祉学部 加藤 義信

P1-067 乳児期における視覚的共同注意の発達的検討

―7ヶ月児と9ヶ月児の比較―

同志社大学大学院心理学研究科 仁坂 恵

同志社大学心理学部 内山 伊知郎

P1-068 幼児における様々なエージェントの知覚能力の認識

静岡大学教育学部 中道 圭人

P1-069 途上国の子どもの認知発達（1）

―ケニアと日本の6歳児の人物画比較―

目白大学作業療法学科 西方 毅

P1-070 2人の子と室内で遊ぶ場合の母親による育児語

聖心女子大学 岸本 健

P1-071 障害児におけるやりとりと模倣

―シャボン玉遊びを介して―

和光大学 辻 あゆみ

横浜国立大学 高山 佳子

P1-072 乳幼児期における音楽的行動の縦断的観察

―楽器を横断する “楽器性” の探索―

ヤマハ音楽振興会 山﨑 寛恵

駒沢女子大学人文学部 丸山 慎

ヤマハ音楽振興会 森内 秀夫

P1-073 他者とのやりとりによる課題活動に対するポジティブ感情がやりとりの有り様に如何なる差異を生むか

九州大学大学院人間環境学府 奈田 哲也

久留米工業大学 堀 憲一郎

P1-074 聴覚呈示された物語文の再生成績に対する加齢と知能の影響

―日本語版WMS-R ロジカルメモリの高齢者層における標準化を目指した予備的検討―

名古屋大学大学院医学系研究科/東京都健康長寿医療センター研究所 河野 直子

名古屋大学大学院医学系研究科/愛知淑徳大学 大川 佳純
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P1-075 高齢者はいつのことを思い返すのか

―不随意な回想の日誌に基づく類型別の検討―

大阪大学大学院人間科学研究科 野村 晴夫

P1-076 意思決定における魅力効果の発達

岡山大学大学院教育学研究科 林 創

倉敷市立万寿小学校 谷松 隼人＃

P1-077 中国語を母語とする日本語学習者の作文過程の発達

国際教養大学 石毛 順子

P1-078 母親の言語入力の年齢推移と子どもの言語発達

帝塚山大学 小椋 たみ子

浜辺 直子＃

帝塚山大学 平井 純子＃

帝塚山大学 増田 珠巳＃

P1-079 論理的推論における様相分化の時期

早稲田大学教育・総合科学学術院 中垣 啓

早稲田大学教育・総合科学学術院/日本学術振興会 伊藤 朋子

P1-080 肉声による歌いかけは幼児の他者に対する反応を促進させるか？

愛知淑徳大学大学院心理学研究科 杉浦 悠子

愛知淑徳大学心理学部 坂田 陽子

P1-081 園生活における自他の感情経験の有無について幼児はいかに応えるか

―年少組（4歳）時点における多様性―

東洋大学社会学部 久保 ゆかり

P1-082 老年期の社会的活動における仲間関係と参加動機づけの関連

川崎市麻生保健福祉センター 堀口 康太

P1-083 対人援助職における共感性（4）

―自我発達の差異からみた保育者を目指す学生の実習前後の変化―

福岡女子大学 鈴木 有美

共栄大学 内田 千春

宮城学院女子大学 木野 和代＃

P1-084 高学年学級の葛藤状況における話し合い

―効果的な解決にむけてネガティブ感情の表明がどのようになされるか―

千葉大学教育学部 岩田 美保

千葉大学教育学部附属小学校 古重 奈央＃

千葉大学教育学部附属小学校 鶴島 規晃＃

P1-085 ほめられる以前の認知と動機づけの関連

―一対比較法による動機づけの高まるほめられる条件の検討―

藤女子大学人間生活学部 青木 直子

P1-086 農業体験学習に対する教師の考え等と児童の反応

筑波大学大学院人間総合科学研究科生涯発達専攻 勝野 美江

筑波大学人間系 藤生 英行
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P1-087 子どもは人が好き

聖心女子大学 川上 清文

P1-088 乳幼児期のふり遊びにおける発達的変化

同志社大学心理学研究科/日本学術振興会 伴 碧

同志社大学心理学部 内山 伊知郎

P1-089 泣きのエピソード後における乳児の機嫌

聖心女子大学大学院文学研究科人間科学専攻 中山 博子

P1-090 乳児期と幼児後期の対人行動の関連

―保育園児5名の1歳時と5歳時の比較―

聖徳大学児童学部 相良 順子

聖徳大学短期大学部 村田 カズ

P1-091 養育態度の変化が子どものPDD特性を浮彫にした事例

お茶の水女子大学/帝京大学病院 菊池 知美

白百合女子大学/帝京大学病院 五十嵐 一枝

P1-092 女子短期大学生の心理的発達に関する縦断研究（26）

―5因子性格特性とライフイベントが抑うつに与える影響―

東海学園大学 谷 伊織

上越教育大学大学院 五十嵐 素子

愛知江南短期大学 森山 雅子

中部大学 杉本 英晴

P1-093 女子短期大学生の心理的発達に関する縦断研究（24）

―ライフイベントと学校満足度の関連についての検討―

上越教育大学大学院 五十嵐 素子

愛知江南短期大学 森山 雅子

中部大学 杉本 英晴

東海学園大学 谷 伊織

P1-094 女子短期大学生の心理的発達に関する縦断研究（25）

―恋人との関係の良好度と抑うつ，自尊感情の関連に関する継時的検討―

愛知江南短期大学 森山 雅子

中部大学 杉本 英晴

東海学園大学 谷 伊織

上越教育大学大学院 五十嵐 素子

P1-095 現代学生気質に合わせた保育科学生初年次指導法の検討（5）

名古屋柳城短期大学 荻原 はるみ

名古屋柳城短期大学 成田 朋子

P1-096 幼児のひとり遊びにおける行為の自発的な修正と方略の獲得

お茶の水女子大学大学院人間文化創成科学研究科人間発達科学専攻 戸次 佳子

P1-097 コミュニケーション活性剤としてのコラージュ活用の試み4

―保育者と臨床家を目指す学生のコラボレーション―

京都文教短期大学 鳥丸 佐知子
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P1-098 幼稚園4歳児の対人葛藤場面における協同的解決

奈良女子大学大学院人間文化研究科 松原 未季

奈良女子大学研究院 本山 方子

P1-099 小学生における居場所（「安心できる人」）と情動知能の関係

奈良教育大学 豊田 弘司

P1-100 適応指導教室に関わる心理士の役割

―教育支援センター機能の充実に向けて―

神奈川県大磯町教育研究所 山口 千尋

大妻女子大大学院 石田 多枝子

P1-101 演習（ゼミ）生と共に進める履歴書作成の試み

―関係論からみた「何でここにいるのか？」との関連で―

鹿児島国際大学福祉社会学部 崎原 秀樹

P1-102 2歳児の発達と親による日常的な歌いかけの関連

―音楽、言語、社会性の発達についての検討―

玉川大学リベラルアーツ学部 梶川 祥世

ヤマハ音楽振興会 森内 秀夫

P1-103 子育てひろばと協働した保育内容のプログラムの分析

―「絵本の読み聞かせ」をテーマとするプログラムの感想の分析から―

岡山県立大学 京林 由季子

P1-104 算数科に関わる音楽教材

―米国メリーランド州のKindergartenにおける教材及び授業の分析を通して―

早稲田大学大学院教育学研究科 池田 康子

P1-105 教育相談担当教師の言語応答様式の検討

―他の教師および企業に勤める営業職と比較して―

浜松学院大学現代コミュニケーション学部 鈴木 郁子

P1-106 保育者は3歳未満児保育の実態をどう捉えているか

―「子どもの遊びと生活を支える人的・物的環境に関する調査」の分析から―

明星大学教育学部 齋藤 政子

P1-107 4歳児クラスにおける合意形成のための保育者の働きかけ

尚絅学院大学 杉山 弘子

P1-108 ドイツ森の幼稚園、その後

―理論、実践、実証、評価―

富士常葉大学保育学部 百合草 禎二

P1-109 保育実習の印象に対する保育者効力感の影響（1）

―実習における指導（者）の印象および実習に対する不安との関連―

鹿児島国際大学 田爪 宏二

沖縄女子短期大学 廣瀬 真喜子

(57)



P1-110 保育実習の印象に対する保育者効力感の影響（2）

―実習による保育者観・保育観の変化との関連―

沖縄女子短期大学 廣瀬 真喜子

鹿児島国際大学 田爪 宏二

P1-111 学校行事に対する大学生の意味付けの検討

―青年期前期・中期の経験に着目して―

東京大学大学院教育学研究科 河本 愛子

P1-112 就学前児をもつ専業主婦の生活満足度

―家事サポート及び家事ストレスによる分析―

台湾・元智大学教養学部 糠 明珊
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P2-001 幼児は向社会的行動をとる対象を好むのか？

―乳児に対する実験パラダイムの幼児に対する応用―

横浜国立大学大学院教育学研究科 武田 士将

横浜国立大学教育人間科学部 福田 幸男＃

P2-002 小学生の頃の養育者からの言葉かけが女子大学生の自己制御機能に与える影響

京都女子大学発達教育学部 森下 正康

P2-003 子どもの気質と家庭環境

―幼稚園と保育所の子どもの気質の違い―

國學院大學北海道短期大学部 草薙 恵美子

札幌大谷大学短期大学部 星 信子

光塩学園女子短期大学 陳 省仁

北海道大学文学研究科 安達 真由美＃

奈良女子大学研究院生活環境科学系 髙村 仁知＃

奈良佐保短期大学 大石 正＃

P2-004 子どもの気質と家庭生活

―幼稚園と保育園児の養育者の信念につ いて―

光塩学園女子短期大学 陳 省仁

國學院大学北海道短期大学部 草薙 恵美子

札幌大谷大学短期大学部 星 信子

北海道大学文学研究科 安達 真由美＃

奈良女子大学研究院生活環境科学系 髙村 仁知＃

奈良佐保短期大学 大石 正＃

P2-005 シャイな女子学生における愛着スタイルと学校適応感との関連

旭川大学短期大学部幼児教育学科 越智 幸一

旭川大学短期大学部幼児教育学科 佐藤 貴虎

P2-006 中学生の情動発達と親の養育態度との関連について

追手門学院大学大学院心理学研究科 趙 愛蓮

P2-007 幼児期における完全主義と擬適応との関連

関西福祉科学大学 西元 直美

P2-008 家族のあり方についての一考察

―スウェーデンの養子の事例を通して―

文京学院大学人間学部人間福祉学科 森 和子

P2-009 東日本大震災後の節電問題についての大学生の批判的思考

―節電不要論を主張するテレビ番組視聴後の節電意識の変化―

和光大学 いとう たけひこ

和光大学 村田 洋平＃

大東文化大学 杉田 明宏
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P2-010 子育てに関する援助要請と要請への心理的抵抗

―身近な人への援助要請について―

浜松市発達医療総合福祉センター 中神 友梨

共栄大学 天岩 靜子

P2-011 育児期家族の生活と心理の日蘭比較

―乳幼児を持つ夫婦の育児の協同の観点から―

鎌倉女子大学児童学部児童学科 佐藤 淑子

P2-012 青年期の愛着スタイル、社会イメージ、将来への時間的展望

追手門学院大学心理学部 金政 祐司

P2-013 青年期後期における敬老志向性とその構造に関する研究

横浜国立大学大学院教育学研究科 高橋 知也

P2-014 40代50代女性の決断経験が主体性に及ぼす影響

―決断へのプロセスの視点から―

筑波大学大学院 人間総合科学研究科 桑原 裕子

P2-015 母子相互行為の中で形成される幼児の食事のスクリプト（1）

文京学院大学 上村 佳世子

上越教育大学 吉澤 千夏

文京学院大学 加須屋 裕子

P2-016 母子相互行為の中で形成される幼児の食事のスクリプト（2）

上越教育大学学校教育研究科 吉澤 千夏

文京学院大学人間学部 加須屋 裕子

文京学院大学人間学部 上村 佳世子

P2-017 0-1歳乳児が仲間を見るとき（1）

―社会性の発達の観点から―

大竹 信子

名古屋芸術大学大学院人間発達研究科 星 三和子

P2-018 0-1歳の乳児が仲間を見るとき（2）

―認知発達の観点から―

名古屋芸術大学大学院人間発達研究科 星 三和子

大竹 信子

P2-019 中国寄宿制中学生の学校適応に関する探索的研究

東京福祉大学心理学部心理学科 石 晓玲

P2-020 平和教育アニメ視聴による現職教員のコンフリクト対処スタイルの変化に関する研究

―平和教育アニメーション『みんながHappyになる方法』の効果と意義―

大東文化大学 杉田 明宏

和光大学 いとう たけひこ

明治学院大学 井上 孝代＃

P2-021 災害ボランティアにおける活動動機および活動経験と参加意思の関連

―ボランティア活動に伴うコストに着目して―

名古屋大学大学院教育発達科学研究科 二村 郁美
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P2-022 被災体験が与えた認識の変化（2）

―被災地の大学生の報告から―

東北福祉大学 西野 美佐子

P2-023 東アジアの教師が伝える親子間葛藤処理方略

同志社女子大学 塘 利枝子

P2-024 未就学児を持つ母親のSNS利用とソーシャル・サポートの関連

奈良女子大学生活環境学部 安藤 香織

愛知淑徳大学 佐藤 美礼

P2-025 震災後のよそおいを媒介とする心理支援活動の検討

立命館大学衣笠総合研究機構生存学研究センター 木戸 彩恵

立命館大学文学研究科 サトウ タツヤ

P2-026 高機能自閉症スペクトラム児の算数文章題解決

―小学校2年時の算数文章題解決下位過程からみた特徴―

昭和音楽大学 田坂 裕子

東京学芸大学 伊藤 良子

P2-027 保育所における保育巡回相談について（2）

―子どもの年齢と保育者が気になる子どもの行動―

浦和大学こども学部 藤井 和枝

P2-028 育てにくい子どもと発達障害児の地域における育児支援

―保護者主体の支援を支える専門家のあり方を考える―

名古屋女子大学短期大学部 幸 順子

愛知県心身障害者コロニー発達障害研究所 竹澤 大史

P2-029 巡回発達相談における保育者と発達相談員の協働

帝京大学 木原 久美子

P2-030 課題遂行時に生じる不注意による誤りの分析

久留米大学 園田 直子

P2-031 大学生における過剰適応傾向が心理社会的課題に及ぼす影響

広島大学大学院教育学研究科 星野 美欧

広島大学大学院教育学研究科 岡本 祐子

P2-032 自閉症のある子どもの「まねる行動」の変化

―SCERTSモデルを意識した実践での結果から―

京都府立南山城支援学校/京都教育大学大学院教育学研究科 西山 剛司

P2-033 自閉症幼児の愛着行動と他者理解の発達連関についての検討

神戸大学大学院 人間発達環境学研究科 白上 智恵

P2-034 極低出生体重児の学童期から中学生時期における知的発達の推移についての検討

日本子ども家庭総合研究所 安藤 朗子

P2-035 人工内耳の両耳装用とろう学校進学を決断した母親の心理

金沢大学人文学類・子どものこころの発達研究センター 荒木 友希子
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P2-036 教師用BRIEFの日本における標準化の試み（2）

大阪大学大学院連合小児発達学研究科 永谷 文代

大阪大学大学院医学系研究科数理保健学 大野 ゆう子＃

大阪大学大学院医学系研究科数理保健学 清水 佐知子＃

大阪大学大学院連合小児発達学研究科 諏訪 絵里子＃

大阪大学大学院連合小児発達学研究科附属子どものこころの分子統御機構研究センター 廣瀬 央恵＃

大阪大学大学院連合小児発達学研究科附属子どものこころの分子統御機構研究センター 松嵜 順子

大阪大学大学院連合小児発達学研究科 毛利 育子＃

大阪大学大学院連合小児発達学研究科 谷池 雅子＃

P2-037 子ども期における自己有能感・社会的受容感と精神的健康（2）

―幼稚園教諭から見た子どもの精神的健康度を中心として―

清泉女学院大学 眞榮城 和美

P2-038 保育学生と保育士の発達障害児に対する認識の比較

新渡戸文化短期大学 松鹿 光

日本女子大学発達相談研究会 稲垣 秀佳

洗足こども短期大学 楜澤 令子

日本女子大学人間社会学部 船越 かほる

P2-039 乳幼児の養育者の育児ストレスに関する検討

―養育者のエンパワメントに注目した育児支援プログラム―

徳島大学病院精神科神経科 渡邉 温子

徳島大学大学院ソシオ・アーツ・アンド・サイエンス研究部 山本 真由美

P2-040 保育所における1・2歳児の巡回相談

白百合女子大学 中石 康江

（株）JPホールディングス 古屋 昌美

（株）JPホールディングス 小野 藤子＃

（株）JPホールディングス 樫尾 麻里＃

P2-041 視聴覚同時呈示事態での注意の解放の問題について

富山大学大学院医学薬学研究部（医学）心理学 片桐 正敏

富山大学付属病院小児科 宮 一志＃

富山大学大学院医学薬学研究部（医学）心理学 松井 三枝＃

P2-042 学齢期の自閉症スペクトラム障害児に対する仲間関係発達支援プログラムの開発

―効果検証に向けた予備的分析―

東京学芸大学教育学部 藤野 博

国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所 森脇 愛子

P2-043 学齢期の自閉症スペクトラム障害児に対する仲間関係発達支援プログラムの開発

―2人組遊び場面における特定の仲間との相互作用の変化に関する予備的分析―

東京学芸大学大学院/国立精神・神経医療研究センター/東京小児療育病院 森脇 愛子

東京小児療育病院 生駒 花音＃

東京学芸大学 伊藤 良子

東京学芸大学 藤野 博
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P2-044 青年期・成人期女性の身体的特質と心理的適応5

―PMS タイプとソーシャルサポートの関連―

和歌山大学 則定 百合子

神戸大学大学院 齊藤 誠一

近畿大学豊岡短期大学 上長 然

近畿医療福祉大学 田仲 由佳

P2-045 青年期・成人期女性の身体的特質と心理的適応6

―性周期変動とPMSとの関連―

近畿大学豊岡短期大学 上長 然

和歌山大学 則定 百合子

神戸大学大学院 齊藤 誠一

近畿医療福祉大学 田仲 由佳

P2-046 発達障害児における「文字通りでないことば」の理解

―視点取得能力との関連―

昭和女子大学 田村 綾菜

いわき短期大学 常深 浩平

P2-047 質問タイプと専門家証言が子どもの証言の評価に及ぼす影響

―模擬裁判の分析―

北海道大学大学院文学研究科 仲 真紀子

P2-048 日常場面におけるScale errorの調査

上越教育大学大学院学校教育研究科 石橋 美香子

上越教育大学 森口 佑介

P2-049 高齢者の情動知能と認知機能の関連性

神戸大学人間発達環境学研究科 増本 康平

P2-050 「有能な乳児」の姿はどれほど認知されているのか？

―保育者養成校学生の場合―

東北文教大学短期大学部子ども学科 永盛 善博

P2-051 役割取得能力の認知的，感情的側面が援助行動に及ぼす影響

同志社大学大学院心理学研究科 藤山 紗岐

同志社大学心理学部 内山 伊知郎

同志社大学大学院心理学研究科 上野 萌子

シャープ株式会社 西野 成葉＃

P2-052 幼児期の数概念はどのように発達するのか

―均等配分と計数，多少等判断の関連性―

福井大学大学院教育学研究科 山口 真希

P2-053 幼児のブロック穴入れ行動の発達に関する一考察

滋賀大学 細谷 里香

兵庫教育大学大学院 松村 京子

P2-054 幼児は写真の重さを何によって決まると考えているか？

―フレーム・指示対象・被写体の大きさに着目して―

名古屋芸術大学 木村 美奈子

愛知県立大学 加藤 義信
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P2-055 中年期における認知機能の自己評価とパフォーマンスの関連について

―「認知的加齢意識尺度」の作成と妥当性の検討の試み―

（株）電脳 小菅 英恵

帝京大学教育学部 山村 豊

立正大学大学院心理学研究科 神田 尚

淑徳大学大学院総合福祉研究科 田中 元基

P2-056 中高年期における認知機能の加齢的変化についての調査および実験的検討

帝京大学教育学部 山村 豊

（株）電脳 小菅 英恵

立正大学大学院心理学研究科 神田 尚

淑徳大学大学院総合福祉研究科 田中 元基

P2-057 幼児期における第二次Deception行動の存在可能性

―誤信念課題の標準的通過は4歳児の最高能力だろうか？―

京都教育大学 加用 文男

P2-058 道徳授業を通した児童の道徳性の発達過程

―社会文化的アプローチに基づくワークシートの記述の検討―

新潟大学 一柳 智紀

P2-059 幼児における記憶力を高めるための反復検索の介入効果

関西福祉科学大学 堀田 千絵

堺暁福祉会保育事業部 花咲 宣子＃

女性相談センター 堀田 伊久子＃

神戸親和女子大学 多鹿 秀継＃

P2-060 自伝的記憶の重要性がアイデンティティの確立に及ぼす影響

奈良教育大学教育学部 山本 晃輔

P2-061 司法面接の繰り返しの効果

―大学生と小学生の比較―

北海道大学大学院文学研究科 井上 愛弓

北海道大学大学院文学研究科 仲 真紀子

P2-062 幼児期における空想の存在の形成過程

京都ノートルダム女子大学 心理学部 高井 直美

P2-063 24ヶ月児における同音異アクセント語の学習

東京大学大学院教育学研究科 山本 寿子

東京大学大学院教育学研究科 針生 悦子

P2-064 聴覚障害児の手話語彙評価法の開発

―刺激語彙の選択と図像性の評価―

金沢大学学校教育系 武居 渡

P2-065 アニミズム心性は世代間で異なるか？

大阪府立大学大学院人間社会学研究科 藤田 裕一

神戸親和女子大学発達教育学部 末田 啓二＃
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P2-066 自閉症スペクトラム障害をもつ児童における絵本内容の理解

練馬区立大泉南小学校 大郷 陽子

十文字学園女子大学 伊藤 恵子

P2-067 聴覚障害児の日本語文法理解力の検討

― J. COSS日本語理解テストを用いた横断的研究によって―

東京未来大学こども心理学部 中川 佳子

金沢大学人間社会研究域 武居 渡

日本女子大学人間社会学部 小山 高正

P2-068 児童のポジティブ情動の表出調整に及ぼす親密性の影響

京都大学大学院教育学研究科 倉屋 香里

P2-069 自発的微笑の縦断的観察

東京大学大学院教育学研究科/日本学術振興会 川上 文人

P2-070 絵本の読み聞かせ場面と展開場面における母子相互行為の変化

白百合女子大学大学院 岩崎 衣里子

日本公文教育研究会 板橋 利枝

日本公文教育研究会 佐々木 丈夫

白百合女子大学大学院 田島 信元

P2-071 成人アタッチメント・スタイル尺度RQ-GOの妥当性の量的検討

―同一人物の実施したECR-GOとの併存妥当性―

明治学院大学大学院心理学研究科 山仲 彩代

立教大学現代心理学部 林 もも子＃

P2-072 乳児期から成人期までの寝返り動作の発達過程に関する一考察

東京大学大学院教育学研究科 山本 尚樹

P2-073 乳児の粗大運動発達における個人差の発現プロセス

武庫川女子大学 萱村 俊哉

奈良女子大学 萱村 朋子

P2-074 母子のかかわり行動の発達的変化（3）

北星学園大学社会福祉学部 後藤 恵美子

札幌市教育センター 多田 裕美

P2-075 シャーデンフロイデの共有による自尊感情の変化

同志社大学心理学部 渡邊 ひとみ

P2-076 放課後の時間使用と中学校への心理社会的適応（3）

―メゾシステムの違いによる適応の差異―

高千穂大学人間科学部 岡田 有司

P2-077 大学生の老人観測定の検討（2）

―自己将来像としての老人イメージの分析を通して―

東京未来大学モチベーション行動科学部 高橋 一公

P2-078 保育園での保護者面接

―心理士としての役割とは―

山村学園短期大学 高木 紀子
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P2-079 若者とその両親の家族関係の中での成長

お茶の水女子大学大学院人間文化創生科学研究科 大島 聖美

P2-080 新任教員が直面する授業実践上の困難と問題

―就任後1ヶ月の体験日誌と授業実践の記録の分析を通して―

九州大学大学院人間環境学府 田中 あかり

九州大学大学院人間環境学研究院 當眞 千賀子

P2-081 保育実習が学生の自己効力感に与える影響

―実習回数の違いによる変化の特徴―

淑徳短期大学 小薗江 幸子

P2-082 『問いを立てて作品を読む』

―絵本を用いた教員養成大学での授業づくりの試み―

北海道教育大学 高橋 亜希子

P2-083 睡眠を中心とした生活臨床に関する縦断的検討（3）

―生活実態調査と睡眠健康教育の実践調査の結果をもとに―

関西学院大学 小谷 正登

兵庫県立教育研修所 加島 ゆう子＃

流通科学大学 岩崎 久志＃

西宮市立浜甲子園中学校 木田 重果＃

明石市立貴崎小学校 河西 利枝＃

太成学院大学 三宅 靖子＃

梅花女子大学 下村 明子＃

伊丹市立伊丹特別支援学校 藤村 真理子＃

武庫川女子大学 白石 大介＃

P2-084 保育所実習に対する自己評価質問紙の作成

倉敷市立短期大学保育学科 門田 昌子

倉敷市立短期大学保育学科 寺薗 さおり

倉敷市立短期大学保育学科 木戸 啓子

倉敷市立短期大学保育学科 奥富 庸一＃

P2-085 学童保育における情動コントロールに困難を抱える子どもの育成（1）

―研修型コンサルテーションによる指導員の力量形成の支援プログラム―

NPO市民サポートセンター日野 土屋 和子

明星大学 西本 絹子

NPO市民サポートセンター日野 齊藤 晶子＃

P2-086 学童保育における情動コントロールに困難を抱える子どもの育成（2）

―研修型コンサルテーションにおける気づきと学び―

明星大学 西本 絹子

NPO市民サポートセンター日野 土屋 和子

NPO市民サポートセンター日野 齊藤 晶子＃

P2-087 動物園見学による幼児の動物の行動や気持ち理解への影響

美作大学 生活科学部 廣瀬 聡弥

P2-088 乳幼児のスマートフォン等のゲーム使用に関する調査（1）

十文字学園女子大学人間生活学部 大宮 明子

十文字学園女子大学人間生活学部 石田 有理
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P2-089 乳幼児のスマートフォン等のゲーム使用に関する調査（2）

十文字学園女子大学人間生活学部 石田 有理

十文字学園女子大学人間生活学部 大宮 明子

P2-090 幼稚園児を持つ母親の育児の困り事と保護者支援

岡崎女子短期大学 岸本 美紀

中部大学 松尾 久枝

P2-091 特別支援教育に関する小学校教員の研修ニーズ（1）

―経験した研修内容と今後求められる研修内容の分析を中心に―

四天王寺大学 教育学部 八木 成和

P2-092 片付けの実態と目標についての認識と実際

川村学園女子大学 箕輪 潤子

東京大学 秋田 喜代美

聖心女子専門学校 増田 時枝

東京成徳短期大学 安見 克夫

千葉大学 砂上 史子

広島大学 中坪 史典

P2-093 幼児期における不器用さと運動抑制との関連

―ハサミ操作を用いて―

鈴鹿短期大学 渋谷 郁子

P2-094 中学生及び高校生の読書活動の実態とその規定要因（1）

―学校読書環境と読書行動―

東京大学大学院教育学研究科 秋田 喜代美

東北大学大学院教育学研究科 深谷 優子

東京大学大学院教育学研究科 上原 友紀子

新潟大学教育学部 足立 幸子＃

P2-095 中学生及び高校生の読書活動の実態とその規定要因（2）

―読書量・読書ジャンルと意識・意欲・能力との関連―

東北大学大学院教育学研究科 深谷 優子

東京大学大学院教育学研究科 上原 友紀子

東京大学大学院教育学研究科 秋田 喜代美

新潟大学教育学部 足立 幸子＃

P2-096 中学生及び高校生の読書活動の実態とその規定要因（3）

―過去の読書活動及び読書方略と読書量との関連―

東京大学大学院教育学研究科 上原 友紀子

東北大学大学院教育学研究科 深谷 優子

東京大学大学院教育学研究科 秋田 喜代美

新潟大学教育学部 足立 幸子＃

P2-097 子どもの構成活動に外的評価の予告が及ぼす影響

山梨大学大学院教育学研究科 渡邉 雅俊

P2-098 中学生の認知する保護者の発達期待とキャリア意識の縦断的関連

広島文教女子大学 新見 直子

広島大学大学院教育学研究科 前田 健一
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P2-099 中学生のキャリア意識と適応感の縦断的関連

広島大学大学院教育学研究科 前田 健一

広島文教女子大学 新見 直子

P2-100 看護系大学生のロールモデルに関する研究

―ロールモデル選択への自己への焦点化の影響―

北陸先端科学技術大学院大学 鍋田 智広

和歌山県立医科大学 水田 真由美＃

和歌山県立医科大学 山田 和子＃

和歌山大学 松田 憲幸＃

P2-101 ベビーサインを習っている母子のコミュニケーションの様相

埼玉学園大学人間学部 赤津 純子

P2-102 朗読聴取が児童に及ぼす影響

愛知教育大学院教育学研究科 彦坂 千穂

愛知教育大学 栗山 和広

P2-103 日本版学校肯定感（SLAQ）教師評定版尺度作成の試み

新潟青陵大学 本間 優子

同志社大学 内山 伊知郎

新潟市立南万代小学校 山田 友明＃

新潟市立紫竹山小学校 小竹 正子＃

P2-104 興味関心分野と算数能力および対人能力との関連性の検討

筑波大学人間系/日本学術振興会 大泉 郷子

筑波大学大学院人間総合科学研究科 熊谷 恵子

P2-105 都市部の児童の動物飼育と自然体験活動

東京農工大学大学院農学研究院 甲田 菜穂子

東京農工大学大学院連合農学研究科 宝 迪

東京農工大学大学院連合農学研究科 中嶋 信＃

東京農工大学大学院農学研究院 渡辺 元＃

福岡県立大学人間社会学部 南里 悦史＃

P2-106 青年期の次世代育成に関する意識と時間的展望

日本橋学館大学リベラルアーツ学部人間心理学科 寺本 妙子

P2-107 長期にわたり不安や戸惑いを「泣き」で表す幼児に関する考察

帝京短期大学 茂木 寿美子

P2-108 女子大学生の親子関係と将来展望

昭和女子大学 松永 しのぶ

鎌倉女子大学 大石 美佳

P2-109 2歳児の母親からの分離プロセスの個人差

公益財団法人小平記念日立教育振興財団 日立家庭教育研究所 金丸 智美

P2-110 「親子の居場所」利用者の子育てにおける変化

―「子育て支援」は「子育て」に何をもたらすのか―

新潟県立大学人間生活学部子ども学科 角張 慶子
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P2-111 青年期の娘から見た母娘関係

―娘の自立意識と心理的適応との関連―

昭和女子大学 近藤 かおり

昭和女子大学 松永 しのぶ

P2-112 子育て支援へのムーブメント教育の活用

―子育て支援学習の場を通して―

釧路専門学校 佐藤 麻美

鎌倉女子大学児童学部子ども心理学科 飯村 敦子
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P3-001 「意識のハードプロブレム」と「9か月革命」

大島社会文化研究所 古谷 公彦

P3-002 関係性発達の新たな視点として甘えが意味すること（3）

―移行期における甘え機能の実証―

武庫川女子大学大学院臨床教育学研究科 大道 えりつ

P3-003 成人前期の価値意識（1）

―大学卒業生の追跡面接による価値構造の検討―

国際基督教大学教育研究所 栗山 容子

川越市子育て支援課 吉田 恭子

国際基督教大学 大井 直子

P3-004 成人前期の価値意識（2）

―生き方とその揺らぎの質的検討―

川越市子育て支援課 吉田 恭子

国際基督教大学教育研究所 栗山 容子

国際基督教大学 大井 直子

P3-005 自己主張期の幼児に対する母親の育児行動

―きょうだいの育児経験が引き起こす親の育児行動の対象化―

東京理科大学理学部第一部 竹尾 和子

白百合女子大学大学院文学研究科 渡部 朗代

P3-006 身体機能が老年的超越と主観的幸福感との関連に及ぼす影響

大阪大学大学院人間科学研究科 中川 威

東京都健康長寿医療センター研究所 増井 幸恵

P3-007 生涯発達における「諦観」の機能（2）

―posttraumatic growthとの関連―

聖セシリア女子短期大学 飯牟礼 悦子

P3-008 歩行開始期及び思春期の子ども・親・祖父母の世代性（5）

―2世代の世代性の検討―

お茶の水女子大学 高濱 裕子

大阪人間科学大学 北村 琴美

大阪商業大学 佐々木 尚之

江戸川大学 木村 文香

P3-009 青年期の IWMと成人期の仕事への取り組み

―17年間の縦断的研究―

順天堂大学スポーツ健康科学部 山岸 明子

東京家政大学人文学部 武井 澄江

P3-010 成人期女性の仕事・家庭への取り組みと適応感

―看護系短大卒業17年後の調査から―

東京家政大学人文学部 武井 澄江

順天堂大学スポーツ健康科学部 山岸 明子
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P3-011 文化の継承と文化的アイデンティティ

―国際結婚家庭の子ども（国際児）の場合―

埼玉学園大学人間学部 鈴木 一代

P3-012 成人愛着スタイルと社会的排斥

長崎大学教育学部 伊崎 翼

長崎大学教育学部 谷口 弘一

P3-013 母娘の関係性が娘の夫婦関係・親役割に及ぼす影響（2）

―青年期の母子関係および精神的自立の男女比較からの検討―

山梨大学大学院 教育学研究科 東海林 麗香

P3-014 1-2歳児におけるシンボルがともなう複数他者間での共同注意

―保育者と仲間との物を介するかかわりに着目して―

高崎健康福祉大学短期大学部 齊藤 多江子

P3-015 東日本大震災における乳幼児・児童のストレスとその対応2

―保育者が捉えた震災11か月後の子どもと保護者の姿―

東北大学大学院教育学研究科 本郷 一夫

東北大学大学院教育学研究科 加藤 道代

東北大学大学院教育学研究科 神谷 哲司

東北大学大学院教育学研究科 平川 久美子

東北大学大学院教育学研究科 進藤 将敏

聖和学園短期大学 飯島 典子

P3-016 孫の対人的社会化と祖父母の影響

―青年期の孫の対人特性にみる祖父母の影響―

奈良女子大学大学院人間文化研究科 諏澤 宏恵

P3-017 大学生のキャリア発達に関する研究

―大学生の進路選択自己効力感とレジリエンスは不安の程度と関連するか―

福島大学キャリア研究部門 五十嵐 敦

P3-018 乳児期における適応方略としての自己主張行動に関する研究

鈴峯女子短期大学 倉盛 美穂子

P3-019 日本と内モンゴルの小学生の日常生活と体験活動の実態調査

東京農工大学 宝 迪

東京農工大学 甲田 菜穂子

東京農工大学 中嶋 信＃

東京農工大学 渡辺 元＃

福岡県立大学 南里 悦史＃

P3-020 児童期の自己の発達と小学校の教育実践（2）

―自己の存在を明確化する表現とその記号的媒介過程―

大阪教育大学 小松 孝至

芦屋市立山手小学校 紺野 智衣里＃

P3-021 幼児の自由遊びで発生する自己主張の社会化

立命館大学院文学研究科 廣瀬 翔平
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P3-022 子育て支援センターにおける母子保健事業との連携

―聞き取り調査からの検討―

十文字学園女子大学 向井 美穂

名古屋芸術大学 星 三和子

十文字学園女子大学 上垣内 伸子

尚絅大学 塩崎 美穂＃

P3-023 きょうだいの相互作用に関する研究XIV

―家庭での相互作用のはじまり―

埼玉県立大学 和田 香誉

P3-024 自閉症幼児のほめへの期待と他者関係に関する一考察（2）

―積木の模倣構成課題にみる自己と他者の分化に注目して―

淑徳大学大学院総合福祉研究科 戸川 亜希子

淑徳大学発達臨床研究センター 池畑 美恵子

P3-025 個人の発達と認知レベルのアセスメントに基づいた学習支援に向けての検討

福山大学人間文化学部 野津山 希

福山大学人間文化学部 堤 俊彦＃

P3-026 発達障害児の小集団早期療育における幼児期の縦断的研究

児童発達支援ふるーれ 河野 智佳子

児童発達支援ふるーれ 冨来 秀美

児童発達支援ふるーれ 山本 聡子

P3-027 自閉症児の療育における関与者の省察の変容プロセス

―関係発達の視点からの検討―

島田療育センター 飯塚 小百合

P3-028 知的・発達障害児の対人場面における推論能力と方略の検討

東京学芸大学大学院 田中 里実

東京学芸大学教育実践研究支援センター 橋本 創一

P3-029 自閉症スペクトラム障害児における「不器用さ」の特性について

―Movement ABC 2nd とその他のアセスメント結果をもとに―

筑波大学体育系 澤江 幸則

文京学院大学人間学部 柄田 毅

P3-030 自閉症児どうしの相互教示行為を生成する支援構造

―複数の自閉症児が在籍する特別支援学級の授業分析を通して―

神戸大学大学院人間発達環境学研究科 赤木 和重

P3-031 不妊治療で生まれた超低出生体重児の心理学的予後

大阪大学 金澤 忠博

美作大学 安田 純

関西福祉科学大学 鎌田 次郎

大阪大学 日野林 俊彦

甲子園大学 南 徹弘

大阪府立母子保健総合医療センター 末原 則幸＃

大阪府立母子保健総合医療センター 北島 博之＃

大阪府立母子保健総合医療センター 藤村 正哲＃

武庫川女子大学 糸魚川 直祐
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P3-032 学齢期における発達障害と父親の養育態度

―低出生体重児の調査から―

関西福祉科学大学 鎌田 次郎

大阪大学 金澤 忠博

美作大学 安田 純

大阪大学 日野林 俊彦

甲子園大学 南 徹弘

武庫川女子大学 糸魚川 直祐

P3-033 超低出生体重児の学齢期における気質と発達障害の関連

美作大学 安田 純

大阪大学 金澤 忠博

大阪大学 清水 真由子

大阪大学 井崎 基博

関西福祉科学大学 鎌田 次郎

大阪大学 日野林 俊彦

甲子園大学 南 徹弘

武庫川女子大学 糸魚川 直祐

P3-034 自閉症スペクトラム障害児のプロソディ理解

―超低出生体重児の調査から―

大阪大学 井崎 基博

大阪大学 金澤 忠博

関西福祉科学大学 鎌田 次郎

美作大学 安田 純

大阪大学 清水 真由子

大阪大学 岡本 駿一

大阪大学 永井 祐也

大阪大学 日野林 俊彦

甲子園大学 南 徹弘

武庫川女子大学 糸魚川 直祐

P3-035 予防的集団施行ペアレント・トレーニングへの参加者の特性

―幼児対象プログラムと小学生対象プログラムの差異―

宮崎大学教育文化学部 立元 真

P3-036 自閉症傾向に伴う大学生の自己知覚と抑うつ症状との関連性

北海道医療大学院心理科学研究科 石丸 佳奈

北海道医療大学心理科学部 近藤 清美

P3-037 アタッチメントに基づくアセスメントとコンサルテーションについての事例研究

―親子関係の「強み」を明確にする介入と効果―

甲南大学大学院人文科学研究科 岩本 沙耶佳

甲南大学文学部 北川 恵

P3-038 自閉症スペクトラム障害を持つ児への思春期サポートグループの試み

東京都立東大和療育センター分園 よつぎ療育園 成 基香

東京都立東大和療育センター分園 よつぎ療育園 中山 眞理＃

東京都立東大和療育センター分園 よつぎ療育園 関川 香葉子＃

東京都立東大和療育センター分園 よつぎ療育園 岩本 薫＃

東京都立東大和療育センター分園 よつぎ療育園 佐野 直樹＃

東京都立東大和療育センター分園 よつぎ療育園 中山 治美＃
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P3-039 知的障がい者のきょうだいにおけるライフコース選択のプロセス

東京大学大学院教育学研究科 笠田 舞

P3-040 自閉症と問題行動

―問題行動・行動障害を軽減するプログラムを考える―

コロロ発達療育センター 田口 亜衣

P3-041 中年期の「二重の危機」を契機とする生涯発達的変化

―アタッチメント理論からの再考―

東京大学大学院教育学研究科 礒谷 知希

P3-042 集団回想法的実践から捉えた高齢聴覚障害者の語りの質的変化

立命館大学衣笠総合研究機構 甲斐 更紗

P3-043 発達障害児へのレクレーション場面での支援について

社会福祉法人昴 ハロークリニック 渡辺 久美子

社会福祉法人昴 ハロークリニック 山崎 晃史＃

P3-044 発達障害を抱える子どもへの支援

―メンタルフレンドがかかわった子どもの成長過程とかかわりの成果―

名古屋学芸大学短期大学部 大原 榮子

心療クリニックパティオちた 佐治 恒佑＃

おの心のクリニック 戸田 和憲＃

P3-045 心の理論と言語発達の関係

―定型発達児と自閉症スペクトラム障害児の比較―

小金井市立小金井第二小学校 荻野 加菜

東京学芸大学教育学部 藤野 博

東京学芸大学大学院連合学校教育学研究科 神井 享子

東京学芸大学国際教育センター 松井 智子

茨城大学教育学部 東條 吉邦

武蔵野東教育センター 長内 博雄＃

P3-046 高等学校における個別の指導計画の作成・運用を促進する学校コンサルテーションの展開

埼玉県立大学保健医療福祉学部 森 正樹

P3-047 男性は女性にどこまで接近してよいか

―ASD青年の回答―

山形県立保健医療大学 佐竹 真次

P3-048 発達障害児を対象とした余暇支援プログラムの取り組み（1）

―プログラムの概要―

都立多摩総合精神保健福祉センター 中村 干城

江戸川大学社会学部 木村 文香

川村学園女子大学大学院人文科学研究科 小野寺 綾乃＃

P3-049 発達障害児を対象とした余暇支援プログラムの取り組み（2）

―表現に着目した食育への取り組み―

江戸川大学社会学部 木村 文香

都立多摩総合精神保健福祉センター 中村 干城

川村学園女子大学大学院人文科学研究科 小野寺 綾乃＃
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P3-050 学校の落ち着きは「問題」生徒と教師になにをもたらすのか

―ある「荒れ」た中学校でのフィールドワークから（2）―

滋賀県立大学人間文化学部 松嶋 秀明

P3-051 児童自立支援施設（教護院）入所児の特徴と入所-退所の変化

上智大学大学院 大原 天青

上智大学 岡 歩美＃

P3-052 乳児期における斜面状の周辺視の流れに対する自己受容感覚

―角度の違いによる検討―

同志社大学大学院心理学研究科 上野 萌子

同志社大学心理学部 内山 伊知郎

P3-053 大人と子供の音楽における感情認知

―テンポと調性に焦点をあてて―

友野 あい

P3-054 幼児の数直線課題における手がかりの効果

広島大学大学院教育学研究科 浦上 萌

広島大学大学院教育学研究科 杉村 伸一郎

P3-055 2次元キャラクターの髪の色が印象形成へおよぼす影響

―オタク自認群とオタク否認群との比較検討―

早稲田大学人間総合研究センター 名取 洋典

加藤学園暁秀初等学校 成田 純＃

P3-056 乱暴な子はずーっと乱暴？

―攻撃性と引っ込み思案についての幼児の理解の比較から―

新潟大学教育学部 中島 伸子

新潟県庁 天野 舞＃

P3-057 幼児と小学生の絵本の読み方に関する視線分析研究

兵庫教育大学大学院連合学校教育学研究科 松村 京子

姫路市立白浜小学校 多田 有葉＃

小野市教育委員会 藤本 茉里＃

兵庫教育大学大学院連合学校教育学研究科 田中 響

大阪市立榎並小学校 角江 繁美

P3-058 幼児期における人形を用いたふり遊びの理解の発達

神戸大学大学院人間発達環境学研究科 大塚 穂波

P3-059 幼児期における協調運動の発達と実行機能の関連性（2）

琉球大学大学院教育学研究科 武島 愛理

琉球大学教育学部 富永 大介

P3-060 幼児の布置参照枠に基づく対象定位に環境参照枠が与える影響

鹿児島純心女子大学 多田 幸子

広島大学 杉村 伸一郎

P3-061 ヒト幼児における共同所有概念の発達

京都大学院教育学研究科 熊木 悠人
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P3-062 乳児へのmind-mindednessと感情を伴う乳児顔への視覚的注意

―乳児の喜び顔と悲しみ顔への反応―

愛知淑徳大学 篠原 郁子

上越教育大学/科学技術振興機構 森口 佑介

P3-063 幼児は自分の「計算過程」をいかに説明するか

―自由遊び場面における表現の分析を通して―

共栄大学 教育学部 天岩 靜子

P3-064 幼児における描画構成の発達と空間認知の関連

東北大学大学院教育学研究科 進藤 将敏

P3-065 1歳後半から2歳半に至る自己の発達（1）

―母子相互作用場面での「述べる」行動に着目して―

愛知県立大学 瀬野 由衣

P3-066 児童における文字・図形模写の発達に及ぼすメディアの影響

京都大学大学院教育学研究科 子安 増生

龍谷大学文学部 郷式 徹

P3-067 自閉症児と定型発達児における模倣対象の選択に関する検討（2）

東京大学大学院総合文化研究科 臼井 さおり

茨城大学教育学部 東條 吉邦

武蔵野東教育センター 長内 博雄＃

東京大学大学院総合文化研究科 長谷川 寿一＃

P3-068 幼児の絵本作りに関する研究

―物語を通した自己表現―

那覇市立城西幼稚園 池田 尚子

P3-069 動機づけの不安定性を測定する尺度の作成

香川大学教育学部 岡田 涼

京都教育大学教育学部 伊藤 崇達

P3-070 高齢者の連合記憶

―記銘時間，再生，再認成績からの検討―

金沢大学大学院人間社会環境研究科 松川 順子

金沢大学大学院人間社会環境研究科 牛 愛菊＃

P3-071 保育現場における「かみつき」の深刻さと保育条件の関連

―この20年の保育合研での実践報告の分析から―

京都華頂大学 西川 由紀子

P3-072 子どもは「自分の名」をどのように学ぶのか？（その2）

奈良女子大学研究院人文科学系 麻生 武

P3-073 心の理論課題の通過の継時的変化とパターン

―縦断データの分析―

神戸松蔭女子学院大学人間科学部 久津木 文

帝塚山大学現代生活学部 小椋 たみ子

京都大学大学院文学研究科 板倉 昭二
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P3-074 選言3段論法推論と連言否定型3段論法推論における思考の特性

早稲田大学大学院教育学研究科 大浦 賢治

早稲田大学大学院教育学研究科 中垣 啓

P3-075 読み書き障害児の運動感覚による再生・音読能力

―書きの問題を顕著にもつ読み書き障害児1事例における検討―

国際医療福祉大学保健医療学部言語聴覚学科 小田部 夏子

P3-076 高機能PDD児における形容詞理解と適用の特徴

東京学芸大学大学院教育学研究科 根岸 由佳理

東京学芸大学教育実践研究支援センター 大伴 潔

P3-077 学習支援ニーズと自律的動機づけとの関係

―中国語学習における学習方略―

京都教育大学 伊藤 崇達

P3-078 アタッチメント不安定傾向の母親はむずかる乳児にどう応答するか

―情動の映し出しとしての「調律的応答」との対比―

東京大学大学院教育学研究科 蒲谷 槙介

P3-079 幼児の身体意識性と共感性の関連について

東海大学阿蘇教養教育センター 井上 久美子

P3-080 感情の日内変動の個人差に関する探索的研究（1）

―パーソナリティを中心に―

名古屋大学大学院教育発達科学研究科 坪田 祐基

名古屋大学大学院教育発達科学研究科 大久保 諒

P3-081 感情の日内変動の個人差に関する探索的研究（2）

―睡眠パタンを中心に―

名古屋大学大学院教育発達科学研究科 大久保 諒

名古屋大学大学院教育発達科学研究科 坪田 祐基

P3-082 添い寝が子どもの信頼感・自立心・依存心へ及ぼす影響

兵庫教育大学大学院連合学校教育学研究科 吉田 美奈

鳴門教育大学大学院学校教育研究科 浜崎 隆司

P3-083 子どもはいつ「人の気持ちはわからない」ことがわかるのか？

神戸大学大学院人間発達環境学研究科 近藤 龍彰

P3-084 わが国のアタッチメント・パターン再考

―ストレンジ・シチュエーション法をめぐる問題―

北海道医療大学心理科学部 近藤 清美

P3-085 幼児における怒りの主張的表出の理解の発達

―他者信念の理解との関連の検討―

東北大学大学院教育学研究科 平川 久美子

P3-086 ネガティブ感情表出方略の発達的変化

久留米大学大学院心理学研究科 藤林 まど花

久留米大学文学部 園田 直子
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P3-087 母親の育児ストレス及び抑うつが乳児へのタッチに及ぼす影響

―：出産経験の違いを中心に―

日本女子大学人間社会学部 麻生 典子

日本女子大学人間社会学部 岩立 志津夫

P3-088 保育士の職業的 Identityに影響する職務満足とフローの検討

静岡大学 坂井 敬子

富士常葉大学 山本 睦

P3-089 自閉症スペクトラム障害における学齢期の文章理解の難しさに関する調査

東京学芸大学大学院教育学研究科 綿貫 愛子

東京学芸大学教育実践研究支援センター 大伴 潔

P3-090 大学院生による小学生を対象とした短期間での算数の苦手克服

―認知カウンセリングの手法を用いて―

福山大学人間文化学部心理学科 日下部 典子

福山大学人間文化学部心理学科 野津山 希

広島大学大学院教育学研究科 岡 直樹＃

広島大学大学院教育学研究科 外山 智絵＃

福山大学人間文化学部心理学科 堤 俊彦＃

P3-091 保育者志望学生の描画指導案作成力の評価ルーブリック開発

―学生の暗黙知に着目して―

富山大学 若山 育代

P3-092 大学生の科学的現象に対する説明の認識

―小学生に説明する場合と大学生に説明する場合の比較―

西日本工業大学 山縣 宏美

P3-093 幼児における被害エピソードと謝罪の認識

―縦断研究の観点から―

上智大学総合人間科学部 早川 貴子

P3-094 1歳児の仲間関係

―幼児間の親密性に着目して―

日本女子大学 高櫻 綾子

P3-095 母親の養育態度と絵本場面における母子相互作用の関係

―日本と韓国の比較―

お茶の水女子大学大学院人間文化創成科学研究科 齋藤 有

筑波大学 内田 伸子

梨花女子大学 李 基淑＃

亜洲大学 郭 承珠＃

P3-096 高校生の部活動への参加とコーピング方略との関連

福山大学大学院人間科学研究科 松村 宏馬

福山大学人間文化学部心理学科 日下部 典子

P3-097 幼児による「挑戦的活動」のプロセスに関する研究

広島大学大学院教育学研究科教育人間科学専攻 境 愛一郎

広島大学大学院教育学研究科 中坪 史典
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P3-098 教員養成学部4年間を通じた学生の子ども観の推移

―所属コース間比較を踏まえて―

金沢大学人間社会研究域学校教育系 滝口 圭子

P3-099 偏食に対する幼児の善悪判断に及ぼす親の反応の影響

―個人道徳と権威の問題についての幼児の認識―

宮城教育大学 越中 康治

宮城教育大学 伊藤 順子

P3-100 幼児期から入学期の家庭教育調査（1）

目白大学 荒牧 美佐子

ベネッセ次世代育成研究所 田村 徳子

ベネッセ次世代育成研究所 高岡 純子

東京福祉大学 都村 聞人＃

東京大学大学院 秋田 喜代美

白梅学園大学 無藤 隆

P3-101 幼児期から入学期の家庭教育調査（2）

ベネッセ次世代育成研究所 田村 徳子

ベネッセ次世代育成研究所 高岡 純子

目白大学 荒牧 美佐子

東京福祉大学 都村 聞人＃

東京大学大学院 秋田 喜代美

白梅学園大学 無藤 隆

P3-102 保育園における幼児教育の実践に関する研究1

―保護者と保育者への学習準備に関する質問紙調査―

聖和学園短期大学 飯島 典子

P3-103 教師の学級経営の柔軟性が子どもの学級適応に及ぼす影響（1）

―教師の学級経営スタイル尺度の作成―

香川大学教育学部 大久保 智生

坂出市立坂出小学校 三谷 沙織＃

神戸市立北須磨小学校 江村 早紀

P3-104 乳幼児健康診査にかかわる心理職に必要な視点の検討（1）

―教育カリキュラムの中での定型発達の学びについて―

我孫子市こども発達センター 渡部 奈穂美

川村学園女子大学 藤川 志つ子

P3-105 幼小交流活動における子どもの意思の表出と遂行

―課題遂行と関係性維持と個人の参加欲求をめぐって―

奈良女子大学大学院人間文化研究科 藤村 ゆうみ

奈良女子大学研究院 本山 方子

P3-106 中学2年次の向学校的行動を促進する生徒指導

中央大学保健体育研究所 金子 泰之

P3-107 障害児の社会的相互交渉（2）

―認知発達との関連からの検討―

東京学芸大学大学院連合学校教育学研究科 二川 敬子

横浜国立大学教育人間科学部 高山 佳子
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P3-108 地域高齢者の居場所に関する基礎的研究

―閉じこもり予防のために荒川区粋・活サロン参加者への聞き取り面接調査から―

首都大学東京大学院人間健康科学研究科 藺牟田 洋美

首都大学東京大学院人間健康科学研究科 山田 拓実＃

P3-109 集団健康指標としての平均初潮年齢

大阪大学大学院人間科学研究科 日野林 俊彦

大阪大学大学院人間科学研究科 清水 真由子

大阪大学大学院人間科学研究科 大西 賢治

大阪大学大学院人間科学研究科 金澤 忠博

甲子園大学心理学部 南 徹弘

武庫川女子大学 糸魚川 直祐

P3-110 乳幼児を持つ働く母親の多重役割間スピルオーバーが心理的健康に及ぼす影響について

―ポジティブおよびネガティブの両側面からの検討―

学校法人愛育学園 愛育養護学校 山口 麻美

P3-111 小学校の保護者対応における教師の変容プロセス

北海道教育大学 植木 克美

北広島市立西の里小学校 安部 紀江＃

北海道文教大学 後藤 守

P3-112 乳幼児健康診査にかかわる心理職に必要な視点の検討（2）

―定型発達の学びに注目して―

川村学園女子大学 藤川 志つ子

我孫子市こども発達センター 渡部 奈穂美
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P4-001 子どもの誕生と家族の発達 第7報

―生後5歳までの母親の家事・育児分担の変化とその関連要因―

大阪府立大学 中山 美由紀

白梅学園大学 福丸 由佳

国立成育センター 小泉 智恵

白梅学園大学 無藤 隆

P4-002 子どもの誕生と家族の発達 第7報（2）

―生後5 歳までの仕事と家庭の両立に対する意識の変化と父母比較―

白梅学園大学 福丸 由佳

大阪府立大学 中山 美由紀

国立成育センター 小泉 智恵

白梅学園大学 無藤 隆

P4-003 協調性と内的作業モデルとの関連

文教大学 名尾 典子

文教大学 登張 真稲

白百合女子大学 大山 智子

埼玉大学 首藤 敏元

昭和女子大学 木村 あやの

P4-004 大学生の所属サークルと協調性との関係

文教大学 登張 真稲

白百合女子大学 大山 智子

埼玉大学 首藤 敏元

文教大学 名尾 典子

昭和女子大学 木村 あやの

P4-005 協調性が対人交渉方略に及ぼす影響

白百合女子大学 大山 智子

文教大学 登張 真稲

埼玉大学 首藤 敏元

文教大学 名尾 典子

昭和女子大学 木村 あやの

P4-006 子どもの環境逸脱行動に対する幼稚園教師の社会道徳的判断

埼玉大学教育学部 首藤 敏元

P4-007 養育者の表情認知構造の検討4

―乳幼児の顔表情からの感情の読み取りとパーソナリティとの関連性の検討から―

北海道大学大学院文学研究科 松田 久美

P4-008 青年期における父子・母子関係，重要な他者と時間的展望との関連

神戸大学大学院 日潟 淳子

P4-009 依存性が自意識の二側面に及ぼす影響

―青年期における二者関係に焦点を当てて―

広島大学大学院教育学研究科 田宮 沙紀

広島大学大学院教育学研究科 岡本 祐子
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P4-010 子育て支援社会ネットワーク構築への課題（3）

―子ども・保護者・親子関係の変容に着目して―

高田短期大学 上村 晶

P4-011 幼児は自己を表すことばをいつ選択するのか

早稲田大学大学院人間科学研究科 白石 優子

P4-012 UCLA孤独感尺度第3版の短縮版の検討

―大学生と中高年者における孤独感の関連要因の比較―

大阪大学大学院人間科学研究科 豊島 彩

大阪大学大学院人間科学研究科 佐藤 眞一

P4-013 お金をめぐる規範の構造（韓国）（1）

―善悪・許容度―

中国政法大 山本 登志哉

大教大 高橋 登

東京理科大 竹尾 和子

立命大 サトウ タツヤ

前橋国際大 呉 宣児

P4-014 お金をめぐる規範の構造（韓国）（2）

―親子関係・友だち関係の認識―

大阪教育大学 高橋 登

東京理科大学 竹尾 和子

中国政法大学 山本 登志哉

立命館大学 サトウ タツヤ

前橋国際大学 呉 宣児

P4-015 女性のライフイベントと発達に関する横断的研究（1）

―レジリエンス尺度の構成―

東京家政大学 伏見 友里

東京家政大学 武井 澄江

P4-016 葛藤処理方略の文化差の発生過程（10）

―日中韓の3歳児から6歳児の葛藤処理方略の発達の文化差―

名古屋大学 松井 宏樹

名古屋大学 氏家 達夫

お茶の水女子大学 高濱 裕子

青山学院大学 坂上 裕子

大妻女子大学 柴山 真琴

東京学芸大学 福元 真由美

愛知学院大学 二宮 克美

埼玉県立大学 高辻 千恵

城西国際大学 広瀬 美和

鹿児島大学 島 義弘

三重大学 中山 留美子

名古屋大学 濱家 徳子

P4-017 今の子どもに足りているもの足りないもの（4）

―イマドキノコドモは自分と同じ？違う？―

大阪青山大学健康科学部健康こども学科 髙木 典子
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P4-018 大学生における自己・努力・社会に対する意識

―私立文系大学生の文章完成法の記述に基づく分析―

中央大学大学院文学研究科 峰尾 菜生子

P4-019 大学生の時間的展望の時代的変化

共愛学園前橋国際大学 奥田 雄一郎

P4-020 Body Investment Scale日本語版作成の試み（1）

早稲田大学大学院人間科学研究科 三井 里恵

P4-021 子ども虐待に関わる専門職者の自己効力感に関する研究

茨城県立医療大学保健医療学部作業療法学科 中村 勇

茨城県立医療大学保健医療学部理学療法学科 岩本 浩二＃

茨城県立医療大学保健医療学部作業療法学科 上原 広伸

P4-022 児童期における「友だち」に対する認識の変化

―縦断的インタビュー調査による検討―

吉備国際大学 藤原 直子

鳥取大学 高橋 千枝

鳥取大学 田中 大介

P4-023 児童福祉施設における性的問題に関する研究（1）

―児童養護施設職員と情緒障害児短期治療施設職員の子どもの性的問題への意識―

人間環境大学 三後 美紀

人間環境大学 坪井 裕子

岡崎平和学園 米澤 由実子

プティ・ヴィラージュ 柴田 一匡

P4-024 児童福祉施設における性的問題に関する研究（2）

―児童養護施設の施設状況と職員意識の関連について―

岡崎平和学園 米澤 由実子

人間環境大学 坪井 裕子

人間環境大学 三後 美紀

プティ・ヴィラージュ 柴田 一匡

P4-025 特別支援学校での音楽療法にみられるインタラクション

―児童生徒との相互的コミュニケーションを成立させる教師等の態度の分析―

兵庫教育大学特別支援教育専攻 高野 美由紀

兵庫教育大学言語系教育分野 有働 眞理子

P4-026 特別支援学校の音楽療法の授業における対話の諸相

―オノマトペとジェスチャーとの関わりを中心に―

兵庫教育大学学校教育研究科 有働 眞理子

兵庫教育大学特別支援教育専攻 高野 美由紀
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P4-027 自閉症スペクトラム児の遊びと集団活動を援助する療育プログラム開発（1）

―幼児期・小学校低学年期：見立てとごっこ―

立命館大学大学院応用人間科学研究科 佐々木 幸子

立命館大学大学院応用人間科学研究科 三井 若奈

立命館大学大学院応用人間科学研究科 松井 由香里

立命館大学大学院応用人間科学研究科 安田 祥子＃

立命館大学大学院応用人間科学研究科 松本 梨沙＃

立命館大学大学院応用人間科学研究科 春日 彩花＃

立命館大学大学院応用人間科学研究科 富井 奈菜実＃

立命館大学大学院社会学研究科 荒井 庸子

立命館大学人間科学研究所 中原 咲子＃

立命館大学産業社会学部 竹内 謙彰

立命館大学産業社会学部 荒木 穂積

P4-028 自閉症スペクトラム児の遊びと集団活動を援助する療育プログラム開発（2）

―小学校中・高学年期：ごっこと協力―

立命館大学大学院応用人間科学研究科 高尾 美妃

立命館大学大学院応用人間科学研究科 仲野 沙也加

立命館大学大学院応用人間科学研究科 荒木 久理子＃

立命館大学大学院応用人間科学研究科 大林 奈央＃

立命館大学大学院応用人間科学研究科 河邉 光＃

立命館大学大学院応用人間科学研究科 山口 真名美＃

立命館大学大学院応用人間科学研究科 劉 爽朗＃

立命館大学大学院社会学研究科 前田 明日香

大阪女子短期大学 荒木 美知子

花園大学 坂口 扶仁子＃

立命館大学産業社会学部 竹内 謙彰

立命館大学産業社会学部 荒木 穂積

P4-029 自閉症スペクトラム児の遊びと集団活動を援助する療育プログラム開発（3）

―中学生期：協働と自主性―

立命館大学大学院応用人間科学研究科 井篠 和之

立命館大学大学院応用人間科学研究科 松山 洋輔

立命館大学大学院応用人間科学研究科 張 敏芝＃

立命館大学大学院応用人間科学研究科 董 石＃

立命館大学大学院応用人間科学研究科 鏡原 崇史＃

立命館大学大学院応用人間科学研究科 山路 美波＃

立命館大学大学院応用人間科学研究科 松元 佑

立命館大学産業社会学部 荒木 穂積

立命館大学産業社会学部 竹内 謙彰

P4-030 発達障害児における視点取得トレーニングの効果

―物語教材を用いて―

いわき短期大学 常深 浩平

昭和女子大学 田村 綾菜

P4-031 一人で行動していた学生が友を求めるまで

―発達障害が疑われるA君の変化を通して―

常磐会学園大学 山崎 徳子

P4-032 障害児加配と担任教諭の保育における連携

首都大学東京大学院 飯野 雄大
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P4-033 知的・発達障害児の知的機能と記憶の発達特性

―田中ビネー知能検査Vによる検討―

東京学芸大学大学院教育学研究科 根本 彩紀子

東京学芸大学教育実践研究支援センター 橋本 創一

東京学芸大学連合学校教育学研究科 堂山 亞希

P4-034 広汎性発達障害児における情動理解の促進

長崎純心大学 中村 真樹

P4-035 前言語期の自閉症児との心理臨床的関与に関する一考察

―関係発達の中での情動と象徴機能の関連―

大阪大学大学院人間科学研究科/日本学術振興会 榊原 久直

P4-036 発達障害のある子どもの新生児期における発達上の特徴とその後の変化ならびに母親のストレスとの関連

くらしき作陽大学 梶 正義

兵庫県立姫路特別支援学校 竹中 正彦

関西国際大学 藤田 継道

P4-037 在宅状態の発達障害者に対する相談支援の実際と課題

―ひとつの発達障害者支援センターを対象にした分析―

奈良教育大学教育学部 井上 洋平

大津市発達障害者相談支援センターかほん 園田 佳子＃

P4-038 保育士との協働による1歳児とその親への予防的支援

（公財）小平記念日立教育振興財団 日立家庭教育研究所 武田（六角） 洋子

P4-039 女性高齢者における配偶者喪失後の回復プロセス

大阪大学大学院人間科学研究科 藤原 彩

P4-040 自閉症スペクトラム障害児における “ホット” な実行機能の発達

―ギャンブル課題を用いた定型発達児との比較―

東京学芸大学大学院教育学研究科 田中 望

東京学芸大学教育学部 藤野 博

東京学芸大学大学院連合学校教育学研究科 神井 享子

東京学芸大学国際教育センター 松井 智子

茨城大学 東條 吉邦

武蔵野東教育センター 長内 博雄＃

P4-041 学校・家庭・医療の連携によるADHD児の支援

兵庫教育大学大学院学校教育研究科 小林 裕子

兵庫教育大学連合学校教育学研究科 松村 京子

P4-042 ASD児に実施した比喩・皮肉文テストの検討

埼玉県立小児医療センター 保健発達部 森 秀都
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P4-043 高機能ASD児の情動認知における顔情報の影響

―定型発達児との比較から―

大阪大学大学院連合小児発達学研究科 衛藤 萌

大阪大学大学院連合小児発達学研究科 酒井 佐枝子

大阪大学大学院連合小児発達学研究科附属子どものこころの分子統御機構研究センター 山本 知加＃

大阪大学大学院連合小児発達学研究科附属子どものこころの分子統御機構研究センター 辰巳 愛香＃

大阪大学大学院連合小児発達学研究科 毛利 育子＃

大阪大学大学院連合小児発達学研究科 谷池 雅子＃

P4-044 PECSの訓練が自閉症スペクトラム障害児の行動に及ぼす影響

―PECSの訓練の経過について―

大阪大学大学院人間科学研究科 永井 祐也

大阪大学大学院人間科学研究科 金澤 忠博

大阪大学大学院人間科学研究科 日野林 俊彦

P4-045 重症心身障害者の母親におけるアイデンティティ危機の様相

―4事例におけるライフストーリーの分析から―

香川大学教育学部 前盛 ひとみ

P4-046 自閉症児における怒り顔発見の優位性の発達的変化

京都大学 霊長類研究所/日本学術振興会 磯村 朋子

P4-047 高機能自閉症スペクトラム児の象徴遊びの能力と社会的相互交渉の関係

大阪大学人間科学研究科 岡本 駿一

大阪大学人間科学研究科 金澤 忠博

大阪大学人間科学研究科 井﨑 基博

大阪大学人間科学研究科 大西 賢治

大阪大学人間科学研究科 日野林 俊彦

大阪府立精神医療センター附属松心園 籠本 孝雄＃

P4-048 集団参加を支える行為と発話の形成過程の検討

―高機能広汎性発達障害児1事例を通した児童発達支援事業所における小集団参加過程の分析―

社会福祉法人楡の会 伊藤 由里香

P4-049 発達に気がかりがある3歳児と保護者に対する支援

―地域の関連機関への聞き取り調査から明らかになった問題と対応―

和光大学現代人間学部心理教育学科 常田 秀子

多摩市教育委員会 髙坂 智子＃

和光大学現代人間学部心理教育学科 髙坂 康雅

P4-050 重い障害のある人へのトランポリンの取り組み

―ひとりひとりの心と身体に寄り添って―

びわこ学園医療福祉センター草津 小村 晶子

びわこ学園医療福祉センター草津 浅野 裕衣＃

P4-051 夫婦の相互性からみる親の自己成長

―過去・現在・未来の語り―

お茶の水女子大学 谷田 征子

お茶の水女子大学 青木 紀久代
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P4-052 幼児期に専門機関を受診した自閉症スペクトラム障害の人たちの10年間の追跡調査

―境界知能群に特有なニーズの存在―

横浜市総合リハビリテーションセンター；YRC 日戸 由刈

横浜市総合リハビリテーションセンター；YRC 武部 正明

横浜市総合リハビリテーションセンター；YRC 山口 朋子

P4-053 学齢期の自閉症スペクトラム障害の人たちの身辺自立獲得に関する予備研究

―獲得の遅れをもたらす主要因を探る―

横浜市総合リハビリテーションセンター；YRC 武部 正明

横浜市総合リハビリテーションセンター；YRC 日戸 由刈

横浜市総合リハビリテーションセンター；YRC 山口 朋子

横浜市総合リハビリテーションセンター；YRC 玉井 創太

横浜市総合リハビリテーションセンター；YRC 白馬 智美

P4-054 乳児発声が包含する歌唱様音声の音響特徴

埼玉大学 志村 洋子

理化学研究所 山根 直人

京都女子大学 岡林 典子

甲南女子大学 坂井 康子＃

P4-055 幼児における指示対象付与と実行機能との関連

九州大学大学院人間環境学府 村上 太郎

九州大学大学院人間環境学研究院 橋彌 和秀

P4-056 異なる色覚をもつ他者の心の理解に及ぼすロールプレイ体験の効果

―児童期の発達―

京都大学大学院教育学研究科/日本学術振興会 古見 文一

京都大学大学院教育学研究科 子安 増生

P4-057 赤ちゃんは思考する？

―Baillargeon の期待背反法から―

PDDサポートセンターグリーンフォーレスト 志村 久

P4-058 児童の報告における詳細さのコントロール

―“だいたい” と “正確に” という質問を明示した時の報告―

北海道大学大学院文学研究科 佐々木 真吾

北海道大学大学院文学研究科 仲 真紀子

P4-059 幼児期における配分方略の発達的変化について

―均等配分課題の分析から―

立命館大学大学院応用人間科学研究科 松元 佑

P4-060 発達臨床従事者における事例文章を読む際の情報収集の特徴

―臨床経験者と初学者との比較―

北海道医療大学大学院心理科学研究科/北海道社会福祉事業団太陽の園 河内 哲也

北海道医療大学心理学部 近藤 清美

P4-061 STARTプログラムが就学前児の実行機能に及ぼす効果

兵庫教育大学大学院学校教育研究科 藤原 奈奈子

兵庫教育大学大学院学校教育研究科 松村 京子
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P4-062 乳児期における模倣発達の “個人差”

―定型発達児と自閉症児の発達軌跡は異なるか―

大阪大学大学院連合小児発達学研究科 実藤 和佳子

大阪大学子どものこころの分子統御機構研究センター 山本 知加＃

大阪大学大学院連合小児発達学研究科 毛利 育子＃

大阪大学大学院連合小児発達学研究科 谷池 雅子＃

P4-063 分数の習得に関する研究

―小学校1〜6年制における調査から―

筑波大学大学院人間総合科学研究科 熊谷 恵子

P4-064 幼児の空間参照枠の選択における空間言語の役割

広島大学大学院教育研究科 鄭 曉琳

広島大学大学院教育研究科 杉村 伸一郎

P4-065 前言語段階における母子相互行為の変容過程の検討

―家庭での絵本読みにおける観察研究から―

お茶の水女子大学大学院人間文化創成科学研究科 関根 佐也佳

お茶の水女子大学大学院人間文化創成科学研究科 刑部 育子

P4-066 2，3歳児における初期ナラティブを支える母親の役割

―｢時空間的に離れた話題｣言及の契機を中心に―

文教大学 小野里 美帆

P4-067 幼児の交渉過程における「断り」から「理（ことわり）」への質的変化の一考察

―具体的発話「いや」「だめ（あかん）」に注目―

京都教育大学 鍋島 惠美

京都教育大学附属幼稚園 櫨山 ゆかり＃

京都教育大学附属幼稚園 北山 千嘉子＃

P4-068 「ちょっと〜して」の要求表現に対する理解と応答

―児童期における発達語用論的研究―

白百合女子大学大学院文学研究科 今井 智子

白百合女子大学大学院文学研究科 秦野 悦子

P4-069 低学年児童の放課後の生活空間について

―子どもは放課後どこでどのようなことをしたいのか―

川村学園女子大学 蓮見 元子

川村学園女子大学 北原 靖子

尚絅大学短期大学部 川嶋 健太郎

千葉市児童相談所 中村 真理

NPO法人子育て応援隊むぎぐみ 坂元 歩美

P4-070 自閉症スペクトラム児における感情プロソディーの理解

―アイトラッカーによる検証―

金沢大学 三浦 優生

東京学芸大学 松井 智子

東京学芸大学 藤野 博

茨城大学 東條 吉邦

武蔵野東教育センター 長内 博雄＃
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P4-071 食感覚表現の発達

―大学生 小学5年生 小学3年生を対象に―

姫路獨協大学 医療保健学部 中嶋 理香

P4-072 就学前児は「本当？」と聞かれた際に回答を翻すのか？

―3歳児と5歳児の被暗示性質問に対する反応傾向―

神戸大学大学院人間発達環境学研究科/日本学術振興会 大神田 麻子

京都大学大学院文学研究科 板倉 昭二

P4-073 個人体験としてみたアニミズム現象

佐賀大学文化教育学部 大元 誠

P4-074 思春期の友人関係コンピテンスに関する縦断的検討（1）

―変化と個人差に焦点をあてて―

鈴鹿医療科学大学 渡邉 賢二

名古屋大学大学院教育発達科学研究科 平石 賢二

P4-075 思春期の友人関係コンピテンスに関する縦断的検討（2）

―母親の養育態度との関連から―

名古屋大学大学院教育発達科学研究科 平石 賢二

鈴鹿医療科学大学 渡邉 賢二

P4-076 幼児の非日常的場面における情動・対人行動コントロール尺度の検討1

国際基督教大学大学院アーツサイエンス研究科 永野 結香

国際基督教大学教育研究所 栗山 容子

P4-077 2歳児における母親への従順さ・不従順さの個人差

―母親の養育態度、Emotional Availabilityとの関連から―

青山学院大学教育人間科学部 坂上 裕子

日立家庭教育研究所 金丸 智美

P4-078 高齢者の生活を充実させる社会的関係に影響を及ぼす人生目標

同志社大学大学院心理学研究科 木村 年晶

同志社大学心理学部 内山 伊知郎

P4-079 母親と他人の狭間

―乳児がしめす「不気味の谷」現象―

JST-ERATO 岡ノ谷情動情報プロジェクト/理化学研究所脳センター/

同志社大学赤ちゃん学研究センター 松田 佳尚

JST-ERATO 岡ノ谷情動情報プロジェクト 岡本 洋子＃

JST-ERATO 岡ノ谷情動情報プロジェクト 井田 美沙子＃

JST-ERATO 岡ノ谷情動情報プロジェクト/理化学研究所脳センター/

東京大学大学院総合文化研究科 岡ノ谷 一夫＃

JST-ERATO 岡ノ谷情動情報プロジェクト/京都大学大学院教育学研究科 明和 政子

P4-080 表情が乳児の人物選好に与える影響

―乳児は笑っていた人物を好むのか？―

東京大学大学院教育学研究科 金重 利典

東京大学大学院教育学研究科 針生 悦子

P4-081 愛着スタイルと乳児の音声聴取時の感情状態及び感情推測

東京成徳大学 山口 正寛
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P4-082 2×2達成目標モデルの再定義による達成目標尺度の作成と妥当性の検討

広島大学大学院教育学研究科 徳岡 大

広島大学大学院教育学研究科 前田 健一

P4-083 青年が祖父母世代と関係を維持する要因

―青年からみた世代間関係―

宇都宮共和大学 子ども生活学部 加藤 邦子

P4-084 双生児のきょうだい関係が社会的認知能力に与える影響

東京大学総合文化研究科 野嵜 茉莉

慶應義塾大学文学部 藤澤 啓子

慶應義塾大学文学部 安藤 寿康

東京大学総合文化研究科 長谷川 寿一＃

P4-085 子どもとモノを介したやりとり成立まで

―養育者の行動に着目した縦断的検討―

京都大学大学院医学研究科人間健康科学系専攻 志澤 美保

大阪大学大学院連合小児発達学研究科 実藤 和佳子

P4-086 小学生のゲーム場面における「フェイント」行動生起

鳥取大学 田中 大介

吉備国際大学 藤原 直子

鳥取大学 高橋 千枝

P4-087 5-6歳齢保育園児における向社会的行動の互恵的なやり取り

大阪大学大学院人間科学研究科 清水（加藤）真由子

大阪大学大学院人間科学研究科 大西 賢治

大阪大学大学院人間科学研究科 金澤 忠博

大阪大学大学院人間科学研究科 日野林 俊彦

P4-088 教師からみた子どもの「深刻なストレス」とそれへの対処困難性

立命館大学文学部 神藤 貴昭

P4-089 「物の浮き沈み」概念の発達的検討

―実験前後の説明の変化―

早稲田大学教育学部 阪脇 孝子

P4-090 乳幼児期の子どもを育てる保護者の教育観

―子育てサークルにおけるグループインタビューによる検討―

奈良女子大学大学院人間文化研究科 足立 法子

P4-091 保育所の取り組みが保育士のキャリア発達に与える影響

帝京学園短期大学 野澤 義隆

城西国際大学 大内 善広＃

国立教育政策研究所 萩原 康仁＃
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P4-092 「歌いかけ・読み聞かせ」実践が母子関係の発達に及ぼす影響

―「こそだて ちえぶくろ」プログラムの意義と持続的効用―

日本公文教育研究会 板橋 利枝

白百合女子大学 田島 信元

日本公文教育研究会 佐々木 丈夫

白百合女子大学 中島 文

白百合女子大学 岩崎 衣里子

P4-093 二次的信念課題を準用した「思いやり」の道徳教材試作

―自閉症スペクトラムの児童の支援に関する一考察―

NPO法人子育て応援隊むぎぐみ 坂元 歩美

我孫子市立小学校 川勝 広美＃

川村学園女子大学 北原 靖子

P4-094 幼児の対人葛藤場面での対処方略

―他者の特性の考慮に注目して―

山梨大学大学院教育学研究科 塚越 奈美

P4-095 科学的アーギュメント・スキルの育成を目指した理科授業の評価（3）

―授業中の達成と転移課題の遂行との関連―

神戸大学 坂本 美紀

神戸大学 村津 啓太＃

宮崎大学 山本 智一＃

神戸大学 稲垣 成哲＃

神戸大学 山口 悦司＃

神戸大学附属住吉小学校 神山 真一＃

大阪市立大学 西垣 順子

P4-096 学校予防教育プログラムTOP SELF「感情の理解と対処の育成」

―小学校4年生での実施と効果―

鳴門教育大学 予防教育科学センター 福田 衣利子

鳴門教育大学 予防教育科学センター 内田 香奈子

鳴門教育大学大学院 学校教育研究科 山崎 勝之

P4-097 親の期待に対する行動の規定要因尺度作成の試み

―因子構造の検討―

立命館大学大学院文学研究科 春日 秀朗

P4-098 幼児における仲間関係の捉えに関する検討

鳥取大学 高橋 千枝

鳥取大学 中上 佐樹絵＃

P4-099 子どもの主体性を育む学童保育所の生活づくり（1）

―子ども集団の充実が特別支援児童とつながる力に―

神奈川大学 古屋 喜美代

和洋女子大学 田口 久美子

川崎市教育委員会 隠村 美子

和光大学 常田 秀子

明星大学 西本 絹子

埼玉大学 吉川 はる奈
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P4-100 子どもの主体性を育む学童保育所の生活づくり（2）

―一人ひとりのよさを認め、楽しい生活を構築する集団づくり―

和洋女子大学 田口 久美子

神奈川大学 古屋 喜美代

川崎市教育委員会 隠村 美子

和光大学 常田 秀子

明星大学 西本 絹子

埼玉大学 吉川 はる奈

P4-101 関係力育成プログラムによる学生の発達支援力の育成

―関係力育成プログラムの基本的な枠組みとロールプレィの実際―

北海道文教大学人間科学部 後藤 守

北星学園大学社会福祉学部 後藤 恵美子

北海道教育大学大学院学校臨床心理専攻 植木 克美

北海道文教大学人間科学部 川端 愛子

P4-102 保育者を目指す短期大学生の保育者効力感に関する研究（4）

―入学後から卒業までの保育者効力感と子ども観の関連について―

安田女子大学 永田 彰子

安田女子短期大学 中村 涼

広島修道大学 記谷 康之＃

安田女子短期大学 橋本 信子＃

安田女子短期大学 大島 久雄＃

安田女子短期大学 永田 雅彦＃

P4-103 保育者を目指す短期大学生の保育者効力感に関する研究（5）

―入学後から卒業までの保育者効力感と保育観の関連について―

安田女子短期大学 中村 涼

安田女子大学 永田 彰子

広島修道大学 記谷 康之＃

安田女子大学 橋本 信子＃

安田女子大学 大島 久雄＃

安田女子大学 永田 雅彦＃

P4-104 保育における文字環境（4）

―幼稚園5歳児1学期の文字とのかかわり―

奈良教育大学 横山 真貴子

P4-105 中学生における友人関係に対する親の関心度と友人関係スタイルとの関連

立命館大学 教育開発推進機構 石本 雄真

P4-106 小学生に対する話し合いを取り入れた意見文指導の効果

神戸大学大学院 若原 ひとみ

P4-107 ソファでテレビを長時間じっと見続ける1歳6ヶ月児

関東学院大学人間環境研究所 谷村 雅子

日本女子大学人間社会学部心理学科 大熊 加奈子

P4-108 家庭の育児行動にみる養育者と低年齢児との相互交渉

―生後3か月〜7か月児の縦断的観察からみる関わりの変化―

東京福祉大学 池田 りな
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P4-109 母性愛信奉は育児ストレスを規定するのか

―大学生・子育て中・子育て終了の3世代調査から―

関西福祉科学大学大学院社会福祉学研究科 高内 百合子

関西福祉科学大学 谷向 みつえ

関西福祉科学大学 亀島 信也

P4-110 対乳児発話の変化に影響を及ぼす要因の検討

―6〜12カ月児へ向けた発話機能の比較―

東北福祉大学総合福祉学部 庭野 賀津子

玉川大学リベラルアーツ学部 梶川 祥世

玉川大学リベラルアーツ学部 佐藤 久美子

P4-111 幼児の人物画と身体知識及び図形模写能力の関係に関する発達的分析

滋賀大学大学院教育学研究科障害児教育専攻 深川 育実

P4-112 臨床発達心理士としての震災後の支援活動

鳥取大学 小林 勝年
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P5-001 生涯的縦断研究における研究者・協力者関係の質的分析

―その5：旧研究スタッフにとってのHRL体験の意味―

明治学院大学心理学部 藤﨑 眞知代

帝京大学文学部 杉本 真理子

立正大学社会福祉学部 石井 富美子

P5-002 生涯的縦断研究における研究者・協力者関係の質的分析

―その6：子ども世代協力者による語りからの検討―

帝京大学教育学部 杉本 真理子

明治学院大学心理学部 藤﨑 眞知代

立正大学社会福祉学部 石井 富美子

P5-003 青年期のパーソナリティ・タイプとその特徴

―自己概念、自尊心、アタッチメント・スタイルに注目して―

東京大学大学院教育学研究科 川本 哲也

P5-004 青年期から成人期における自己愛と選択の回避との関連の変化

浜松医科大学医学部児童青年期精神医学講座 原田 新

P5-005 大学期の親準備性の発達（9）

鶴川女子短期大学 岩治 まとか

東京家政大学 伏見 友里

東京家政大学 武井 澄江

P5-006 青年期の「出会いなおし」場面における自己（1）

―「隠蔽の失敗」としての不安定な自己語り―

青山学院大学大学院社会情報学研究科 阿部 廣二

P5-007 親子の成長を支える体験型子育て支援実践の創造的継承の試み I

―保育所における実践体制作りのポイント―

九州大学大学院人間環境学研究院 當眞 千賀子

P5-008 青年期における道徳規範の認知傾向と動機づけ要因

―社会・対人間・個人内における利得の視点から―

大阪大学大学院人間科学研究科 上原 依子

P5-009 祖母の語りからとらえる祖母性についての一考察

首都大学東京大学大学院人文科学研究科 佐伯 いつみ

P5-010 幼児の仲間関係におけるトラブル終結のきっかけ

―謝罪的表現の有無とその意味―

愛知教育大学 林 牧子

P5-011 ペットを失った高齢者を支えたものは何か（2）

―死別したペットとのContinuing Bond に着目して―

横浜国立大学大学院環境情報学府 二階堂 千絵

横浜国立大学教育人間科学部 安藤 孝敏
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P5-012 子どもの困った行動に対する母親の対応

―母親の子育て感情の違いに注目して―

早稲田大学人間総合研究センター 大熊 美佳子

中部大学人文学部 杉本 英晴

P5-013 中学生のグループ関係

―個人の性格と友達との付き合い方がグループ関係の性質に及ぼす影響―

白百合女子大学大学院 幸本 香奈

P5-014 成人知的障がい者の「将来の生活場所の選択・決定」および「親亡き後」に関する家族支援の現状

―通所施設の職員を対象とした質問紙調査から―

東京大学大学院教育学研究科 山田 哲子

P5-015 原発事故が子育て中の母親に与えた影響

―インターネット質問サイトの投稿分析より―

仙台市太白区役所 佐藤 由香理

宮城学院女子大学 大橋 智樹＃

P5-016 ママ友関係における対人葛藤経験

奈良女子大学文学部 中山 満子

奈良女子大学大学院人間文化研究科 池田 曜子

P5-017 ママ友関係における葛藤と効用

―面接調査の結果から―

奈良女子大学大学院人間文化研究科 池田 曜子

奈良女子大学人文科学系 中山 満子

P5-018 夫婦間の愛情と親としての発達との関連

―子の誕生前後の夫婦の変化に着目して―

仁愛大学人間学部心理学科 赤澤 淳子

P5-019 個人的目標の他者への信託に関する調査研究（3）

―日常生活における欲求や目標に関連して―

神戸学院大学人文学部 清水 寛之

島根大学教育学部 石野 陽子

P5-020 個人的目標の他者への信託に関する調査研究（4）

―夢や目標をなぜ諦めるに至ったか―

島根大学教育学部 石野 陽子

神戸学院大学人文学部 清水 寛之

P5-021 保育者養成に活かす童話作成とコンボイ・モデル

帝京科学大学こども学部こども学科 大須賀 隆子
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P5-022 第2回妊娠出産子育て基本調査

―はじめて親になる夫婦の意識・実態・子育て環境―

ベネッセ次世代育成研究所 持田 聖子

ベネッセ次世代育成研究所 宮本 幸子

ベネッセ次世代育成研究所 高岡 純子

山梨大学 酒井 厚＃

お茶の水女子大学 松本 聡子＃

お茶の水女子大学大学院 菅原 ますみ＃

恵泉女子学園大学大学院 大日向 雅美

ベネッセ次世代育成研究所 小林 登

P5-023 向社会的行動方略に関する効果性判断の理由

―なぜ「助けない」は悪いのか？―

大阪大学大学院人間科学研究科/日本学術振興会 山村 麻予

P5-024 高齢者と子どもの交流がもたらす心理的効果

京都ノートルダム女子大学大学院 南出 湖都美

P5-025 児童の異文化コミュニケーションにおける相互作用（5）

―ソーシャルメディアから発展した児童の異文化コミュニケーションを中心に―

上智大学 中田 栄

P5-026 自閉症スペクトラム障害児における心の理論と実行機能の関連について（2）

―プランニングと抑制の視点からの分析―

東京学芸大学大学院連合学校教育学研究科/愛媛県立新居浜特別支援学校 神井 享子

東京学芸大学教育学部 藤野 博

東京学芸大学大学院教育学研究科 田中 望

東京学芸大学国際教育センター 松井 智子

茨城大学教育学部 東條 吉邦

武蔵野東教育センター 長内 博雄＃

P5-027 小学生用の被受容感・被拒絶感を測定する質問紙作成について

神奈川大学人間科学部人間科学科 杉山 崇

山梨大学保健管理センター 伊藤 美佳

P5-028 非専門家（大学生）による学校支援ボランティアに関する研究（1）

―福井大学ライフパートナー活動の全体的特徴―

福井大学教育地域科学部 大西 将史

福井大学教育地域科学部 廣澤 愛子

福井大学大学院教育学研究科教職開発専攻 笹原 未来

P5-029 非専門家（大学生）による学校支援ボランティアに関する研究（2）

―学校支援ボランティアが有効に機能した事例の特徴―

福井大学教育地域科学部 廣澤 愛子

福井大学大学院教育学研究科教職開発専攻 笹原 未来

福井大学教育地域科学部 大西 将史

P5-030 非専門家（大学生）による学校支援ボランティアに関する研究（3）

―学校支援ボランティアが有効に機能しなかった事例の特徴―

福井大学大学院教育学研究科教職開発専攻 笹原 未来

福井大学教育地域科学部 大西 将史

福井大学教育地域科学部 廣澤 愛子
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P5-031 「気になる」子どもを発見したときの保育者への支援及び体制づくりに関する研究

ほーぷ株式会社 亀山 洋光

P5-032 自閉症といわれる子どもとのコミュニケーション促進に関する実践研究

―係わり手の状況工作による叙述的発信の萌芽をめぐって―

宮城教育大学大学院教育学研究科 櫻田 翔子

宮城教育大学特別支援教育講座 菅井 裕行

P5-033 気になる子の事例検討会から学ぶインクルーシブ保育

―保育エピソードから見えてくる子どもの育ちと保育者のまなざし―

帝京大学 芦澤 清音

P5-034 特別支援教育における養護教諭の役割に関する研究（2）

―養護教諭と特別支援教育との関係について―

帝京科学大学 石橋 裕子

NPO人間科学研究所 小杉 幹子

こども教育宝仙大学 林 幸範

白梅学園大学大学院こども研究科 林 廣徳

P5-035 特別支援教育における養護教諭の役割に関する研究（1）

―養護教諭の勤務学校の概要と児童・生徒との関係について―

こども教育宝仙大学 林 幸範

帝京科学大学 石橋 裕子

NPO人間科学研究所 小杉 幹子

白梅学園大学大学院こども研究科 林 廣徳

P5-036 特別支援教育における養護教諭の役割に関する研究（3）

―養護教諭とストレスとの関係について―

NPO人間科学研究所 小杉 幹子

こども教育宝仙大学 林 幸範

帝京科学大学 石橋 裕子

白梅学園大学大学院こども研究科 林 廣徳

P5-037 対人的経験の流れにもとづく信頼感とレジリエンスの変化

白百合女子大学大学院文学研究科 浅沼 由美子

P5-038 幼児期の気質特性が幼児の不安に及ぼす影響

東京医療保健大学東が丘看護学部 中川 陽子

筑波大学大学院人間総合科学研究科 藤生 英行

P5-039 聴覚障害幼児における絵カードへの視線に関する研究

兵庫教育大学大学院学校教育研究科 松村 京子

兵庫教育大学大学院学校教育研究科/兵庫県立こばと聴覚特別支援学校 西岡 美智子

P5-040 行動障害のある自閉性障害児への家庭支援の検討

―学童期における地域支援―

筑波大学大学院人間総合科学研究科 衣笠 広美
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P5-041 療育を受けている子どもの母親意識の変化

―子どもに対する意識を中心に母親の振り返りを通して―

徳島大学大学院ソシオ・アーツ・アンド・サイエンス研究部 宮脇 克実

徳島大学大学院ソシオ・アーツ・アンド・サイエンス研究部 山本 真由美

高知学園短期大学幼児保育学科 上岡 義典＃

NPOこどもの発達研究室きりん 椎野 広久＃

P5-042 就学前児の発達支援で保育者に求められる役割

―園の事例と専門機関の調査より―

九州女子短期大学 小沢 日美子

P5-043 知的障害高校生に対する単独移動支援プログラムにおけるセルフ・モデリング教材の効果

国立障害者リハビリテーションセンター研究所 北村 弥生

P5-044 子どもの行動特性と保護者の心理的な側面、および子育て支援について

相模女子大学子ども教育学科/昭和大学医学部精神医学教室 金井 智恵子

P5-045 高機能自閉症児の母親との語りにおける文化差

―日本の母親は子どもに語らせ、中国の母親は子どもに繰り返し説明する―

日本獣医生命科学大学 柿沼 美紀

文京学院大学 上村 佳世子

中山大学 静 進＃

日本大学 高橋 桃子

たかえすクリニック 上地 亜矢子

日本獣医生命科学大学 野瀬 出＃

東京都市大学 紺野 道子

中山大学 金 宇＃

琉球大学 財部 盛久

白百合女子大学 五十嵐 一枝

P5-046 MCGによる子育て支援の実践と効果の検討

―2年間の実践を通して―

筑波大学人間総合科学研究科 庄司 一子

P5-047 青年期における非行傾向と社会的認知の関連

―ストーリー呈示課題による情動的反応予測からの検討―

藤女子大学文学部 石井 佑可子

東京大学大学院教育学研究科 遠藤 利彦

P5-048 1歳児の他者信念理解と共同注意に関する検討

―期待背反法による誤信念課題を用いて―

仁愛大学大学院人間学研究科 浅井 絵梨

仁愛大学人間学部 水上 喜美子

新潟大学人文学部 白井 述＃

P5-049 自閉症児におけるアイコンタクトと手の模倣行動の関係

日本学術振興会/茨城大学教育学部 菊池 由葵子

茨城大学教育学部 東條 吉邦

武蔵野東教育センター 長内 博雄＃

東京大学大学院総合文化研究科 長谷川 寿一＃
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P5-050 他者の心的状態利用の規定要因

―他者の心的状態への興味に着目して―

中部大学人文学部 佐藤 友美

P5-051 楽曲における演奏方法の好みと既知性について

―幼稚園教諭・保育士養成校生，芸術専攻学生を対象とした聴取実験から―

有明教育芸術短期大学 杵鞭 広美

P5-052 不一致ラベルづけ課題を用いた発話タイミングの検討

埼玉県立大学/東京電機大学理工学部 安田 哲也

東京電機大学理工学部 小林 春美

P5-053 日本語版心の理論質問紙の作成

上越教育大学/科学技術振興機構 森口 佑介

日本学術振興会/神戸大学 大神田 麻子

愛知淑徳大学 篠原 郁子

科学技術振興機構/東京大学 鹿子木 康弘

日本学術振興会/京都大学 奥村 優子

上越教育大学 石橋 美香子

京都大学 板倉 昭二

P5-054 自閉症スペクトラム者はモノの中に顔を見るか？

―行動指標と事象関連電位による検討―

日本学術振興会/東京電機大学理工学部 明地 洋典

日本学術振興会/茨城大学教育学部 菊池 由葵子

茨城大学教育学部 東條 吉邦

武蔵野東教育センター 長内 博雄＃

東京大学大学院総合文化研究科 長谷川 寿一＃

P5-055 色単語の部分彩色位置が逆ストループ干渉に及ぼす影響

くらしき作陽大学 芝崎 良典

明治学院大学 山崎 晃

P5-056 青年群、中年群、高齢者群における多軸同心円スケールによる時間的認知に関する検討

金城大学 奥田 裕紀

P5-057 ピアジェの循環反応理論の重度・重複障害児の学習への適用

横浜市立北綱島特別支援学校 樋口 和彦

P5-058 前言語期乳児における方言話者に対する社会的選好

京都大学大学院文学研究科/日本学術振興会 奥村 優子

京都大学大学院文学研究科 板倉 昭二

P5-059 幼児の事物操作の模倣：視覚的注意とエラーの関連

信州大学教育学部 水口 崇

P5-060 24ヵ月児における他者視点取得能力と道徳性発達に関する研究

同志社大学大学院心理学研究科 遠藤 美行

同志社大学心理学部 内山 伊知郎
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P5-061 自閉症スペクトラム障害における表情の動的変化の認識障害

―表情変化速度の自然さの認識を用いて―

京都大学大学院医学研究科 魚野 翔太

京都大学霊長類研究所白眉プロジェクト 佐藤 弥＃

京都大学大学院医学研究科 十一 元三＃

P5-062 異同判断課題におけるトラッキング指標について

―リングカーソルの予備的検討―

江戸川大学 野田 満

P5-063 私たちは、折り紙をどのように折っているのか？（2）

―児童を対象にした分析―

至学館大学健康科学部 丸山 真名美

P5-064 繰り上がり繰り下がりのある計算に困難をもつ小2児童1事例の考察

―指を使った計算方略の検討―

兵庫教育大学大学院 連合学校教育学研究科 高畑 英樹

P5-065 観察・実験場面における理解の困難度と説明活動の関連

実践女子大学 高垣 マユミ

P5-066 お菓子に関する自伝的記憶

―感覚モダリティからの検討―

東京未来大学こども心理学部 坪井 寿子

P5-067 Effects of age and culture on narrative recall: retelling of the literal meanings of narrative texts including

different cultural implications among American adults

Department of Business Career at Sendai Seiyo Gakuin College Aya Hosokawa

P5-068 幼児期における文字の利用

―幼児の絵本作り活動における文字の意味―

香川大学教育学部 松本 博雄

北海道大学大学院教育学研究院 伊藤 崇

P5-069 幼児における数表記の理解と産出の発達（2）

―数概念課題と数字の読み課題の関連―

京都女子大学発達教育学部 古池 若葉

京都ノートルダム女子大学心理学部 山形 恭子

P5-070 数表記の理解と産出の初期発達（1）

―数認識課題とcounting・数唱課題の関連―

京都ノートルダム女子大学心理学部 山形 恭子

京都女子大学発達教育学部 古池 若葉

P5-071 1歳児の母親は育児語・成人語をどのような形態・統語的文脈で発話するのか？

島根大学法文学部 村瀬 俊樹

NTTコミュニケーション科学基礎研究所 小林 哲生＃

P5-072 感情の推論と感情生起の原因となった相手へ付与した内的特性との関連

大分大学教育福祉科学部 麻生 良太
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P5-073 保育者における感情演技，情動的知能と保育者効力感との関連

東北大学大学院教育学研究科 神谷 哲司

大阪教育大学教育学部 戸田 有一

京都女子大学発達教育学部 上月 智晴

NPO法人さやま保育サポートの会 保育サポート研究所 諏訪 きぬ

P5-074 友人関係が限定的な大学生はなぜ就職イメージが否定的なのか

―規定要因としての不快情動回避心性に注目して―

中部大学人文学部 杉本 英晴

P5-075 野生チンパンジーの迷子の「泣き声」に対する母親の反応

関西大学・人間健康学部 松阪 崇久

P5-076 新人介護職者のコミュニケーションストレス

―アサーティブネスとの関連から―

東京富士大学経営学部 伊波 和恵

P5-077 日本語版Collett-Lester Fear of Death Scaleの作成

大阪大学大学院人間科学研究科 辻本 耐

大阪大学大学院人間科学研究科 久保田 彩＃

P5-078 1・2歳児における片付け場面での対処行動

―そらしに着目して―

白梅学園大学大学院子ども学研究科 寒河江 芳枝

P5-079 大学生の学習動機づけと英語学習方略について発達的検討

早稲田大学大学院人間科学研究科 早坂 昌子

P5-080 親が読み取る共感と模倣の基礎的調査

茨城県立医療大学保健医療学部作業療法学科 上原 広伸

茨城県立医療大学保健医療学部作業療法学科 中村 勇

P5-081 幼児の他者の泣きへの認識と向社会的行動との関係

―泣きの種類の観点から―

岡山県立大学 樟本 千里

P5-082 子どもの情動調整尺度の開発に関する研究

山形大学医学部看護学科 佐藤 幸子

P5-083 共感性の促進と類似認知および異質性受容との関連

―他者受容の程度による共感性の差異からの検討―

東京学芸大学 福田 圭帆理

東京学芸大学 安西 由佳＃

東京学芸大学 糸井 尚子

P5-084 母子の身体接触遊び場面におけるリズミカルな運動を伴う関わり

―乳児による情動表出・能動的参与に着目して―

早稲田大学大学院人間科学研究科 石島 このみ

早稲田大学人間科学学術院 根ヶ山 光一
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P5-085 共同行為としてのコミュニケーションにおける身体

―場面行動観察を通した身体行動の調整的機能について―

首都大学東京大学院 澁谷 成美

P5-086 1歳児クラスでみられる他児とのかかわりに関する研究

―自由遊び場面からの検討―

奈良教育大学教育学部 中川 愛

P5-087 保育園児の食事行動の発達

―食物摂取時間と食具使用―

関西学院大学大学院文学研究科 橋本 あや

関西学院大学文学部 桂田 恵美子

関西学院大学文学部 中島 定彦＃

P5-088 学童保育所における児童期の自己制御行動

―低学年と高学年の行動方略―

中田東学童保育所 先崎 真奈美

P5-089 外出行動からみた子育ての実態

―生後2年にわたる縦断的検討―

中京大学 小島 康生

P5-090 小学校低学年児童を対象とした質問紙による放課後生活評価調査

―質問読み上げ・学級児童全員で一斉に実施した現場状況の分析―

川村学園女子大学文学部 北原 靖子

川村学園女子大学教育学部 蓮見 元子

尚絅大学短期大学部 川嶋 健太郎

川村学園女子大学教育学部 浅井 義弘＃

P5-091 放課後の子どもの居場所でのタッチパネル型アンケート実施トラブルと携帯型アンケートアプリケー

ションの開発

尚絅大学短期大学部 川嶋 健太郎

川村学園女子大学 蓮見 元子

川村学園女子大学 北原 靖子

P5-092 保育巡回相談の実際

―5歳児用行動チェックリストの活用―

文教大学 白石 京子

聖学院大学 金谷 京子

しらかば幼稚園 澤田 藤子

筑波大学 澤江 幸則

植竹幼稚園 根岸 由紀＃

埼玉県立大学 森 正樹

浦和大学 藤井 和枝

P5-093 前言語期における自閉症児の発声

―一事例の行動観察からの検討―

東洋大学ライフデザイン学部生活支援学科 篠沢 薫

P5-094 特別な支援を必要とする子どもの学童保育での生活と課題

埼玉学園大学人間学部子ども発達学科 金谷 有子

埼玉学園大学人間学部子ども発達学科 赤津 純子
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P5-095 子育ての「主体」としての母親を支援する

―幼稚園における子育て支援の役割―

神戸市立名谷あおぞら幼稚園通級指導教室 高畑 芳美

P5-096 自閉症スペクトラムの児童の支援に関する一考察

―拒否行動を中心に―

千葉市児童相談所 中村 真理

川村学園女子大学教育学部 蓮見 元子

P5-097 子どもの最近接発達領域に対する教育的働きかけの効果の検討

鳴門教育大学大学院学校教育研究科 皆川 直凡

P5-098 謝罪に関する過去情報が児童による他児の内的特性理解に与える影響

新見公立短期大学 芝﨑 美和

P5-099 児童の自己決定意識とwell-beingの関係について

東京学芸大学教育学部 和田 哲廣

東京学芸大学附属世田谷小学校 沼田 晶弘＃

東京学芸大学教育学部 糸井 尚子

P5-100 幼児期のトラブルと第三者の関与

―自治的集団の形成プロセス―

三重大学教育学部 吉田 真理子

P5-101 新たなる教材知識の認知過程における問題点の考察

―教材の構造化から伺える知識獲得の困難性―

北海学園大学大学院経営学研究科 能勢 保幸

P5-102 幼稚園実習は学生にどのような変化をもたらすのか？

―実習前後の実習意識と動機づけに関連して―

岐阜聖徳学園大学短期大学部 大西 薫

福井大学教育地域科学部 大西 将史

P5-103 小学生の愛着と自尊感情および友人関係満足度との関連

東京学芸大学 小川 真理

東京学芸大学 糸井 尚子

P5-104 助産師による子育て支援と地域づくり

京都精華大学 石上 浩美

P5-105 ボランティア活動経験がボランティアイメージに及ぼす影響

香川大学大学院教育学研究科 岡鼻 千尋

香川大学教育学部 大久保 智生

P5-106 絵本を介した親子のやりとり（8）

―就学期の幼児をもつ養育者の絵本に関する意識調査を通して―

聖徳大学 藪中 征代

摂南大学 吉田 佐治子＃

十文字学園女子大学 村田 光子＃
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P5-107 保育園児の発信行動と保育士評定の共感性との関連

同志社大学心理学部 蕨岡 幸一

関西福祉科学大学社会福祉学部 亀島 信也

同志社大学心理学部 内山 伊知郎

P5-108 中学生の学習観と学習方略の使用

―努力と成績の随伴性の認知に着目して―

名古屋大学教育学部 日紫喜 美穂

名古屋大学教育発達科学研究科 中谷 素之

P5-109 様々な遊びツール使用時における母子相互作用の特徴

―絵本遊び，おもちゃ遊び，テレビ遊び，ツール無し遊びについての質問紙調査による検討から―

佐賀大学医学部 佐藤 鮎美

佐賀大学医学部 堀川 悦夫＃

同志社大学心理学部 内山 伊知郎

P5-110 第2回妊娠出産子育て基本調査

―母親の子育て意識と子育て環境―

ベネッセ次世代育成研究所 宮本 幸子

山梨大学 酒井 厚＃

ベネッセ次世代育成研究所 高岡 純子

お茶の水女子大学 松本 聡子＃

ベネッセ次世代育成研究所 持田 聖子

お茶の水女子大学大学院 菅原 ますみ＃

恵泉女学園大学大学院 大日向 雅美

ベネッセ次世代育成研究所 小林 登

P5-111 乳幼児をもつ夫婦の育児をめぐる意見のずれ

国士舘大学文学部 青木 聡子
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