
会員企画 ラウンドテーブル

RT1-1 3月15日（金） 10 :00〜12 :00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1254教室

発達障害児を対象とした支援と研究の両立を考える

企画・司会：田村 綾菜（昭和女子大学）

話題提供者：小川 詩乃（京都大学大学院理学研究科）

話題提供者：村田（福島） 美和（東京大学先端科学技術研究センター）

話題提供者：伊藤 祐康＃（国立障害者リハビリテーションセンター）

話題提供者：磯村 朋子（京都大学大学院理学研究科）

話題提供者：常深 浩平（いわき短期大学）

指定討論者：木下 孝司（神戸大学大学院人間発達環境学研究科）

RT1-2 3月15日（金） 10 :00〜12 :00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1255教室

ナラティヴ研究の基本的視点

―当事者の視点と分析者自身の記述―

企画・話題提供者：森岡 正芳（神戸大学大学院人間発達環境学研究科）

企画・話題提供者：山本 智子（近畿大学）

司会：川俣 智路（大正大学）

話題提供者：松嶋 秀明（滋賀県立大学人間文化学部）

指定討論者：赤木 和重（神戸大学大学院人間発達環境学研究科）

RT1-3 3月15日（金） 10 :00〜12 :00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2201教室

実験発達心理学ワークショップ2013（EDPWS-S2013）

企画・ファシリテーター：友永 雅己（京都大学霊長類研究所）

企画・ファシリテーター：橋彌 和秀（九州大学大学院人間環境学研究院）

企画・ファシリテーター：杉村 伸一郎（広島大学大学院教育学研究科）

企画・ファシリテーター：針生 悦子（東京大学大学院教育学研究科）

企画・ファシリテーター：金沢 創（日本女子大学人間社会学部）

企画・ファシリテーター：板倉 昭二（京都大学大学院文学研究科）

(37)



RT1-4 3月15日（金） 10 :00〜12 :00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2202教室

自らを被災者と言えない被災者の心理的ストレスと今後の支援のありかた

企画：齊藤 誠一（神戸大学大学院人間発達環境学研究科）

話題提供者：森 紀子＃（福島県立福島南高等学校）

話題提供者：則定 百合子（和歌山大学教育学部）

話題提供者：日潟 淳子（神戸大学大学院人間発達環境学研究科）

話題提供者：田村 陽子（神戸大学大学院人間発達環境学研究科）

RT2-1 3月15日（金） 13 :00〜15 :00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1254教室

乳幼児の世界・絵本の世界

―保育の中で果す絵本の役割―

企画・代表者：横山 文樹（保育分科会/昭和女子大学）

話題提供者：寒河江 芳枝（浦和大学）

話題提供者：湯浅 阿貴子（太子幼稚園）

話題提供者：守 巧（東京福祉大学）

指定討論者：田島 信元（白百合女子大学）

指定討論者：勝浦 範子（国学院大学栃木）

RT2-2 3月15日（金） 13 :00〜15 :00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1255教室

「いじめ」や「虐待」をいかに防ぐか

―質的研究からのアプローチ―

企画：日本発達心理学会ナラティヴと質的研究分科会

企画・司会：浦田 悠（京都大学大学院教育学研究科）

企画・話題提供者：高橋 菜穂子（京都大学大学院教育学研究科）

企画・指定討論者：やまだ ようこ（立命館大学衣笠総合研究機構）

話題提供者：戸田 有一（大阪教育大学教育学部）

話題提供者：遠藤 野ゆり＃（法政大学キャリアデザイン学部）

指定討論者：森岡 正芳（神戸大学大学院人間発達環境学研究科）

RT2-3 3月15日（金） 13 :00〜15 :00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2201教室

特別支援教育への学習支援ボランティア学生の活用における成果と課題

企画責任・話題提供者：山本 真由美（徳島大学大学院SAS研究部）

話題提供者：中尾 繁樹＃（関西国際大学教育学部）

話題提供者：石本 麻奈＃（徳島大学総合科学部人間文化学科）

司会：宮脇 克実（徳島大学大学院SAS研究部）
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RT2-4 3月15日（金） 13 :00〜15 :00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2202教室

「ふり遊びの実証的検討」

企画・司会・話題提供者：森口 佑介（上越教育大学/科学技術振興機構）

話題提供者：中道 直子（日本女子体育大学）

話題提供者：篠原 郁子（愛知淑徳大学）

話題提供者：伴 碧（同志社大学/日本学術振興会）

話題提供者：稲田 尚子（国立精神・神経医療研究センター）

指定討論者：麻生 武（奈良女子大学）

RT3-1 3月15日（金） 15 :30〜17 :30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1254教室

保育・教育実践における言葉がけの意味

―非言語的かかわりと言語的かかわりの観点から―

企画・話題提供者：若山 育代（富山大学）

話題提供者：岡花 祈一郎（福岡女学院大学）

話題提供者：野中 陽一朗＃

（兵庫教育大学教職キャリア開発センター）

ファシリテーター：田中 浩司（福山市立大学）

ファシリテーター：若林 紀乃（広島文化学園大学）

RT3-2 3月15日（金） 15 :30〜17 :30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1255教室

Bayley発達検査による発達査定

企画・話題提供者：中澤 潤（千葉大学教育学部）

話題提供者：田中 恭子＃（順天堂大学医学部小児科）

話題提供者：片桐 正敏（富山大学医学部）

話題提供者：松井 三枝＃（富山大学医学部）

RT3-3 3月15日（金） 15 :30〜17 :30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2201教室

特別支援教育における授業づくりの新展開（2）

―社会性の支援をめぐって―

企画・司会：赤木 和重（神戸大学大学院人間発達環境学研究科）

話題提供者：村上 公也＃（京都市特別訪問指導員）

話題提供者：古里 章子＃（京都市朱雀第二小学校）

指定討論者：麻生 武（奈良女子大学研究院人文科学系）

指定討論者：吉井 勘人（筑波大学附属大塚特別支援学校）
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RT3-4 3月15日（金） 15 :30〜17 :30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2202教室

移行支援としての高校教育

―思春期の発達支援から、新たな高校教育のパラダイムを模索する―

企画・話題提供者：川俣 智路（大正大学人間学部）

話題提供者：小野 善郎＃（和歌山県精神保健福祉センター）

話題提供者：保坂 亨＃（千葉大学教育学部）

話題提供者：田邊 昭雄＃（公立高等学校）

指定討論者：松嶋 秀明（滋賀県立大学人間文化学部）

RT4-1 3月16日（土） 10 :00〜12 :00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1254教室

ライフコースの研究技法とその適用可能性（2）

企画：日本発達心理学会ライフコース分科会

企画・指定討論者：本田 時雄

（文教大学名誉教授 /ライフコース分科会代表）

企画・司会・指定討論者：岡林 秀樹（明星大学）

話題提供者：登張 真稲（文教大学）

話題提供者：中尾 暢見＃（日本大学）

話題提供者：磯谷 俊仁＃（明星大学）

RT4-2 3月16日（土） 10 :00〜12 :00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1255教室

遊び研究の現在

―新たな出発へ―

企画・話題提供者：中野 茂（北海道医療大学心理科学部）

話題提供者：田中 浩司（福山市立大学教育学部）

話題提供者：加用 文男（京都教育大学教育学部）

話題提供者：伊藤 良子（東京学芸大学教職大学院）

(40)



RT4-3 3月16日（土） 10 :00〜12 :00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2201教室

多言語環境下で育つ児童の発達支援

―多言語併用と障害との相互作用の視点から―

企画・司会・話題提供者：権藤 桂子（共立女子大学家政学部児童学科）

企画：松井 智子（東京学芸大学国際教育センター）

話題提供者：島田 かおる＃（啓明学園初等学校国際学級）

話題提供者：近田 由紀子＃（大阪大学大学院大阪大学/金沢大学/

浜松医科大学/千葉大学/福井大学連合小児発達学研究科）

話題提供者：塘 利枝子

（同志社女子大学現代社会学部現代こども学科）

指定討論者：稲田 素子＃（立教大学）

RT4-4 3月16日（土） 10 :00〜12 :00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2202教室

見え方の操作と保育

―感情・表情・化粧―

企画責任・司会：戸田 有一（大阪教育大学）

企画・指定討論者：諏訪 きぬ

（NPO法人さやま保育サポートの会 保育サポート研究所）

話題提供者：木戸 彩恵

（立命館大学衣笠研究機構生存学研究センター）

指定討論者：菅原 健介＃（聖心女子大学）

指定討論者：小川 晶（植草学園大学）

指定討論者：小川 房子（明星大学）

RT4-5 3月16日（土） 10 :00〜12 :00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2302教室

自閉症スペクトラム障害の早期徴候とダイナミックアプローチ（2）

―新版K式発達検査を軸とするアセスメントの構成とセラピー方略につ

いて―

企画・代表者・話題提供者：廣利 吉治（東海学院大学大学院）

企画・司会・話題提供者：牧野 光里（社会福祉法人 岡崎市福祉事業団）

話題提供者：窪田（塙） 恭子（幸田町保健センター）
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RT5-1 3月16日（土） 14 :00〜16 :00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1254教室

中年期から老年期に渡るGenerativityの発達

企画・司会：中川 威（大阪大学大学院人間科学研究科）

企画・話題提供者：小澤 義雄（青山学院大学大学院社会情報学研究科）

企画・話題提供者：田渕 恵（関西学院大学大学院文学研究科）

話題提供者：深瀬 裕子（広島大学大学院教育学研究科）

指定討論者：岡本 祐子（広島大学大学院教育学研究科）

指定討論者：遠藤 利彦（東京大学大学院教育学研究科）

RT5-2 3月16日（土） 14 :00〜16 :00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1255教室

道徳性発達と心の理論

企画：「道徳性・向社会性」分科会

話題提供者：林 創（岡山大学）

話題提供者：鈴木 亜由美（広島修道大学）

話題提供者：長谷川 真里（横浜市立大学）

ファシリテーター：首藤 敏元（埼玉大学）

司会：二宮 克美（愛知学院大学）

RT5-3 3月16日（土） 14 :00〜16 :00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2201教室

ドイツ批判心理学の可能性 II

―クラウス・ホルツカンプによる主体科学としての学習理論―

企画：日本心理学会 批判心理学研究会

司会：いとう たけひこ（和光大学）

企画責任：五十嵐 靖博（山野美容芸術短期大学）

話題提供者：百合草 禎二（富士常葉大学）

指定討論者：白井 利明（大阪教育大学）

指定討論者：岩男 征樹（東京工業大学）

指定討論者：加藤 弘通（静岡大学）

RT5-4 3月16日（土） 14 :00〜16 :00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2202教室

保幼小をつなぐ保育者養成

―デンマークの0 年生とペタゴーに学ぶ幼小接続期―

企画・話題提供者：横山 真貴子（奈良教育大学）

企画・話題提供者：掘越 紀香（奈良教育大学）

話題提供者：斎藤 正典（相模女子大学）
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RT5-5 3月16日（土） 14 :00〜16 :00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2302教室

他者意図理解における非言語情報の役割

企画・ファシリテーター：小林 春美（東京電機大学）

ファシリテーター：安田 哲也（埼玉県立大学）

ファシリテーター：伊藤 恵子（十文字学園女子大学）

RT6-1 3月17日（日） 10 :00〜12 :00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1253教室

宗教性発達研究の展開（5）

―子どもの宗教性を考える―

企画・司会：松島 公望（東京大学）

話題提供者：西脇 良（南山大学）

話題提供者：辻本 耐（大阪大学大学院）

話題提供者：森 真弓（スクールカウンセラー）

指定討論者：森岡 正芳（神戸大学）

RT6-2 3月17日（日） 10 :00〜12 :00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1254教室

生涯発達と世代性について

―2世代データの分析結果から―

企画責任・話題提供者：高濱 裕子（お茶の水女子大学人間文化創成科学研究科）

企画・ファシリテーター：北村 琴美（大阪人間科学大学）

話題提供者：佐々木 尚之（大阪商業大学）

話題提供者：木村 文香（江戸川大学）

指定討論者：氏家 達夫（名古屋大学教育発達科学研究科）

RT6-3 3月17日（日） 10 :00〜12 :00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1255教室

キャリア発達過程と睡眠問題

企画・話題提供者：五十嵐 敦（福島大学）

話題提供者：福田 一彦＃（江戸川大学）

話題提供者：浅岡 章一＃（東京医科大学）
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RT6-4 3月17日（日） 10 :00〜12 :00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2201教室

発達障がい・視覚障がい支援に共通の触覚教材の開発（2）

―教材開発における留意点―

企画責任・話題提供者：藤本 浩一（神戸松蔭女子学院大学子ども発達学科）

司会・話題提供者：竹内 伸宜（神戸海星女子学院大学心理こども学科）

話題提供者・指定討論者：山本 利和（大阪教育大学教育学部特別支援教育講座）

話題提供者・指定討論者：林 照子

（園田学園女子大学人間健康学部総合健康学科）

RT6-5 3月17日（日） 10 :00〜12 :00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2202教室

発達心理学における「構成概念の措定のゆらぎ」あるいは「観察可能な現

象の絶対視」

―質的研究は発達心理学になにをもたらすのか―

企画・司会・指定討論者：本山 方子（奈良女子大学）

企画・話題提供者：上淵 寿（東京学芸大学）

話題提供者：小松 孝至（大阪教育大学）

話題提供者：松本 光太郎（茨城大学）

指定討論者：東村 知子（奈良文化女子短期大学）

RT7-1 3月17日（日） 13 :00〜15 :00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1254教室

異世代間の関係を構築する

―子育て支援につなげるための理論の検討―

企画・司会：加藤 邦子（宇都宮共和大学子ども生活学部）

話題提供者：間野 百子＃（宇都宮共和大学子ども生活学部）

話題提供者：藤原 佳典＃（東京都健康長寿医療センター研究所）

話題提供者：諏澤 宏恵（奈良女子大学人間文化研究科）

話題提供者：井上 清美＃（川口女子短期大学こども学科）

指定討論者：牧野 カツコ（宇都宮共和大学子ども生活学部）
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RT7-2 3月17日（日） 13 :00〜15 :00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2201教室

世界の時間的展望研究の動向

―国際時間的展望学会（2012 in ポルトガル）をもとに語り合おう―

企画責任・ファシリテーター：柏尾 眞津子（大阪人間科学大学人間科学部）

企画・話題提供者・ファシリテーター：都筑 学（中央大学文学部）

企画・話題提供者・ファシリテーター：白井 利明（大阪教育大学教育学部）

企画・話題提供者・ファシリテーター：大橋 靖史（淑徳大学総合福祉学部）

企画・司会・ファシリテーター・指定討論者：園田 直子（久留米大学文学部）

RT7-3 3月17日（日） 13 :00〜15 :00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2202教室

学習や行動制御につまずきがある子どもの支援

―脳科学と発達障害研究の知見をいかした効果的な支援法―

企画・話題提供者：橋本 創一（東京学芸大学教育実践研究支援センター）

企画・ファシリテーター：小島 道生（岐阜大学教育学部）

話題提供者：宇野 宏幸＃

（兵庫教育大学大学院特別支援教育コーディネーターコース）

話題提供者：堂山 亞希

（清瀬市教育相談センター/東京学芸大学連合学校教育学研究科）

(45)


