
会員企画 自主シンポジウム

SS1-1 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2102教室

発達心理学における感情論的転回（Affective Turn）

企画・司会：上淵 寿（東京学芸大学教育学部）

話題提供者：砂上 史子（千葉大学教育学部）

話題提供者：小松 孝至（大阪教育大学教育学部）

話題提供者：井ノ崎 敦子（徳島大学学生支援センター）

指定討論者：澤田 匡人（宇都宮大学教育学部）

指定討論者：中澤 潤（千葉大学教育学部）

SS2-1 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2101教室

思春期の親子関係

―第2反抗期再考―

企画・司会：平石 賢二（名古屋大学大学院教育発達科学研究科）

話題提供者：白井 利明（大阪教育大学教育学部）

話題提供者：田 玲玲＃（名古屋大学大学院教育発達科学研究科）

話題提供者：渡邉 賢二（鈴鹿医療科学大学保健衛生学部）

指定討論者：大野 久（立教大学大学院現代心理学研究科）

SS2-2 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2102教室

アーティストが子どもによって変わるということの意味

企画・司会：宮崎 清孝（早稲田大学人間科学学術院）

話題提供者：上村 なおか＃（桜美林大学）

話題提供者：笠井 瑞丈＃（フリー）

話題提供者：佐木 みどり（岐阜聖徳学園大学教育学部/揖斐幼稚園）

話題提供者：東村 知子（奈良文化女子短期大学）

指定討論者：野村 幸弘＃（岐阜大学教育学部）
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SS2-3 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2401教室

自己制御の発達行動遺伝学：幼児から成人まで

企画・話題提供者：藤澤 啓子（慶應義塾大学）

司会・話題提供者：安藤 寿康（慶應義塾大学）

話題提供者：出野 美那子（武蔵野大学）

話題提供者：田中 麻未＃（千葉大学）

指定討論者：子安 増生（京都大学）

SS3-1 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2101教室

親と子の間に生じる発達

―親子の現実のやり取りから臨床へ―

企画：文化比較・行動比較分科会

企画・司会・指定討論者：田島 信元（白百合女子大学）

企画・指定討論者：近藤 清美（北海道医療大学）

話題提供者：岡本 依子（湘北短期大学）

話題提供者：上村 佳世子（文京学院大学）

話題提供者：河原 紀子（共立女子大学）

SS3-2 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2102教室

発達障害をもつ大学生の困り感と支援

企画・話題提供者：金澤 潤一郎（北海道医療大学心理科学部）

司会：田山 淳＃（長崎大学保健・医療推進センター）

話題提供者：高橋 知音＃（信州大学教育学部）

話題提供者：黒田 美保（淑徳大学総合福祉学部実践心理学科）

話題提供者：酒井 貴庸＃

（筑波大学大学院人間科学総合研究科障害科学専攻/日本学術振興会）

指定討論者：三宅 篤子

（国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所）
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SS3-3 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2401教室

〈不器用さ〉をどのように規定するか？

―身体運動上の不器用さの構成概念についての臨床発達心理学的検討―

企画・話題提供者：澤江 幸則（筑波大学体育系）

企画・話題提供者：渋谷 郁子（鈴鹿短期大学）

司会：松原 豊（こども教育宝仙大学）

話題提供者：増田 貴人（弘前大学教育学部）

指定討論者：本郷 一夫（東北大学大学院教育学研究科）

指定討論者：七木田 敦（広島大学大学院教育学研究科）

SS4-1 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2101教室

聴覚障がい児への読み書き能力獲得の支援

企画・司会：高橋 登（大阪教育大学教育学部）

企画：大伴 潔（東京学芸大学教育実践研究支援センター）

企画・指定討論者：小林 春美（東京電機大学理工学部）

企画・指定討論者：田中 みどり（女子栄養大学）

話題提供者：井坂 行男（大阪教育大学教育学部）

話題提供者：脇中 起余子＃（京都府立聾学校）

話題提供者：武居 渡（金沢大学学校教育系）

SS4-2 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2102教室

自閉症スペクトラム幼児を対象としたアセスメント・ツールの適用の実際

―早期発見から早期支援へ―

企画・司会：三宅 篤子（（独）国立精神・神経医療研究センター精神

保健研究所児童・思春期精神保健研究部）

話題提供者：稲田 尚子（（独）国立精神・神経医療研究センター精神

保健研究所児童・思春期精神保健研究部）

話題提供者：黒田 美保（淑徳大学総合福祉部実践心理学科）

話題提供者：萩原 拓（北海道教育大学旭川校特別支援教育分野）

指定討論者：秦野 悦子（白百合女子大学文学部児童文化学科）
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SS4-3 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2401教室

教室における対話能力の発達過程

―“応答する力” に焦点を当てて―

企画・司会：秋田 喜代美（東京大学大学院教育学研究科）

話題提供者：一柳 智紀（新潟大学教育学部）

話題提供者：小野田 亮介（東京大学大学院教育学研究科）

話題提供者：松尾 剛（福岡教育大学教育学部）

指定討論者：丸野 俊一（九州大学大学院人間環境学研究院）

SS5-1 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2101教室

小中学生の発達とメンタルヘルスに関する縦断コホート研究

―発達特性と環境要因の相互作用による思春期の問題行動の予測―

企画・司会・話題提供者：伊藤 大幸

（浜松医科大学子どものこころの発達研究センター）

話題提供者：望月 直人

（浜松医科大学子どものこころの発達研究センター）

話題提供者：田中 善大（日本予防医学協会/中京大学現代社会学部）

話題提供者：大嶽 さと子

（浜松医科大学子どものこころの発達研究センター）

話題提供者：野田 航

（浜松医科大学子どものこころの発達研究センター）

指定討論者：氏家 達夫（名古屋大学大学院教育発達科学研究科）

SS5-2 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2102教室

自閉症教育への発達論的アプローチの展開

―SCERTS モデルによる包括的アセスメントと支援―

企画・司会：長崎 勤（筑波大学人間系）

企画：日本臨床発達心理士会/職能委員会特別支援教育部会

話題提供者：仲野 真史

（東京学芸大学附属特別支援学校/筑波大学人間総合科学研究科）

話題提供者：吉田 仰希（岩手県立盛岡峰南高等支援学校）

話題提供者：板倉 達哉（筑波大学人間総合科学研究科）

指定討論者：近藤 清美（北海道医療大学心理科学部）
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SS5-3 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2401教室

学齢児の言語発達支援に向けた新たなアセスメントとその適用

―LCSA（学齢版言語コミュニケーション発達スケール）の活用―

企画・司会・話題提供者：大伴 潔（東京学芸大学教育実践研究支援センター）

話題提供者：林 安紀子（東京学芸大学教育実践研究支援センター）

話題提供者：西山 春来＃（川崎市立今井小学校）

話題提供者：田尻 祥子＃（三鷹市北野ハピネスセンター）

指定討論者：橋本 創一（東京学芸大学教育実践研究支援センター）

SS6-1 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2101教室

人生の変化を考える

―何によって、如何に、誰に訪れるのか―

企画・司会：石井 佑可子（藤女子大学文学部）

企画・話題提供者：川本 哲也（東京大学大学院教育学研究科）

話題提供者：平野 真理＃（東京大学大学院教育学研究科）

話題提供者：野村 晴夫（大阪大学大学院人間科学研究科）

指定討論者：白井 利明（大阪教育大学教育学部）

指定討論者：遠藤 利彦（東京大学大学院教育学研究科）

SS6-2 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2102教室

自閉症に対する音楽・身体活動のシンクロナイゼ―ションによる社会・

情動的相互性のアセスメントと発達支援の試み

企画・話題提供者：鈴木 はるみ（北海道医療大学）

司会：渡邉 紀子

（社会福祉法人なごみ福祉会療育相談でんでん虫）

話題提供者：鈴木クプスキー 園子＃

（Klinik Ambrock:アンブロック脳神経科リハビリテーション病院）

話題提供者：竹内 嘉恵＃（東京都立品川特別支援学校）

指定討論者：長崎 勤（筑波大学人間系）
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SS6-3 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2302教室

人の生きる現場の記録と「共に生きるかたち」の語り

―どのように語り、記録するかの視点から―

企画・話題提供者：崎原 秀樹（鹿児島国際大学福祉社会学部）

司会：工藤 芳幸（大阪保健医療大学言語聴覚専攻科）

話題提供者：石川 由美子（聖学院大学人間福祉学部）

指定討論者：浜田 寿美男＃（奈良女子大学名誉教授）

SS6-4 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2401教室

保育者養成における発達心理学の役割

―若手研究者による授業・指導実践を通して考える―

企画：越中 康治（宮城教育大学教育学部）

司会：新見 直子（広島文教女子大学人間科学部）

話題提供者：野崎 秀正（宮崎学園短期大学保育科）

話題提供者：若林 紀乃（広島文化学園大学子ども学科）

話題提供者：磯部 美良（南九州大学人間発達学部）

話題提供者：中村 多見（高松短期大学保育学科）

指定討論者：前田 健一（広島大学大学院教育学研究科）

指定討論者：江村 理奈（宮崎学園短期大学保育科）

SS7-1 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1255教室

成人期発達障害者への集団療法プログラムの開発

―CES; Communication Enhancement Session―

企画・司会：木村 文香（江戸川大学社会学部）

企画・話題提供者：中村 干城（都立多摩総合精神保健福祉センター）

話題提供者：熊代 奈津子＃（都立多摩総合精神保健福祉センター）

話題提供者：荒井 力＃（都立多摩総合精神保健福祉センター）

話題提供者：目黒 紀美子＃

（杉並区地域包括支援センター オブリガード）

話題提供者：高橋 しのぶ＃（就労移行支援事業所ピアス）

指定討論者：井上 悟＃（都立中部総合精神保健福祉センター）
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SS7-2 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2101教室

わかちあいを通して身につける情動と認知 その2

―「歌いかけ」「読み聞かせ」「歌唱・読書指導」による発達支援―

企画・話題提供者：佐々木 丈夫（日本公文教育研究会）

司会・話題提供者：田島 信元（白百合女子大学）

話題提供者：宮下 孝広（白百合女子大学）

話題提供者：中島 文（白百合女子大学）

指定討論者：泰羅 雅登＃（東京医科歯科大学）

指定討論者：秋田 喜代美（東京大学）

SS7-3 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2102教室

子どもの病気を子どもにどう説明するか

―素朴生物学研究と臨床をつなぐ―

企画・話題提供者：中島 伸子（新潟大学教育学部）

企画・司会・話題提供者：外山 紀子（津田塾大学学芸学部）

話題提供者：木内 妙子＃（東京工科大学医療保健学部）

話題提供者：谷口 明子（山梨大学大学院教育学研究科）

指定討論者：長谷川 智子（大正大学人間学部）

SS7-4 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2302教室

養育者にとっての Infant-Directed Speech/Infant-Directed Motion

―養育者の何が変わるのか、何を変えるのか―

企画・司会：明和 政子（京都大学大学院教育学研究科）

企画・司会：松田 佳尚

（同志社大学赤ちゃん学研究センター/理化学研究所）

話題提供者：福山 寛志（京都大学大学院教育学研究科）

話題提供者：田中 友香理（京都大学大学院教育学研究科）

話題提供者：Andy Martin＃

（理化学研究所脳センター言語発達研究チーム）

話題提供者：宮澤 幸希＃

（理化学研究所脳センター言語発達研究チーム）

指定討論者：志村 洋子（埼玉大学教育学部）
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SS7-5 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2401教室

東日本大震災後における中・長期的支援の方向性2

―「ケア宮城」の活動を通してみる支援の方向性―

企画・司会：本郷 一夫（東北大学大学院教育学研究科）

話題提供者：畑山 みさ子＃（ケア宮城代表/宮城学院女子大学）

話題提供者：上山 真知子（山形大学地域教育文化学部）

話題提供者：西野 美佐子（東北福祉大学大学院総合福祉学研究科）

話題提供者：後藤 亮＃（公益財団法人プラン・ジャパン）
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