
 

大会委員会企画シンポジウム 
3月21日（金）  13:00～15:00……………………………………………………………共北31 

思考の生涯発達 
―幸せな人生とよりよい社会を目指して― 

企画・司会：楠見 孝（京都大学大学院教育学研究科） 
話題提供者：青木   多寿子（広島大学大学院教育学研究科） 
話題提供者：坂本   美紀（神戸大学大学院人間発達環境学研究科） 
話題提供者：小林   敬一（静岡大学教育学部） 
話題提供者：髙山 緑（慶應義塾大学理工学部） 

 

3月22日（土）  9:30～11:30  ……………………………………………………………時計台 

新たな「発達の学」を目指して 
企画：日本発達心理学会第 25 回大会実行委員会 
司会：明和   政子（京都大学大学院教育学研究科） 

話題提供者：熊谷   晋一郎＃（東京大学先端科学技術研究センター） 
話題提供者：定藤   規弘＃（自然科学研究機構生理学研究所） 
話題提供者：友永   雅己（京都大学霊長類研究所） 
話題提供者：國吉   康夫＃（東京大学情報理工学系研究科） 
指定討論者：乾 敏郎（京都大学大学院情報学研究科） 

 

 

3月23日（日）  13:00～15:00……………………………………………………………共北28 

海外と比較可能な日本の青年期アイデンティティ発達の理解を目指して 
企画・司会：溝上   慎一（京都大学高等教育研究開発推進センター） 
話題提供者：杉村   和美（広島大学大学院教育学研究科） 
話題提供者：中間   玲子（兵庫教育大学大学院学校教育研究科） 
話題提供者：都筑 学（中央大学文学部） 
指定討論者：高橋   惠子（聖心女子大学名誉教授） 
 



 

出版企画委員会企画シンポジウム 
3月22日（土）  16:00～18:00……………………………………………………………共北32 

隣接領域の統合と発達科学を目指して 
―発達心理学の理論・方法論の検討― 
企画・司会・指定討論者：田島   信元（白百合女子大学） 
企画・司会・指定討論者：南  徹弘（甲子園大学） 

話題提供者：谷口 清（文教大学） 
話題提供者：近藤   清美（北海道医療大学） 
話題提供者：根ヶ山   光一（早稲田大学） 

編集委員会企画シンポジウム 
3月22日（土）  16:00～18:00……………………………………………………………共北37 

『発達心理学研究』をもっとおもしろくするには？ 
企画：発達心理学研究編集委員会 
司会：柴山 真琴（大妻女子大学家政学部） 

話題提供者：篠原 郁子（愛知淑徳大学心理学部） 
話題提供者：菊池   哲平（熊本大学教育学部） 
話題提供者：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：川田 学（北海道大学大学院教育学研究院） 
指定討論者：浜谷   直人（首都大学東京都市教養学部） 
指定討論者：遠藤   利彦（東京大学大学院教育学研究科） 

国内研究交流委員会企画シンポジウム 
3月23日（日）  13:00～15:00……………………………………………………………共南11 

文化間葛藤の場としての保育 
企画：日本発達心理学会国内研究交流委員会 
司会：大倉   得史（京都大学大学院人間・環境学研究科） 
司会：安田   裕子（立命館大学衣笠総合研究機構） 

話題提供者：松島 京♯（近大姫路大学教育学部） 
話題提供者：山崎   徳子（常磐会学園大学国際子ども教育学部） 
話題提供者：平松   知子♯（社会福祉法人熱田福祉会けやきの木保育園） 
指定討論者：秋田   喜代美（東京大学大学院教育学研究科） 
指定討論者：鯨岡 峻♯（中京大学心理学部 / 京都大学名誉教授） 

 
 



 

日本発達心理学会・日本保育学会・日本乳幼児教育学会共催 
シンポジウム 

3月21日（金）  10:00～12:00……………………………………………………………共南11 

保育の中で生きるアセスメントとは Ⅱ 
―アセスメントから支援へのつながり― 

企画代表・司会：野本   茂夫（國學院大學） 
話題提供者：冨田   久枝（千葉大学） 
話題提供者：宇田川   久美子（相模女子大学） 
話題提供者：柴崎   正行（大妻女子大学） 
指定討論者：秦野   悦子（白百合女子大学） 

日本学術会議・発達心理学分科会企画公開シンポジウム 
3月21日（金）  10:00～12:00……………………………………………………………時計台 

早期教育の光と影 
―英語早期教育は是か非か？― 

企画・話題提供者：内田   伸子（筑波大学） 
企画・話題提供者：今井   むつみ（慶應義塾大学環境情報学部） 

司会：子安   増生（京都大学大学院教育学研究科） 
話題提供者：松井   智子（東京学芸大学国際教育センター） 
話題提供者：大津   由紀雄＃（明海大学大学院応用言語学研究科） 
指定討論者：仲   真紀子（北海道大学大学院文学研究科） 

 

日本発達心理学会・日本赤ちゃん学会共催シンポジウム 
3月21日（金）  13:00～15:00……………………………………………………………共北32 

発達過程の計算モデル 
―記号創発アプローチの視点から― 

企画・司会：岡田   浩之（玉川大学脳科学研究所） 
話題提供者：長井   隆行（電気通信大学情報理工学研究科） 
話題提供者：中村   友昭 

（ホンダ・リサーチ・インスティチュート・ジャパン） 
話題提供者：谷口   忠大（立命館大学情報理工学部） 
話題提供者：尾形   哲也（早稲田大学理工学術院） 
指定討論者：森口   佑介（上越教育大学）



 

 
日本発達心理学会・日本臨床発達心理士会・日本心理研修 
センター共催公開シンポジウム 

3月21日（金）  13:00～15:00……………………………………………………………時計台 

心理職の国家資格化に向けての展望と課題（Ⅱ） 
―「生物・心理・社会文化モデル」の理論と実践― 

企画（共催）：一般社団法人日本発達心理学会 

 企画（共催）：一般社団法人日本臨床発達心理士会 

企画（共催）：一般社団法人日本心理研修センター 
司会：長崎 勤（筑波大学 / 日本臨床発達心理士会幹事長） 

話題提供者：野島   一彦♯（跡見学園女子大学 / 
一般社団法人日本臨床心理士会副会長） 

話題提供者：宮脇 稔♯（大阪人間科学大学 / 
医療心理師国家資格制度推進協議会副会長） 

話題提供者：竹田   契一♯（大阪医科大学 / 
一般財団法人特別支援教育士資格認定協会理事長） 

指定討論者：子安   増生（京都大学 / 日本発達心理学会代表理事 / 
日本心理研修センター副理事長） 

指定討論者：松村   京子（兵庫教育大学 / 
日本臨床発達心理士会兵庫支部長） 

 

日本発達心理学会・日本動物心理学会共催シンポジウム 
3月21日（金）  15:30～17:30……………………………………………………………共北28 

社会行動の発達を司る脳の働き・ホルモンの働き 
―行動神経内分泌学研究の最前線― 

企画・司会：友永   雅己（京都大学霊長類研究所） 
企画・司会：小川   園子（筑波大学人間系） 
話題提供者：塚原   伸治（埼玉大学大学院理工学研究科） 
話題提供者：小川   園子（筑波大学人間系） 
話題提供者：齋藤   慈子（東京大学大学院総合文化研究科） 
話題提供者：篠原   一之（長崎大学大学院医歯薬学総合研究科） 
指定討論者：菊水   健史（麻布大学獣医学部） 
 



 

日本発達心理学会・日本質的心理学会合同シンポジウム 
3月22日（土）  13:30～15:30……………………………………………………………共北32 

質的研究法の発達心理学へのインパクト 
―APA  の最先端から― 
企画・司会・話題提供者：やまだ   ようこ（立命館大学衣笠総合研究機構） 

企画・話題提供者：能智   正博（東京大学大学院教育学研究科） 
話題提供者：浦田 悠（京都大学大学院教育学研究科） 
話題提供者：野村   信威（明治学院大学心理学部） 
指定討論者：根ヶ山   光一（早稲田大学人間科学学術院） 
指定討論者：杉村   和美（広島大学大学院教育学研究科） 

 

日本臨床発達心理士会シンポジウム 
3月22日（土）  13:30～15:30……………………………………………………………共南11 

保育を通しての家族支援Ⅴ 
―支援の実際と連携― 

企画：日本臨床発達心理士実践研究プロジェクト「保育支援」 
司会：木原   久美子（帝京大学） 

話題提供者：松原   巨子（大津市保健所健康推進課） 
話題提供者：田村   一美＃ 

（児童発達支援・放課後等デイサービス「パーチェ」） 
話題提供者：阿加井   京子＃（洛西保育園） 
指定討論者：西川   由紀子（京都華頂大学） 
指定討論者：秦野   悦子（白百合女子大学） 
 



 

一般公開シンポジウム 
3月23日（日）  13:00～15:30……………………………………………………………時計台 

発達心理学の未来 
―次世代との対話― 

企画：日本発達心理学会第 25 回大会実行委員会 
司会：板倉   昭二（京都大学大学院文学研究科） 
司会：明和   政子（京都大学大学院教育学研究科） 

話題提供者：京都市立堀川高等学校 
話題提供者：京都府立洛北高等学校 
話題提供者：大府立北野高等学校 
話題提供者：滋賀県立膳所高等学校 （順不同） 
指定討論者：浅田 稔＃（大阪大学大学院工学研究科） 
指定討論者：内田   伸子（筑波大学） 
指定討論者：松沢   哲郎（京都大学霊長類研究所） 
指定討論者：吉川   左紀子＃（京都大学こころの未来研究センター ) 
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