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会員企画　ラウンドテーブル

RT1-1 3月21日（金）　10:00～12:00……………………………………………………………共北11

発達障害児の記憶研究と教育支援について 
―言語と視空間情報による短期記憶，ワーキングメモリ，展望記憶について―

企画・司会：橋本　創一（東京学芸大学教育実践研究支援センター）
話題提供者：菅野　和恵（筑波大学人間系障害科学域）
話題提供者：堂山　亞希（清瀬市教育委員会／ 
 東京学芸大学連合学校教育学研究科）
話題提供者：根本　彩紀子（あきやまこどもクリニック／ 
 東京学芸大学教育学研究科）
指定討論者：林　安紀子（東京学芸大学教育実践研究支援センター）

RT1-2 3月21日（金）　10:00～12:00……………………………………………………………共北12

極低出生児の発達アセスメントと支援の方向
企画・ファシリテーター：本郷　一夫（東北大学大学院教育学研究科）

話題提供者：安藤　朗子（日本子ども家庭総合研究所）
話題提供者：金澤　忠博（大阪大学大学院人間科学研究科）
話題提供者：高橋　立子＃（仙台赤十字病院）
話題提供者：松尾　久枝（中部大学現代教育学部）

RT1-3 3月21日（金）　10:00～12:00……………………………………………………………共北33

巡回相談における保育支援とは何か
企画・司会：三山　　岳（京都橘大学人間発達学部）
　企画：芦澤　清音（帝京大学教育学部）
　企画：飯野　雄大（首都大学東京大学院人文科学研究科）

話題提供者：田丸　尚美（鳥取市こども発達・家庭支援センター）
話題提供者：五十嵐　元子（白梅学園大学発達教育相談室）
話題提供者：野本　千明＃（大津市保育士）
指定討論者：別府　悦子（中部学院大学子ども学部）
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RT1-4 3月21日（金）　10:00～12:00……………………………………………………………共北34

即興的パフォーマンスという観点から学びと創造を考える
企画・司会：鹿嶋　桃子（名寄市立大学短期大学部非常勤）
話題提供者：岩田　恵子（玉川大学）
話題提供者：福田　きよみ（桜美林大学）
話題提供者：藤原　由香里＃（八幡市立美濃山小学校）
話題提供者：木村　充子（桜美林大学）

RT1-5 3月21日（金）　10:00～12:00……………………………………………………………共北35

幼児期の認知・情動の制御
企画・司会・話題提供者：中道　圭人（静岡大学）

企画・話題提供者：中澤　　潤（千葉大学）
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）
指定討論者：平林　秀美（東京女子大学）

RT1-6 3月21日（金）　10:00～12:00……………………………………………………………共北36

児童養護施設入所児とケアワーカーの愛着 
―相互作用、問題行動、バーンアウトとの関連―

企画・話題提供者：桂田　恵美子（関西学院大学）
話題提供者：赤澤　淳子（仁愛大学）
話題提供者：谷向　みつえ（関西福祉科学大学）
話題提供者：上野　永子（静岡福祉大学）
指定討論者：高橋　惠子（聖心女子大学）

RT2-1 3月21日（金）　13:00～15:00……………………………………………………………共北11

絵本を読み合う活動が脳機能に与える影響とその発達評価の可能性 
―NIRSを用いた基礎的研究からの検討―

企画・司会：石川　由美子（聖学院大学人間福祉学部こども心理学科）
話題提供者：佐藤　鮎美（京都橘大学健康科学部心理学科）
話題提供者：水谷　　勉＃（自治医科大学脳神経外科教室）
話題提供者：片桐　正敏（富山大学大学院医学薬学研究部心理学教室）

ファシリテーター・指定討論者：岡崎　慎治＃（筑波大学人間系）
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RT2-2 3月21日（金）　13:00～15:00……………………………………………………………共北12

記憶と学びの生涯発達から見る発達研究 
―生涯発達研究における記憶の位置づけを考える―

司会・話題提供者：鍋田　智広（北陸先端科学技術大学院大学 ）
企画・司会・話題提供者：山本　晃輔（大阪産業大学）

話題提供者：富高　智成（京都医療科学大学）
話題提供者：吉野　さやか（お茶の水女子大学大学院）
指定討論者：豊田　弘司（奈良教育大学）
指定討論者：清水　寛之（神戸学院大学）

RT2-3 3月21日（金）　13:00～15:00……………………………………………………………共北33

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（3） 
―ASDの発達初期徴候がメンタライゼーション形成に及ぼす影響と予後―

企画・話題提供者：廣利　吉治（東海学院大学大学院人間関係学研究科）
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：塙　　恭子（幸田町保健センター）

RT2-4 3月21日（金）　13:00～15:00……………………………………………………………共北34

実験発達心理学ワークショップ 2014

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：友永　雅己（京都大学霊長類研究所）
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）

RT2-5 3月21日（金）　13:00～15:00……………………………………………………………共北35

東日本大震災 3年目の平和心理学の課題と実践 
―平和心理学を創る（3）―

企画・話題提供者：いとう　たけひこ（和光大学）
企画・司会：杉田　明宏（大東文化大学）
話題提供者：井上　孝代（明治学院大学）
話題提供者：五十嵐　靖博（山野美容芸術短期大学） 
　　　　　　伊藤　哲司（茨城大学）
指定討論者：平沼　博将（大阪電気通信大学）
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RT2-6 3月21日（金）　13:00～15:00……………………………………………………………共北36

乳幼児の音楽的行動の発達環境を考える 
―実践観察と調査から―
企画・司会・話題提供者：山崎　寛恵（筑波大学人間系 /ヤマハ音楽振興会）

　企画：森内　秀夫（ヤマハ音楽振興会）
話題提供者：嶋田　容子（同志社大学赤ちゃん研究センター）
話題提供者：梶川　祥世（玉川大学リベラルアーツ学部）
話題提供者：丸山　　慎（駒沢女子大学 /ヤマハ音楽振興会）
指定討論者：志村　洋子（埼玉大学教育学部）
指定討論者：伊藤　　崇（北海道大学大学院教育学研究院）

RT3-1 3月21日（金）　15:30～17:30……………………………………………………………共北11

道徳性と動機づけ研究の動向 
―道徳教育の可能性について探る―

　企画：伊藤　順子（宮城教育大学）
ファシリテーター：二宮　克美（愛知学院大学）

話題提供者：山村　麻予（大阪大学大学院教育学研究科）
話題提供者：樟本　千里（大阪県立大学）
話題提供者：畠山　美穂（甲南女子大学）
話題提供者：畠山　　寛（京都ノートルダム女子大学）

RT3-2 3月21日（金）　15:30～17:30……………………………………………………………共北12

異世代間の関係を構築する（2） 
―子育て支援につなげるための関係性概念の検討―

企画・話題提供者：加藤　邦子（宇都宮共和大学子ども生活学部）
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：近藤　清美（北海道医療大学心理科学部）
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）
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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RT3-3 3月21日（金）　15:30～17:30……………………………………………………………共北33

関係の系としての親・子・育児を考える 
―親になる養育性の形成と支援の課題の検討―
企画・ファシリテーター・話題提供者：寺見　陽子（神戸松蔭女子学院大学）

話題提供者：及川　裕子（園田学園女子大学）
話題提供者：竹元　惠子（園田学園女子大学）
話題提供者：松島　　京＃（近大姫路大学）
話題提供者：伊藤　　篤（神戸大学）

RT3-4 3月21日（金）　15:30～17:30……………………………………………………………共北34

思春期・青年期発達障害の自己理解と支援
企画・話題提供者：小島　道生（岐阜大学教育学部）

企画・ファシリテーター：橋本　創一（東京学芸大学教育実践研究支援センター）
話題提供者：菊池　哲平（熊本大学教育学部）
話題提供者：滝吉　美知香（岩手大学教育学部）

ファシリテーター：別府　哲（岐阜大学教育学部）

RT3-5 3月21日（金）　15:30～17:30……………………………………………………………共北35

生きづらさをかかえる子どもの支え方を再考する
企画・話題提供者・ファシリテーター：松嶋　秀明（滋賀県立大学）
企画・話題提供者・ファシリテーター：川俣　智路（大正大学）
話題提供者・ファシリテーター：高橋　菜穂子（大阪城南女子短期大学）
指定討論者・ファシリテーター：有元　典文＃（横浜国立大学）

RT3-6 3月21日（金）　15:30～17:30……………………………………………………………共北36

文化歴史理論・活動理論・批判理論における基礎概念の発展 
―特に、活動概念を中心として―
企画・ファシリテーター：百合草　禎二（常葉大学保育学部）

ファシリテーター：岩男　征樹（東京工業大学）
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RT4-1 3月22日（土）　9:30～11:30 ……………………………………………………………共北11

認知発達におけるデジタルとアナログ（3） 
―幼児の記憶―

　企画：山名　裕子（秋田大学教育文化学部）
企画・司会：杉村　伸一郎（広島大学大学院教育学研究科）
話題提供者：吉野　さやか 
 （お茶の水女子大学大学院人間文化創成科学研究科）
話題提供者：近藤　　綾（園田学園女子大学人間教育学部）
話題提供者：上原　　泉 
 （お茶の水女子大学大学院人間文化創成科学研究科）
指定討論者：仲　真紀子（北海道大学大学院文学研究科）
指定討論者：清水　寛之（神戸学院大学人文学部）

RT4-2 3月22日（土）　9:30～11:30 ……………………………………………………………共北12

「慢性の病い」の新しい医療実践と教育を考える 
―生涯発達と当事者の視点を生かして―

企画・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：分科会「ナラティブと質的研究会」
　企画：分科会「生存のナラティブと質的研究会（立命大）」
　司会：浦田　　悠（京都大学大学院教育学研究科）
　司会：木戸　彩恵 
 （立命館大学グローバル・イノベーション研究機構）

話題提供者：福田　茉莉＃（立命館大学衣笠総合研究機構）
話題提供者：錦織　　宏＃（京都大学大学院医学研究科）

RT4-3 3月22日（土）　9:30～11:30 ……………………………………………………………共北33

自閉症児への発達論的アプローチの展開 
―SCERTSと TEACCHの出会い：子どもの豊かな学びのために―

　企画：長崎　　勤（筑波大学）
　企画：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）
　企画：日本臨床発達心理会・テーマ別研究会 
 「自閉症児への発達論的アプローチ」

話題提供者：吉田　仰希（岩手県立峰南高等特別支援学校）
話題提供者：仲野　真史（東京学芸大学附属特別支援学校）
話題提供者：服巻　智子（大阪大学大学院連合小児発達学研究科）
話題提供者：黒田　美保（淑徳大学）
指定討論者：當眞　千賀子（九州大学）
指定討論者：藤野　　博（東京学芸大学）
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RT4-4 3月22日（土）　9:30～11:30 ……………………………………………………………共北35

発達を促すコミュニケーション・ツールの独自性とその効用
　企画：白百合女子大学生涯発達研究教育センター

司会・話題提供者：田島　信元（白百合女子大学）
話題提供者：板橋　利枝（日本公文教育研究会）
話題提供者：小谷　　恵（カルピス株式会社応用発酵研究所）
話題提供者：宮下　孝広（白百合女子大学）

RT4-5 3月22日（土）　9:30～11:30 ……………………………………………………………共北36

発達における個別的文脈の意義を考える
企画・司会：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：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：岡本　英生（奈良女子大学研究院生活環境科学系）
話題提供者：則定　百合子（和歌山大学教育学部）
話題提供者：高橋　美代子＃（福島県スクールカウンセラー）
指定討論者：平石　賢二（名古屋大学大学院教育発達科学研究科）

RT5-1 3月22日（土）　13:30～15:30……………………………………………………………共北11

発達障害児を持つ保護者にとっての支援を考える
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：長岡　千賀＃（追手門学院大学）
話題提供者：常深　浩平（いわき短期大学）
話題提供者：井田　美沙子（鳥取大学大学院医学系研究科）
指定討論者：藤崎　春代（昭和女子大学大学院生活機構研究科）

RT5-2 3月22日（土）　13:30～15:30……………………………………………………………共北12

自己調節方略のライフコース
　企画：日本発達心理学会ライフコース分科会

企画・司会・指定討論者：岡林　秀樹（明星大学）
話題提供者：竹村　明子（北海道大学大学院文学研究科）
話題提供者：塚原　拓馬（実践女子大学）
話題提供者：松岡　弥玲（愛知学院大学）
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RT5-3 3月22日（土）　13:30～15:30……………………………………………………………共北33

特別支援教育の新展開（3） 
―動機づけ再考―

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）
指定討論者：田中　道治＃（福山平成大学福祉健康学部子ども学科）
指定討論者：伊田　勝憲（北海道教育大学釧路校）

RT5-4 3月22日（土）　13:30～15:30……………………………………………………………共北34

発達障害児への体験論的アプローチを考える 
―動作法、心理劇、グループセラピーの実践を通して―
企画・司会・指定討論者：菊池　哲平（熊本大学教育学部）

話題提供者：税田　慶昭（北九州市立大学文学部）
話題提供者：中村　真樹（長崎純心大学人文学部）
話題提供者：井上　久美子（西南学院大学人間科学部）

RT5-5 3月22日（土）　13:30～15:30……………………………………………………………共北35

抑制機能の生涯発達的変化を探る
企画・ファシリテーター：坂田　陽子（愛知淑徳大学）

企画・話題提供者：森口　佑介（上越教育大学）
話題提供者：土田　宣明（立命館大学）
話題提供者：池田　吉史（東京学芸大学大学院 /日本学術振興会）

RT5-6 3月22日（土）　13:30～15:30……………………………………………………………共北36

思春期の親子間葛藤を考える
企画・話題提供者：渡邉　賢二（鈴鹿医療科学大学）

　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：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：伊藤　美奈子（奈良女子大学研究院生活環境科学系）
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）
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RT6-1 3月22日（土）　16:00～18:00……………………………………………………………共北11

自閉症児の初期社会性発達と支援
企画・ファシリテーター：別府　　哲（岐阜大学教育学部）
企画・ファシリテーター：伊藤　良子（東京学芸大学教職大学院）

ファシリテーター：狗巻　修司（佐賀大学文化教育学部）
ファシリテーター：中村　　晋（筑波大学附属大塚特別支援学校）

RT6-2 3月22日（土）　16:00～18:00……………………………………………………………共北12

障害のある子どもをもつ保護者への支援再考
企画・話題提供者：三木　陽子（白百合女子大学生涯発達研究教育センター）
企画・話題提供者：一瀬　早百合＃（田園調布学園大学子ども未来学部）
企画・話題提供者：長岡　千賀＃（追手門学院大学経営学部）
企画・話題提供者：山根　隆宏（奈良女子大学研究院生活環境科学系）

RT6-3 3月22日（土）　16:00～18:00……………………………………………………………共北33

意味（meaning）に対する記号論的アプローチの可能性 
―“A＜＞非 -A”の対立関係と二重性に焦点をあてて―

企画・話題提供者：小松　孝至（大阪教育大学）
企画・話題提供者：木戸　彩恵（立命館大学）

話題提供者：尾見　康博（山梨大学）
指定討論者：能智　正博（東京大学）
指定討論者：塩浦　　暲＃（（株）新曜社）

RT6-4 3月22日（土）　16:00～18:00……………………………………………………………共北34

「文化」と「学び」について考える 
―文化的活動への参加と学び―

企画・司会：文野　　洋（文京学院大学）
話題提供者：上村　佳世子（文京学院大学）
話題提供者：土倉　英志＃（浜松学院大学）
話題提供者：亀井　美弥子（白百合女子大学）

コメンテーター：サトウ　タツヤ（立命館大学）



(47)

RT6-5 3月22日（土）　16:00～18:00……………………………………………………………共北35

ロボットを用いた母子インタラクション研究の新展開
　企画：宮崎　美智子（大妻女子大学社会情報学部）

企画・話題提供者：高橋　英之＃（大阪大学工学研究科）
話題提供者：石原　　尚＃（大阪大学工学研究科）
話題提供者：宮澤　幸希＃（理化学研究所 BSI言語発達研究チーム）
指定討論者：馬塚　れい子＃（理化学研究所 BSI言語発達研究チーム）

RT6-6 3月22日（土）　16:00～18:00……………………………………………………………共北36

宗教性発達研究の展開（6） 
―実証的宗教心理学的研究における新たな挑戦―

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：具志堅　伸隆＃（東亜大学）
話題提供者：中尾　将大＃（大阪大谷大学）
指定討論者：平子　泰弘＃（曹洞宗総合研究センター）

RT7-1 3月23日（日）　10:00～12:00……………………………………………………………共北11

大学教育と時間的展望 
―「学び」「キャリア」「生活」の視点から―
企画・司会・ファシリテーター：半澤　礼之（北海道教育大学）

　企画：大橋　靖史（淑徳大学）
　企画：園田　直子（久留米大学）
　企画：柏尾　眞津子（大阪人間科学大学）

話題提供者：畑野　　快（京都大学大学院教育学研究科 /日本学術振興会）
話題提供者：杉本　英晴（中部大学）
話題提供者：石川　茜恵（中央大学大学院文学研究科）
指定討論者：都筑　　学（中央大学）
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RT7-2 3月23日（日）　10:00～12:00……………………………………………………………共北12

新しい発達診断法開発の試み
　企画：荒木　穂積（立命館大学産業社会学部）
　司会：竹内　謙彰（立命館大学産業社会学部）

ファシリテーター：中村　隆一（立命館大学大学院応用人間科学研究科）
話題提供者：荒井　庸子（浜松学院大学現代コミュニケーション学部）
話題提供者：松島（前田）　明日香（奈良教育大学教育学部）
話題提供者：松元　　佑（立命館大学大学院社会学研究科）
話題提供者：富井　奈菜実（立命館大学大学院応用人間科学研究科）
指定討論者：井上　洋平（福山市立大学教育学部）

RT7-3 3月23日（日）　10:00～12:00……………………………………………………………共北32

高齢者が語る喪失と生の意味 
―超越の視点から―

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：中川　　威（大阪大学大学院人間科学研究科）

話題提供者：川島　大輔（北海道教育大学大学院教育学研究科）
指定討論者：やまだ　ようこ（立命館大学衣笠総合研究機構）

RT7-4 3月23日（日）　10:00～12:00……………………………………………………………共北33

学校で子どもの動機づけはどのように扱われているのか
企画・司会：佐柳　信男（山梨英和大学人間文化学部）

企画・指定討論者：梅崎　高行（甲南女子大学人間科学部）
企画・指定討論者：黒石　憲洋（日本教育大学院大学学校教育研究科）

　企画：酒井　　厚＃（山梨大学大学院教育学研究科）
　企画：ソーシャル・モチベーション研究分科会

話題提供者：布施　光代（明星大学教育学部）
話題提供者：小泉　令三＃（福岡教育大学教育学研究科）
話題提供者：東海林　麗香（山梨大学大学院教育学研究科）



(49)

RT7-5 3月23日（日）　10:00～12:00……………………………………………………………共北34

言葉がけ研究再考 
―言葉がけ研究者の問題意識をアプローチ―

企画・話題提供者：田中　浩司（首都大学東京）
企画・司会：若林　紀乃（広島文化学園大学）
話題提供者：若山　育代（富山大学）
話題提供者：上山　瑠津子（広島大学大学院）
指定討論者：小松　孝至（大阪教育大学）

RT7-6 3月23日（日）　10:00～12:00……………………………………………………………共北35

道徳性と文化
　企画：二宮　克美（愛知学院大学総合政策学部）

企画・司会：長谷川　真里（横浜市立大学国際総合科学部）
話題提供者：内藤　俊史＃（お茶の水女子大学文教育学部）
話題提供者：平井　美佳（横浜市立大学国際総合科学部）
話題提供者：野崎　恵子（お茶の水女子大学人間文化創成科学研究科）

RT7-7 3月23日（日）　10:00～12:00……………………………………………………………共北36

描画活動の実践と理論（1） 
―表象・遊び・時間の視点から―

企画・話題提供者：田中　義和（桜花学園大学）
　司会：平沼　博将（大阪電気通信大学）

話題提供者：浜谷　直人（首都大学東京）
指定討論者：木村　美奈子（名古屋芸術大学）
指定討論者：河崎　道夫（高田短期大学）

RT8-1 3月23日（日）　13:00～15:00……………………………………………………………共北11

システムズ・アプローチから見た障がい者への家族支援 
―各ライフステージにおいて家族が抱える問題と援助の在り方―

企画・話題提供者：山田　哲子（東京大学大学院教育学研究科）
司会・話題提供者：大西　真美＃（愛育病院小児精神保健科）

話題提供者：大瀧　玲子＃（東京大学大学院教育学研究科）
話題提供者：笠田　　舞（東京大学大学院教育学研究科）



(50)

RT8-2 3月23日（日）　13:00～15:00……………………………………………………………共北12

教師の共同的で深い学びを促す校内研修
企画・話題提供者：黒田　真由美（京都大学大学院）

話題提供者：石井　英真＃（京都大学大学院）
話題提供者：原田　三朗＃（愛知県豊川市立一宮南部小学校）
話題提供者：蒲生　諒太（京都大学大学院）

ファシリテーター：松嶋　秀明（滋賀県立大学）

RT8-3 3月23日（日）　13:00～15:00……………………………………………………………共北33

人間の全体的発達過程論におけるエリコニンとワロン 
―感情の系と認識の系の関連的発展をめぐって―
企画・司会・話題提供者：金田　利子（東京国際福祉専門学校）

企画・話題提供者：百合草　禎二（常葉大学）
話題提供者：間宮　正幸＃（北海道大学）
指定討論者：岡花　祈一郎（福岡女学院大学）

RT8-4 3月23日（日）　13:00～15:00……………………………………………………………共北34

保育者の成長と実践コミュニティ 
―保育者の同僚性と感情労働に着目して―

企画・司会：香曽我部　琢（宮城教育大学）
企画・司会：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：藤田　清澄（盛岡女子高等学校保育士専攻科）
話題提供者：兼間　和美（四国大学）
話題提供者：上村　　晶（高田短期大学）
指定討論者：三浦　主博（東北生活文化大学短期大学部）

RT8-5 3月23日（日）　13:00～15:00……………………………………………………………共北35

幼児期から学童期の発達支援と保護者支援の課題を探る 
―各地域の発達障害児を持つ保護者への意識調査から―

企画・司会：瓜生　淑子（奈良教育大学）
企画責任者：西原　睦子（大津市立東部子ども療育センター）
話題提供者：別所　尚子（大津市子育て総合支援センター）
話題提供者：小原　佳代（大津市立北部子ども療育センター）
話題提供者：荒井　庸子（浜松学院大学）
話題提供者：小渕　隆司（北海道教育大学釧路校）
指定討論者：田丸　尚美（鳥取市こども発達・家庭支援センター）
指定討論者：楠　　凡之＃（北九州市立大学）


