会員企画
SS1-1

自主シンポジウム

3月21日（金） 10:00〜12:00……………………………………………………………共北25

不適応学生をどのように支援できるか
―自律性を育む教育・支援の可能性―
企画：杉本 英晴（中部大学人文学部）
企画：五十嵐 素子（上越教育大学大学院学校教育研究科）
司会：谷
伊織（東海学園大学人文学部）
話題提供者：森山 雅子（愛知江南短期大学こども健康学科）
話題提供者：久木山 健一（九州産業大学国際文化学部）
話題提供者：川島 一晃（三重大学学生総合支援センター）
話題提供者：家島 明彦（島根大学教育・学生支援機構キャリアセンター）
指定討論者：西口 利文（大阪産業大学教養部）
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）
SS1-2

3月21日（金） 10:00〜12:00……………………………………………………………共北26

思春期・青年期の友人グループのメカニズム
―青年心理学の新展開（3）―
企画・司会・話題提供者：高坂 康雅（和光大学）
話題提供者：須藤 春佳（神戸女学院大学）
話題提供者：山崎
茜（広島大学大学院）
指定討論者：岡田
努（金沢大学）
後援：日本青年心理学会研究委員会
SS2-1

3月21日（金） 13:00〜15:00……………………………………………………………共北25

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・司会：崎原
話題提供者：工藤
話題提供者：根本
指定討論者：松本

秀樹（鹿児島国際大学福祉社会学部）
芳幸（大阪保健医療大学言語聴覚専攻科）
俊雄＃（NPO 法人 SANNET 青森）
光太郎（茨城大学人文学部）

(30)

SS2-2

3月21日（金） 13:00〜15:00……………………………………………………………共北26

母子コミュニケーションにおける身体接触の検討
企画：白百合女子大学生涯発達研究センター
企画・司会：根ケ山 光一（早稲田大学人間科学学術院）
話題提供者：石島 このみ
（早稲田大学大学院人間科学研究科 / 日本学術振興会）
話題提供者：渡辺 久子＃（慶應義塾大学医学部小児科）
話題提供者：長井 志江＃（大阪大学大学院工学研究科）
指定討論者：明和 政子（京都大学大学院教育学研究科）
指定討論者：田島 信元（白百合女子大学生涯発達研究教育センター）
SS2-3

3月21日（金） 13:00〜15:00……………………………………………………………共北27

保育に生かす巡回相談相談Ⅱ
―保育者との協働による発達支援―
企画・司会：金谷
話題提供者：藤井
話題提供者：根岸
話題提供者：古屋
指定討論者：宮崎
SS3-1

京子（聖学院大学）
和枝（浦和大学）
由紀（植竹幼稚園）
昌美（（株）日本保育総合研究所）
豊（玉川大学）

3月21日（金） 15:30〜17:30……………………………………………………………共北25

ふたご研究のこれまでとこれから
―
「首都圏ふたごプロジェクト」の 10 年の縦断調査から見えてきたこと―
企画・司会・話題提供者：安藤 寿康（慶應義塾大学文学部）
企画・司会・話題提供者：高橋 雄介（京都大学大学院教育学研究科）
話題提供者：鈴木 国威（大阪人間科学大学人間科学部）
話題提供者：野嵜 茉莉（東京大学大学院総合文化研究科）
指定討論者：山形 伸二（九州大学基幹教育院）
SS3-2

3月21日（金） 15:30〜17:30……………………………………………………………共北26

子どもが音を聴くということの意味
―幼稚園における音楽ワークショップの経験から―
企画・司会：宮崎
話題提供者：石川
話題提供者：丸山
話題提供者：佐木
話題提供者：武岡

清孝（早稲田大学人間科学学術院）
泰＃（青山学院大学人間科学学術院）
慎（駒沢女子大学人文学部 / ヤマハ音楽振興会）
彩水（揖斐幼稚園）
紗生（早稲田大学人間科学学術院）
(31)

SS3-3

3月21日（金） 15:30〜17:30……………………………………………………………共北27

情動と言語発達
企画・司会：小林
企画：高橋
企画：田中
企画：大伴
話題提供者：明和
話題提供者：川田
話題提供者：狗巻
指定討論者：麻生
SS4-1

春美（東京電機大学）
登（大阪教育大学）
みどり（女子栄養大学）
潔（東京学芸大学）
政子（京都大学大学院教育学研究科）
学（北海道大学大学院教育学研究院）
修司（佐賀大学大学院教育学研究科）
武（奈良女子大学大学院人間文化研究科）

3月22日（土） 9:30〜11:30 ……………………………………………………………共北25

養育者としての意識と性役割観との融和・相克
―父親・母親の語りから―
企画・話題提供者：江上
企画・司会：大野
話題提供者：澤田
話題提供者：神谷
指定討論者：福丸
指定討論者：柏木
SS4-2

園子（愛媛大学）
祥子（白百合女子大学）
忠幸（愛媛県立医療技術大学）
哲司（東北大学）
由佳（白梅学園大学）
惠子（東京女子大学名誉教授）

3月22日（土） 9:30〜11:30 ……………………………………………………………共北26

ロボットの心理学
企画・話題提供者：麻生 武（奈良女子大学）
企画・話題提供者：小嶋 秀樹（宮城大学）
企画・司会・話題提供者：松本 光太郎（茨城大学）
話題提供者：岡田 美智男＃（豊橋技術科学大学）
話題提供者：浜田 寿美男＃（立命館大学）

(32)

SS5-1

3月22日（土） 13:30〜15:30……………………………………………………………共北25

乳児における感覚情報の知覚と統合の発達
企画：明和 政子（京都大学大学院教育学研究科）
企画・話題提供者・企画責任者：鹿子木 康弘（京都大学大学院教育学研究科）
話題提供者：足立 幾磨（京都大学霊長類研究所）
話題提供者：福島 宏器＃（関西大学社会学部）
指定討論者：國吉 康夫＃（東京大学大学院情報理工学系研究科）
指定討論者：開
一夫＃（東京大学大学院総合文化研究科）
司会：吉田 千里＃（京都大学大学院教育学研究科）
SS5-2

3月22日（土） 13:30〜15:30……………………………………………………………共北26

東日本大震災後の継続的な心の支援の必要性について
―被災地在住の心理学者による 3 年間の振り返りを通じて―
企画：日本発達心理学会東北地区懇話会
企画：日本臨床発達心理士会東北支部
司会：神谷 哲司（東北大学大学院教育学研究科）
話題提供者：平野 幹雄（東北文化学園大学医療福祉学部）
話題提供者：平井 美弥（東北大学大学院教育学研究科）
話題提供者：梅宮 れいか＃（福島学院大学福祉学部）
指定討論者：足立 智昭（宮城学院女子大学学芸学部）
指定討論者：佐竹 真次（山形県立保健医療大学保健医療学部）
SS5-3

3月22日（土） 13:30〜15:30……………………………………………………………共北27

専門的「経験」の生成と世代継承とは何か
―ミクロな視点から見た心理臨床・伝統技芸の Generativity（世代継承性）―
企画・司会：岡本
話題提供者：竹内
話題提供者：上手
話題提供者：奥田
指定討論者：森岡

祐子（広島大学大学院教育学研究科）
一真（京都大学大学院教育学研究科）
由香（安田女子大学心理学部）
紗史美（大阪教育大学カウンセリングルーム）
正芳（神戸大学大学院人間発達環境学研究科）

(33)

SS5-4

3月22日（土） 13:30〜15:30……………………………………………………………共北28

教育現場の機能を開発する特別支援教育巡回相談員の役割と養成の諸課題
企画・話題提供者：森
企画：長崎
司会：板倉
話題提供者：亀田
話題提供者：常田
指定討論者：浜谷
SS5-5

正樹（埼玉県立大学）
勤（筑波大学人間系）
達哉（筑波大学大学院）
良一（みなかみ町立桃野小学校）
秀子（和光大学現代人間学部）
直人（首都大学東京）

3月22日（土） 13:30〜15:30……………………………………………………………共北31

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（2）
―思春期の問題行動の予測と因果的メカニズムの探索―
企画・司会・話題提供者：伊藤
話題提供者：髙柳
話題提供者：野田
話題提供者：田中
指定討論者：松見
SS6-1

大幸
（浜松医科大学子どものこころの発達研究センター）
伸哉
（浜松医科大学子どものこころの発達研究センター）
航
（浜松医科大学子どものこころの発達研究センター）
善大（浜松医科大学児童青年期精神医学講座）
淳子＃（関西学院大学文学部総合心理科学科）

3月22日（土） 16:00〜18:00……………………………………………………………共北25

「アイデンティティ」の魅力を再考する（その 1）
―多様なアプローチが切り開く諸問題―
企画・話題提供者：大倉 得史（京都大学大学院人間・環境学研究科）
企画・司会：谷
冬彦（神戸大学大学院人間発達環境学研究科）
企画：宮下 一博（千葉大学大学院教育学研究科）
話題提供者：原田
新
（徳島大学大学院ソシオ・アーツ・アンド・サイエンス研究部）
話題提供者：三好 昭子（帝京大学短期大学人間文化学科）
指定討論者：鑪 幹八郎＃（京都文教大学）
指定討論者：杉村 和美（広島大学大学院教育学研究科）

(34)

SS6-2

3月22日（土） 16:00〜18:00……………………………………………………………共北26

「主体性」を意識させる工夫
―学生の育成に PBL、インターンシップ、企業講演等が果たす役割―
企画・司会・話題提供者：渡部 昌平（秋田県立大学総合科学教育研究センター）
話題提供者：菅原
良＃（秋田大学教育推進総合センター）
SS6-3

3月22日（土） 16:00〜18:00……………………………………………………………共北27

高機能広汎性発達障害のある人への包括・生涯的な支援プログラムを考
える（2）
―青年・成人期における支援から―
企画・司会：井澤
企画・指定討論者：岡村
話題提供者：森下
話題提供者：池田
話題提供者：池嶋
SS6-4

信三（兵庫教育大学大学院学校教育研究科）
章司＃（兵庫教育大学大学院学校教育研究科）
祐子＃（京都府発達障害者支援センター）
浩之＃（NPO JSN アネックス / 兵庫教育大学大学院）
貫二＃（セットパワード・アソシエイツ合同会社）

3月22日（土） 16:00〜18:00……………………………………………………………共北28

高機能自閉症の社会的葛藤場面の情報処理を考える
―日本と中国の母子の語りの分析から―
企画・司会：柿沼 美紀（日本獣医生命科学大学比較発達心理学教室）
話題提供者：上村 加世子（文京学院大学人間学部）
話題提供者：紺野 道子（東京都市大学人間科学部）
話題提供者：野瀬
出＃（日本獣医生命科学大学比較発達心理学教室）
指定討論者：五十嵐 一枝（白百合女子大学）
指定討論者：財部 盛久（琉球大学）
SS6-5

3月22日（土） 16:00〜18:00……………………………………………………………共北31

思春期・成人期の自閉症スペクトラム障害の特性理解と併存疾患のアセ
スメント
企画・司会：三宅
話題提供者：廣瀬
話題提供者：黒田
話題提供者：萩原
指定討論者：秦野

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）
公人＃（京都大学大学院医学研究科）
美保（淑徳大学総合福祉学部実践心理学科）
拓（北海道教育大学旭川校特別支援教育分野）
悦子（白百合女子大学文学部児童文化学科）

(35)

SS7-1

3月23日（日） 10:00〜12:00……………………………………………………………共北25

「わかる」ことと視点のダイナミズム
企画・司会・話題提供者：鈴木
話題提供者：西平
話題提供者：森岡
指定討論者：宮崎
SS7-2

忠（白百合女子大学）
直＃（京都大学）
正芳（神戸大学）
清孝（早稲田大学）

3月23日（日） 10:00〜12:00……………………………………………………………共北26

ヴィゴツキー＝スピノザ・ルネッサンスの行方
―《心理学の危機》克服への道を求めて―
企画・話題提供者：小島
企画・司会・指定討論者：伊藤
話題提供者：神谷
話題提供者：茂呂
SS7-3

康次（北海学園大学経営学部）
崇（北海道大学大学院）
栄司＃（京都橘大学文学部）
雄二（筑波大学大学院）

3月23日（日） 10:00〜12:00……………………………………………………………共北27

放射能汚染が福島の人々に及ぼした心理的影響
企画・司会・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）
話題提供者：筒井 雄二＃（福島大学共生システム理工学類）
話題提供者：高谷 理恵子（福島大学人間発達文化学類）
話題提供者：高原
円＃（福島大学共生システム理工学類）
話題提供者：齊藤 誠一（神戸大学大学院人間発達環境学研究科）
SS7-4

3月23日（日） 10:00〜12:00……………………………………………………………共北28

絵本の読み聞かせが子どもと養育者の認知・行動に与える影響
―視線検出器を用いた実験場面から長期的な行動変容まで―
企画・司会：中井
話題提供者：乙部
話題提供者：森
話題提供者：菅井
話題提供者：佐藤
指定討論者：秋田

昭夫（福井大学子どものこころの発達研究センター）
貴幸（仁愛女子短期大学幼児教育学科）
俊之（仁愛大学人間学部心理学科）
洋子（川村学園女子大学教育学部幼児教育学科）
鮎美（京都橘大学健康科学部心理学科）
喜代美（東京大学大学院教育学研究科）

(36)

SS8-1

3月23日（日） 13:00〜15:00……………………………………………………………共北25

感応する心
―情動的繋合が拓く子どもの初期発達―
企画・指定討論者：遠藤
司会：本島
話題提供者：実藤
話題提供者：蒲谷
話題提供者：石島
SS8-2

利彦（東京大学大学院教育学研究科）
優子（山形大学地域教育文化学部）
和佳子（九州大学高等研究院）
槙介（東京大学大学院教育学研究科）
このみ（早稲田大学大学院人間科学研究科）

3月23日（日） 13:00〜15:00……………………………………………………………共北26

地域での高齢者のうつ・認知機能低下予防の心理的介入
―生きがい創造による高齢者の発達支援の可能性を探る―
企画・話題提供者：日下 菜穂子（同志社女子大学現代社会学部）
話題提供者：成本
迅＃
（京都府立医科大学大学院医学研究科精神機能病態学）
話題提供者：土田 宣明（立命館大学文学部）
指定討論者：大川 一郎（筑波大学大学院人間総合科学研究科）
指定討論者：北原 靖子（川村学園女子大学大学院人間科学研究科）
SS8-3

3月23日（日） 13:00〜15:00……………………………………………………………共北27

病気やけがに関する子どもの理解と大人の説明
―認知発達研究と臨床をつなぐ―
企画・話題提供者：外山 紀子（早稲田大学人間科学学術院）
企画・指定討論者：中島 伸子（新潟大学教育学部）
司会：布施 光代（明星大学教育学部）
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：小尾 栄子＃（山梨県立大学看護学部）
指定討論者：仲 真紀子（北海道大学文学研究科）

(37)

