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日本発達心理学会第 30 回大会プログラム集 訂正のお知らせ ３ 
 
 
 

  2020 年2 月7 日付発行の『日本発達心理学会第 31 回大会プログラム』につきまして， 
 

以下を訂正させていただきます。  
 
 

＜関連団体企画シンポジウム＞  

訂正前  訂正後  

日時：3月2日(月） 17:30～19:30 

場所：1202会議室 

DS2 発達支援におけるインフォーマ
ル・アセスメントの役割 

企画者：臨床発達心理士認定運営機構 

司会者：西本 絹子（明星大学） 

話題提供者：古田 直樹（京都市児童福祉セ
ンター） 

話題提供者：小島 康生（中京大学） 

話題提供者：田爪 宏二（京都教育大学） 

指定討論者：本郷 一夫（東北大学大学院） 

 

削除（取消） 
 



日時：3月3日(火） 12:30～14:30 

場所：1202会議室 

DS4 自然災害発生後における心理支援
の初動とその課題について 

企画者：日本臨床発達心理士会災害支援委
員会 

司会者・指定討論者：平野 幹雄（東北学院
大学） 

話題提供者：櫻田 博＃（元宮城県立石巻支
援学校） 

話題提供者：井内 聖（はやきたこども園） 

話題提供者：足立 智昭（宮城学院女子大
学） 

指定討論者：相澤 雅文（京都教育大学） 

指定討論者：滝澤 真毅（帯広大谷短期大
学） 

 

削除（取消） 
 

日時：3月3日(火）15：00～17：00 

場所：1202会議室 

DS5 発達支援において臨床実践と基礎研
究を繋げる―臨床実践者と基礎研究者が協
働してできること― 

企画者：日本臨床発達心理士会テーマ別研
究会「自閉症の発達論的アプローチ」 

企画者：尾崎 康子（東京経営短期大学） 

司会者：東 敦子（社会福祉法人のゆり会の
ぞみ学園かめあり） 

話題提供者：相澤 雅文（京都教育大学） 

話題提供者：神尾 陽子＃（お茶の水大学人
間発達教育科学研究所） 

話題提供者：森口 佑介（京都大学） 

指定討論者：氏家 達夫（放送大学） 

 

削除（取消） 

 



 
 
 

＜自主シンポジウム＞  

訂正前  訂正後  

日時：3月2日(月）9：30～11：30 

場所：1002会議室 

SS2 教職志望大学生による学校支援ボラン
ティアの実際ー“学校現場の課題解決”と“教
師としての実践的な力量形成”の両立を目指
してー 

企画者・指定討論者：廣澤 愛子（福井大学
連合教職開発研究科） 

司会者：大西 将史（福井大学連合教職開発
研究科） 

話題提供者：笹原 未来（福井大学連合教職
開発研究科） 

話題提供者：山城 拓也＃（静岡大学教育学
部教育実践総合センター） 

話題提供者：菅野 文彦＃（静岡大学教育学
部教育実践総合センター） 

話題提供者：鈴木 英夫＃（神奈川大学法学
部） 

話題提供者：鹿島 覚＃（神奈川大学神大ユ
ースサポートプロジェクト） 
指定討論者：松木 健一＃（福井大学副学
長） 

 

削除（取消） 
 



日時：3/2（月）12:30-14:30 

場所：1002会議室 

SS4 障害のある人にとっての死・死別―死
生の多様性を考える― 

企画者：死生心理学研究会（死生心理学研
究会） 

司会者：渡邉 照美（佛教大学） 

話題提供者：張 貞京（京都文教短期大学） 

話題提供者：佐藤 繭美＃（法政大学） 

話題提供者：杉山 幸子（八戸学院大学短期
大学部） 

指定討論者：田垣 正晋（大阪府立大学大学
院） 

 

削除（取消） 

 

日時：3/3（火）12:30-14:30 

場所：1002会議室 

SS15 魔術的思考の発達から伝統的発達観
を問い直す 

企画者・司会者・話題提供者：外山 紀子
（早稲田大学） 

話題提供者：中島 伸子（新潟大学） 

話題提供者：富田 昌平（三重大学） 

指定討論者：加藤 義信（元愛知県立大学） 

 

削除（取消） 

 



日時：3/3（火）15:00-17:00 

場所：1009会議室 

SS16 生涯発達における発達の最適化と 
Well-being―成人期・老年期の適応的な発達
と支援― 

企画者・司会者・話題提供者：塚原 拓馬
（実践女子大学） 

話題提供者：西田 裕紀子（国立研究開発法
人国立長寿医療研究センター） 

話題提供者：亀山 晶子＃（日本大学） 

話題提供者：権藤 恭之（大阪大学） 

指定討論者：鈴木 忠（白百合女子大学） 

 

削除（取消） 

 

日時：3/4（水）09:30-11:30 

場所：1009会議室 

SS19 社会性の発達の多様性 

企画者・話題提供者：林 創（神戸大学） 

企画者・話題提供者：清水 由紀（埼玉大
学） 

企画者・司会者・話題提供者：岸本 健（聖
心女子大学） 

指定討論者：川上 清文（聖心女子大学） 

 

削除（取消） 

 

日時：3/4（水）09:30-11:30 

場所：1202会議室 

SS20 人の発達を支えるための連携と協働
―その基本的考え方や実践への活かし方― 

企画者・司会者：丸谷 充子（和洋女子大
学） 

話題提供者：秦野 悦子（白百合女子大学） 

話題提供者：前川 あさ美（東京女子大学） 

話題提供者：吉澤 一弥（日本女子大学） 

 

削除（取消） 

 



 
 

＜ラウンドテーブル＞  

訂正前  訂正後  

日時：3/2（月）09:30-11:30 

場所：1007会議室 

RT5 クローゼットの中の研究協力拒否者
―データ収集におけるサイレントマジョリ
ティー― 

企画者・話題提供者：黒澤 泰（茨城キリス
ト教大学） 

話題提供者：平田 正吾＃（千葉大学） 

話題提供者：増田 真也＃（慶應義塾大学） 
指定討論者：加藤 道代（東北大学） 

 

削除（取消） 
 

日時：3/2（月）09:30-11:30 

場所：801会議室 

RT6 自閉症スペクトラム児のキャリア発
達支援―ライフステージを見通した支援と
は― 

企画者・司会者：木立 伸也（富山県リハビ
リテーション病院・こども支援センター） 

話題提供者：地内 亜紀子（横浜市総合リハ
ビリテーションセンター） 

話題提供者：柳川 公三子（富山大学人間発
達科学部附属特別支援学校） 

話題提供者：白馬 智美（横浜市総合リハビ
リテーションセンター） 

指定討論者：日戸 由刈（相模女子大学人間
社会学部/子育て支援センター） 

指定討論者：大崎 博史＃（独立行政法人国
立特別支援教育総合研究所） 

 

削除（取消） 
 



日時：3/3（火）12:30-14:30 

場所：1101会議室 

RT33 相互行為論による発達理論と発達支
援方法論の構築―垂直的・水平的越境活動
による発達と支援― 

企画者・司会者・話題提供者：長崎 勤（実
践女子大学） 

話題提供者：奥村 桃子（豊岡短期大学） 

話題提供者：浦本 愛（実践女子大学） 

話題提供者：伊藤 和佳（実践女子大学） 

話題提供者：吉井 勘人（山梨大学） 

話題提供者：原 満登里＃（山梨県立わかば
支援学校） 

指定討論者：田島 信元（白百合女子大学） 

 

削除（取消） 
 

日時：3/3（火）15:00-17:00 

場所：1005会議室 

RT36 認知発達研究における脳活動計測の
有効性とその懸念点―近赤外分光法
（NIRS）に着目して― 

企画者・司会者・話題提供者：柳岡 開地
（東京大学） 

話題提供者：石橋 美香子（お茶の水女子大
学） 

話題提供者：孟 憲巍（同志社大学） 

話題提供者：山本 絵里子＃（慶應義塾大
学） 

指定討論者：皆川 泰代＃（慶應義塾大学） 

 

削除（取消） 
 

 
 
 
 
 
 



＜ポスター発表＞  

訂正前  訂正後  

日時： 3/2（月）9:30-11:30 

場所：1003会議室 

PS1-37 日米国際結婚夫婦の宗教的文化実践を
めぐる夫婦間葛藤と夫婦関係の変容 

東京都市大学 矢吹 理恵 

 

削除（取消） 

 

日時： 3/2（月）12:30-14:30 

場所：1003会議室 

PS2-46 かけ算九九における被乗数の影響―
乗数ごとの被乗数比較― 
北海学園大学 後藤 聡 

 

削除（取消） 
  

日時： 3/2（月）15:00-17:00 

場所：1003会議室 

PS3-30 「乳児と視線が合うこと」が認知症
高齢者の行動に与える影響 

中京大学 田渕 恵 

中京大学 小島 康生 

 

削除（取消） 

 



日時： 3/2（月）15:00-17:00 

場所：1003会議室 

PS3-35 働く女性のワーク・ファミリー・バ
ランスと更年期症状の関連―ワーク・ファ
ミリー・コンフリクトとワーク・ファミリ
ー・ファシリテーションに着目して― 

国立長寿医療研究センター 富田 真紀子 

国立長寿医療研究センター 西田 裕紀子 

国立長寿医療研究センター 丹下 智香子 

国立長寿医療研究センター 中川 威 

国立長寿医療研究センター 大塚 礼＃ 

愛知淑徳大学 安藤 富士子 

名古屋学芸大学 下方 浩史＃ 

 

削除（取消） 

 

日時： 3/2（月）15:00-17:00 

場所：1003会議室 

PS3-41 一次的・二次的コントロールの最適
化尺度日本語版の作成―因子構造・信頼
性・妥当性および年代差の検討― 

明星大学 岡林 秀樹 

 

削除（取消） 

 

日時： 3/2（月）17:30-19:30 

場所：1003会議室 

PS4-24 Highly Sensitive Person-Scale 改訂版
作成の試み 

九州大学大学院 永松 岳 

 

削除（取消） 

 



日時： 3/2（月）17:30-19:30 

場所：1003会議室 

PS4-35 知的な遅れのない自閉スペクトラム
症幼児の感覚処理特性 

横浜市北部地域療育センター 関 泰子 

横浜市総合リハビリテーションセンター 白
馬 智美 

横浜市総合リハビリテーションセンター 髙
屋 知枝 

よこはま港南地域療育センター 江口 香世 

横浜市戸塚地域療育センター 難波 紀子＃ 

横浜市西部地域療育センター 藤沼 佑子＃ 

横浜市戸塚地域療育センター 中村 泉＃ 

よこはま港南地域療育センター 牛島 智子 

 

削除（取消） 

 

日時： 3/2（月）17:30-19:30 

場所：1003会議室 

PS4-46 「精神的充足・社会的適応力」評価
尺度の縦断的活用の効果―心理的レジリエ
ンスとの相互影響に関する検討― 

十文字学園女子大学 綿井 雅康 

十文字学園女子大学 加藤 陽子＃ 

 

削除（取消） 

 

日時： 3/2（月）17:30-19:30 

場所：1003会議室 

PS4-47 高機能自閉スペクトラム症幼児の
「心の理解」の発達支援―｢カルピス」カフ
ェでの協同活動を通して― 

よこはま港南地域療育センター 船木 遥香 

よこはま港南地域療育センター 牛島 智子 

実践女子大学 長崎 勤 

 

削除（取消） 

 



日時： 3/3（火）09:30-11:30 

場所：1003会議室 

PS5-22 発達障害傾向を持つ大学生の時間的
展望と人生満足度 

東京富士大学 松田 美登子 

 

削除（取消） 

 

日時： 3/3（火）09:30-11:30 

場所：1003会議室 

PS5-32 包括的発達支援プログラムの開発と
実践(8)―｢カルピス」カフェごっこにおけ
る役割理解と協同活動の発達支援― 

実践女子大学 浦本 愛 

実践女子大学 伊藤 和佳 

筑波大学大学院人間総合科学研究科 兵藤 瑞
穂 

山梨大学 吉井 勘人 

実践女子大学生活科学部 長崎 勤 

 

削除（取消） 

 

日時： 3/3（火）09:30-11:30 

場所：1003会議室 

PS5-33 包括的発達支援プログラムの開発と
実践(9)―｢おおかみと 3 匹の子やぎ」の劇
遊びによるダウン症児の物語理解・役割理
解・心の理解― 

実践女子大学 伊藤 和佳 

実践女子大学 浦本 愛 

筑波大学大学院人間総合科学研究科 兵藤 瑞
穂 

山梨大学 吉井 勘人 

実践女子大学生活科学部 長崎 勤 

 

削除（取消） 

 



日時： 3/3（火）09:30-11:30 

場所：1003会議室 

PS5-35 脳性麻痺者の日常生活の VOCA に
よるコミュニケーション円滑化と対人関係
改善 

NPO 法人ゆず・みかん 鈴川 朝子 

和光大学 常田 秀子 

 

削除（取消） 

 

日時： 3/3（火）15:00-17:00 

場所：1003会議室 

PS7-6 幼児期の情動発達と行動特徴との関
連に関する研究 5―情動発達と ADHD 傾向
および ASD 傾向との関連― 

石巻専修大学 平川 久美子 

東北大学 本郷 一夫 

東北学院大学 高橋 千枝 

宮城教育大学 飯島 典子 

 

削除（取消） 

 

日時： 3/3（火）15:00-17:00 

場所：1003会議室 

PS7-7 幼児期の情動発達と行動特徴との関
連に関する研究 6―共感に影響を及ぼす要因
の検討― 

東北大学 本郷 一夫 

石巻専修大学 平川 久美子 

東北学院大学 高橋 千枝 

宮城教育大学 飯島 典子 

 

削除（取消） 

 



日時： 3/3（火）15:00-17:00 

場所：1003会議室 

PS7-27 幼児が誤情報に従う傾向への社会的
評価を考慮することの影響 

同志社大学 残華 雅子 

同志社大学 青山 謙二郎 

 

削除（取消） 

 

日時： 3/4（水）09:30-11:30 

場所：1003会議室 

PS8-38 思春期の問題行動が父親の養育態度
に与える影響―母親による夫婦ペアレンテ
ィング調整行動を媒介として― 

東北大学大学院教育学研究科 加藤 道代 

東北大学大学院教育学研究科 神谷 哲司 

 

削除（取消） 

 

日時： 3/4（水）12:30-14:30 

場所：1003会議室 

PS9-41 子ども時代における自己決定体験の
生涯的影響性(2)―生涯的縦断研究第 2 世代
協力者へのインタビューから― 

帝京大学 杉本 真理子 

明治学院大学 藤﨑 眞知代 

立正大学 石井 富美子 

 

削除（取消） 

 

 


