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一般社団法人日本発達心理学会
第 29回大会開催にあたってのごあいさつ

日本発達心理学会第 29回大会は、2018年 3月 23日（金)～25日（日）の 3日間、東北大学
川内北キャンパスにおいて、東北大学大学院教育学研究科との共催で開催することになりまし
た。
本大会のテーマは、「時間・関係・文化の中での発達心理学」としました。これには大きく

2つの背景があります。第 1に、2011年 3月に発生した東日本大震災が挙げられます。震災か
ら約 7年が経過する中で、震災を経験した子どもがどのように変化したのか（時間）、子ども
と大人とのかかわりはどのように変化したのか（関係）、そのような個人や関係の変化はどの
ようなコミュニティの中で起こったのか（文化）ということについて改めて考えてみたいとい
うことです。
第 2に、人の発達の過程と変化の要因をもう一度見直してみたいということです。発達心理
学は時間の中で人を捉えることを特徴として誕生した学問領域だと思います。たとえば、特定
の時期の発達的特徴を描くとしても、その時期の発達は後の発達にどのように影響するのか、
あるいはその時期の発達は以前の発達からどのような影響を受けているのかといった視点を常
にもっていると思います（時間）。また、人の変化は、個人の中に閉じて生起するわけではな
く、ある環境のもと（文化）で人と人との関係を通して（関係）生起するものだと思います。
このようなテーマのもと、招待講演には Ann S. Masten氏をお招きし、“Resilience in Devel-

opment Psychology : Advances in Theory, Research, and Practice”というタイトルでご講演いただ
くとともに、基調講演として、私、本郷が「社会性の発達と支援―社会化のエイジェントとし
ての「仲間」の役割―」というテーマで講演させていただきます。また、大会企画シンポジウ
ムとしては「東日本大震災による心的外傷体験が子どもの発達に与える影響」「東日本大震災
後の学校レジリエンス」という震災後の支援と子どもの発達に関する企画 2件、「実行機能の
支援がライフステージ全般に与える影響」「知的ギフテットの子どもにおける特別なニーズと
支援」「国際化・流動化時代における成人期発達研究の課題と展望」「老いと生きる―長寿社会
における「老いる」ことの意味と共生を考える―」といったライフコース全体に渡る企画 4件
を計画しています。

3月下旬の仙台は、梅の季節です。肌寒い日もあるかと思いますが、大会で熱い議論を交わ
せればと思います。
大会委員一同、多くの会員の皆様のご参加をお待ちしております。

2018年 2月
一般社団法人日本発達心理学会
第 29回大会委員長 本郷一夫
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JR仙台駅まで
・新幹線利用：東京から 1時間 37 分，大宮から 1時間 8分，新函館北斗から 2時間 40 分
・航空機利用：仙台空港から 仙台空港アクセス鉄道にて 25 分（最速 17 分）

JR仙台駅・繁華街から会場まで
・仙台市地下鉄（仙台駅からは地下鉄が便利です）
　　　  東西線「八木山動物公園」行きで「川内」下車：
  「仙台」から 6分，「青葉通一番町」から 4分
・仙台市営バス
　　　　730 系統「市営バス川内営業所前」行きで「川内駅」下車
　　　　739 系統「交通公園循環仙台駅前」行きで「川内駅」下車
　　　　「広瀬通一番町」バス停から７分程度，「仙台駅前」バス停から 15 ～ 20 分

　　　　※仙台駅前から 839 系統「交通公園循環仙台駅前」の利用は遠回りになります。

★時刻表はこちらから
　せんだい市バス・地下鉄ナビ
　http://www.navi.kotsu.city.sendai.jp/

■交通アクセス

会場へのアクセス

■会場：東北大学川内北キャンパス　（宮城県仙台市青葉区川内 41）

　最寄駅：仙台市地下鉄東西線　川内駅（南 2出口すぐ）
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A02 講義棟A棟：企画シンポジウム，ラウンドテーブル，打合せ室等
A03 講義棟 B棟：企画／自主シンポジウム，大会本部等
A04 講義棟 C棟：受付，クローク，企画シンポジウム，ポスター発表等
A05 マルチメディア教育研究棟（M棟）：基調／招待講演，企画シンポジウム，

会務報告・授賞式等
B01 厚生会館 クルール：懇親会

詳細は，下記の東北大学キャンパスマップ（川内キャンパス）をご覧下さい　

http://www.tohoku.ac.jp/japanese/profile/campus/01/kawauchi/

会場キャンパスマップ
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A01A01A01

B01B01B01

A08

A06A12

A10A10A10

A13A13A13A09A09A09

A07

地下鉄東西線
川内駅

地下鉄東西線
川内駅

地下鉄東西線
川内駅 マルチメディア

教育研究棟
マルチメディア
教育研究棟
マルチメディア
教育研究棟

講義棟C棟講義棟C棟講義棟C棟

講義棟B棟講義棟B棟講義棟B棟

講義棟A棟講義棟A棟講義棟A棟

厚生会館
懇親会会場「クルール」
厚生会館
懇親会会場「クルール」
厚生会館
懇親会会場「クルール」

市営バス
川内駅
市営バス
川内駅
市営バス
川内駅

川内北キャンパス：A・Bエリア川内北キャンパス：A・Bエリア川内北キャンパス：A・Bエリア ↓川内南キャンパス（C・Dエリア）↓川内南キャンパス（C・Dエリア）↓川内南キャンパス（C・Dエリア）
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会場マップ　川内北キャンパス　講義棟A, B, C 棟
1 階

C棟

B棟

A棟

EV

EV

地下鉄川内駅南２出口 マルチメディア棟・
川内駅バス停方面

川内萩ホール・地下鉄国際センター駅方面

C101
受付

B104
休憩室

B101
招待者控室

A106
ラウンドテーブル

A105
ラウンドテーブル

A104
ラウンドテーブル

A101
ラウンドテーブル

A102
ラウンドテーブル

A103
臨床発達心理士
資格個別相談会

B102
大会本部

談話室
（休憩室）

C102
クローク

A棟，C棟は 4階建て，B棟は 2階建てで，1階と 2階いずれでも，A, B, C 棟の行き来が
できます。
A棟，C棟の 4階は関係者以外立ち入り禁止です。

C103
wifi 申込デスク
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2 階

3階

C棟

C棟

B棟

A棟

A棟

EV

EV

EV

EV

C200
大会委員会企画等
シンポジウム

C201
ポスター発表

B204
自主シンポジウム／
チュートリアルセミナー

B203
自主シンポジウム

B201
自主シンポジウム

B202
自主シンポジウム

C304
展示

C301
ポスター発表

A307
打合せ室

A306
打合せ室

A305
打合せ室

A303
打合せ室

A302
招待者控室

A301
招待者控室

A304
打合せ室

C302
ポスター発表

C303
展示

A202
ラウンドテーブル

A205

A203
ラウンドテーブル

C202
ポスター発表

C203
展示

C204
展示

B200
シンポジウム等

A200
学会／関連団体
企画シンポジウム

自習室
（休憩室）
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会場マップ　川内北キャンパス　マルチメディア棟

1F

2F

川内駅バス停

A, B, C 棟

川内北キャンパス構内（厚生会館前からA棟，B棟を望む）

EV EV

ホール

地下鉄川内駅
階段 階段 階段

M206
講演・会務報告・授賞式

EV EV

階段 階段 階段 階段 階段
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9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00

大会スケジュール（概要）

16:00 17:00 18:00 19:00 20:00

大会1日目
3月23日
（金）

大会2日目
3月24日
（土）

大会3日目
3月25日
（日）

12:15 12:45

17:45 18:15

12:15
（13:30 まで）

18:30 20:30

CS1：アセスメントか
ら支援へ、臨床発達支援
の新たな方向性を探る

DS1：通常学級における
特別な支援を要する
子どもへの支援

AS1：実行機能の支援が
ライフステージ全般に

与える影響

TS1：縦断研究の難しさ

DS2：自閉症スペクトラ
ム障害とアタッチメント

( 愛着）障害

自主シンポジウム
SS1

自主シンポジウム
SS2

自主シンポジウム
SS3

ラウンドテーブル
RT1

ラウンドテーブル
RT2

ラウンドテーブル
RT3

ポスター発表
P1

ポスター発表
P2

ポスター発表
P3

TS2：身体からみた母子
関係の遠心性の研究

AS3：「老い」と生きる DS3：ビジュアル・
ナラティヴとケア

AS2：東日本大震災によ
る心的外傷体験が子ど
もの発達に与える影響

BS1：医療的ケアの必要
な子どもたちの育ち IL1：Historical 

developmental psychology
AS4：知的ギフテットの
子どもにおける特別な
ニーズと支援

KL：社会性の発達と支援
IL2：Resilience in Development 
Psychology Advances in 

Theory, Research, and Practice

自主シンポジウム
SS4

自主シンポジウム
SS5

自主シンポジウム
SS6 懇親会

ラウンドテーブル
RT4

ラウンドテーブル
RT5

ラウンドテーブル
RT6

ポスター発表
P4

ポスター発表
P5

ポスター発表
P6

AS6：国際化・流動化時
代における成人期発達研

究の課題と展望

BS2：ワーキングメモリ
と実行機能の定型発達・

非定型発達

AS5：東日本大震災後の
学校レジリエンス

クローク

受付

クローク

受付

クローク

受付

DS4：東日本大震災後
の継続的な心の支援の必

要性について 5

CS2：社会構成主義と
生涯発達心理学

SL：成人中・後期にお
ける「死に対する態度」

の縦断的検討

臨床発達心理士
個別相談会

自主シンポジウム
SS7

自主シンポジウム
SS8

ラウンドテーブル
RT7

ラウンドテーブル
RT8

ポスター発表
P7

ポスター発表
P8

臨床発達
心理士資
格説明会

学会賞
授賞式･
会務
報告会

（14:00 まで）
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M206

10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
大会スケジュール 1日目　3月 23 日（金）

C200

B200

AS1：実行機能の支
援がライフステージ
全般に与える影響

A200

B201

CS1：アセスメントから
支援へ、臨床発達支援の
新たな方向性を探る

DS1：通常学級にお
ける特別な支援を要す
る子どもへの支援

DS2：自閉症スペク
トラム障害とアタッチ
メント ( 愛着）障害

B202

B203

SS1-1：「アイデン
ティティ」の魅力を
再考する（その４）

SS2-1：「注意」
機能をつなぐ

SS3-1：育てる者の，
情（へ）の知性

B204

SS1-2：発達研究におけ
る Dynamical Systems 
Approach の可能性

SS2-2：保育者の実
践研究と発達心理学
研究者

SS3-2：子どもと若者
を主体にした震災学習
が問う新たな学習観

A101

SS1-3：成人自閉スペ
クトラム症の女性への
発達支援プログラム

SS3-3：乳幼児の聞
こえと保育環境

A102

SS2-3：思春期から
青年期にかけての多
様な発達支援

TS1：縦断研究の難
しさ

A104

RT2-1：大学生の学
びを支える時間的展
望

RT3-1：自己調節方
略のライフコース
（５）

A105

RT1-1：再度、ユーリア・
エンゲストロームの「拡
張的学習」を学ぶ

RT2-2：ブルーナーの
ナラティヴ論と相互行
為分析の接続可能性

RT3-2：震災と移行
の心理学

A106

A202

RT1-2：自閉症のある子ども
の子育てに「家族の流儀」は 
どのように影響するのか (４)

RT2-3：子どもの遊
びと学びを育む

RT3-3：夫婦のコペ
アレンティングを考
える

A203

RT1-3：幼児期にお
けるシンボル的表象
の発達

RT2-4：移動運動の
発達がひらく子ども
の世界

RT3-4：発達支援現場の
文脈で、多職種連携協
働コンピテンスを磨く

C201,202
C301,302

RT1-4：オタクの
心理学（２）

RT2-5：生涯発達にお
ける世代を区切る基準
は年齢だけでよいのか

RT3-5：保育所等子ども
関連施設の熊本地震被災
状況と果たした役割

P1：ポスター発表 P2：ポスター発表 P3：ポスター発表

臨
床
発
達
心
理
士

資
格
説
明
会
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学
会
賞
授
賞
式･

会
務
報
告
会

M206

10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00

AS2：東日本大震災によ
る心的外傷体験が子ども
の発達に与える影響

KL：社会性の発達
と支援

IL2：Resilience in Development 
Psychology Advances in Theory, 
Research, and Practice

C200

B200

AS3：「老い」と生
きる

AS4：知的ギフテット
の子どもにおける特別
なニーズと支援

A200 厚生会館
クルール

BS1：医療的ケアの
必要な子どもたちの
育ち

IL1：Historical 
developmental
psychology

DS3：ビジュアル・
ナラティヴとケア

B201

懇親会

B202

B203

SS4-1：日本語に即した
読み書き障害モデル・支
援法の構築を目指して

SS5-1：ライフステージ
に基づくワーク・ライ
フ・バランスと家族

SS6-1：現代の中国
における家族機能と
子どもの心

B204

SS4-2：人生の語り直
しの生涯発達をとおし
た時間論の構築

SS5-2：抑うつへの
多面的アプローチ

SS6-2：発達と文化
における質的研究の
可能性

A101

SS4-3：なぜ女性は
ケア役割を引き受
け，内面化するのか

SS5-3：TEM が拓く保
育者の子ども理解と専
門家としての育ち合い

SS6-3：非認知的（社
会情緒的）コンピテン
スの発達と展望

A102

SS4-4：文脈に埋め込
まれた学習と境界横断
活動の発達と支援

SS5-4：発達障害児の
療育･支援プログラム
のフィールドへの活用

TS2：身体からみた
母子関係の遠心性の
研究

A104

RT4-1：保育者の就
活と転活における経
験プロセス

RT5-1：ASD ケ ー
スの情動的な調整へ
の支援

RT6-1：対人援助職
のキャリア発達と学
び

A105

RT4-2：異文化視点か
らみた保育･幼児教育
の多層的意味

RT5-2：３歳未満児
の感情調節の発達を
促す援助

RT6-2：自閉症スペ
クトラムのもう一つ
の見方

A106

RT4-3：目標を持た
ないといけません
か？

RT5-3：東日本大震災において多
様な被災をした福島における被災
者の心理的状況と今後の課題

RT6-3：言語的マイノリ
ティー児童のアセスメ
ント方法とその課題

A202

RT4-4：余暇活動から考
える自閉スペクトラム症
児者の仲間関係の形成

RT5-4：ASD 児 の
グループプレイセラ
ピーと親支援

RT6-4：「心の理論」
をスクリプトの視点
で捉え直す

A203

RT5-5：外傷的出来事を
経験している子どもの攻
撃性への対処について

RT6-5：中高年期の
発達と支援（2）

C201,202
C301,302

RT4-5：双生児によ
る研究の諸相

RT5-6：家庭での食
事・園での食事

RT6-6：発達支援に向
けた言語・コミュニケー
ションのアセスメント

RT6-7：東日本大震
災後の発達と教育・
保育

P4：ポスター発表 P5：ポスター発表 P6：ポスター発表

大会スケジュール 2日目　3月 24 日（土）
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M206

10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00

AS5：東日本大震災
後の学校レジリエン
ス

C200

B200

AS6：国際化・流動化
時代における成人期発
達研究の課題と展望

CS2：社会構成主
義と生涯発達心理学

A200

BS2：ワーキングメ
モリと実行機能の定
型発達・非定型発達

SL：成人中・後期に
おける「死に対する
態度」の縦断的検討

B201

DS4：東日本大震災
後の継続的な心の支援
の必要性について 5

B202

B203

SS7-1：障害のある
子どもをもつ親支援
を再考する

SS8-1：自閉スペク
トラム症の人たち同
士の共感

B204

SS7-2：支援が困難
な子どもたちの発達
理解と支援

SS8-2：学校という
現場で子どもたちは
何を意味づけるのか

A101

SS7-3：保育学研究
における人工知能技
術（AI）の可能性

SS8-3：死を見つめ
る経験から「生」を
捉える

A102

SS7-4：“ノード” と
しての青年期を問う

SS8-4：「遊びの機
能」とは？－改めて
問う

A104

RT7-1：援助要請研
究と動機づけ研究の
インターフェイス

RT8-1：笑う・笑わ
せる・笑われる

A105

RT7-2：絵本の読み
合い遊びの実践

RT8-2：「安心感の
輪」子育てプログラ
ムの実践と効果研究

A106

RT7-3：子どもの健
やかな育ちを支える
わらべうた再考

RT8-3：子どもの社会性の発
達に関わる親の個人的特性と
家庭内外のサブシステム

A202

RT7-4：保育のなか
の科学

RT8-4：防災教材・
減災教育教材の開発
と活用について

A203

RT7-5：正と負の分
配における公平判断

RT8-5：認知発達と
身体性

C201,202
C301,302

RT7-6：ベルクソンを読
む二人の発達心理学者・
ピアジェとヴィゴツキー

RT8-6：表現活動に
おける身体と創造性

A103

RT7-7：「ともだち
である」ことの条件
とはなにか

RT8-7：自律的行動
の継続によるキャリ
ア形成

P7：ポスター発表 P8：ポスター発表

臨床発達
心理士資格
個別相談会

（14:00 まで）

大会スケジュール 3日目　3月 25 日（日）



大会参加者へのご案内

※大会期間中は、参加証をおつけください。

1. 受付
場所：東北大学川内北キャンパス C棟 101教室

（地下鉄川内駅南 2出口から階段登って左手）
時間：大会第 1日目（3月 23日・金）09：00-17：30

大会第 2日目（3月 24日・土）09：00-18：30

大会第 3日目（3月 25日・日）09：00-15：00

予約参加の方のお手続き
参加証をご持参ください。受付の手続きは不要です。
※参加証をお忘れの方は、受付の「予約参加」窓口へおいでください。

当日参加の方のお手続き
1）記入コーナーで「参加申込書」に必要事項を記入
2）受付の「当日参加」窓口に提出
3）当日参加費をお支払い
4）参加証を受取
※当日参加費は、一般会員 13,000円、学生会員 10,000円、非会員（一般、大学院生）13,000円、
学部生 3,000円です。

※学生（大学院生含む）として参加する場合、学生証をご提示ください。
※一般会員と非会員（一般、大学院生）の当日参加費には、論文集 CDと大会プログラムの費用が
含まれます。
学部生の当日参加費には、大会プログラムの費用のみが含まれています。

2. クローク
場所：C棟 102教室（受付隣）
時間：大会第 1日目（3月 23日・金）09：00-18：00

大会第 2日目（3月 24日・土）09：00-18：30

大会第 3日目（3月 25日・日）09：00-16：00

※ご注意 1：クロークチケットをお受け取りいただき、必ずお持ちください。
※ご注意 2：貴重品や危険物を預けることはご遠慮ください。

3. シンポジウム、ラウンドテーブル等打合せ室
場所：A棟 303教室～307教室
時間：09：00～行事終了時間
事前予約などは承っておりません。空いているときはご自由にお使いください（一部、委員会等で

使用できない場合もあります）。
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4. 休憩室
場所：東北大学川内北キャンパス

B棟：104教室、1階談話室、2階自習室
時間：09：00～行事終了時間

5. 学会賞授賞式・会務報告会
日時：大会 2日目（3月 24日・土）17：45-18：15

会場：マルチメディア棟 2階 M206教室
多くの会員の出席をお願いいたします。

6. 懇親会
日時：大会 2日目（3月 24日・土）18：30-20：30

場所：川内北キャンパス 厚生会館 クルール（p 4、地図参照）
※当日参加も受け付けます。
ただし、定員に達しました場合、当日参加を受け付けできない場合がございます。

7. 機器・図書の展示・販売
場所：C棟 203、204、303、304教室
日時：大会 1日目・2日目は 10：00-18：00、大会 3日目は 10：00-15：00

8. 託児室
大会期間中、託児業者に委託して下記の要項で託児室を開設いたします。
ご利用を希望される方は、大会Webサイトの案内をご覧ください。
託児時間：

午前 午後① 午後②
大会 1日目（3月 23日・金） 09：00-12：30 12：30-15：15 15：15-18：00

大会 2日目（3月 24日・土） 09：00-12：30 12：30-15：15 15：15-18：00

大会 3日目（3月 25日・日） 09：00-12：30 12：30-15：30

託児対象児の年齢：生後 3か月～小学校児童まで
費用：午前、午後①、午後②の各利用時間、1人につき 1,000円（保険代込）
託児人数：10人程度/1日
委託業者：（株）アルファコーポレーション
申し込み方法・お問い合わせ先：大会Webサイトをご覧ください。

9. その他
インターネット
東北大学は eduroamに対応しており、eduroamアカウントをお持ちの方はそのままインターネット
にアクセス可能です。eduroamアカウントをお持ちでない方には、wifi受付専用デスク（C103）にて
ゲストアカウントを発行します。
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昼食
大会期間中のお弁当の取り扱いはしておりません。大学生協が下記の通り営業しております。ただ

し、変更が生じる場合がございますので、最新情報は東北大生協ホームページ（http://www.tohoku-
u.coop/）にてご確認下さい。

店舗 3/23（金） 3/24（土） 3/25（日）
キッチンテラス・クルール
（couleur/カレー・丼・
量り売りコーナー）

11：00-14：30 11：00-14：30 11：00-14：30

川内購買書籍店 10：00-17：00 11：00-14：00 閉店
文系食堂※ 11：00-13：30 閉店 閉店
文系購買書籍店※ 10：00-18：00 10：00-13：45 閉店
※「文系食堂」「文系購買書籍店」は川内南キャンパス（Cエリア）にあります。

また、ランチマップ等も作成する予定となっています。事前に公式ウェブページに掲載致しますの
で、お出かけ前にご覧いただけましたら幸いです。

喫煙について
本学キャンパス内は、すべて禁煙となっております。キャンパス周辺での喫煙などについても、ご

遠慮ください。

10. お問い合わせ
会場や大会全般に関すること
➡ 第 29回大会総合窓口へ

jsdp2018@sed.tohoku.ac.jp

参加・発表申込みや費用納入に関すること
➡ 日本発達心理学会会員管理事務局・大会サポートデスクへ

g032jsdp-mng@ml.gakkai.ne.jp

大会期間中
➡ 大会本部へ

B棟 1階 102教室
➡ または日本発達心理学会事務局窓口へ

入会案内、年会費、住所・所属変更などに関するご質問・手続き等
C棟 1階 101教室
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会員企画・ポスター発表の発表者へのご案内

1. 自主シンポジウム
・場所：B201、B202、B203、B204

いずれも、170名程度収容可能な部屋です。
・会場係：各部屋に 1-2名
・設備：
マイク、液晶プロジェクター、ケーブル（D-sub15ピン アナログ VGA接続および HDMI）とスク
リーンを用意します。
パソコンは用意していません。企画者が責任を持って用意してください。
機器の調整は必ず事前にお願いします。

※コピー機使用およびスタッフによるコピー代行はできません。
※資料、お水等が必要な場合には、企画者自身で事前にご用意ください。

2. ラウンドテーブル
・場所：A101、A102、A104、A105、A106、A202、A203

いずれも、50～100名程度収容可能な部屋です。
・会場係：各部屋に 1名
・設備：
マイク、液晶プロジェクター、ケーブル（D-sub15ピン アナログ VGA接続および HDMI）とスク
リーンを用意します。
パソコンは用意していません。企画者が責任を持って用意してください。
機器の調整は必ず事前にお願いします。

※コピー機使用およびスタッフによるコピー代行はできません。
※資料、お水等が必要な場合には、企画者自身で事前にご用意ください。

3. ポスター発表
※割り当てられた時間中にポスターを掲示し、かつ在席責任時間の間、質疑に応じることで、正式発
表とみなされます。在席責任時間中に出欠確認を行います。

・場所：C201、C202、C301、C302

発表受付
C棟 2階（C201、C202）と 3階（C301、C302）に、それぞれポスター発表受付がございます。そ

ちらで手続きを行ってください。発表者用リボンをお渡しします。
ポスター掲示要領
･ パネルの大きさは、横 90 cm×縦 180 cmです。
･セッション 15分前までに、ポスターを自分の発表番号が付いたパネルに掲示してください。
･ポスターの最上部には、題目、氏名、所属を明示してください。
･文字の大きさは特に指定しませんが、ポスターから離れた位置（約 2 m）でも読める大きさを目安
にしてください。
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ポスターセッションの時間と発表会場
会期 時間＼会場 C201 C202 C301 C302

3月 23日 10：00-12：00 P1-1～P1-14 P1-15～P1-29 P1-30～P1-43 P1-44～P1-57
13：00-15：00 P2-1～P2-16 P2-17～P2-31 P2-32～P2-46 P2-47～P2-62
15：30-17：30 P3-1～P3-16 P3-17～P3-32 P3-33～P3-47 P3-48～P3-61

3月 24日 10：00-12：00 P4-1～P4-16 P4-17～P4-32 P4-33～P4-48 P4-49～P4-63
13：00-15：00 P5-1～P5-16 P5-17～P5-32 P5-33～P5-47 P5-48～P5-61
15：30-17：30 P6-1～P6-16 P6-17～P6-32 P6-33～P6-47 P6-48～P6-63

3月 25日 10：00-12：00 P7-1～P7-16 P7-17～P7-32 P7-33～P7-47 P7-48～P7-62
13：00-15：00 P8-1～P8-14 P8-15～P8-26 P8-27～P8-40 P8-41～P8-54

受付場所 C棟 2階 ポスター受付 C棟 3階 ポスター受付

在席責任時間
･ 奇数番号 前半 1時間のうち、はじめの 50分
･偶数番号 後半 1時間のうち、はじめの 50分

発表後
･ 発表者用リボンを受付にお返しください。
･ポスターはセッション終了後直ちに撤去してください。セッション終了後 15分を過ぎても撤去さ
れない場合には大会委員会スタッフが撤去することがあります。
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臨床発達心理士資格関連ご案内

日本発達心理学会第 29回大会にて下記のように資格説明会・相談会を開催いたします。関係各位の
皆様のご参加をお待ちしております。

1. 大学院教職員を対象とした臨床発達心理士資格説明会
対象：大学院教職員
日時：2018年 3月 23日（金）12：15～12：45

会場：東北大学川内北キャンパス B200教室
内容：大学院生のための臨床実習の持ち方、大学院シラバス指定科目単位認定、資格に必要な講義

科目、スーパーバイザーの役割など
＊資格説明会のみにご参加の方は、大会参加費は不要です。大会受付の必要はありません。
そのまま説明会会場にお入りください。

2. 臨床発達心理士資格取得希望者のための個別相談会
臨床発達心理士の資格等に関する質問を受け付けます。
日時：2018年 3月 25日（日）12：15～13：30

会場：東北大学川内北キャンパス A103教室
＊発達心理学会大会参加費を支払い、大会受付を済ませてから会場にお越しください。

連絡先：
資格説明会・相談会に関する問い合せ：一般社団法人 臨床発達心理士認定運営機構
〒160-0023 新宿区西新宿 6-20-12 山口ビル 8F

FAX：03-6304-5705

e-mail：shikaku@jocdp.jp ホームページ：http://www.jocdp.jp/
お問い合わせはファックスまたは e-mailで受け付けます。

･臨床発達心理士の資格取得を目指される方へ
「臨床発達心理士資格申請ガイド 2017年度版」にて詳細をご覧ください。

HP（http://www.jocdp.jp/）からダウンロードできます。
2018年度版の認定申請ガイドの発行・販売は 2018年 2月頃を予定しています。
2017年度より、資格申請制度が新しくなりました。ただし、3年間の移行期間を設けますの
で、旧制度での申請も可能です。詳しくは、ホームページをご覧ください。

･臨床発達心理士資格についてもっと知りたい方へ
大会期間中に大学院指導担当者向けの説明会を開催します。個人的な相談ができる相談会も

設けています。プログラムで御確認下さい。その他にも HPや「臨床発達心理士 わかりやす
い資格案内（金子書房）」でもこの資格について理解を深めることができます。

＊大会時の資格説明会・個別相談会に関する問い合わせは、大会主催校には行なわないで下さい。
㍇㍇㍇㍇㍇㍇㍇㍇㍇㍇㍇㍇㍇㍇㍇㍇㍇㍇㍇㍇㍇㍇㍇㍇㍇㍇㍇㍇㍇㍇㍇㍇㍇㍇㍇㍇㍇㍇㍇㍇㍇㍇㍇㍇
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臨床発達心理士資格更新研修会のお知らせ
（日本発達心理学会第 29回大会時研修会）

別表に記されたプログラムが、資格更新ポイントの対象となります。これらの研修会参加の事前予
約は不要です。当日、日本発達心理学会第 29回大会会場へ直接おいでいただき、大会参加受付を済
ませてから、研修会の各会場へお入りください。
ポイント取得手順を遵守してください。

1. 大会参加受付：第 29回大会参加受付
2. 研修会会場受付：研修会場にて受付します。研修受付にて IDカードを提示し、受付表に必要事項
を記入してください。
＊ポイントの発行は、該当の研修会終了後は発行しません。
＊会場に入りきれない時は研修を受けられないことがあります。
以下は更新ポイントの対象にはなりませんのでご注意ください。

1. IDカードを持参しない場合
2. 受付時間帯に受付をしない場合（遅刻、早退、受付し忘れたなど）
★大会時の資格研修ポイントに関する問い合わせは、大会主催校には行なわないでください
㍇㍇㍇㍇㍇㍇㍇㍇㍇㍇㍇㍇㍇㍇㍇㍇㍇㍇㍇㍇㍇㍇㍇㍇㍇㍇㍇㍇㍇㍇㍇㍇㍇㍇㍇㍇㍇㍇㍇㍇㍇

。

別表 研修内容一覧

タイトル 主催 開催日 時間 ポイント
CS1：アセスメントから支援へ
～臨床発達支援の新たな方向性を探
る～

日本発達心理学会・臨床発達心
理士認定運営機構共催 3月 23日 10：00

～12：00
0.5

DS1：通常学級における特別な支援
を要する子どもへの支援
～「特別支援教室」巡回相談心理士
の活動を振り返る～

一般社団法人
臨床発達心理士認定運営機構 3月 23日 13：00

～15：00
0.5

DS4：東日本大震災後の継続的な心
の支援の必要性について 5
～被災者支援への配慮と関係性
構築の重要性について～

日本臨床発達心理士会 3月 25日 13：00
～15：00

0.5

日本臨床発達心理士会主催シンポジウムに関する問い合わせ：日本臨床発達心理士会
〒160-0023 東京都新宿区西新宿 6-20-12 山口ビル 8F FAX：03-6304-5705

E-mail：shikaku@jocdp.jp ホームページ http://www.jocdp.jp/
お問い合わせはファックスまたは E-mailで受け付けます
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講演・シンポジウム等

目次

基調講演（KL）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀（20）

招待講演（IL）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀（20）

大会委員会企画シンポジウム（AS）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀（21）

日本発達心理学会企画シンポジウム（BS）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀（23）

日本発達心理学会・他学会等共催シンポジウム（CS）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀（24）

関連団体企画シンポジウム（DS）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀（24）

日本発達心理学会賞（論文賞）受賞者小講演（SL）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀（26）

チュートリアル・セミナー（TS）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀（26）

会員企画 自主シンポジウム（SS）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀（27）

会員企画 ラウンドテーブル（RT）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀（36）

※氏名の後の＃は、会員でない方を示します。



基調講演

KL 3月 24日(土） 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㌀㌀㌀M206

社会性の発達と支援
―社会化のエイジェントとしての「仲間」の役割―

企画：日本発達心理学会第 29回大会委員会
司会：加藤 道代（東北大学）
講演者：本郷 一夫（東北大学）

招待講演

IL1 3月 24日(土） 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㌀㌀㌀B200

Historical developmental psychology
―Why historical context matters―

企画：日本発達心理学会国際研究交流委員会
講演者：Willem Koops＃（Utrecht University）
司会：戸田 有一（大阪教育大学）
通訳：橋本 祐子（関西学院大学）

IL2 3月 24日(土） 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㌀㌀㌀M206

Resilience in Development Psychology :
Advances in Theory, Research, and Practice

企画：日本発達心理学会第 29回大会委員会
講演者：Ann S. Masten＃（University of Minnesota）
司会：上山 真知子（山形大学）
通訳：モリス ジョン＃（宮城学院女子大学）
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大会委員会企画シンポジウム

AS1 3月 23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㌀㌀C200

実行機能の支援がライフステージ全般に与える影響
―実行機能の評価・支援を発達および支援（発達障害から認知症
まで）の観点から再考する―

企画：日本発達心理学会第 29回大会委員会
司会：川﨑 聡大（東北大学）
司会：松﨑 泰（東北大学）

話題提供者：片桐 正敏（北海道教育大旭川校）
話題提供者：森口 佑介（京都大学）
話題提供者：長田 乾＃（横浜総合病院）
指定討論者：子安 増生（甲南大学）

AS2 3月 24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㌀㌀M206

東日本大震災による心的外傷体験が子どもの発達に与える影響
企画：日本発達心理学会第 29回大会委員会
司会：足立 智昭（宮城学院女子大学）

話題提供者：本間 博彰＃（あさかホスピタル）
話題提供者：平野 幹雄（東北文化学園大学）
話題提供者：柴田 理瑛（東北福祉大学）
指定討論者：Ralph B. Mora＃（メリーランド大学）

AS3 3月 24日(土） 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㌀㌀C200

「老い」と生きる
―長寿社会における「老いる」ことの意味と共生を考える―

企画：日本発達心理学会第 29回大会委員会
司会：稲垣 宏樹（東京都健康長寿医療センター研究所）

話題提供者：権藤 恭之（大阪大学）
話題提供者：鈴木 宏幸＃（東京都健康長寿医療センター研究所）
話題提供者：宇良 千秋＃（東京都健康長寿医療センター研究所）
指定討論者：目黒 謙一＃（東北大学）
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AS4 3月 24日(土） 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㌀㌀C200

知的ギフテットの子どもにおける特別なニーズと支援
企画：日本発達心理学会第 29回大会委員会
司会：李 熙馥（国立特別支援教育総合研究所）

話題提供者：本郷 一夫（東北大学）
話題提供者：日高 茂暢＃（作新学院大学）
話題提供者：富永 大悟＃（宮城学院女子大学）
指定討論者：柘植 雅義＃（筑波大学）

AS5 3月 25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㌀㌀M206

東日本大震災後の学校レジリエンス
企画：日本発達心理学会第 29回大会委員会
司会：加藤 道代（東北大学）

話題提供者：柴山 直＃（東北大学）
話題提供者：鹿野 裕美＃（宮城大学）
話題提供者：定池 祐季＃（東北大学）
指定討論者：本郷 一夫（東北大学）

AS6 3月 25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㌀㌀C200

国際化・流動化時代における成人期発達研究の課題と展望
企画：日本発達心理学会第 29回大会委員会
司会：神谷 哲司（東北大学）

話題提供者：若松 養亮（滋賀大学）
話題提供者：菅原 ますみ＃（お茶ノ水女子大学）
話題提供者：福丸 由佳（白梅学園大学）
指定討論者：荻野 佳代子＃（神奈川大学）
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日本発達心理学会企画シンポジウム

BS1 3月 24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㌀㌀㌀B200

医療的ケアの必要な子どもたちの育ち
―教育・医療と発達との交流―

企画：日本発達心理学会国内研究交流委員会
司会：岡田 有司（東北大学）
司会：勝浦 眞仁（桜花学園大学）

話題提供者：副島 賢和＃（昭和大学）
話題提供者：吉田 沙蘭＃（東北大学）
指定討論者：川島 大輔（中京大学）
指定討論者：上山 真知子（山形大学）

BS2 3月 25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㌀㌀㌀B200

ワーキングメモリと実行機能の定型発達・非定型発達
―抑制、更新（ワーキングメモリ）、シフティングの諸側面の研
究―

企画：日本発達心理学会編集委員会
司会：森口 佑介（京都大学）

話題提供者：柳岡 開地（京都大学）
話題提供者：蔵冨 恵（愛知淑徳大学）
話題提供者：吉崎 一人＃（愛知淑徳大学）
話題提供者：小澤 郁美（広島大学）
話題提供者：湯澤 正通（広島大学）
指定討論者：土田 宣明（立命館大学）
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日本発達心理学会・他学会等共催シンポジウム

CS1 3月 23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㌀㌀A200

アセスメントから支援へ、臨床発達支援の新たな方向性を探る
企画：日本発達心理学会・臨床発達心理士認定運営機構
司会：秦野 悦子（白百合女子大学）

話題提供者：尾崎 康子（相模女子大学）
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：日戸 由刈（横浜市総合リハビリテーションセンター）
指定討論者：本郷 一夫（東北大学）

CS2 3月 25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㌀㌀C200

社会構成主義と生涯発達心理学
―Vivien Burr 教授を迎えて―

企画：日本発達心理学会・日本質的心理学会
企画：能智 正博（東京大学）
司会：やまだ ようこ（立命館大学）

話題提供者：バー ヴィヴィアン＃（University of Huddersfield）
話題提供者：青野 篤子（福山大学）
話題提供者：東村 知子（京都教育大学）
指定討論者：バー ヴィヴィアン＃（University of Huddersfield）

関連団体企画シンポジウム

DS1 3月 23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㌀㌀A200

通常学級における特別な支援を要する子どもへの支援
―｢特別支援教室」巡回相談心理士の活動を振り返る―

企画：一般社団法人 臨床発達心理士認定運営機構
司会：西本 絹子（明星大学）

話題提供者：西本 絹子（明星大学）
話題提供者：三宅 篤子（東京経営短期大学）
話題提供者：藤野 博（東京学芸大学）
指定討論者：森 正樹（埼玉県立大学）
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DS2 3月 23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㌀㌀A200

自閉症スペクトラム障害とアタッチメント（愛着）障害
企画：臨床発達心理士会テーマ別研究会「自閉症児への発達論

的アプローチ」
司会：尾崎 康子（相模女子大学）

話題提供者：黒田 美保（広島修道大学）
話題提供者：服巻 智子（大阪大学）
話題提供者：近藤 清美（帝京大学）
指定討論者：中野 茂（札幌国際大学）

DS3 3月 24日(土） 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㌀㌀B200

ビジュアル・ナラティヴとケア
―人生と病いの語り―

企画：やまだ ようこ（立命館大学）
司会・指定討論者：家島 明彦（大阪大学）

話題提供者：木戸 彩恵（関西大学）
話題提供者：菅波 澄治（大阪大学）
指定討論者：能智 正博（東京大学）

DS4 3月 25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㌀㌀A200

東日本大震災後の継続的な心の支援の必要性について5
―被災者支援への配慮と関係性構築の重要性について―

企画：日本臨床発達心理士会
司会：平野 幹雄（東北文化学園大学）

話題提供者：平野 幹雄（東北文化学園大学）
話題提供者：足立 智昭（宮城学院女子大学）
話題提供者：西川 正＃（特定非営利活動法人ハンズオン埼玉）
話題提供者：坂本 佳代子（聖学院大学）
指定討論者：金谷 京子（聖学院大学）
指定討論者：星 茂行（葛飾区教育委員会）
指定討論者：佐竹 真次（山形県立保健医療大学）
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日本発達心理学会賞（論文賞）受賞者小講演

SL 3月 25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㌀㌀㌀㌀B200

成人中・後期における「死に対する態度」の縦断的検討
企画：日本発達心理学会
司会：岩立 志津夫（日本女子大学）
講演者：丹下 智香子（国立長寿医療研究センター）

チュートリアル・セミナー

TS1 3月 23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㌀㌀㌀B204

縦断研究の難しさ
―青年期以降の発達研究における縦断的アプローチ―

講師：白井 利明（大阪教育大学）

TS2 3月 24日(土） 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㌀㌀㌀B204

身体からみた母子関係の遠心性の研究
講師：根ケ山 光一（早稲田大学）
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会員企画 自主シンポジウム

SS1-1 3月 23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B201

「アイデンティティ」の魅力を再考する（その4）
―セクシャルマイノリティという経験とその支援―

企画・司会：大倉 得史（京都大学大学院人間・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）
企画：谷 冬彦（神戸大学大学院人間発達環境学研究科）

話題提供者：葛西 真記子＃（鳴門教育大学大学院学校教育研究科）
話題提供者：小西 千秋＃（マクギル大学大学院人間発達研究科）
話題提供者：町田 奈緒子（京都大学大学院人間・環境学研究科）
指定討論者：荘島 幸子（帝京平成大学）

SS1-2 3月 23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B202

発達研究におけるDynamical Systems Approach の可能性
―Thelen と Smith 著『ダイナミックシステムとしての人間発達
（仮）』訳書刊行に寄せて―

企画：小島 康次（北海学園大学）
司会・話題提供者：杉村 伸一郎（広島大学大学院）

話題提供者：丸山 慎（駒沢女子大学）
指定討論者：乾 敏郎（追手門学院大学）

SS1-3 3月 23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B203

成人自閉スペクトラム症の女性への発達支援プログラム
―自閉スペクトラム症女性の障害特性に注目して―

企画・司会：三宅 篤子（東京経営短期大学）
話題提供者：金井 智恵子（昭和大学発達障害医療研究所）
話題提供者：黒田 美保（広島修道大学）
指定討論者：萩原 拓（北海道教育大学）
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SS2-1 3月 23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B201

「注意」機能をつなぐ
―発達・学習・認知・知覚・神経心理学から見た視覚的な注意の
捉え方―
企画・司会・話題提供者：大森 幹真（昭和女子大学）

話題提供者：関根 悟＃（慶應義塾大学大学院社会学研究科）
話題提供者：林 大輔＃（東京大学大学院人文社会系研究科）
話題提供者：安村 明＃（東京大学医学部附属病院精神神経科）
指定討論者：三浦 大志＃（杏林大学）

SS2-2 3月 23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B202

保育者の実践研究と発達心理学研究者
―協働の中身を問う―

企画・司会：滝口 圭子（金沢大学）
話題提供者：吉田 真理子（三重大学）
話題提供者：湯澤 美紀（ノートルダム清心女子大学）
話題提供者：藤野 友紀（札幌学院大学）
指定討論者：平沼 博将（大阪電気通信大学）

SS2-3 3月 23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B204

思春期から青年期にかけての多様な発達支援
―当事者の声をもとに―

企画：西尾 祐美子（神戸大学大学院人間発達環境学研究科）
話題提供者：石山 周＃（神戸大学）
話題提供者：鳥居 深雪（神戸大学大学院人間発達環境学研究科）
話題提供者：山根 隆宏（神戸大学大学院人間発達環境学研究科）
指定討論者：森岡 正芳（立命館大学）
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SS3-1 3月 23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B201

育てる者の、情（へ）の知性
―領域特異的情動知性の提案へ向けて―

企画・司会：石井 佑可子（藤女子大学）
話題提供者：蒲谷 槙介（愛知淑徳大学）
話題提供者：松本 学（共愛学園前橋国際大学）
話題提供者：石井 悠

（東京大学大学院教育学研究科・日本学術振興会）
指定討論者：遠藤 利彦（東京大学大学院教育学研究科）

SS3-2 3月 23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B202

子どもと若者を主体にした震災学習が問う新たな学習観
―阪神・淡路大震災と東日本大震災の被災地での試みから―
企画・司会・指定討論者：山住 勝広（関西大学文学部）

話題提供者：邑本 俊亮＃（東北大学災害科学国際研究所）
話題提供者：山住 勝利＃（特定非営利活動法人ふたば）

SS3-3 3月 23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B203

乳幼児の聞こえと保育環境
―聴覚特性から保育の質を検証する―

企画：志村 洋子（同志社大学赤ちゃん学研究センター）
企画・話題提供者：嶋田 容子（同志社大学赤ちゃん学研究センター）

話題提供者：加藤 正晴＃（同志社大学赤ちゃん学研究センター）
話題提供者：長谷川 武弘＃（アートチャイルドケア）
話題提供者：石川 眞佐江＃（静岡大学）
指定討論者：木谷 俊介＃（北陸大学）
指定討論者：小西 行郎（同志社大学赤ちゃん学研究センター）
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SS4-1 3月 24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B201

日本語に即した読み書き障害モデル・支援法の構築を目指して
―読み書き困難児支援のために―

企画・指定討論者：田中 みどり（女子栄養大学）
企画・話題提供者：高橋 登（大阪教育大学）

企画・司会：大伴 潔（東京学芸大学教育実践研究支援センター）
企画：小林 春美（東京電機大学）

話題提供者：井崎 基博（愛知みずほ大学）
話題提供者：小池 敏英（東京学芸大学）
話題提供者：中 知華穂＃（東京学芸大学）
話題提供者：銘苅 実土＃（東京学芸大学）
話題提供者：須藤 史晴＃（東京学芸大学）

SS4-2 3月 24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B202

人生の語り直しの生涯発達をとおした時間論の構築
企画・話題提供者：白井 利明（大阪教育大学）

司会：野村 晴夫（大阪大学大学院人間科学研究科）
話題提供者：やまだ ようこ（立命館大学衣笠総合研究機構）
指定討論者：都筑 学（中央大学）
指定討論者：森岡 正芳（立命館大学）
指定討論者：清水 寛之（神戸学院大学）

SS4-3 3月 24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B203

なぜ女性はケア役割を引き受け、内面化するのか
企画・司会：大野 祥子（白百合女子大学）

企画・話題提供者：永久 ひさ子（文京学院大学）
話題提供者：目良 秋子（白百合女子大学）
話題提供者：高木 紀子（清泉女子大学）
指定討論者：平山 亮＃（東京都健康長寿医療センター研究所）
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SS4-4 3月 24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B204

文脈に埋め込まれた学習と境界横断活動の発達と支援
―｢カルピス®づくり」からみる発達科学のパラダイム・シフト―
企画・司会・話題提供者：長崎 勤（実践女子大学）

企画・指定討論者：田島 信元（白百合女子大学）
話題提供者：篠田 有希＃

（アサヒ飲料㈱研究開発本部研究開発戦略部研究企画グループ）
話題提供者：吉井 勘人（山梨大学大学院総合研究部教育学域）
話題提供者：鷹野 遥香＃（山梨大学大学院教育学研究科）
指定討論者：川島 隆太＃（東北大学・加齢医学研究所）

SS5-1 3月 24日(土） 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B201

ライフステージに基づくワーク・ライフ・バランスと家族
―夫婦関係・家族成員のストレス・家族機能への影響からの
検討―

企画・司会：尾形 和男（埼玉学園大学）
話題提供者：福田 佳織（東洋学園大学）
話題提供者：森下 葉子（文京学院大学）
指定討論者：坂西 友秀＃（埼玉大学）

SS5-2 3月 24日(土） 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B202

抑うつへの多面的アプローチ
―発達障害と抑うつ、中年期の抑うつ―

企画・司会：塚原 拓馬（実践女子大学）
話題提供者：米田 英嗣（京都大学）

企画：五味 美奈子（浦和大学）
話題提供者：宮澤 有里＃（神奈川大学大学院人間科学研究科）
指定討論者：杉山 崇（神奈川大学）
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SS5-3 3月 24日(土） 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B203

TEMが拓く保育者の子ども理解と専門家としての育ち合い
―｢協働型」園内研修をデザインする―

企画・司会：中坪 史典（広島大学大学院教育学研究科）
話題提供者：境 愛一郎（宮城学院女子大学）
話題提供者：保木井 啓史＃（広島大学大学院教育学研究科）
指定討論者：サトウ タツヤ（立命館大学）
指定討論者：安田 裕子（立命館大学）

SS5-4 3月 24日(土） 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B204

発達障害児の療育・支援プログラムのフィールドへの活用
―SST、LaIFE 早期療育、育てにくさ支援、就学レディネス指
導、ICT活用―

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：杉岡 千宏＃（武蔵野市立境南小学校）
話題提供者：堂山 亞希（目白大学）
話題提供者：枡 千晶＃（練馬区立こども発達支援センター）
話題提供者：杉浦 采夏＃（NPO法人ことばのいずみ教室）
話題提供者：安永 啓司＃（名寄市立大学）
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）

SS6-1 3月 24日(土） 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B201

現代の中国における家族機能と子どもの心
―留守児童、祖父母・保姆育児に関する諸問題への多様なアプロ
ーチ―

企画・司会：矢藤 優子（立命館大学）
話題提供者：吉 沅洪＃（立命館大学応用人間科学研究科）
話題提供者：孫 怡

（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：汪 為＃（立命館大学大学院社会学研究科）
話題提供者：姜 娜

（慶應義塾大学コミュニケーション行動の生涯発達研究拠点）
話題提供者：連 傑濤＃（立命館大学大学院文学研究科）
指定討論者：呉 薇莉＃（中国西華大学心理・教育センター）
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SS6-2 3月 24日(土） 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B202

発達と文化における質的研究の可能性
―『アジアの質的心理学：日韓中台越クロストーク』出版記念シ
ンポジウム―

企画・司会：沖潮(原田) 満里子（湘北短期大学）
企画・指定討論者：伊藤 哲司（茨城大学）
企画・話題提供者：呉 宣児（共愛学園前橋国際大学）

話題提供者：田垣 正晋（大阪府立大学）
話題提供者：李 旉昕＃（京都大学）

SS6-3 3月 24日(土） 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B203

非認知的（社会情緒的）コンピテンスの発達と展望
企画・司会・話題提供者：利根川 明子（東京大学）
企画・司会・話題提供者：河本 愛子（東京大学）

話題提供者：川本 哲也（東京大学）
話題提供者：武藤 世良

（お茶の水女子大学教学 IR・教育開発・学修支援センター）
指定討論者：遠藤 利彦（東京大学）

SS7-1 3月 25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B201

障害のある子どもをもつ親支援を再考する
―ミクロ・メゾ・マクロの視点から―

企画・話題提供者：一瀬 早百合（和光大学）
指定討論者：中田 洋二郎＃（立正大学）

企画・話題提供者：山根 隆宏（神戸大学大学院人間発達環境学研究科）
企画・話題提供者：米倉 裕希子＃（関西福祉大学）

企画・司会・話題提供者：長岡 千賀（追手門学院大学）
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SS7-2 3月 25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B202

支援が困難な子どもたちの発達理解と支援
―シビアケースに向き合う発達臨床―

企画・司会：別府 悦子（中部学院大学）
企画・話題提供者：香野 毅（静岡大学）

話題提供者：服部 敬子（京都府立大学）
話題提供者：別府 哲（岐阜大学）
話題提供者：藤井 美和＃（いぶき福祉会）
指定討論者：田中 康雄＃（こころとそだちのクリニックむすびめ）

SS7-3 3月 25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B203

保育学研究における人工知能技術（AI）の可能性
―エビデンスに基づく保育への挑戦―

企画・話題提供者：山田 徹志（玉川大学脳科学研究所）
司会：大森 隆司＃（玉川大学学術研究所）

話題提供者：野澤 祥子
（東京大学大学院教育学研究科附属発達保育実践政策センター）

話題提供者：山崎 俊彦＃（東京大学大学院情報理工学研究科）
話題提供者：境 愛一郎（宮城学院女子大学）
指定討論者：中坪 史典（広島大学大学院教育学研究科）
指定討論者：栗原 啓祥（認定こども園清心幼稚園）

SS7-4 3月 25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B204

“ノード”としての青年期を問う
―生涯発達心理学・臨床心理学・社会心理学の立場から―

企画・司会：高坂 康雅（和光大学）
話題提供者：宇都宮 博（立命館大学）
話題提供者：田中 健夫＃（東京女子大学）
話題提供者：橋本 剛＃（静岡大学）
指定討論者：池田 幸恭（和洋女子大学）
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SS8-1 3月 25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B201

自閉スペクトラム症の人たち同士の共感
―非定型的な社会性の発達に関する検討―

企画・司会：藤野 博（東京学芸大学）
話題提供者：日戸 由刈（横浜市総合リハビリテーションセンター）
話題提供者：武部 正明（相模原市発達障害支援センター）
話題提供者：米田 英嗣（京都大学白眉センター）
指定討論者：大井 学

（金沢大学子どものこころの発達研究センター）

SS8-2 3月 25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B202

学校という現場で子どもたちは何を意味づけるのか
―｢人と共に生きるかたち」の記述から子どもたちの不可思議で
ユニークな「正論」の意味つけと、 その意味づけを教師は、どう
意味づけられるのか？に迫る―

企画・司会：石川 由美子（宇都宮大学）
話題提供者：青山 新吾（ノートルダム清心女子大学）
話題提供者：伊藤 佳代子＃（宇都宮大学・那須小学校）
指定討論者：工藤 芳幸（大阪保健医療大学）

SS8-3 3月 25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B203

死を見つめる経験から「生」を捉える
―死生心理学の展開(4)死を意識しながら生きるということ―

企画：死生心理学研究会
企画・司会：渡邉 照美（佛教大学）
話題提供者：岡本 祐子（広島大学）
話題提供者：岡崎 伸＃（大阪市立総合医療センター）
指定討論者：田代 志門＃（国立がん研究センター）
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SS8-4 3月 25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B204

「遊びの機能」とは？－改めて問う
企画・司会・話題提供者：中野 茂（札幌国際大学）

話題提供者：松嵜 洋子（千葉大学）
話題提供者：富田 昌平（三重大学）
話題提供者：田 暁潔＃（筑波大学・京都大学）
指定討論者：加用 文男（京都教育大学）

会員企画 ラウンドテーブル

RT1-1 3月 23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A102

再度、ユーリア・エンゲストロームの「拡張的学習」を学ぶ
企画・司会：百合草 禎二（主体科学としての心理学研究所）

ファシリテーター：山住 勝広（関西大學）

RT1-2 3月 23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A105

自閉症のある子どもの子育てに「家族の流儀」は どのように影響
するのか(4)
―家族と支援者は迷い揺れてはいけないのか―

企画・司会：青山 新吾（ノートルダム清心女子大学）
企画・話題提供者：久保山 茂樹（国立特別支援教育総合研究所）

話題提供者：山崎 徳子（常磐会学園大学）
指定討論者：市川 奈緒子（白梅学園大学）
指定討論者：沼田 あや子（首都大学東京大学院人文科学研究科）

RT1-3 3月 23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A106

幼児期におけるシンボル的表象の発達
―ふり・描画・自己映像理解の発達を通して―

企画：木村 美奈子（名城大学）
企画：瀬野 由衣（愛知県立大学）

話題提供者：山田 真世（福山市立大学）
話題提供者：大塚 穂波（神戸大学大学院人間環境学研究科）
指定討論者：郷式 徹（龍谷大学）
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RT1-4 3月 23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A202

オタクの心理学(2)
―アニメ・マンガに関する意識・行動調査の結果報告―

企画・司会・ファシリテーター：家島 明彦（大阪大学全学教育推進機構）
企画・司会・ファシリテーター：岡田 有司（東北大学高度教養教育・学生支援機構）

RT2-1 3月 23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A101

大学生の学びを支える時間的展望
企画・司会：半澤 礼之（北海道教育大学）

企画：高澤 健司（福山市立大学）
企画：大橋 靖史（淑徳大学）
企画：柏尾 眞津子（大阪人間科学大学）
企画：園田 直子（久留米大学）
企画：都筑 学（中央大学）

話題提供者：西垣 順子（大阪市立大学）
話題提供者：岡田 有司（東北大学）
指定討論者：白井 利明（大阪教育大学）

RT2-2 3月 23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A102

ブルーナーのナラティヴ論と相互行為分析の接続可能性
企画：横山 草介（東京都市大学）

話題提供者：牧野 遼作（早稲田大学）
話題提供者：嶋口 裕基＃（名城大学）
話題提供者：阿部 廣二（早稲田大学）

RT2-3 3月 23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A105

子どもの遊びと学びを育む
―人生のはじまりに大切にしたいこと―

企画・司会：高櫻 綾子（日本女子大学）
話題提供者：大滝 世津子＃（鎌倉学び舎・鎌倉教育総合研究所）
話題提供者：溝部 聡子＃

（社会福祉法人厚生館福祉会至誠館さくら乳児院）
話題提供者：石川 かおる＃（小石川白山教会附属愛星幼稚園）
話題提供者：小谷 誼美＃（お茶の水女子大学大学院）
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RT2-4 3月 23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A106

移動運動の発達がひらく子どもの世界
―保育園ゼロ歳児クラスの縦断観察データの分析―

企画・話題提供者：外山 紀子（早稲田大学）
企画・話題提供者：高梨 克也＃（京都大学大学院情報学研究科）

話題提供者：高田 明
（京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科）

指定討論者：細馬 宏通＃（滋賀県立大学）

RT2-5 3月 23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A202

生涯発達における世代を区切る基準は年齢だけでよいのか
―感情の系と認識の系の交互発展的発達過程論から主導的活動を
その基準に―
企画・司会・話題提供者：金田 利子（東京国際福祉専門学校）

話題提供者：飯塚 あい＃（東京都健康長寿医療研究センター研究所）
指定討論者：木下 孝司（神戸大学）
指定討論者：岡花 祈一郎＃（福岡女学院大学）

RT3-1 3月 23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A101

自己調節方略のライフコース(5)
―中高年期における自己調節―
企画・司会・話題提供者：岡林 秀樹（明星大学）

話題提供者：竹村 明子（仁愛大学）
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）
指定討論者：権藤 恭之（大阪大学）
話題提供者：宮川 真純＃（仁愛大学大学院人間学研究科）
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RT3-2 3月 23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A102

震災と移行の心理学
企画・話題提供者：木戸 彩恵（関西大学）
企画・話題提供者：サトウ タツヤ（立命館大学）

話題提供者：日高 友郎＃（福島県立医科大学）
話題提供者：天野 丞可＃（帝塚山大学）

ファシリテーター：香曽我部 琢（宮城教育大学）

RT3-3 3月 23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A105

夫婦のコペアレンティングを考える
企画・話題提供者：大島 聖美（茨城大学大学院教育学研究科）

話題提供者：鈴木 佳奈＃（広島国際大学）
話題提供者：西村 太志（広島国際大学）
指定討論者：加藤 道代（東北大学大学院教育学研究科）

RT3-4 3月 23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A106

発達支援現場の文脈で、多職種連携協働コンピテンスを磨く
企画：森脇 愛子（東京学芸大学障がい学生支援室）

話題提供者：前川 圭一郎＃（足立区こども支援センター）
話題提供者：夏目 知奈＃（東京小児療育病院）
話題提供者：岩倉 昌子＃（聖マリアナ会東横恵愛病院）

RT3-5 3月 23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A202

保育所等子ども関連施設の熊本地震被災状況と果たした役割
―保育所、子育て支援センターの職員・子ども・保護者の心身の
状況と復旧までの活動を中心に―

企画・話題提供者・ファシリテーター：丸谷 充子（浦和大学）
ファシリテーター・指定討論者：吉澤 一弥（日本女子大学）

話題提供者：岩治 まとか（東京家政大学）
話題提供者：佐藤 菜穂（日本大学医学部附属板橋病院）
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RT4-1 3月 24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A101

保育者の就活と転活における経験プロセス
―キャリア形成における感情制御に焦点を当てて―

企画・司会：香曽我部 琢（宮城教育大学）
話題提供者：藤田 清澄（盛岡大学）
話題提供者：若尾 良徳（日本体育大学）
話題提供者：伊藤 恵里子（千葉明徳短期大学）
指定討論者：諏訪 きぬ（NPO法人狭山保育サポートの会）
指定討論者：榊原 良太（鹿児島大学）

RT4-2 3月 24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A102

異文化視点からみた保育・幼児教育の多層的意味
―多様性から多層性へ―

企画・話題提供者：岡本 依子（立正大学）
司会：亀井 美弥子（湘北短期大学）

話題提供者：菅野 幸恵（青山学院女子短期大学）
話題提供者：佐々木 由美子（足利短期大学）
指定討論者：照井 裕子（湘北短期大学）
指定討論者：根ヶ山 光一（早稲田大学）

RT4-3 3月 24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A104

目標を持たないといけませんか？
―若者の発達課題はどこまで達成されているのか？若者は何を望
み、大人は若者に何を望むのか？―

企画：日本発達心理学会東北地区懇話会
企画：日本キャリア教育学会北海道東北研究地区部会
司会：吉中 淳（弘前大学）

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：富永 美佐子（福島大学）
指定討論者：五十嵐 敦（福島大学総合教育研究センター）
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RT4-4 3月 24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A105

余暇活動から考える自閉スペクトラム症児者の仲間関係の形成
企画・話題提供者：加藤 浩平（東京学芸大学）

企画・司会：藤野 博（東京学芸大学）
話題提供者：綿貫 愛子（NPO法人東京都自閉症協会）
話題提供者：木谷 秀勝＃（山口大学）
指定討論者：別府 哲（岐阜大学）

RT4-5 3月 24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A202

双生児による研究の諸相
―発達研究への多様な可能性―

企画・司会：安藤 寿康（慶應義塾大学）
話題提供者：酒井 厚＃（首都大学東京）
話題提供者：野嵜 茉莉（弘前大学）
話題提供者：菅原 ますみ＃（お茶ノ水大学）
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：豊田 峻輔＃（山梨大学大学院総合研究部医学域）

RT5-1 3月 24日(土） 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A101

ASDケースの情動的な調整への支援
―子どもにとって対人的な調整点を生じやすい文脈が生みだせる
か？―

企画・話題提供者：須田 治（首都大学東京大学院人文科学研究科）
話題提供者：榊原 久直

（神戸松蔭女子学院大学大学院人間科学研究科）
話題提供者：山本 登志哉（(財)発達支援研究所）

RT5-2 3月 24日(土） 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A102

3歳未満児の感情調節の発達を促す援助
―家庭と保育所の文脈による共通性と差異―

企画・話題提供者：加藤 邦子（川口短期大学）
話題提供者：近藤 清美（帝京大学）
話題提供者：坂上 裕子（青山学院大学）
話題提供者：服部 敬子（京都府立大学）
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RT5-3 3月 24日(土） 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A104

東日本大震災において多様な被災をした福島における被災者の心
理的状況と今後の課題

企画：齊藤 誠一（神戸大学大学院人間発達環境学研究科）
司会：吉田 圭吾（神戸大学大学院人間発達環境学研究科）

話題提供者：飯塚 康代＃（NPO法人ビーズふくしま）
話題提供者：高橋 美代子＃（福島県 A教育委員会）
話題提供者：岡本 英生（奈良女子大学）
話題提供者：則定 百合子（和歌山大学）
指定討論者：佐藤 眞子（兵庫県立但馬やまびこの郷）
指定討論者：池田 忠義＃（東北大学高度教養教育・学生支援機構）

RT5-4 3月 24日(土） 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A105

ASD児のグループプレイセラピーと親支援
―愛着対象を基盤とする集団内葛藤の抑制と主体の萌芽―

企画：廣利 吉治（東海学院大学大学院人間関係学研究科）
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子ども発達支援センター）
話題提供者：上田 直志＃（東海学院大学大学院人間関係学研究科）
話題提供者：大矢 葵＃（東海学院大学大学院人間関係学研究科）
話題提供者：田中 奈津美＃（東海学院大学大学院人間関係学研究科)

RT5-5 3月 24日(土） 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A106

外傷的出来事を経験している子どもの攻撃性への対処について
企画・司会：足立 智昭（宮城学院女子大学）
話題提供者：平野 幹雄（東北文化学園大学）
話題提供者：柴田 理瑛（東北福祉大学）

ファシリテーター：Ralph B. Mora＃（メリーランド大学）
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RT5-6 3月 24日(土） 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A202

家庭での食事・園での食事
―保護者調査と保育施設調査から乳幼児の食に関する実態と課題
を探る―

企画・話題提供者：高橋 翠
（東京大学大学院教育学研究科付属発達保育実践政策学センター）

話題提供者：野澤 祥子
（東京大学大学院教育学研究科付属発達保育実践政策学センター）

話題提供者：淀川 裕美
（東京大学大学院教育学研究科付属発達保育実践政策学センター）

RT6-1 3月 24日(土） 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A101

対人援助職のキャリア発達と学び
企画・話題提供者：亀井 美弥子（湘北短期大学）
企画・話題提供者：若尾 良徳（日本体育大学）

話題提供者：小野寺 涼子＃（早稲田大学）
ファシリテーター：土倉 英志＃（浜松学院大学）

RT6-2 3月 24日(土） 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A102

自閉症スペクトラムのもう一つの見方
―｢ユニークリー・ヒューマン」と神経多様性（ニューロ・ダイ
バーシティ）が切り開く世界―

企画・指定討論者：長崎 勤（実践女子大学）
企画・司会：仲野 真史（東京学芸大学附属特別支援学校）
話題提供者：吉田 仰希＃（岩手県立盛岡みたけ支援学校奥中山校）
話題提供者：深澤 雄紀＃（静岡県立藤枝特別支援学校）
話題提供者：浅野 愛子＃
指定討論者：香野 毅（静岡大学）
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RT6-3 3月 24日(土） 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A104

言語的マイノリティー児童のアセスメント方法とその課題
企画：権藤 桂子（共立女子大学）

企画・ファシリテーター：塘 利枝子（同志社女子大学）
話題提供者：鎌田 圭甫（近江八幡市子ども発達支援センター）
話題提供者：櫻井 千穂＃

（同志社大学日本語・日本文化教育センター）
話題提供者：田中 裕美子＃（大阪芸術大学）

RT6-4 3月 24日(土） 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A105

「心の理論」をスクリプトの視点で捉え直す
―子どもの生活シナリオの発展が心の理解を生む―

企画・話題提供者：熊谷 高幸（福井大学）
話題提供者：柳岡 開地（京都大学大学院）
指定討論者：子安 増生（甲南大学）
指定討論者：木下 孝司（神戸大学）

RT6-5 3月 24日(土） 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A106

中高年期の発達と支援(2)
―企業における“生涯現役”社会構築の条件と支援―

企画・司会：田島 信元（白百合女子大学生涯発達研究教育センター)
話題提供者：高橋 彩（前川ヒトづくり財団 21）
話題提供者：北村 勝朗＃（日本大学）
話題提供者：藺牟田 洋美（首都大学東京）
指定討論者：伊東 一郎＃（前川ヒトづくり財団 21）

（44）



RT6-6 3月 24日(土） 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A202

発達支援に向けた言語・コミュニケーションのアセスメント
―LC スケール、LCSA を用いた幼児期と学齢期における子ども
の理解―

企画・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）
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：宇賀神 るり子＃（調布市子ども発達センター）
話題提供者：會澤 加奈子＃（東京学芸大学附属特別支援学校）
指定討論者：藤原 加奈江（東北文化学園大学）
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）

RT6-7 3月 24日(土） 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A203

東日本大震災後の発達と教育・保育
―時間・地域・文化のなかで子どもの発達をとらえる―

企画・話題提供者：田口 久美子（和洋女子大学）
話題提供者：瀬成田 実＃（宮城県中学校）
話題提供者：寳 鈴子＃（放課後こどもクラブ Bremen）
指定討論者：都筑 学（中央大学）

RT7-1 3月 25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A101

援助要請研究と動機づけ研究のインターフェイス
企画・ファシリテーター：佐柳 信男（山梨英和大学）

企画：野崎 秀正（宮崎公立大学）
企画：日本発達心理学会ソーシャル・モチベーション研究分科

会
話題提供者：永井 智＃（立正大学）
話題提供者：岡田 涼（香川大学）
話題提供者：飯田 敏晴＃（山梨英和大学）
指定討論者：中谷 素之（名古屋大学大学院教育発達科学研究科）
指定討論者：黒石 憲洋（国際基督教大学教育研究所）
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RT7-2 3月 25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A102

絵本の読み合い遊びの実践
―関係の中で意味の世界をつくりだす子どもたち―

企画：石川 由美子（宇都宮大学）
ファシリテーター：角原 佳介（岡山大学教育学部附属特別支援学校）
ファシリテーター：仲野 みこ（筑波大学附属大塚特別支援学校）
ファシリテーター：仲野 真史（東京学芸大学附属特別支援学校）
ファシリテーター：齋藤 有（聖徳大学）

RT7-3 3月 25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A104

子どもの健やかな育ちを支えるわらべうた再考
企画・ファシリテーター：湯澤 美紀（ノートルダム清心女子大学）

話題提供者：田中 元気＃（関西学院幼稚園）
話題提供者：和田 幸子＃（京都光華女子大学）

わらべうた実践：赤松 百合子＃（めじろ文庫）
わらべうた実践：梶谷 恵子＃（どんぐり文庫）

RT7-4 3月 25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A105

保育のなかの科学
―数概念と生物概念の発達から実践をみつめる―

企画・司会：滝口 圭子（金沢大学）
話題提供者：富田 昌平（三重大学）
話題提供者：浅川 淳司（金沢大学）
話題提供者：布施 光代（明星大学）
指定討論者：深田 昭三（愛媛大学）

RT7-5 3月 25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A106

正と負の分配における公平判断
―幼児・児童が報酬と責任をどう分けるか―

企画：長谷川 真里（横浜市立大学）
ファシリテーター：越中 康治（宮城教育大学）

話題提供者：橋本 祐子（関西学院大学）
話題提供者：戸田 有一（大阪教育大学）
指定討論者：平石 界＃（慶應義塾大学）
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RT7-6 3月 25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A202

ベルクソンを読む二人の発達心理学者・ピアジェとヴィゴツキー
企画・司会・話題提供者：佐藤 公治（北海道大学・北海道文教大学大学院）
企画・司会・話題提供者：小島 康次（北海学園大学）

指定討論者：加藤 義信（名古屋芸術大学）

RT7-7 3月 25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A203

「ともだちである」ことの条件とはなにか
―文化間・価値観の違いに着目して―
企画・ファシリテーター：保坂 裕子（兵庫県立大学）

話題提供者：呉 宣児（共愛学園前橋国際大学）
話題提供者：木戸 彩恵（関西大学）
指定討論者：高橋 登（大阪教育大学）

RT8-1 3月 25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A101

笑う・笑わせる・笑われる
―発達心理学における笑い研究の可能性―

企画・話題提供者：伊藤 理絵（名古屋女子大学）
話題提供者：川上 文人（京都大学高等研究院）
話題提供者：近藤 龍彰（富山大学）
話題提供者：白井 真理子＃（同志社大学研究開発推進機構）
指定討論者：久保 ゆかり（東洋大学）

RT8-2 3月 25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A102

「安心感の輪」子育てプログラムの実践と効果研究
企画・司会・話題提供者：北川 恵（甲南大学）

話題提供者：久保 信代＃（関西福祉科学大学）
話題提供者：酒井 佐枝子（大阪大学）
話題提供者：榊原 久直（神戸松蔭女子学院大学）
話題提供者：河邉 眞千子＃（あいち小児保健医療総合センター）
話題提供者：金城 志麻（琉球大学）
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RT8-3 3月 25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A104

子どもの社会性の発達に関わる親の個人的特性と家庭内外のサブ
システム

企画・話題提供者：眞榮城 和美（白百合女子大学）
話題提供者：前川 浩子（金沢学院大学）
話題提供者：則定 百合子（和歌山大学）
話題提供者：酒井 彩子（お茶の水女子大学大学院）

司会・指定討論者：酒井 厚＃（首都大学東京）

RT8-4 3月 25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A105

防災教材・減災教育教材の開発と活用について
企画・話題提供者：西野 美佐子（東北福祉大学）

話題提供者：畑山 みさ子＃（宮城学院女子大学）
話題提供者：太田 千尋＃（元仙台市地震防災アドバイザー）
話題提供者：後藤 亮＃

（NGOプラン・インターナショナル・ジャパン）

RT8-5 3月 25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A106

認知発達と身体性
―イメージ操作、言葉および数の発達の観点から―

企画・話題提供者：浅川 淳司（金沢大学）
司会：杉村 伸一郎（広島大学）

話題提供者：野田 満（江戸川大学）
話題提供者：江尻 桂子（茨城キリスト教大学）
指定討論者：加藤 義信（名古屋芸術大学）

RT8-6 3月 25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A202

表現活動における身体と創造性
―保育者・教員養成課程の造形・音楽・言葉・身体の授業実践か
ら考える―

企画・話題提供者：木村 充子（桜美林大学）
話題提供者：郡司 明子＃（群馬大学）
話題提供者：福田 きよみ（桜美林大学）
話題提供者：白澤 舞＃（長野県短期大学）
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RT8-7 3月 25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A203

自律的行動の継続によるキャリア形成
―大学生のキャリア・アダプタビリティの形成を促す自己ワーク
の開発―

企画・司会・ファシリテーター：杉本 英晴（駿河台大学）
ファシリテーター：永作 稔＃（駿河台大学）
ファシリテーター：佐藤 友美（九州工業大学）
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ポスターセッション
目次

ポスター発表 1 3月 23日（金）P1 ㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀（51）

ポスター発表 2 3月 23日（金）P2 ㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀（58）
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ポスター発表 5 3月 24日（土）P5 ㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀（79）

ポスター発表 6 3月 24日（土）P6 ㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀（85）

ポスター発表 7 3月 25日（日）P7 ㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀（92）
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ポスター掲示可能期間：
3月 23日（金）

P1 10時 00分～12時 00分
P2 13時 00分～15時 00分
P3 15時 30分～17時 30分

3月 24日（土）
P4 10時 00分～12時 00分
P5 13時 00分～15時 00分
P6 15時 30分～17時 30分

3月 25日（日）
P7 10時 00分～12時 00分
P8 13時 00分～15時 00分

在席責任時間：
奇数番号 前半 1時間のうちはじめの 50分
偶数番号 後半 1時間のうちはじめの 50分

※氏名の後の＃は、会員でない方を示します。

発表 IDと発表会場
会期 時間＼会場 C201 C202 C301 C302

3月 23日 10：00-12：00 P1-1～P1-14 P1-15～P1-29 P1-30～P1-43 P1-44～P1-57
13：00-15：00 P2-1～P2-16 P2-17～P2-31 P2-32～P2-46 P2-47～P2-62
15：30-17：30 P3-1～P3-16 P3-17～P3-32 P3-33～P3-47 P3-48～P3-61

3月 24日 10：00-12：00 P4-1～P4-16 P4-17～P4-32 P4-33～P4-48 P4-49～P4-63
13：00-15：00 P5-1～P5-16 P5-17～P5-32 P5-33～P5-47 P5-48～P5-61
15：30-17：30 P6-1～P6-16 P6-17～P6-32 P6-33～P6-47 P6-48～P6-63

3月 25日 10：00-12：00 P7-1～P7-16 P7-17～P7-32 P7-33～P7-47 P7-48～P7-62
13：00-15：00 P8-1～P8-14 P8-15～P8-26 P8-27～P8-40 P8-41～P8-54

受付場所 C棟 2階 ポスター受付 C棟 3階 ポスター受付



ポスター発表 1 ㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀3月 23日(金）10：00～12：00
（在席責任時間 発表番号：奇数 10：00～10：50：偶数 11：00～11：50）

P1-1 多文化に配慮した他者理解の支援
―日本と米国の子ども同士の異文化コミュニケーションにおける情動変化の理解―

帝京大学 中田 栄

P1-2 未就学児を育てる共働き家庭の ITの育児利用が父親による子どもの社会情緒的発達の評価に及ぼす影響
―日・韓・アメリカ・スウェーデンの国際比較―

川口短期大学こども学科 加藤 邦子

P1-3 児童期の学習を支える基本的概念の発達(1)
―幼児期の生活経験および養育状況と就学直後の見取り調査との関連―

京都ノートルダム女子大学 伊藤 一美
京都ノートルダム女子大学 薦田 未央
京都ノートルダム女子大学 高井 直美

同志社女子大学 塘 利枝子

P1-4 児童期の学習を支える基本的概念の発達(2)
―就学直後の見取り調査と学年末学力テストとの関連―

京都ノートルダム女子大学 薦田 未央
京都ノートルダム女子大学 伊藤 一美
京都ノートルダム女子大学 高井 直美

同志社女子大学 塘 利枝子

P1-5 特別支援保育におけるエピソード記述による保育記録の実践
―保育士は何を描いているのか―

南九州大学人間発達学部 財部 盛久

P1-6 インプロ（即興演劇）ゲームの応用可能性に関する研究
―コミュニケーションに困難さのある小学生集団クラスの事例から―

株式会社 LITALICO 下村 理愛
株式会社 LITALICO・東京大学大学院 榎本 大貴＃

P1-7 絵画教育を通して見られる自閉的特性のあるこどもの自己感の表出過程
東京未来大学こどもみらい園 岡村 佳子
東京未来大学こどもみらい園 小出 ナオキ＃
東京未来大学こどもみらい園 斉藤 幸枝＃
東京未来大学こどもみらい園 池田 準＃
東京未来大学こどもみらい園 深澤 守男＃

P1-8 希釈飲料作成による発達障害児の他者意図理解・協同活動のアセスメントと支援方法の開発(1)
―背景と他者意図理解・協同活動発達支援プログラム―

実践女子大学生活科学部生活文化学科 長崎 勤
実践女子大学生活科学部生活文化学科 天野 美緒
山梨大学大学院総合研究部教育学域 吉井 勘人
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P1-9 希釈飲料作成による発達障害児の他者意図理解・協同活動のアセスメントと支援方法の開発(2)
―ステップⅢ：自己の好みを表す、Ⅳ：他者意図への関心、および心的状態語の発達―

実践女子大学生活科学部生活文化学科 天野 美緒
実践女子大学生活科学部生活文化学科 長崎 勤
山梨大学大学院総合研究部教育学域 吉井 勘人

P1-10 発達におくれがある子どもと母親の情緒応答性の特徴について
大阪人間科学大学大学院人間科学研究科 川村 祐未

大阪大学キャンパスライフ健康支援センター 諏訪 絵里子
福山大学 金平 希

大阪人間科学大学 堤 俊彦

P1-11 大学後期の社会的問題解決能力と大学生活
―実習体験の有無との関連―

東京家政大学 伏見 友里
東京家政大学 武井 澄江

P1-12 女子大学生のキャリア設計と同一性地位
―大学 4年生卒業時のデーター分析―

東京家政大学人文学部 武井 澄江
東京家政大学人文学部 伏見 友里

P1-13 音楽が母親のあやし方と乳児の情動状態に与える影響
―心拍反応を指標として―

玉川大学大学院脳科学研究科 吉村 麻美
NTTコミュニケーション科学基礎研究所 渡辺 健＃

NTT物性科学基礎研究所 河西 奈保子＃
玉川大学リベラルアーツ学部 梶川 祥世

NTTコミュニケーション科学基礎研究所 麦谷 綾子＃

P1-14 絵本の読み合い中の脳活動とその発達的変化
―社会生活指数との関連に注目して―

(株)ビーアールシステムズ 水谷 勉
宇都宮大学教育学部 石川 由美子
聖徳大学児童学部 齋藤 有
島根大学人間科学部 佐藤 鮎美

P1-15 国内における死生観尺度の現状と今後の展望
中京大学心理学部 古賀 佳樹
中京大学心理学部 川島 大輔

大阪医科大学中山国際医学医療交流センター 近藤(有田) 恵
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P1-16 性差を考慮した幼児版社会性・行動評価尺度の開発
―｢指示の理解」の項目の予備調査結果の報告―

日野町子育て・教育相談センター 田中 駿
京都大学 加藤 寿宏＃

大阪大谷大学 落合 梨佳＃
平安女学院大学短期大学部 清水 里美

大和大学 井上 和久＃
摂南大学 池田 友美＃

神戸学院大学 大谷 多加志
奈良教育大学 武藤 葉子＃

京都市保育園連盟 圓尾 奈津美＃
京都教育大学 牛山 道雄
姫路大学 郷間 英世＃

P1-17 成人の発達支援における検査の活用
―定型発達者の新版 K式発達検査 2001とWAIS-Ⅲの比較から―

平安女学院大学短期大学部 清水 里美
京都国際社会福祉センター 大谷 多加志

P1-18 大学生の成長を捉えるための取り組み
―四日市大学成長スケール 2016年度作成版における学年と成長指標の関連―

四日市大学 齋藤 信

P1-19 通常学級に在籍する ASD中学生に対する SDQを用いた精神医学的ニーズの調査
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 日戸 由刈
横浜市総合リハビリテーションセンター 小林 千嘉子

国府津病院 大園 啓子＃
横浜市総合リハビリテーションセンター 原 郁子＃

東京学芸大学 藤野 博

P1-20 東日本大震災に被災した高校生に対する学校を基盤とした心理的介入に関する研究
東北大学大学院医学系研究科精神神経学講座 奥山 純子

宮城県立精神医療センター・東北大学大学院医学系研究科地域精神医療講座 舩越 俊一＃
東北大学災害科学国際研究所災害精神医学分野 富田 博秋＃
東北大学大学院教育学研究科総合教育科学専攻 上埜 高志＃
東北大学大学院医学系研究科精神神経学講座 松岡 洋夫＃

P1-21 デジタルデバイスの使用が高齢者の記憶に及ぼす影響
愛知淑徳大学心理学部・高知工科大学情報学群 蔵冨 恵

愛知淑徳大学心理学部 坂田 陽子

P1-22 加齢によるポジティブな時間的展望となつかしさの増大
―社会情動的選択性理論に基づく検討―

京都大学大学院教育学研究科 楠見 孝

P1-23 高齢者の首尾一貫感覚と社会活動がストレッサーに及ぼす影響
東北大学大学院教育学研究科 大渕 守正
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P1-24 次世代への関心が高齢者の潜在的認知に与える影響
―世代性プライミング課題を用いた実験的検討―

大阪大学大学院人間科学研究科 沼田 恵太郎
大阪大学人間科学部 橋本 裕美＃
関西学院大学文学部 堀 麻佑子

大阪大学大学院人間科学研究科 権藤 恭之

P1-25 自己視点の外在化と身体アナロジー
―高齢者のメンタルローテーション―

白百合女子大学 鈴木 忠

P1-26 食事場面での無意図的想起における性差・世代差
大阪産業大学国際学部 山本 晃輔

P1-27 親からみた成人の子との関係(3)
―移行期の展望―

大阪国際大学 松岡 陽子

P1-28 身体的加齢と精神的加齢の自覚と受容はいつ頃から始まるのか
―生涯発達からみる年齢と性別による加齢の自覚と受容の時期の比較―

明治学院大学心理学部 金城 光
神戸学院大学人文学部 清水 寛之

明治学院大学大学院心理学研究科 鈴木 雄大＃
明治学院大学大学院心理学研究科 田村 隆泰＃

P1-29 中高年期の一夫婦の協同想起における相互作用
大阪大学大学院人間科学研究科 野村 晴夫

P1-30 中高年者のワーク・ファミリー・バランスと抑うつの関連
―潜在変化モデルによる縦断的検討―

国立長寿医療研究センター NILS-LSA活用研究室 富田 真紀子
国立長寿医療研究センター NILS-LSA活用研究室 西田 裕紀子
国立長寿医療研究センター NILS-LSA活用研究室 丹下 智香子
国立長寿医療研究センター NILS-LSA活用研究室 大塚 礼＃

国立長寿医療研究センター NILS-LSA活用研究室・愛知淑徳大学健康医療科学部 安藤 富士子

P1-31 中高齢期の次世代に対する意識についての探索的検討
清泉女学院大学人間学部 田仲 由佳

P1-32 中年期における受容困難であった経験の意味づけと時間的展望
NPO法人日本クリエイティヴ・セラピスト協会 山脇 三千代

P1-33 東アジアの大学生の弱者に対する評価
―国家・社会間と男女比較に焦点をあてて―

同志社女子大学 塘 利枝子
ソウル神學大學 玄 正煥＃
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P1-34 日韓の大学生の友人関係
―インタビュー調査の資料作成を目的とした友人とのつきあい方の量的検討―

大阪教育大学大学院 朴 聖希

P1-35 乳児の育児パターン（抱き－分離）の縦断記録の分析(2)
―新たな子ども観（断続授抱性）の実証をめざして―

龍谷大学社会学部 金子 龍太郎

P1-36 いじめが起きる学級と起きない学級は何が違うのか
―児童生徒のいじめに対する罪悪感と他の生徒の罪悪感の認知に注目して―

北海道大学大学院教育学研究院 加藤 弘通
常葉大学教育学部 太田 正義
常葉大学教育学部 今岡 多恵
北海道大学教育学院 水野 君平＃

P1-37 現代の若者による自身の将来の夢についての語り
―大学生を対象とした面接法を用いた質的研究―

帝京大学文学部心理学科 豊福 一仁
帝京大学文学研究科臨床心理学専攻 大塚 秀実

P1-38 現代の人生選択における〈諦め〉の性差及び年代差
東京大学大学院教育学研究科 菅沼 慎一郎

P1-39 自己制御に関するモデルの整理
―行動レベルと注意レベルに焦点を当てて―

富山大学大学院人間発達科学研究科 井上 真理子

P1-40 深刻な悩みをかかえたときに身近な人に求める接し方と関連要因についての探索的研究
中京大学心理学部 川島 大輔
中京大学心理学部 藤原 愛＃
中京大学心理学部 古賀 佳樹

立命館大学総合心理学部 川野 健治

P1-41 成熟期女性の PMS/PMDD傾向と認知的特徴の検討
―マインドフルネス特性に着目して―

東京大学大学院教育学研究科 稲吉 玲美

P1-42 成人の発達障害傾向を測定する多面的評価尺度の開発
―多職種連携支援につなげるために―

東京大学大学院教育学研究科 高橋 美保
広島修道大学健康科学部 黒田 美保

東京大学大学院教育学研究科 田川 薫
東京大学大学院教育学研究科 中山 奈緒子＃
東京大学大学院教育学研究科 齋藤 さらさ＃
東京大学大学院教育学研究科 野村 佳申＃
東京大学大学院教育学研究科 馬場 絢子

University of Hawaii, Dept of Psychology Alexander Kreig＃

（55）



P1-43 中学生の非行傾向行為の動向
―2002年から 2012年の分析―

白梅学園大学 小保方 晶子

P1-44 東日本大震災をきっかけに里親となった親族の心境
東北大学大学院教育学研究科震災子ども支援室 一條 玲香
東北大学大学院教育学研究科震災子ども支援室 加藤 道代

P1-45 ｢あきらめる」という心理
―心理発達的観点から―

東京女子大学大学院 新見 愛
東京女子大学 前川 あさ美

P1-46 PTA活動における公平性(1)
―一般役員の場合―

東京女子大学現代教養学部 有馬 明恵
杏林大学保健学部 下島 裕美

東京女子大学現代教養学部 竹下 美穂＃

P1-47 PTA活動における公平性(2)
―本部役員・委員長の場合―

杏林大学保健学部 下島 裕美
東京女子大学現代教養学部 有馬 明恵
東京女子大学現代教養学部 竹下 美穂＃

P1-48 結婚満足度に影響を与える諸要因における男女差
Yuan Ze University 糠 明珊

P1-49 国際結婚夫婦の海外移動に伴う夫婦関係の変容(3)
―だれが breadwinner（主な稼ぎ手）となるか―

東京都市大学メディア情報学部 矢吹 理恵

P1-50 参加による伝統工芸職人の文化的発達に関する一考察
―職人のモノや対象を媒介にした関係調整の検討―

首都大学東京大学院人文学研究科 松熊 亮

P1-51 子どもの育ちにともなう父親の語りの変化(3)
―第 1子妊娠期から 2歳までにおける社会的な側面に関する語りに着目して―

昭和女子大学 宮本 知子
昭和女子大学大学院生活機構研究科 藤崎 春代

P1-52 児童福祉施設に入所中の児童にライフストーリーワークを実施した事例
静岡県東部健康福祉センター 木村 裕美

P1-53 祖父母・父母・孫の三世代関係
―青年期の女性に焦点をあてて―

白百合女子大学大学院発達心理学専攻 山内 萌
白百合女子大学 秦野 悦子
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P1-54 東日本大震災を経験した人のライフデザインに関する研究 その 4

―｢区域外避難者」の聴きとり調査から―
龍谷大学社会学部 荒木 美知子

立命館大学大学院応用人間科学研究科 荒木 穗積

P1-55 乳幼児のスマートフォン接触に関する要因について
―第 3回 乳幼児の親子のメディア活用調査より―

ベネッセ教育総合研究所 高岡 純子
ベネッセ教育総合研究所 久保木 有希子＃
ベネッセ教育総合研究所 田村 徳子

愛知淑徳大学 佐藤 朝美＃
お茶の水女子大学基幹研究院 菅原 ますみ＃
チャイルド・リサーチ・ネット 榊原 洋一＃

白梅学園大学 汐見 稔幸＃

P1-56 乳幼児親子運動遊びから見る育児支援
―親へのインタビュー調査―

慶應義塾大学 姜 娜
横浜市体育協会講師 小峯 弘子＃

P1-57 養子の健全なアイデンティティ形成のための研究と課題
―｢真実告知」・「ルーツ探し」に着目して―

文京学院大学人間学部人間福祉学科 森 和子
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（在席責任時間 発表番号：奇数 13：00～13：50：偶数 14：00～14：50）

P2-1 日本語版「音楽による気分調整尺度短縮版」の開発
成蹊大学理工学部 安田 晶子

立命館大学総合科学技術研究機構 正田 悠＃
三重大学大学院医学系研究科 田部井 賢一＃
聖学院大学人間福祉学部 中原 純＃

P2-2 子育て場面における情動調整
―乳幼児・児童の保護者が抱える不快情動に注目して―

駿河台大学心理学部 杉本 英晴

P2-3 家族の経済的状況と子どもの成績・支援ニーズ
―｢愛知の子ども縦断調査」より―

元愛知県立大学 神田 直子
愛知県立大学 山本 理絵

P2-4 回答方法による直落信念の一貫性の検討
西日本工業大学 山縣 宏美

P2-5 子ども観と教育観の関連
―保育職志望者における検討―

国際基督教大学教育研究所 黒石 憲洋
秋草学園短期大学 大熊 美佳子
いわき明星大学 名取 洋典

P2-6 実践と省察における関係性を考える①
―実践との関係性の中でどのように省察を捉えていくのか―

お茶の水女子大学こども園 田島 大輔
お茶の水女子大学こども園 大森 杏菜＃

P2-7 小・中学生の教科別学習観(1)
―意味理解志向学習観得点の教科・学年間における差異―

横浜商科大学 鈴木 豪
共立女子大学 石橋 優美
東京大学 青柳 尚朗＃

P2-8 小・中学生の教科別学習観(2)
―暗記再生志向学習観得点の教科・学年間における差異―

共立女子大学 石橋 優美
横浜商科大学 鈴木 豪
東京大学 青柳 尚朗＃

P2-9 青年前期における発達障害のある生徒と周囲生徒の関係
―大学附属中等教育学校教員の視点から―

神戸大学大学院発達環境学研究科 谷口 あや
神戸大学大学院人間発達環境学研究科 山根 隆宏

奈良女子大学研究員人文科学系 狗巻 修司
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P2-10 乳幼児期の音声コミュニケーションにおける歌い合い (1)
―養育者との関わり合いにおける音楽性の可視化―

聖心女子大学 今川 恭子
早稲田大学 市川 恵

立教女学院短期大学 小佐川 心子＃
東京芸術大学大学院生 伊原 小百合＃

同志社大学赤ちゃん学研究センター 志村 洋子

P2-11 乳幼児期の音声コミュニケーションにおける歌い合い (2)
―音楽性が支える関わり合いの観点からみる幼児の歌―

早稲田大学 市川 恵
同志社大学赤ちゃん学研究センター 志村 洋子

立教女学院短期大学 小佐川 心子＃
東京藝術大学大学院 伊原 小百合＃

聖心女子大学 今川 恭子

P2-12 備後圏域における気になる子どもの支援の現状と今後のあり方(2)
―園長への支援ニーズ調査の結果―

福山大学人間文化学部 金平 希
福山大学人間文化学部 筒井 明日香＃
福山大学人間文化学部 日下部 典子

P2-13 放課後居場所点検評価尺度の構成(1)
―｢子どもの活動」と「大人のサポート」両面でとらえる―

川村学園女子大学 北原 靖子
川村学園女子大学 蓮見 元子
東海学院大学 川嶋 健太郎

P2-14 放課後居場所点検評価尺度の構成(2)
―子どもの活動と大人によるサポートが子どもの社会的内向に与える影響―

東海学院大学 川嶋 健太郎
川村学園女子大学 北原 靖子
川村学園女子大学 蓮見 元子

P2-15 ASDの問題を検出しやすい語用の側面は何か？
―CCC-2の臨床的な活用可能性に向けた検討―

日野市発達・教育支援センター 小島 博子
東京学芸大学教育学部 藤野 博
茨城大学教育学部 東條 吉邦

武蔵野東教育センター 計野 浩一郎＃

P2-16 ASD児における心の理論と読解力の関連
東京学芸大学大学院研究科 川村 早織
東京学芸大学教育学部 藤野 博
茨城大学教育学部 東條 吉邦

武蔵野東教育センター 計野 浩一郎＃
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P2-17 ICFの理念に基づく書字困難を持つ子どもへの支援の試み
―｢書けるようになる」ことよりも「学校で楽しく力を発揮する」ことを目指す―

白梅学園大学 市川 奈緒子

P2-18 PECS介入前後の自閉スペクトラム症児の共同注意の発達変化
―アイトラッカーによる評価―

大阪大学大学院人間科学研究科 島藤 安奈
大阪大学大学院人間科学研究科 蒔田 恭子
大阪大学大学院人間科学研究科 田崎 榛菜
大阪大学大学院人間科学研究科 清水(加藤) 真由子
大阪大学大学院人間科学研究科 金澤 忠博

P2-19 インクルーシブ保育を支える担当保育者の意識
―担任の意識との比較検討―

帝京大学 木原 久美子

P2-20 ソトス症候群児の知的能力
―田中ビネー Vの結果より―

埼玉県立小児医療センター保健発達部 森 秀都

P2-21 玩具の種類が自閉スペクトラム症幼児と母親の相互交渉に 与える影響について
―定型発達幼児との比較による検討―

東京学芸大学教育学研究科 溝江 唯
東京学芸大学教育実践研究支援センター 大伴 潔

P2-22 高機能 ASD幼児に対する社会参加支援プログラムの試み
―｢相談する姿勢」と「多様性の承認」の土台づくり―

横浜市総合リハビリテーションセンター 地内 亜紀子
横浜市総合リハビリテーションセンター 日戸 由刈

P2-23 高度難聴幼児への発声ハビリテーション
―母音フォルマントの音響分析による検討―

東北福祉大学大学院教育学研究科 庭野 賀津子

P2-24 災害過程に沿った自閉症スペクトラム障害児者の適応状況の変化に関する調査
北海道教育大学旭川校大学院学校教育専修 三國谷 仁美
北海道教育大学旭川校大学院学校教育専修 萩原 拓

P2-25 自閉スペクトラム症児における依頼表現の特徴
―ポライトネスの観点から―

東京学芸大学大学院教育学研究科 八耳 悠人
東京学芸大学教育学部 藤野 博
茨城大学教育学部 東條 吉邦

武蔵野東教育センター 計野 浩一郎＃
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P2-26 自閉スペクトラム症児における会話のルール違反への反応
白鴎大学 浅田 晃佑
茨城大学 東條 吉邦

武蔵野東教育センター 計野 浩一郎＃
追手門学院大学 大神田 麻子

京都大学 森口 佑介
京都大学 板倉 昭二
東京大学 長谷川 寿一＃

P2-27 自閉スペクトラム症児における母親からの関わりかけと児の他の大人に対する社会的相互作用との関連
大阪大学大学院人間科学研究科 田崎 榛菜
くらしき作陽大学子ども教育学部 永井 祐也
大阪大学大学院人間科学研究科 島藤 安奈
大阪大学大学院人間科学研究科 蒔田 恭子
大阪大学大学院人間科学研究科 清水(加藤) 真由子
大阪大学大学院人間科学研究科 金澤 忠博

P2-28 自閉スペクトラム症者の日常生活スキルにかんする予備的検討
―IQとの比較および職歴の有無による差異―

相模原市発達障害支援センター 武部 正明
横浜市総合リハビリテーションセンター 日戸 由刈

東京学芸大学 藤野 博

P2-29 自閉症スペクトラムの特性を有する中学生における対人葛藤場面の対処方略と友人関係に関するイメージ
との関連

長崎短期大学 藤野 正和

P2-30 自閉症スペクトラム障害の表情認知
―表情認知課題は自閉症スペクトラム障害の補助診断と成る得るか―

日本大学医学部附属板橋病院 佐藤 菜穂
日本大学医学部附属板橋病院 高橋 桃子
日本大学医学部附属板橋病院 笹川 彩＃
横須賀市療育相談センター 惠良 美津子
日本獣医生命科学大学 野瀬 出＃
日本獣医生命科学大学 柿沼 美紀

白百合女子大学 五十嵐 一枝
文京学院大学 上村 佳世子
南九州大学 財部 盛久

クリニックプロップ 上地 亜矢子
東京都市大学 紺野 道子

P2-31 社会性の発達に困難を抱える子どもの早期の発達的徴候
―数量化Ⅱ類による 10か月児健診時データからの判別予測―

中部学院大学 別府 悦子
中部学院大学 宮本 正一＃
岐阜大学 別府 哲
本巣市役所 佐々木 千恵美＃
本巣市役所 堀島 由香＃
本巣市役所 北川 小有里＃
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P2-32 障害に対する潜在的態度と支援認識の変容
―自閉スペクトラム症と身体障害の比較から―

九州大学基幹教育院 横田 晋務
九州大学人間環境学府 大野 愛哉

九州大学 田中 真理

P2-33 障害のある子どもをもつ親へのメンタルヘルス支援の実態
―児童発達支援センターにおける乳幼児期の親に着目して―

和光大学現代人間学部 一瀬 早百合

P2-34 神経発達障害の環境要因検討と有効な心理的治療の研究
―幼児期の発達の凸凹の実態から―

立命館大学大総合研究機構 石井 信子
立命館大学社会学研究科 松元 佑

P2-35 親の障害認識過程における高機能 ASD児グループ支援「わくわくクラブ」の果たす役割
愛知県青い鳥医療療育センターリハビリテーション部 青木 徳子
愛知県青い鳥医療療育センターリハビリテーション部 高田 直人

P2-36 青年先天性心疾患患者の「親の養育への認識」が心理的自立に与える影響
千葉明徳短期大学 久保 瑶子

P2-37 聴覚障害児における明示的および潜在的な心の理論の発達
社会福祉法人からしだねうめだあけぼの学園 高橋 春香

東京学芸大学教育学部 藤野 博

P2-38 超低出生体重児の発達障害様症状とスクリーニング
大阪大学人間科学研究科 金澤 忠博

愛知淑徳大学 井崎 基博
プール学院大学 田島(北村) 真知子

大阪母子医療センター 平野 慎也＃
大阪母子医療センター 北島 博之＃

P2-39 同時処理に弱さがみられた早産児と ASD児の算数文章題解決
立教女学院短期大学 田坂 裕子

東京学芸大学 伊藤 良子

P2-40 乳幼児のためのマカトンサイン指導プログラムの開発
―マカトンサイン親子教室の取り組みについて―

旭出学園教育研究所 菊池 けい子
旭出学園教育研究所 若林 くもゐ＃

旭出学園（特別支援学校） 田村 初枝＃
旭出学園（特別支援学校） 慶野 直美＃

P2-41 発達障害のある高知能児の仲間関係といじめ被害
―学童期縦断的研究を踏まえて―

鳥取大学地域学部地域学科 小林 勝年
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P2-42 発達障害のある若者へのピアサポートを用いた余暇支援の検討
―世田谷区受託事業「みつけばルーム」の取り組みから―

NPO法人東京都自閉症協会 綿貫 愛子

P2-43 発達障害またはその傾向を有する大学生のキャリア支援と連携
静岡英和学院大学 日比 優子
静岡英和学院大学 玉井 紀子＃

P2-44 発達障害児の自律的な行動調節の支援パッケージの開発
―環境設定や他者の状況による多面的な語りの生成に関する条件生起的分析（第 1報）―

星美学園短期大学 中内 麻美
立教大学 大石 幸二＃
山口大学 須藤 邦彦＃
立正大学 渡邉 孝継＃

所沢市立教育センター 竹森 亜美＃
立教大学 豊田 真季＃

P2-45 発達障害特性のある看護学生への合理的配慮の実態
―実習担当教員へのアンケート調査から―

大阪大学キャンパスライフ健康支援センター 望月 直人
大阪大学大学院医学系研究科保健学専攻 師岡 友紀＃
大阪大学大学院医学系研究科保健学専攻 荒尾 晴惠＃

P2-46 発達臨床におけるビギナーセラピストの教授行動に関する研究(2)
―事後省察での言及場面と内容に関する特徴―

淑徳大学発達臨床研究センター 池畑 美恵子

P2-47 非常勤職員向け研修を通した学童保育における特別支援児童の発達支援
―KJ法を用いた参加型研修の意義―

杉並区立こども発達センター 樋口 寿美
和洋女子大学 田口 久美子
神奈川大学 古屋 喜美代
埼玉大学 吉川 はる奈
和光大学 常田 秀子

鎌倉市発達支援室 隠村 美子
NPO法人正讃会相談支援かみひこうき 上村 誠也
東久留米市教育センター中央相談室 浅川 南
認定こども園相模女子大幼稚部 和田 美奈子

P2-48 いじめ場面での傍観行動の生起に関する発達的差異についての検討
広島修道大学 西野 泰代

P2-49 児童養護施設入所児童の適応を支える要因
―対人関係の枠組みを中心に―

聖心女子大学文学部 向井 隆代
聖徳大学心理・福祉学部 齊藤 千鶴
聖徳大学心理・福祉学部 佐伯 素子
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P2-50 時間的指向性と内定獲得
―全国の就職活動生を対象にした縦断的研究―

法政大学キャリアデザイン学部 田澤 実
法政大学キャリアデザイン学部 梅崎 修＃

P2-51 時間的展望イメージ尺度（TPIS）と職業未決定との関連性
東京富士大学経営学部 松田 美登子

P2-52 女子大学生の雨中人物画における描画特徴
東京家政大学大学院人間生活総合研究科 廣田 愛海
東京家政大学大学院人間生活総合研究科 平野 真理

P2-53 青年期におけるいじめ体験からの成長要因の検討
―大学生に対する回顧法による PTGの形成過程の検討―

神戸大学大学院 長田 真人
神戸大学 相澤 直樹

P2-54 大学生の発達障がい困り感と意欲低下、ストレス反応との関連
岡山大学 原田 新

P2-55 知覚された人気を持つ人物に対する周囲の認識の検討
―攻撃行動と向社会的行動に着目して―

東京大学大学院教育学研究科 唐 音啓

P2-56 中学生が情緒的援助要請を行う際の援助者に対する期待と学校適応の関係
東京大学大学院教育学研究科 天井 響子

P2-57 中年期前期におけるジェネラティビティとアイデンティティ
―ジェンダーの視点から―

文京学院大学 伊藤 裕子
聖徳大学 相良 順子

P2-58 日本語版夫婦用多側面ストレス尺度（MSQ-J）作成の試み
―関係内と関係外という視点から―

茨城キリスト教大学 黒澤 泰

P2-59 日本人の宗教性を実証的に研究する新たな試み
―｢研究対象の明確化」および「尺度の階調化（グラデーション）」の提案―

東京大学大学院総合文化研究科 松島 公望
広島大学大学院教育学研究科 杉村 和美
宮崎産業経営大学経営学部 西田 若葉＃

P2-60 幼児の睡眠習慣に関する縦断的検討Ⅰ
関西福祉科学大学 西元 直美

武庫川女子大学教育研究所子ども発達科学研究センター 山本 正顕
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P2-61 地域活動グループのメンバーシップと継続要因の検討
―三陸思い出パートナープロジェクトにおける中心活動メンバーの分析―

東北文化学園大学 野﨑 瑞樹
東京富士大学 伊波 和恵
埼玉医科大学 萩原 裕子＃
日本福祉大学 野村 豊子＃

P2-62 陶磁器における世代断絶した実践知の復活に至る心理臨床的過程
―生成継承性から捉える循環的発達論への視座―

多摩大学グローバルスタディーズ学部 竹内 一真
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（在席責任時間 発表番号：奇数 15：30～16：20：偶数 16：30～17：20）

P3-1 1歳児の愛着は 1年後、2年後の問題行動を予測するか
関西学院大学 桂田 恵美子

P3-2 子どもと大人における結果が同じ分配への好み
神戸大学大学院人間発達環境学研究科 林 創

P3-3 児童期の情動発達とその特異性に関する研究 6

―｢気になる」児童の情動発達における項目別特徴―
東北大学 本郷 一夫

石巻専修大学 平川 久美子
聖和学園短期大学 飯島 典子

鳥取大学 高橋 千枝
京都教育大学 相澤 雅文

P3-4 児童期の情動発達とその特異性に関する研究 7

―｢気になる」児童の行動特性と情動発達項目との関連―
鳥取大学 高橋 千枝

京都教育大学 相澤 雅文
東北大学 本郷 一夫

石巻専修大学 平川 久美子
聖和学園短期大学 飯島 典子

P3-5 児童期の情動発達とその特異性に関する研究 8

―｢気になる」児童の学校適応の困難さによる比較―
京都教育大学 相澤 雅文
石巻専修大学 平川 久美子

聖和学園短期大学 飯島 典子
鳥取大学 高橋 千枝
東北大学 本郷 一夫

P3-6 青年は自身の姓や名をどう捉えているか(1)
―インタビューとグラウンデッド・セオリー・アプローチによるカテゴリー生成の試み―

岩崎電気株式会社 板橋 愛実
帝京大学 新谷 和代
帝京大学 新井 直人＃
帝京大学 小川 泰岳＃
帝京大学 甲賀 良＃
帝京大学 水谷 有希＃

P3-7 青年は自身の姓や名をどう捉えているか(2)
―インタビューおよびグラウンデッド・セオリー・アプローチから生成されたカテゴリー同士の関連性―

帝京大学 新谷 和代
岩崎電気株式会社 板橋 愛実

帝京大学 新井 直人＃
帝京大学 小川 泰岳＃
帝京大学 甲賀 良＃
帝京大学 水谷 有希＃
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P3-8 幼児における罪悪感表出の理解の発達
―謝罪の種類は排除判断に影響するのか？―

横浜市立大学国際総合科学部 長谷川 真里

P3-9 ｢ラベル図考」による教養教育における発達学習総合化の試み
大阪市立大学大学教育研究センター 西垣 順子

P3-10 ｢森の幼稚園」が領域「健康」において子どもの発達に及ぼす影響に関する研究
仙台幼児保育専門学校 松好 伸一

P3-11 インクルーシブな保育における子ども間の葛藤場面における解決方略
―保育者の保育記録を手がかりとした検討―

東京学芸大学連合学校教育学研究科・植草学園大学発達教育学部 広瀬 由紀
千葉大学教育学部 岩田 美保

P3-12 デジタル絵本を用いた特別支援学級の児童への役割取得能力トレーニング
新潟青陵大学 本間 優子

新潟青陵大学短期大学部 宮城 正作＃

P3-13 ほめられた際の児童の感情状態のとらえ方
―児童と教師のとらえ方の比較―

藤女子大学 青木 直子

P3-14 学級における友人関係の維持強化システムに関する検討
―高校生のソーシャルネットワーキングサービス（SNS）を介した自己呈示動機に注目して―

東京大学大学院教育学研究科 長井 梓

P3-15 関係性いじめ被害経験が自尊心に与える影響
甲南大学大学院人文科学研究科 篠田 麻佳

甲南大学文学部 大西 彩子

P3-16 韓国における特殊教育の制度と支援の現状
―｢特殊教育振興法」と「障害者などに対する特殊教育法」の比較から―

明星大学大学院教育学研究科 趙 英喜
明星大学教育学部 西本 絹子

P3-17 宮城県の保育学生のキャリア支援のあり方を見据えた東日本大震災の影響の検討
小田原短期大学 佐藤 由香理
宮城学院女子大学 大橋 智樹＃

P3-18 現代中国の養育者はなぜ子どもに「食べさせる」のか
―中国における食事問題への一考察―

北海道大学大学院乳幼児専攻 王 海倫

P3-19 子どもの浮き沈み判断と密度概念の理解
―材質を明示しない場合―

早稲田大学教育学部 阪脇 孝子
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P3-20 子どもを産み育てることへの不安の把握(1)
―大学生を対象とした 2017年 9月における自由記述回答の分析―

合同会社セカンダリー 長内 優樹
合同会社セカンダリー 根岸 香菜＃

P3-21 支援教育の入口としての就学相談 2

―通常級就学児への効果的就学支援のかたちを探る―
藤沢市学校教育相談センター 山口 千尋
藤沢市学校教育相談センター 池田 律＃

P3-22 私立大学・公立短大生の主体的な学びの実態調査
―目標志向性によるクラスタ分析を通して―

広島文化学園大学大学院教育学研究科 松野 実
広島文化学園大学大学院教育学研究科 久米 瑛莉乃＃
広島文化学園大学大学院教育学研究科 濵田 隆紀＃

P3-23 児童期と青年期の友人関係における排他性に関する研究
―対人関係における受容性と所属する仲間集団の閉鎖性に着目して―

東北大学大学院教育学研究科 松本 恵美

P3-24 若手教師のメンタルへルスと支援
―管理職による理解と支援―

東京女子大学大学院人間科学研究所 蓮見 香穂
東京女子大学 前川 あさ美

P3-25 初年次教育が大学生の友人関係におよぼす影響
流通科学大学人間社会学部 池田 曜子

P3-26 小学 1年生における実行機能とセルフレギュレーション向上のための介入研究
兵庫教育大学大学院連合学校教育学研究科 山本 訓子
兵庫教育大学大学院連合学校教育学研究科 松村 京子

P3-27 進級・新入園児混合クラスにおける仲間関係の形成
群馬大学大学院教育学研究科 大島 みずき

P3-28 大学教育に学ぶ「学習意欲を高める方法」についての検証
大阪府立柴島高等学校 立石 由香

P3-29 特別支援教育に関する現状について(4)
―保育者と小学校教員別に見た「個別の指導計画」の作成面と活用面の課題―

四天王寺大学教育学部 八木 成和

P3-30 日本と中国の保育者の保育に関する意識についての比較
東京福祉大学短期大学部 岡野 雅子

元東京福祉大学大学院社会福祉学研究科 周 晶＃
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P3-31 保育園 4・5歳クラス児の、他児に対する向社会的行動
―活動場面および保育者の関与・声かけとの関連、また 1年間の縦断的変化―

東京大学大学院教育学研究科 西田 季里

P3-32 保育園に通う ASD男児と軽度知的障害児の呈示行動における受け手・集団の重要性(3)
愛知淑徳大学 小野 美和

P3-33 保育士の「気になる」子への支援行動の類型化と支援行動に影響する要因の検討
東京福祉大学 齋藤 厚子
東京福祉大学 関口 はつ江

P3-34 保育者養成大学の学生の保育者効力感が就業意識に及ぼす影響
―実習の進行による変化―

京都教育大学 田爪 宏二

P3-35 保護者用リスクマネジメント評価尺度の妥当性の検討
広島大学大学院教育学研究科 杉村 伸一郎
広島大学大学院教育学研究科 平川 真＃

広島修道大学人文学部 平田 香奈子＃
福山市立大学教育学部 上山 瑠津子
福山市立大学教育学部 倉盛 美穂子

P3-36 幼児による病気・ケガの隠蔽と披露及び詐病
別府大学短期大学部 向井 隆久

P3-37 幼児の人形に対する認識における大人の人形操作性の影響
神戸大学大学院人間発達環境学研究科 大塚 穂波

P3-38 幼児をもつ母親が感じる育てにくさに関する要因の検討
筑波大学大学院人間総合科学研究科 中川 陽子
筑波大学大学院人間総合科学研究科 宮本 信也＃

P3-39 幼児期における「友だち」の認識
共立女子大学家政学部 河原 紀子

P3-40 幼児期のライフスタイルに基づく子どもの睡眠問題と発達について
昭和大学 金井 智恵子

P3-41 幼児保育専攻学生の実習に伴う自己効力感の研究
名古屋学芸大学 戸田 須恵子

P3-42 自閉スペクトラム症傾向と日常生活におけるユーモアとの関連
山口県立大学社会福祉学部 永瀬 開

P3-43 自閉スペクトラム症児の言語を介した仲間との協同活動の特徴
―｢顔づくり」課題における相互作用の分析を通して―

山梨大学大学院総合研究部教育学域 吉井 勘人
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P3-44 当事者の困りごとを起点とした解決策の模索
―発達障害児の小集団 SSTにおける話し合い活動の中で―

東北福祉大学 西野 美佐子

P3-45 レジリエンス促進要因についての一考察
―不登校からの回復過程に着目して―

文京学院大学大学院人間学研究科 嶋﨑 文哉
文京学院大学 永久 ひさ子

P3-46 一般パーソナリティ因子 （GFP） とソシオセクシャリティ
東京大学大学院教育学研究科 川本 哲也

P3-47 学業継続動機づけと特性的自己効力感の関連について
―女子短期大学生の学びに関する動機づけの検討―

秋草学園短期大学 大熊 美佳子

P3-48 高校への学校移行を通じた複数の発達軌跡の特定
―3時点縦断データを用いた集団軌跡モデリングによる検討―

中央大学大学院文学研究科・日本学術振興会 飯村 周平

P3-49 小学校 6年生における道徳的判断タイプと適応との関連
埼玉大学教育学部 首藤 敏元

東北福祉大学総合福祉学部 利根川 智子
岡山県立大学健康福祉学部 樟本 千里
仙台白百合女子大学人間学部 上岡 紀美

P3-50 新／旧の友人が大学生に与える影響に関する研究
早稲田大学人間科学学術院 阿部 廣二
早稲田大学人間科学学術院 牧野 遼作
早稲田大学人間科学学術院 古山 宣洋＃

P3-51 成人女性のキャリア意識に関する研究(1)
―エゴ・レジリエンスとグリットとの関連から―

エゴレジ研究所 畑 潮
目白大学 小野寺 敦子

P3-52 成人女性のキャリア意識に関する研究(2)
―父親が娘のキャリア意識の形成に与える影響―

目白大学 小野寺 敦子
エゴレジ研究所 畑 潮

P3-53 祖父母育児が幼児のパーソナリティおよび社会適応に及ぼす影響
―中国での 1年間縦断研究―

立命館大学グローバル・イノベーション研究機構 孫 怡
慶應義塾大学 姜 娜

立命館大学グローバル・イノベーション研究機構 矢藤 優子
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P3-54 大学生における時間的展望とアイデンティティ確立
―大学生活の過ごし方の差異を考慮して―

広島大学大学院教育学研究科 石橋 彩波

P3-55 大学生のキャリア発達と進路不安について
―大学 3年生の進路意識と学生生活からの検討―

福島大学総合教育研究センター 五十嵐 敦

P3-56 知覚された両親の養育態度と孤独感類型との関連
東大阪大学 芝崎 良典

新見公立短期大学 芝崎 美和

P3-57 否定的アイデンティティの高い青年の心理社会的特徴
―Variable centered approachおよび Person centered approachによる包括的理解―

広島大学大学院教育学研究科 日原 尚吾
広島大学大学院教育学研究科 杉村 和美

P3-58 ルーティン実行中の場面情報保持メカニズムの発達的検討
京都大学大学院教育学研究科 柳岡 開地
京都大学大学院教育学研究科 齊藤 智＃

P3-59 老年期の幸福感を支える要因の研究(4)
―一人称の死についての語りからの考察―

帝京平成大学臨床心理学科 小保方 稔子

P3-60 子どもが認知した別居・離婚後の父母葛藤・協力尺度の作成
筑波大学大学院人間総合科学研究科 直原 康光

筑波大学人間系 安藤 智子

P3-61 活動理論とは、結局、何であったのか
主体科学としての心理学研究所 百合草 禎二
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（在席責任時間 発表番号：奇数 10：00～10：50：偶数 11：00～11：50）

P4-1 園での仲間遊びにおける葛藤調整
―〈意図的ではないとみられる行動〉が原因で生じた葛藤状況に着目して―

千葉大学教育学部 岩田 美保

P4-2 遊び経験のレジリエンス効果
―遊ぶ門に福来たる―

札幌国際大学人文学部心理学科 中野 茂
札幌国際大学人文学部心理学科 橋本 久美＃

P4-3 音楽の分析的聴取が、幼児・児童のリーディングスキルに及ぼす影響(1)
―5歳児における 4種類の環境音の関連付け課題を用いたパイロット調査―

岡山県立大学 吉永 早苗
函館工業高等専門学校 下郡 啓夫＃

京都精華大学 小松 正史＃
岡山県立大学 高橋 幸子＃
岡山県立大学 澤田 陽一＃

学研教育総合研究所 池内 修子＃

P4-4 協同参加研究で児童の権利・研究倫理を担保する記述メディア
國學院大學文学部 斉藤 こずゑ

P4-5 ｢子育て支援」を学ぶ(2)
―現場での研修による学びの深化と学生自身の変化―

茨城キリスト教大学 菅野 ひろみ
茨城キリスト教大学 中島 美那子

P4-6 0、1を含む一桁かけ算の反応時間に関する発達的研究
北海学園大学法学部 後藤 聡

P4-7 TAEを用いたキャリア観の言語化の試み
―オートエスノグラフィーによるキャリア支援の可能性―

立命館大学大学院文学研究科 土元 哲平
法政大学大学院人間社会研究科 小田 友理恵＃

P4-8 アタッチメント特性によって小学校・中学校・高校の文化的行事への関わりはいかに異なるのか
―高校生の回顧的調査から―

東京大学大学院教育学研究科 河本 愛子

P4-9 きょうだい会の役割
―参加者からボランティアスタッフになっての意識の変化―

横浜市立港南台ひの特別支援学校教諭 諏方 智広

P4-10 ひとりの指さしの発達過程
―0歳～1歳児の保育場面における自然観察場面から―

江戸川大学 村上 涼
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P4-11 ブルーナーのナラティヴ論における文化心理学への視座
東京都市大学人間科学部 横山 草介

P4-12 レポート課題における資料参照方法についての長期的学習
清泉女子大学文学部 福田 健

P4-13 育児負担を抱える親に対するペアレント・トレーニングの有効性
子どものこころの診療所 重野 桂
子どものこころの診療所 山﨑 知克＃

P4-14 学校適応感と学校生活要因との関連
―中学生・高校生への質問紙調査から―

東京大学教育学部附属中等教育学校 石橋 太加志

P4-15 学齢期の子どもを持つ国際結婚夫婦の適応と成長
青山学院大学大学院教育人間科学研究科 蔵本 真紀子

P4-16 環境変化に伴う子どもと保育者の関係性の変容
―園内における保育者の役割変化に着目して―

桜花学園大学 上村 晶

P4-17 看護系大学生の情動知性への心理教育プログラムの効果
―｢よっちゃばれタイム」を試みて―

神奈川大学大学院人間科学研究科 中島 正世
神奈川大学人間科学部 杉山 崇

P4-18 教師の対応が児童生徒の自己表現に与える影響
―大学生へのインタビュー調査を通して―

兵庫教育大学大学院学校教育研究科 友渕 可菜
兵庫教育大学発達心理臨床研究センター 佐田久 真貴＃

P4-19 教職を志望する自己の形成とアイデンティティの形成の関連
京都教育大学大学院教育学研究科 岩佐 康弘

P4-20 現代学生気質に合わせた保育科学生初年次指導法の検討(10)
名古屋柳城短期大学 荻原 はるみ
名古屋柳城短期大学 成田 朋子

P4-21 子どものアート活動と遊びをどう特徴付けるか
―幼稚園での協働的制作場面を対象として―

早稲田大学人間総合研究センター 野口 紗生
早稲田大学人間科学学術院 宮崎 清孝

P4-22 子どもの学ぶ資質と発達(4)
―説明行為のメタ認知―

敬和学園大学人文学部 益谷 真
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P4-23 子どもの動機づけを高める保育者の働きかけ
―実習時に見聞きしたエピソードから―

大阪成蹊短期大学 渋谷 郁子
立命館大学 川那部 隆司＃

P4-24 子供との遊び場面における父母間の言葉がけの相違
―親子対相互交流評価システムを用いた予備的検討 1―

福山市立大学教育学部 山口 正寛
若松町こころとひふのクリニック PCIT研修センター 加茂 登志子＃

福山市立大学教育学部 山田 真世
福山市立大学教育学部 倉盛 美穂子

P4-25 社会情動的スキル育成のための保育者の取り組みに関する検討
十文字学園女子大学 石田 有理
十文字学園女子大学 大宮 明子

P4-26 授業による発達障害学生支援(2)
―授業コメントの時間的構造の特徴と授業経過に伴う変化―

和光大学現代人間学部心理教育学科 常田 秀子
和光大学現代人間学部心理教育学科 辻 あゆみ
青山学院女子短期大学学生相談室 三浦 亜子

P4-27 就学前子ども期の社会的退避と多動性、及び自己制御の規定因
―文化的に発達が調整される可能性について―

名古屋大学大学院教育発達科学研究科 大久保 諒

P4-28 女子中学生・高校生の友人関係と親子関係との関連について
東京家政大学大学院教育福祉学専攻 横田 靖子

P4-29 小学校高学年生の学級内適応と心理的特性の関係について
―短期縦断研究による適応に問題があると考えられる児童の特徴について―

武庫川女子大学 河合 優年
武庫川女子大学 寺井 朋子
武庫川女子大学 高井 弘弥
西宮市教育委員会 大和 一哉＃

P4-30 小集団における時間的展望を育てるカレンダー制作活動の実践的検討
―ぬいぐるみと吹き出し加工アプリを用いて―

千葉県教育庁 神山 直子

P4-31 小中学生のレジリエンスと生活習慣との関連について(2)
静岡大学 小林 朋子

P4-32 数・数表記の発生に及ぼす環境要因の分析
―プリント関連エピソードの検討―

京都ノートルダム女子大学現代人間学部 山形 恭子
京都女子大学発達教育学部 古池 若葉
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P4-33 多良間島と東京における子育ての様相と養育者がいだく子どもイメージの比較
早稲田大学人間総合研究センター 石島 このみ

理化学研究所脳科学総合研究センター 白石 優子
早稲田大学人間科学学術院 根ヶ山 光一

P4-34 大学生の片づけ行動と満足感に及ぼす両親の影響
―片づけ要求と片づけ態度からの検討―

目白大学大学院心理学研究科 元井 沙織
目白大学 小野寺 敦子

P4-35 中学生における批判的思考力の習得過程
―社会科学力に関するモデルに基づく習得度群別の能力領域の関連性―

広島文教女子大学 新見 直子
島根大学 加藤 寿朗＃

鳴門教育大学 梅津 正美＃
岡山商科大学 前田 健一

P4-36 特別な支援ニーズがある子どもたちの保育に関わる保育者のためのエンパワメントプログラム(3)
―経験年数の違いによる参加者の意識の比較―

昭和女子大学 石井 正子

P4-37 特別支援教育における教員の役割に関する研究(9)
―連携による教員のタイプ別の発達障害の児童生徒との関係について―

帝京科学大学学部教育人間科学部 石橋 裕子
池坊短期大学幼児保育学科 林 幸範

鹿児島大学教育学部 今林 俊一

P4-38 特別支援教育における教員の役割に関する研究(10)
―連携による教員のタイプ別の発達障害と関連するような特徴のある児童生徒との関係について―

池坊短期大学幼児保育学科 林 幸範
帝京科学大学学部教育人間科学部 石橋 裕子

鹿児島大学教育学部 今林 俊一

P4-39 特別支援教育における教師の被援助志向性に影響する要因の検討
―小学校・中学校・特別支援学校の教員が持つ教育的信念と指導態度の関連から―

愛知県立大学 三山 岳

P4-40 日本の幼児における「心の理論」と葛藤抑制の関連の再検討
広島大学大学院教育学研究科 藤 翔平
広島大学大学院教育学研究科 杉村 伸一郎

P4-41 乳児保育実践力の構築の検討
―保育実習の困難と乳児保育演習内容のテキストマインド分析を用いて―

小田原短期大学 尾野 明美
桜美林大学心理学研究所 荒木 みさこ＃
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P4-42 発達障害を持つ子どもを支援するための校内連携
―SCからみた校内連携―

東京女子大学人間科学研究科 杉本 彩音
東京女子大学 前川 あさ美

P4-43 発達障害特性を持つ子どもに対する通常学級担任教師の困難感プロセスの検討
鳥取大学 角南 なおみ

P4-44 夫婦ペアレンティングの追跡研究
―夫婦ペアデータによる APIM分析から―

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

P4-45 父親のワーク・ライフ・バランス満足感と幼児の行動特徴との関連
お茶の水女子大学大学院 藤澤 翠美花

P4-46 保育の場のモニタリング尺度の開発
お茶の水女子大学人間発達教育科学研究所 内海 緒香

P4-47 保育園児の父親が認識する家庭関与に対する期待と実態
白百合女子大学大学院発達心理学専攻 加賀美 春香

白百合女子大学 秦野 悦子

P4-48 保育施設における「かみつき」・「ひっかき」事例の検討
―保育者の記録に基づく発生状況・原因の分析から―

立命館大学総合心理学部 廣瀬 翔平
立命館大学総合心理学部 矢藤 優子
社会福祉法人大五京 山崎 智美＃
社会福祉法人大五京 杉本 五十洋＃

P4-49 保育者の保育行為スタイルとしての「見守る」に対する小学校教諭の認識に関する研究
名古屋市立大学 上田 敏丈

広島大学 中坪 史典
一宮研伸大学 肥田 武＃
中国学園大学 中田 周作＃
花園大学 吉田 貴子＃

P4-50 保育巡回相談における事前カンファレンスの支援機能
―保育者は何をどのように学ぶのか―

埼玉大学 吉川 はる奈
埼玉大学 寺薗 さおり
埼玉大学 吉山 怜花＃

P4-51 保育所での保護者との関係づくりの取り組みが保護者の満足度にどのように影響を与えるのか
常葉大学短期大学部 大村 壮

P4-52 保育所の一日を通した自然観察による未満児の対人葛藤の把握
九州大学大学院人間環境学研究院 當眞 千賀子
九州大学大学院人間環境学府 日尾野 愛
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P4-53 保育専門学校生における子育て意識
小田原短期大学保育課通信教育課程 赤羽 尚美
小田原短期大学保育課通信教育課程 吉野 さやか

P4-54 遊びを振り返って語り合う場面における保育者の役割
―5歳児クラスでの相互作用の分析―

福井大学大学院教育学研究科 岸野 麻衣

P4-55 幼児における日常の運動量と性差
北海道教育大学 戸田 まり
学校法人大藤学園 大谷 壮史＃

P4-56 幼児の視線特性と表情表出との関連
群馬社会福祉専門学校 菊地 一晴

聖徳大学 相良 順子

P4-57 幼稚園、小・中学校女性教員の職業意識と主観的幸福感
石川県立大学教養教育センター 澤田 忠幸

P4-58 標準語・方言による声かけが ASD児の信頼に及ぼす影響
山梨英和大学/国際基督教大学教育研究所 槻舘 尚武

東京学芸大学教育学部 松井 智子
東京学芸大学教育学部 藤野 博
茨城大学教育学部 東條 吉邦

武蔵野東教育センター 計野 浩一郎＃

P4-59 40-50年にわたる親・子ども・研究スタッフとの関係の創生(4)
―子ども時代の自己決定体験はどう語られたかその 3―

立正大学社会福祉学部 石井 富美子
明治学院大学心理学部 藤﨑 眞知代
帝京大学教育学部 杉本 真理子

P4-60 40-50年にわたる親・子ども・研究スタッフとの関係の創生(5)
―子ども時代の自己決定体験はどう語られたかその 4―

帝京大学教育学部 杉本 真理子
明治学院大学心理学部 藤﨑 眞知代
立正大学社会福祉学部 石井 富美子

P4-61 40-50年にわたる親・子ども・研究スタッフとの関係の創生(6)
―子ども時代の自己決定体験の語りとその後の人生行路―

明治学院大学心理学部 藤﨑 眞知代
帝京大学教育学部 杉本 真理子

立正大学社会福祉学部 石井 富美子

P4-62 音声模倣を促進する要因：乳児の口注視と話者のアイコンタクト
東京大学大学院教育学研究科 今福 理博

NTTコミュニケーション科学基礎研究所 鹿子木 康弘
京都大学大学院教育学研究科 David Butler＃
京都大学大学院教育学研究科 明和 政子
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P4-63 絵本の読みあいによる子育て支援
―絵本日記からの分析(4)―

十文字学園女子大学人間生活学部幼児教育学科 鈴木 晴子
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（在席責任時間 発表番号：奇数 13：00～13：50：偶数 14：00～14：50）

P5-1 2歳児クラス集団における自己主張の発達(2)
仁愛大学人間生活学部 鈴木 智子

P5-2 5歳児の報酬分配方略：総報酬量が乏しく、平等が可能/不可能なとき
美作大学 津々 清美

P5-3 キャリア志向及び「母性愛」信奉傾向とワーク・ファミリー・エンリッチメントとの関連
―予備的検討―

愛媛大学教育学部 江上 園子

P5-4 学級の感情風土と児童の学級適応感の関連
―学級の感情表出と感情サポートの効果に着目した検討―

東京大学大学院教育学研究科 利根川 明子

P5-5 感情コンピテンスと対人交渉方略の関連
法政大学大学院人文科学研究科 田代 琴美

P5-6 感情別・子どもに対する親の対人的感情制御尺度の作成
―確認的因子分析による因子構造の確認と妥当性の検討―

東京大学大学院教育学研究科 則近 千尋

P5-7 芸術系大学生における被援助体験の種別と感情生起
―相談に対する対応と被援助志向性の関連から―

京都市立芸術大学音楽学部 山村 麻予
大阪大学経営企画オフィス 平井 啓＃

P5-8 子ども同士の模倣が芽生える過程
―1歳児の食事場面でのやりとりを通して―

和光大学 辻 あゆみ
岐阜大学 別府 哲

P5-9 子育て支援グループへの参加に関連する要因と参加がもたらす効果
中京大学 小島 康生

P5-10 自己の内的状態に対する感受性の発達
九州ルーテル学院大学 久崎 孝浩

P5-11 自閉スペクトラム症者の他者誘導スキルの習得に関する研究
山形県立保健医療大学大学院保健医療学研究科 鍋谷 梨恵

山形県立保健医療大学 佐竹 真次

P5-12 集団内での受容的関係形成のための事前行動と適応の関連
―他者意識行動と他者意識・ソーシャルスキル・性格特性・友人関係満足との関連―

九州産業大学 久木山 健一
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P5-13 小学校高学年児童に対する実行機能を高める教育プログラムの効果
兵庫教育大学大学院学校教育研究科 矢野 真樹子
兵庫教育大学大学院学校教育研究科 松村 京子

P5-14 他者に応じた幼児・児童の感情表出の制御
甲南大学大学院人文科学研究科 吉川 詩織

P5-15 他者の達成に対する 2歳児の共感的反応と関連する要因
関西学院大学大学院文学研究科 植田 瑞穂

関西学院大学文学部 桂田 恵美子

P5-16 多感覚情動認知における親子の認知パターンの関連
東京女子大学大学院人間科学研究科 河原 美彩子
東京女子大学大学院人間科学研究科 山本 寿子

東京女子大学現代教養学部 田中 章浩＃

P5-17 男性役割意識化時の気持ちと年代差に関する探索的検討
筑波大学大学院人間総合科学研究科 渡邊 寛

P5-18 中学生の学校生活における罪悪感喚起の規定要因に関する検討
常葉大学教育学部 今岡 多恵
筑波大学人間系 庄司 一子

P5-19 中高生を対象にしたテストステロンと分配行動の関連
―2D4Dと最後通牒ゲーム（UG）を用いた検討―

玉川大学大学院脳科学研究科 仁科 国之

P5-20 同性愛者・両性愛者のカミングアウトによる心理的効果
関西学院大学大学院文学研究科 吉岡 映理

関西学院大学 桂田 恵美子

P5-21 年少児の信頼性判断における情報提供者の存在の影響
同志社大学大学院心理学研究科 残華 雅子

同志社大学心理学部 青山 謙二郎

P5-22 避難経験と東日本大震災および福島第一原発事故後の心理的ストレス、放射線不安との関連性の検討
―福島市に居住する幼児・児童を抱える家族に関する調査研究―

福島大学人間発達文化学類 高谷 理恵子
福島大学強制システム理工学類・福島大学災害心理研究所 筒井 雄二

P5-23 父子関係形成と父親の抑うつが及ぼすリスク
―未就学期の縦断研究から―

お茶の水女子大学 岐部 智恵子

P5-24 保育者における共感性と共感満足・共感疲労の関連
―多次元共感性尺度（MES）を用いた類型化による検討―

東洋大学 内田 千春
宮城学院女子大学 木野 和代＃
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P5-25 母親による絵本に対する子どもの反応記述の信頼性の検討
―絵本「きんぎょがにげた」における子どもの「指差し」反応のレビューデータと観察データの比較―

聖徳大学 齋藤 有
秋田県立大学 上原 宏＃
筑波大学 笠松 美歩＃
筑波大学 宇津呂 武仁＃

P5-26 母親の精神的健康が乳児に対する身体接触に及ぼす影響
―身体接触量と身体部位に焦点をあてて―

神奈川大学人間科学部 麻生 典子
日本女子大学人間社会学部 岩立 志津夫

P5-27 幼児における分配行動と葛藤抑制能力との関係に関する研究
東北大学大学院教育学研究科 工藤 渓

P5-28 幼児のネガティブ情動に対する調整方略の発達
―認知的方略に焦点を当てた指標の作成―

広島修道大学健康科学部 鈴木 亜由美

P5-29 幼児の協同ゲームにおける交代制ルールの出現
大分県立芸術文化短期大学 藤田 文

P5-30 幼児の仲間関係における自己効力感
―仲間関係のネットワークの大きさとの関連性―

北星学園大学社会福祉学部 柴田 利男

P5-31 幼児期における行動抑制の発達的変化(9)
―幼児期の自己抑制が小 1・小 4時の Effortful controlを予測するか―

武庫川女子大学 難波 久美子
武庫川女子大学 河合 優年

P5-32 幼児期における情動表出の制御の発達に関する研究
―情動理解との関連に着目して―

東北大学大学院教育学研究科 山本 信

P5-33 幼児期の子どもの外在化問題行動・内在化問題行動の予測因
―日本・中国・アメリカの子どもについての文化比較研究―

東京女子大学 風間 みどり
東京女子大学 平林 秀美
東京女子大学 唐澤 真弓

University of Michigan Twila Tardif＃
University of Michigan Sheryl Olson＃

北京大学 Wang Li＃

P5-34 「放課後児童クラブ」は子どもにとってどんな場なのか？
―支援員へのナラティブ・インタビューから―

滋賀県立大学人間文化学部 松嶋 秀明
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P5-35 ドイツにおける森の幼稚園の保育者の援助
―：自律支援に対する保育者の意識の模索―

千葉大学大学院教育学研究科 大道 香織

P5-36 学級の社会的目標の提示が心理的リアクタンスと目標の共有に及ぼす影響
北海道大学大学院教育学研究科 大谷 和大

京都市立芸術大学 山村 麻予

P5-37 教育文脈におけるニーズ概念の再検討
―ナラティブ論的視点からの問い直し―

田園調布学園大学大学院人間学研究科 呉 文慧

P5-38 放課後児童クラブにおける“気になる子”の姿
―指導者が対応に困る場面と現場で必要な支援―

鈴鹿大学こども教育学部 杉山 佳菜子
鈴鹿大学短期大学部 木村 有里＃

P5-39 子どもの援助要請に対する教師の必要性の認知
香川大学大学院教育科学研究科 池田 七海

香川大学教育学部 岡田 涼

P5-40 子どもを褒めることの難しさ
―教育・保育実習を経験した学生への調査―

名古屋女子大学 堀(斉藤) 由里

P5-41 指導者養成からとらえた小学校教育への環境移行課題Ⅰ
―教育・保育系大学生が入学時にとらえる就学前集団保育から小学校への環境移行―

福山市立大学教育学部 小林 小夜子

P5-42 若手保育者が思う「困り感のない養育者」の特徴と支援のあり方
―SCAT 法によるテキストデータ分析の試み―

四国大学短期大学 永井 知子
鳴門教育大学大学院 浜崎 隆司

P5-43 熟達セラピストの発達支援スキルの映像解析
慶應義塾大学大学院社会学研究科 秋本 雅衣子

慶應義塾大学文学部 山本 淳一＃

P5-44 小学生の協調運動発達の特徴
―小学 2年生と 5年生を対象とした調査―

東京経営短期大学 戸次 佳子

P5-45 他児との信頼関係を基盤とした仲間関係の展開
新見公立短期大学 芝崎 美和

東大阪大学 芝崎 良典

P5-46 大人からの言葉かけが活動に与える影響
神奈川県立総合教育センター・駒沢学園心理相談センター 武山 花野

駒沢女子大学大学院 丸山 慎

（82）



P5-47 保育の質が幼児の発達に与える影響
―4歳から小 2の言語発達に関する縦断的検討―

東京家政大学 野口 隆子
東京大学 秋田 喜代美

白梅学園大学 無藤 隆
聖徳大学 小田 豊＃

兵庫県立大学 芦田 宏＃
名古屋市立大学 上田 敏丈
西南学院大学 門田 理世
兵庫教育大学 鈴木 正敏＃
広島大学 中坪 史典
武蔵野大学 箕輪 潤子

香蘭女子短期大学 森 暢子＃

P5-48 放射能による活動制限を経験している保育者の現状
―保育を行う上の心配事、思いに関する他県比較を通して―

四国大学生活科学部児童学科 加藤 孝士
四国大学生活科学部児童学科 中村 陽和＃
四国大学生活科学部児童学科 藤田 佳花＃

P5-49 幼児の集中力に及ぼす導入としての手遊びの促進効果
梅花女子大学 目久田 純一
宮城教育大学 越中 康治

P5-50 幼児期の自立排泄支援方法の開発
―大規模実態調査による検討―

京都大学大学院教育学研究科 成戸 洋介
ユニ・チャーム 菅 文美＃
ユニ・チャーム 河田 ひかり＃

京都大学大学院教育学研究科 明和 政子

P5-51 幼児期の食事道具使用の発達と養育者の介助行動の変化
早稲田大学人間総合研究センター 青木 洋子

P5-52 幼稚園年長児の食事場面における会話
上越教育大学大学院学校教育研究科 吉澤 千夏

文京学院大学人間学部 上村 佳世子

P5-53 幼稚園預かり保育のプログラム評価についての探索的研究(2)
上越教育大学大学院学校教育研究科 白神 敬介

P5-54 自己の可変性信念尺度開発の試み
東京家政大学大学院人間生活総合研究科 笠原 千秋
東京家政大学大学院人間生活総合研究科 平野 真理

P5-55 両親の夫婦関係における情緒的安定性尺度の開発
―日本語版 The Security in the Interparental Subsystem Scales作成の試み―

筑波大学大学院人間総合科学研究科 広瀬 愛希子
筑波大学人間系 濱口 佳和＃
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P5-56 構造方程式モデリングの結果の 1項目尺度による代替可能性
大学改革支援・学位授与機構 登藤 直弥
東京大学大学院教育学研究科 河本 愛子

P5-57 思春期女子における性別受容の時代差
―1987年から 2015年にかけての 8回の全国調査より―

藍野大学医療保健学部 日野林 俊彦
大阪大学人間科学研究科 清水(加藤) 真由子
大阪大学人間科学研究科 金澤 忠博

大阪成蹊短期大学 南 徹弘

P5-58 内的作業モデルの類型化によるレジリエンスの違い
聖徳大学大学院児童学研究科 清水 美恵

P5-59 保育巡回相談におけるケースカンファレンスの分析
―子ども理解のための新たな気づきのプロセス―

川崎市こども未来局 大島 真里子
白百合女子大学 秦野 悦子
帝京平成大学 瀬戸 淳子
帝京平成大学 野村 直子

川崎市こども未来局 佐藤 今日子
川崎市こども未来局 伊藤 麻美
川崎市こども未来局 小尾 有沙

P5-60 保育巡回相談をすすめるためにどのように保護者の承諾を得ているか(4)
川崎市こども未来局 佐藤 今日子
白百合女子大学 秦野 悦子
帝京平成大学 瀬戸 淳子
帝京平成大学 野村 直子

川崎市こども未来局 大島 真里子
川崎市こども未来局 伊藤 麻美
川崎市こども未来局 小尾 有沙

P5-61 保育巡回相談の結果報告を通して保護者支援を考える
川崎市子ども未来局 小尾 有沙
白百合女子大学 秦野 悦子
帝京平成大学 瀬戸 淳子
帝京平成大学 野村 直子

川崎市こども未来局 大島 真里子
川崎市こども未来局 佐藤 今日子
川崎市こども未来局 伊藤 麻美
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（在席責任時間 発表番号：奇数 15：30～16：20：偶数 16：30～17：20）

P6-1 2歳児の社会的発達
―児童館の幼児活動における指導員の働きかけと親子の反応に着目して―

東京家政大学大学院人間生活総合研究科 宮崎 孝子

P6-2 教師－児童関係の類型と学級適応感の関連
―関係形成の主体の所在と関係の道具性・情緒性の 2次元からの予備的検討―

愛知教育大学教育学部 弓削 洋子
名古屋市立常安小学校 齋田 裕香＃

P6-3 向社会的判断に影響を及ぼす要因の検討
―幼児は状況と表情のどちらに反応するか？―

鹿児島大学学術研究院法文教育学域教育学系 島 義弘

P6-4 挫折における自己成長感とネガティブな反すう頻度の関連の検討
川村学園女子大学人文科学研究科 大野 未来

川村学園女子大学 北原 靖子

P6-5 子ども同士の協同活動発達アセスメントの開発(3)
―アセスメント標準化のための経過検討―

筑波大学大学院人間総合科学研究科・文京学院大学 板倉 達哉
山梨大学大学院教育学研究科 吉井 勘人
筑波大学附属大塚特別支援学校 若井 広太郎
筑波大学附属大塚特別支援学校 仲野 みこ

実践女子大学生活科学部 長崎 勤
筑波大学人間系 熊谷 恵子

P6-6 子育て中の母親がとらえる乳児期の泣き
聖心女子大学キリスト教文化研究所 中山 博子

P6-7 思いやり的嘘の行動選択と「利他性」の理解
―課題形式による差異の検討―

東京大学大学院教育学研究科 北沢 祐香里

P6-8 施設出身者のライフストーリーの中で語られる alloparenting

――養育形態（家庭・施設）の比較論を超えてー―
茨城女子短期大学 安藤 みゆき

P6-9 時間的展望と主観的時間的距離感の関係の構造について
甲南大学大学院人文科学研究所 安藤 舞
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P6-10 自閉スペクトラム症における表情認識能力の構造的神経基盤
京都大学 魚野 翔太
京都大学 佐藤 弥＃

国際電気通信基礎技術研究所 河内山 隆紀＃
京都大学 義村 さや香＃

神経発達症研究推進機構 澤田 玲子＃
滋賀大学 久保田 泰考＃

洛和会音羽病院 崎濱 盛三＃
京都大学 十一 元三＃

P6-11 社会的スキル発達に意図判断のバイアスが与える影響
九州工業大学 佐藤 友美

P6-12 若年無業者支援に関わるきっかけと Generativityの関係について
NPO法人キャリアデザイン研究所 田中 小百合

P6-13 就労者のワークファミリーコンフリクト
―ワークライフバランスに関するインタビュー調査―

東京富士大学経営学部 伊波 和恵
実践女子大学人間社会学部 篠﨑 香織＃

東海大学情報学部 田畑 智章＃

P6-14 大学生における社会的視点取得能力について
―簡易版中学・高校生版社会的視点取得検査を用いて―

宇都宮大学 石川 隆行
新潟青陵大学 本間 優子

P6-15 働く母親の食事づくりは手抜きか？
―幼児をもつ母親の「購入食」利用を通して―

大正大学心理社会学部 長谷川 智子
広島修道大学健康科学部 今田 純雄＃
江戸川大学社会学部 福田 一彦＃

P6-16 乳幼児の心的状態の読み取りを測定する VTR刺激の開発と妥当性の検討
岡崎女子大学 小原 倫子
岡崎女子大学 岸本 美紀
同志社大学 石井 僚
県立広島大学 小山 里織

P6-17 未婚男女における結婚意欲と結婚の価値
文京学院大学 永久 ひさ子

P6-18 幼児・児童は何を手掛かりに友達にお茶を分けてあげるのか？
―幼児期及び児童期における向社会的行動とその理由づけの発達(2)―

福井大学教育学部 大西 将史
福井市文殊こども園 久保 遥香＃
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P6-19 幼児のゲーム場面における援助行動と他者認識の関係
神戸大学大学院人間発達環境学研究科 保田 梨穂

大阪府立大学人間社会システム科学研究科 岡本 真彦

P6-20 幼児期の自己－他者表情理解における「わからない」反応
富山大学人間発達科学部 近藤 龍彰

P6-21 STARTプログラムの 4歳児に対する介入効果
兵庫教育大学大学院学校教育学研究科 青山 翔

兵庫県明石市立二見西小学校 岸本 記公野
兵庫教育大学大学院学校教育学研究科 松村 京子

P6-22 多角的アプローチによる子育て支援実践の一事例
―特別支援学校幼稚部の多様な連携支援実践より―

東洋大学 田尻 由起
國學院大學 髙橋 幸子

P6-23 大学生におけるアパシー傾向
帝京科学大学教育人間科学部 旦 直子
帝京科学大学教育人間科学部 坂上 若菜＃

P6-24 保育所における幼児の語彙力・コミュニケーション能力の発達支援
富山大学大学院人間発達科学研究科 篠原 陽風

富山大学人間発達科学部 小林 真

P6-25 ASD児において幼児期の認知特性から学齢期の発達は予測できるか？
―8事例の追跡調査からの予備的検討：その 1―

横浜市総合リハビリテーションセンター：YRC 小林 千嘉子
横浜市総合リハビリテーションセンター：YRC 日戸 由刈
横浜市総合リハビリテーションセンター：YRC 原 郁子＃

東京学芸大学 藤野 博

P6-26 ASD児において幼児期の認知特性から学齢期の発達は予測できるか？
―8事例の追跡調査からの予備的検討：その 2―

横浜市総合リハビリテーションセンター：YRC 日戸 由刈
横浜市総合リハビリテーションセンター：YRC 小林 千嘉子
横浜市総合リハビリテーションセンター：YRC 原 郁子＃

東京学芸大学 藤野 博

P6-27 居場所（安心できる人）の評定と貢献感の関連
奈良学園大学 岡村 季光

P6-28 思春期における母子間葛藤に関する縦断的検討(1)
―変化パターンの類型の観点から―

名古屋大学大学院教育発達科学研究科 平石 賢二
皇學館大学教育学部 渡邉 賢二
東海学園大学人文学部 谷 伊織
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P6-29 思春期における母子間葛藤に関する縦断的検討(2)
―養育態度と変化パターンとの関連―

皇學館大学教育学部 渡邉 賢二
名古屋大学大学院教育発達科学研究科 平石 賢二

東海大学人文学部 谷 伊織

P6-30 大学生における「楽しく働きたい」の意味
滋賀大学教育学部 若松 養亮

P6-31 ｢模倣されること（随伴模倣）」が自閉スペクトラム症児の音声コミュニケーションに及ぼす効果
筑波大学人間系・日本学術振興会 石塚 祐香

慶應義塾大学文学部 山本 淳一＃

P6-32 9ヶ月児における物体学習場面でのアイコンタクトの効果
NTTコミュニケーション科学基礎研究所 奥村 優子
NTTコミュニケーション科学基礎研究所 小林 哲生＃

京都大学大学院文学研究科 板倉 昭二

P6-33 中学生の社会的行動についての研究(111)
―｢父親・母親が中学生に対してどのようなしつけ行動をしているか」に関する縦断的検討―

愛知学院大学 二宮 克美
名古屋大学 氏家 達夫
福島大学 五十嵐 敦

千葉県立保健医療大学 井上 裕光
名古屋文理大学短期大学部 山本 ちか

P6-34 中学生の社会的行動についての研究(112)
―2年間で一貫して全体的自己価値が高かった中学生の行動上の特徴―

名古屋文理大学短期大学部 山本 ちか
名古屋大学 氏家 達夫
愛知学院大学 二宮 克美
福島大学 五十嵐 敦

千葉県立保健医療大学 井上 裕光

P6-35 中学生の社会的行動についての研究(113)
―自分がどのようにみられているかの 2時点での変化―

千葉県立保健医療大学 井上 裕光
名古屋大学 氏家 達夫
愛知学院大学 二宮 克美
福島大学 五十嵐 敦

名古屋文理大学短期大学部 山本 ちか

P6-36 思春期における悪との接触に対する青年のとらえ直し
―発達的モラルレジリエンスモデルの提案(2)：仲間関係における両義性と悪の文脈形成―

広島国際大学心理科学部 鹿嶌 達哉
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P6-37 ASD青年におけるアイコンタクトに対する注意の高まり
―ライブ呈示 vs モニタ呈示による検討―

東京大学総合文化研究科 菊池 由葵子
東京大学総合文化研究科 明地 洋典
武蔵野東教育センター 計野 浩一郎＃
茨城大学教育学部 東條 吉邦
武蔵野大学教育学部 齋藤 慈子

東京大学総合文化研究科 長谷川 寿一＃

P6-38 Joint Actionにおける幼児の協調に関する時系列解析
京都大学大学院文学研究科 古畑 尚樹
富山大学人間発達科学部 佐藤 德＃
京都大学大学院文学研究科 板倉 昭二

P6-39 なつかしい記憶の想起が感情および精神的健康に及ぼす影響
川崎医療福祉大学医療福祉学部 瀧川 真也

P6-40 ピア・レスポンス参加者のピア・レスポンスに対する評価
―参加者が考える利点に焦点化して―

国際教養大学 石毛 順子

P6-41 移動の開始を包囲する凸凹に関する研究
松蔭大学コミュニケーション文化学部 青山 慶

P6-42 子どもに連言錯誤は生じるのか(2)
―｢天気予報問題」における小学生の推論様式―

早稲田大学 伊藤 朋子

P6-43 子どもの因果学習
―“やってみる”ことで判断は正確になる―

関西学院大学文学部 堀 麻佑子
大阪大学大学院人間科学研究科 沼田 恵太郎

関西学院大学文学部 桂田 恵美子

P6-44 自閉スペクトラム症を持つ児童による自閉スペクトラム症を持つ登場人物の物語理解
京都大学 米田 英嗣
京都大学 柳岡 開地

浜松学院大学 小山内 秀和
甲南大学 子安 増生

P6-45 自閉スペクトラム症児における間接発話の理解(3)
金沢大学 三浦 優生

東京学芸大学 松井 智子
東京学芸大学 藤野 博
茨城大学 東條 吉邦

武蔵野東教育センター 計野 浩一郎＃
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P6-46 自閉症者による社会的評価
東京大学 明地 洋典
東京大学 菊池 由葵子

東京電機大学 安田 哲也
茨城大学 東條 吉邦

武蔵野東教育センター 計野 浩一郎＃
東京大学 長谷川 寿一＃

P6-47 主語、心的状態語の使用の有無と心の理論の文化差
―日本、韓国、オーストラリア成人の比較―

龍谷大学経済学部 東山 薫

P6-48 将来の特性の変容可能性の推論に及ぼす付加情報の影響
明星大学教育学部 布施 光代

P6-49 小児における音高弁別能力の発達的変化
―高低弁別に着目して―

東京学芸大学教育学部、国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所知的障害研究部 北村 柚葵
国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所知的障害研究部 北 洋輔＃
国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所知的障害研究部 奥村 安寿子＃
国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所知的障害研究部 稲垣 真澄＃

東京学芸大学教育学部 奥住 秀之＃
東京学芸大学教育学部 石川 裕司＃

P6-50 親族関係理解に関する発達的研究(4)
―関係性の提示が子どもの理解にどのような影響を及ぼすか―

東京立正短期大学 三國 隆子

P6-51 他者への気づきによって幼児の説明は異なるか
九州大学大学院人間環境学府 沖田 夏美

九州大学大学院人間環境学府人間環境学研究院 実藤 和佳子

P6-52 痛みの因果理解の発達
―幼児から成人までの痛みの原因・コントロールについての理解―

新潟大学教育学研究科 中島 伸子

P6-53 発達障がい児における読み書き間での視線機能の比較
昭和女子大学人間社会学部心理学科 大森 幹真

P6-54 忘れられる語に傾向はあるのか
―バイリンガル幼児の一時的喪失データから―

神戸松蔭女子学院大学人間科学部 久津木 文

P6-55 埋没図形課題遂行における視線運動の個人差
―ASD傾向および ADHD傾向との関連―

昭和女子大学人間社会学部心理学科 木村 あやの
昭和女子大学人間社会学部心理学科 松永 しのぶ
昭和女子大学人間社会学部心理学科 松野 隆則＃
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P6-56 未就学児における罪悪感と心の理論との関連
九州大学大学院人間環境学府 山口 小夜子

九州大学大学院人間環境学研究所 実藤 和佳子

P6-57 友人間の勢力尺度の作成に関する研究
東北大学大学院教育学研究科 進藤 果林

P6-58 幼児アニミズムの新研究(5)：人形は生きているか
早稲田大学 中垣 啓
早稲田大学 伊藤 朋子

P6-59 幼児における左右概念の形成が鏡映文字の読みに及ぼす影響
帝京大学文学部 実吉 綾子
帝京大学文学部 池田 優花＃
帝京大学文学部 矢野 亜香里＃

P6-60 幼児における曖昧発話の解釈
―焦点化する側面を要因とした検討―

九州女子大学人間科学部人間発達学科 村上 太郎

P6-61 幼児期からの親子の読書活動と児童期の言語発達
目白大学 荒牧 美佐子

ベネッセ教育総合研究所 高岡 純子
東京大学大学院 秋田 喜代美

白梅学園大学大学院 無藤 隆

P6-62 幼児期における乳児顔への選好注視
東京学芸大学大学院連合学校教育学研究科 北田 沙也加

埼玉大学教育学部 清水 由紀

P6-63 夫婦のファイナンス知識と夫婦関係満足度との関連
―夫婦ペアデータによる分析―

東北大学大学院教育学研究科 神谷 哲司
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P7-1 ｢空想の友達」の生成と青年期の心理特性との関連
京都ノートルダム女子大学心理学科 高井 直美

P7-2 TEAと IPAを用いた、ソーシャル・キャピタルの検討
―村人による 10年毎に「受難劇」を上演するドイツ・オーバーアマガウの変遷―

白百合女子大学大学院文学研究科発達心理学専攻 森本 真由美

P7-3 自我体験の経験と宗教的態度の関連
―交差遅延効果モデルを用いた検討―

名古屋市立大学大学院人間文化研究科 天谷 祐子

P7-4 女子大学生用キャリア発達尺度の信頼性についての追加的分析
―項目と尺度得点間の相関係数の観点から―

昭和女子大学大学院生活機構研究科 木川 智美

P7-5 大学生におけるペット・友人・恋愛対象のアタッチメント機能
山形大学地域教育文化学部 藤岡 久美子

P7-6 卵を割る場所の移動にみる子どもの発達
―卵割りの発達心理学(1)―

茨城大学人文社会科学部 松本 光太郎
青山学院大学教育人間学部 坂上 裕子

P7-7 探索行動や卵割りの方略にみる子どもの発達
―卵割りの発達心理学(2)―

青山学院大学教育人間学部 坂上 裕子
茨城大学人文社会科学部 松本 光太郎

P7-8 母親による対幼児歌唱の再現性
―反復された歌唱音声の音響特徴―

玉川大学リベラルアーツ学部 梶川 祥世
一般財団法人ヤマハ音楽振興会 森内 秀夫
一般財団法人ヤマハ音楽振興会 澤水 真央＃

P7-9 防衛的悲観主義者の自己注目に関する検討
金沢大学人間科学系 荒木 友希子

P7-10 幼児期における自己と他者の認識(8)
―幼稚園年中時から年長時にかけて、遊ぶ頻度の異なる友だちについての語りはどう変化するか？―

東京経済大学 野田 淳子

P7-11 ｢園文化」の視点から保育をみる試み
―ある保育園のフィールドワークから―

京都教育大学 東村 知子
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P7-12 ｢他者とつながる」力を育む保育(5)
―｢善さ」に向かう自分をつくる、仲間とつくる―

北海道教育大学 川端 美穂
札幌国際大学 木村 彰子

P7-13 ｢他者とつながる」力を育む保育(6)
―同伴的 THEYに誘われて雪山との YOU的対話を深める―

札幌国際大学 木村 彰子
北海道教育大学 川端 美穂

P7-14 ｢保育相談支援」に反転学習と模擬養育者を導入した授業実践の評価
―知識テスト、事例の読み取りと支援方針案策定の結果から―

中村学園大学教育学部 笠原 正洋

P7-15 NICU退院後のハイリスク児の成育支援に関する国際的早期療育アプローチ
―低出生体重児の運動と認知発達のための予防支援プログラム―

相模女子大学 GABOR TOTH

P7-16 安全にデス・エデュケーションを行う方法の検討
―死に対する潜在的態度を指標として―

同志社大学研究開発推進機構 石井 僚

P7-17 園児の遊び場が持つ可能性の生態学的記述
―健康な心と体を育む園庭遊びの促進―

聖泉大学人間学部 炭谷 将史

P7-18 学習指導要領と国際バカロレア教育の教育理念の融合のさせ方に関わる探索的調査研究(4)
―形成的評価を促すルーブリックの学習過程に即した質的検討―

東京学芸大学教育学部 梶井 芳明
東京学芸大学次世代教育研究推進機構 宮澤 芳光＃

P7-19 教師と子どものずれはどのように生じるのか
―小学校算数「合同な図形」における科学的概念と生活的概念の発達に着目して―

お茶の水女子大学大学院修了 塩野入 愛

P7-20 教師にとっての異動の意味と異動に伴う変容プロセス
―高校における学校文化・学校ナラティヴという観点から―

山梨大学大学院教育学研究科 東海林 麗香
山梨県立塩山高等学校 小田 雄仁＃

P7-21 熊本地震における保育所・子育て支援センターの状況(1)
―被災後の保育所内、地域、関係機関との連携について―

日本女子大学家政学部児童学科 吉澤 一弥
浦和大学こども学部こども学科 丸谷 充子

東京家政大学 岩治 まとか
日本大学医学部附属板橋病院小児科 佐藤 菜穂
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P7-22 熊本地震における保育所・子育て支援センターの状況(2)
―管理職と職員の状況とメンタルヘルスの検討から―

浦和大学こども学部こども学科 丸谷 充子
東京家政大学 岩治 まとか

日本大学医学部附属板橋病院小児科 佐藤 菜穂
日本女子大学家政学部児童学科 吉澤 一弥

P7-23 熊本地震における保育所・子育て支援センターの状況(3)
―子どもと保護者の状況について―

東京家政大学 岩治 まとか
浦和大学こども学部こども学科 丸谷 充子

日本大学医学部附属板橋病院小児科 佐藤 菜穂
日本女子大学家政学部児童学科 吉澤 一弥

P7-24 小学生の身体活動量とメンタルヘルス、学校適応感との関連
―小学 6年生、性差での検討―

白梅学園大学大学院子ども学研究科 米澤 彩香
桜美林大学 森 和代

白梅学園大学大学院子ども学研究科 小保方 晶子

P7-25 乳幼児との交流体験学習における中学生の変化
―観察事例を通して見た子どもとの関わり方の変化―

東京学芸大学大学院連合学校教育学研究科 扇原 貴志
東京学芸大学大学院連合学校教育学研究科 潘 智惠＃
東京学芸大学大学院連合学校教育学研究科 叶内 茜＃

P7-26 保育の場におけるクラス集団づくりに関する研究 1

――保育者が捉えるクラスの状態の特徴ー―
石巻専修大学 平川 久美子
東北福祉大学 平川 昌宏

P7-27 保育の場におけるクラス集団づくりに関する研究 2

―保育におけるかかわりの困難さとクラスの状態との関連―
東北福祉大学 平川 昌宏
石巻専修大学 平川 久美子

P7-28 幼児期における謝罪と罪悪感に関する発達的変化
神戸大学大学院人間発達環境学研究科 丸山 絢子

P7-29 幼稚園 3歳児クラスにおける追いかけっこの援助プロセス
―修正版グラウンデッドセオリー法を用いた検討―

首都大学東京都市教養学部 田中 浩司

P7-30 ASD児のフィクショナル・ナラティブ
―抽象度の異なる 2つのアニメーション課題からの検討―

東京学芸大学大学院教育学研究科 髙木 望帆
東京学芸大学教育学部 藤野 博

東京学芸大学国際教育センター 松井 智子
茨城大学教育学部 東條 吉邦

武蔵野東教育センター 計野 浩一郎＃
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P7-31 子どものニーズに応じた学習支援・個別 SSTの並行的取り組み
―多角的な視点を持つ心理学的支援(3)―

白梅学園大学 飯野 雄大
白梅学園大学 市川 奈緒子
白梅学園大学 福丸 由佳

P7-32 自閉スペクトラム症児における読書の傾向と心の理論との関係
東京学芸大学教育学部 藤野 博
茨城大学教育学部 東條 吉邦

武蔵野東教育センター 計野 浩一郎＃

P7-33 障がい児を育てる母子世帯における生活状況
―両親世帯との比較から―

茨城キリスト教大学 江尻 桂子
茨城キリスト教大学 松澤 明美＃

P7-34 大学生の発達障害特性とピア・サポート
―障害特性の違いから―

筑波大学 庄司 一子
筑波大学 小川 祥史＃

筑波大学大学院人間総合科学研究科 高橋 智子

P7-35 発達障害児・者に対する態度と接触頻度との関連
愛知教育大学大学院教育学研究科 一柳 貴博

P7-36 児童における攻撃性の構造関係測定尺度の因子構造および共感への影響の検討
大阪人間科学大学 勝間 理沙

P7-37 親との関係性と世代性（Generativity）との関連
―女子大学生を対象として―

お茶の水女子大学大学院 阿部 かほり

P7-38 将来の運動能力に対する幼児用有能感尺度の開発
横浜国立大学教育学部 園田 菜摘

P7-39 お化けは乳幼児期から児童前期においてどのように認識されているのか？
―学齢満 1 歳児から小学 3 年児を対象にした一調査―

心泉學舎発達化学 Lab. 牛久 香織

P7-40 介護福祉士養成課程で学ぶ大学生の介護観
―自伝的記憶の観点から―

日本福祉大学健康科学部 久世 淳子
日本福祉大学健康科学部 間瀬 敬子＃
日本福祉大学健康科学部 藤原 秀子＃
日本福祉大学健康科学部 水谷 なおみ＃
日本福祉大学健康科学部 丹羽 啓子＃
日本福祉大学健康科学部 武田 啓子＃
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P7-41 機能的行為が無関連な行為の模倣に与える影響
―幼児と成人を対象に―

九州大学大学院人間環境学府 谷口 雄紀
九州大学大学院人間環境学研究院 実藤 和佳子

P7-42 子どもの学業達成と仲間関係における実行機能の役割
―小学校 1-2年生にわたる縦断的検討―

千葉大学 中道 圭人
日本女子体育大学 中道 直子
植草学園大学 中澤 潤

P7-43 子どもの泣きに対する父親の認知と対処行動の変化
―生後 2ヶ月と 4ヵ月の子どもの泣き場面における父親と母親のやり取りに着目して―

県立広島大学 小山 里織
愛知江南短期大学 森山 雅子
静岡県立大学 小林 佐知子
岡崎女子大学 小原 倫子

P7-44 私たちは、どのように折り紙を折っているのか？(22)
―大学生における円形折り紙と三角形折り紙の「折り」の方略―

至学館大学健康科学部 丸山 真名美

P7-45 縦断的観察でみられた 1歳齢児の指さし頻度変化の個人差
聖心女子大学 岸本 健

P7-46 他者の性質が異なるときの心の理解
―大学生の自由記述から―

尚絅大学文化言語学部 小沢 日美子

P7-47 定型発達の小学生における読み方略の使用
神戸大学大学院人間発達環境学研究科 佐藤 綾香
神戸大学大学院人間発達環境学研究科 鳥居 深雪

P7-48 道徳教育が心理学に求める知見
―道徳科の内容項目と道徳性・社会性・宗教等の意識、多様性の研究から―

神戸医療福祉大学 野本 玲子

P7-49 発達障害者における動作姿勢の検討
―Functional testと三軸加速度センサーによって―

都留文科大学文学部初等教育学科 中川 佳子
日本女子大学人間社会学部 小山 高正

P7-50 幼児・児童における他者に配慮した声の音量調節の発達的研究
―音量調節意識課題と思いやり課題との関連―

東京学芸大学教育実践研究支援センター 早野 留果
聖マリアンナ医科大学 木下 友葉＃

東京学芸大学教育実践研究支援センター 林 安紀子
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P7-51 幼児における発話と映像的身振りの統合的理解を妨げる要因
―認知処理の負荷を低減した課題を用いた検討―

広島大学大学院教育学研究科 三宅 英典
広島大学大学院教育学研究科 杉村 伸一郎

P7-52 幼児の数感覚の発達に関する分析
神戸親和女子大学大学院文学研究科 脇村 美穂

P7-53 幼児期における実際の友人と架空の他者の心の理解の違い
日本学術振興会・神戸大学大学院人間発達環境学研究科 古見 文一

日本学術振興会・京都大学大学院教育学研究科 枡田 恵
甲南大学文学部 子安 増生

P7-54 高齢期の「喪失」から「解放」へ向かうプロセスについて
―社会参加活動における役割から―

神戸大学大学院人間発達環境学研究科 安里 知陽

P7-55 成人期女性における「ひとりの時間」の検討
―質的分析および心理的適応との関連―

昭和女子大学 増淵 裕子
昭和女子大学 松永 しのぶ
鎌倉女子大学 大石 美佳

P7-56 成人後期における死に対する態度の変化パターン
―Group-based multi-trajectory modelingを用いて―

国立研究開発法人国立長寿医療研究センター NILS-LSA活用研究室 丹下 智香子
国立研究開発法人国立長寿医療研究センター NILS-LSA活用研究室 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 NILS-LSA活用研究室 富田 真紀子
国立研究開発法人国立長寿医療研究センター NILS-LSA活用研究室 大塚 礼＃

愛知淑徳大学健康医療科学部 安藤 富士子

P7-57 小児期発症型非行の再犯率および予後に影響をあたる要因
―児童自立支援施設入所児童を対象として―

国立武蔵野学院 大原 天青
国立武蔵野学院 富田 拓＃

三重大学 松浦 直己＃
埼玉大学 萩生田 伸子＃

国立武蔵野学院 青木 建＃

P7-58 発達障害児の投薬効果検証ツールとしてのアイトラッカー
―ツールとして利用するための課題の検証と解決法の検討―

日本獣医生命科学大学 柿沼 美紀
南九州大学 財部 盛久

医療法人愛燦会発達神経クリニックプロップ 上地 亜矢子
日本獣医生命科学大学 野瀬 出＃

日本大学医学部附属板橋病院 高橋 桃子
東京都市大学 紺野 道子
文京学院大学 上村 佳世子
白百合女子大学 五十嵐 一枝
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P7-59 地域と店舗の連携による防犯活動に関する研究(1)
―防犯ボランティアの活動内容と活動の課題の検討―

香川大学 大久保 智生
常葉大学 金子 泰之

関西学院大学 久保田 真功＃
愛媛大学 白松 賢＃

P7-60 看護師の離職要因とその過程の分析
―職務経験の長さと離職意識の発生時期からの検討―

三重大学 門脇 文子

P7-61 乳児における腹臥位から座位への姿勢転換運動
立教大学現代心理学部 山本 尚樹

P7-62 母親の育児行動に対する基本的心理欲求充足尺度の作成
埼玉大学教育学部 寺薗 さおり
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P8-1 ｢伝統的家族観」の多様性
―全国の 2,108人を対象としたWeb調査による検討―

横浜市立大学 平井 美佳
横浜市立大学 長谷川 麻衣

P8-2 ERPからみた日本の就学前児の心の理論
―心の理論獲得の文化差についての脳神経科学的検討―

東京女子大学大学院人間科学研究科 上窪 綾
東京女子大学 風間 みどり
東京女子大学 唐澤 真弓
東京女子大学 平林 秀美

P8-3 協同性の発達と誤信念理解
京都大学大学院教育学研究科 山口 将典

P8-4 高齢者に対する態度に影響する要因の因果モデル
福山大学大学院人間科学研究科 皿田 遥

福山大学人間文化学部 野寺 綾＃

P8-5 成人期を中心とした感謝を規定する心理的要因の分析
和洋女子大学人間社会科学系 池田 幸恭

P8-6 日本の親は子どもの尊敬感情をどの程度奨励しているのか
お茶の水女子大学 IR・教育開発学修支援センター 武藤 世良

P8-7 未就学児における他者の協力性見極めの特徴
―アイトラッキングを用いた検討―

玉川大学脳科学研究所 藤井 貴之
玉川大学脳科学研究所 高岸 治人

P8-8 幼児の感情認知に及ぼす謝罪の影響
―加害者・被害者の立場からの検討―

上智大学総合人間科学部 早川 貴子

P8-9 「気になる」子どもの遊びの共有と他児とのやりとりの変化
東北大学院教育学研究科 海鋒 康介

P8-10 重度・重複障がいのある子どもをもつ母親の我が子観の変容
―妊娠期から小学校就学の予備的分析―

北海道大学大学院教育学院 古川 章子
北海道大学大学院教育学研究院 川田 学

P8-11 インクルーシブ場面における「ルール」の理解
―余暇活動における発達促進に向けた取り組み―

東京家政学院大学 木村 文香
3rd Community Project 小野寺 綾乃

式場隆三郎記念クリニック 中村 干城
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P8-12 異学年集団における教師の自律性支援
―発話データを用いた分析―

香川大学教育学部 岡田 涼

P8-13 学生の自己困難認知プロセスが自己効力感・レジリエンスに与える影響
東京家政大学大学院人間生活総合研究科 飛田 菜月
東京家政大学大学院人間生活総合研究科 平野 真理

P8-14 学生の自己評価による自己特性に関する研究(2)
―自己評価と幼稚園教育実習経験の関連―

常磐会短期大学幼児教育科 糠野 亜紀

P8-15 学生参加による地域の子育て支援活動の一考察
―乳幼児を対象とした身体計測の実践と学生の変容―

岐阜聖徳学園大学短期大学部 大西 薫

P8-16 発達に遅れのある幼児のパーティゲーム課題を用いた集団指導プログラムの効果
株式会社 LITALICO 服部 祐果

株式会社 LITALICO・東京大学大学院 榎本 大貴＃
株式会社 LITALICO 本間 美穂＃

鳥取大学大学院医学系研究科臨床心理学講座 井上 雅彦

P8-17 不登校経験者の教育達成プロセス
名古屋芸術大学 大久保 義美

P8-18 保育者の子育て
―現場保育者との関係性に着目して―

小田原短期大学 菅原 麻帆子

P8-19 保育者養成課程学生における中高の職場体験の内容
―保育の計画性・指導案作成に関する体験に焦点を当てて―

東北文教大学 永盛 善博

P8-20 幼児期に「困難に打ち勝つ力」を育む
―スキル育成を支える自己効力感の検討―

わくわく base株式会社 石川 大晃
玉川大学大学院脳科学研究科 佐治 量哉＃

P8-21 ASD幼児の多義図形理解は定型発達児と同じか違うか？
岐阜大学 別府 哲

愛知みずほ大学短期大学部 工藤 英美
名古屋芸術大学 加藤 義信

東部地域療育センターぽけっと 成田 民子

P8-22 障害のある幼児に対する深みのある配慮とは
―SCATによる保育者の暗黙知の読み取り―

桜花学園大学保育学部 勝浦 眞仁
名古屋柳城短期大学 荻原 はるみ
名古屋市立大学 上田 敏丈
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P8-23 認知の特徴と個人の困難(1)
―業務の困難を呈する有職者の知能検査と大人の発達障害の特徴―

株式会社おきなわ edu 比嘉 佳代
株式会社おきなわ edu 金武 育子
株式会社おきなわ edu 玉城 絵里香
株式会社おきなわ edu 山里 真依子

P8-24 認知の特徴と個人の困難(2)
―ダウン症候群児の豊かな内面世界と言語―

株式会社おきなわ edu 玉城 絵里香
株式会社おきなわ edu 山里 真依子
株式会社おきなわ edu 金武 育子
株式会社おきなわ edu 比嘉 佳代

P8-25 発達障がいのある成人のためのコミュニケーション・ゲームの開発：男女差の検討
奈良女子大学研究院生活環境科学系 安藤 香織

がじゅまる 原 佐知子＃
イイトコサガシ 冠地 情＃

大阪市立大学文学研究科 安達 菜穂子＃

P8-26 発達障害の子どもたちの象徴遊び
―象徴遊びテストによる行為の傾向―

淑徳大学発達臨床研究センター 横田 千賀子
淑徳大学 池畑 美恵子

P8-27 小中一貫校・非一貫校における子どもの適応・発達(14)
―2015年・2016年のレジリエンスの変化に着目して―

和光大学 高坂 康雅
中央大学 都筑 学
東北大学 岡田 有司

常葉大学短期大学 金子 泰之

P8-28 小中一貫校・非一貫校における子どもの適応・発達(15)
―2015年・2016年のソーシャルサポートの変化に着目して―

中央大学 都筑 学
東北大学 岡田 有司

常葉大学短期大学 金子 泰之
和光大学 高坂 康雅

P8-29 小中一貫校・非一貫校における子どもの適応・発達(16)
―2015年・2016年の学校生活の諸領域に対する意識の変化に着目して―

東北大学 岡田 有司
常葉大学短期大学 金子 泰之

和光大学 高坂 康雅
中央大学 都筑 学
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P8-30 小中一貫校・非一貫校における子どもの適応・発達(17)
―2015年・2016年の学習動機づけの変化に着目して―

常葉大学短期大学 金子 泰之
和光大学 高坂 康雅
中央大学 都筑 学
東北大学 岡田 有司

P8-31 死への不安、死別経験とストレス対処方略
金城学院大学人間科学部 増田 公男

P8-32 自己報告による小学生の協調性
文教大学 登張 真稲
文教大学 名尾 典子
埼玉大学 首藤 敏元

あきる野市教育相談所 田村 沙織
帝京科学大学 大山 智子

P8-33 幼児と児童の協調性と母親の職業形態との関連性
―親評定尺度を用いた検討―

あきる野市教育相談所 田村 沙織
文教大学 登張 真稲
文教大学 名尾 典子
埼玉大学 首藤 敏元

帝京科学大学 大山 智子

P8-34 内発的目標・外発的目標とアイデンティティの関係を捉える
―高校生を対象とした学習意欲の質の簡便な測定方法の妥当性検討―

静岡大学 伊田 勝憲

P8-35 父親像形成要因についての検討
―学生のみる父子関係、夫婦関係、幼少期の父子関係・母子関係イメージとの関連性―

埼玉学園大学 尾形 和男

P8-36 ｢どれがいい？」課題における 4～6歳児の選択理由の説明
―ナラティブ発達評価指標作成に向けての基礎研究―

帝京平成大学 瀬戸 淳子
白百合女子大学 秦野 悦子

P8-37 オノマトペ理解の発達的検討
白百合女子大学大学院文学研究科 藤野 あすか

白百合女子大学 秦野 悦子

P8-38 かわいいという感情が課題パフォーマンスに与える効果
―ベビースキーマ的特徴を持たない“かわいいモノ”に着目して―

九州大学人間環境学府 大野 愛哉
九州大学 田中 真理
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P8-39 再構成課題における幼児の固有的参照枠の使用
山口短期大学 鄭 暁琳

広島大学大学院教育研究科 杉村 伸一郎

P8-40 児童における 2者での話し合いによる新奇物分類の特徴
―2年生と 5年生の分類カテゴリの比較―

名古屋柳城短期大学 片山 伸子
立命館大学 小川 徳子＃

P8-41 自閉スペクトラム症児における発話の間（ま）の解釈
東京電機大学 安田 哲也

十文字学園女子大学 伊藤 恵子
埼玉医科大学総合医療センター 高田 栄子＃

東京電機大学 小林 春美

P8-42 生活環境における乳児の歩行の発達と物の運搬
東京大学大学院教育学研究科学際情報学府 西尾 千尋
東京大学大学院教育学研究科学際情報学府 工藤 和俊＃

多摩美術大学 佐々木 正人

P8-43 青年群における記述対象評定法による痛みの諸特性の検討
金城大学 奥田 裕紀

P8-44 母親の言語入力と子どもの言語発達
―母親の発話数と平均発話長―

大阪総合保育大学 小椋 たみ子
大阪総合保育大学 増田 珠巳＃

京都市山科・深草保健福祉センター 平井 純子
なし 浜辺 直子＃

愛知淑徳大学 宮田 Susanne

P8-45 幼児におけるソースモニタリングとワーキングメモリ課題の項目情報と系列情報の記憶との関連
広島大学大学院教育学研究科 小澤 郁美
広島大学大学院教育学研究科 湯澤 正通

P8-46 幼児における数表記の理解と産出の発達(10)
―数字の読み書きが打数かぞえ・加算に与える影響の検討―

京都女子大学発達教育学部 古池 若葉
京都ノートルダム女子大学現代人間学部 山形 恭子

P8-47 幼児のふり遊びにおける食物・道具に関する一般的知識の獲得
日本女子体育大学 中道 直子

P8-48 幼児の信頼の基準とは
―目隠し課題より―

九州大学教育学部 三好 美央
九州大学 実藤 和佳子
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P8-49 高齢者の生活とまなび
―高齢者に現れやすい行動傾向との関連性について―

川村学園女子大学文学部 蓮見 元子
川村学園女子大学文学部 北原 靖子

P8-50 成人女性の高齢期におけるソーシャルサポート期待
―子どもの性別による検討―

昭和女子大学大学院生活機構研究科 松永 しのぶ
鎌倉女子大学家政学部 大石 美佳

P8-51 成人女性の将来展望
―獲得感と喪失感からの検討―

鎌倉女子大学家政学部 大石 美佳
昭和女子大学大学院生活機構研究科 松永 しのぶ

P8-52 思春期の内在化問題行動における母子相互作用の探索的研究
東北大学大学院教育学研究科 塚越 友子
東北大学大学院教育学研究科 加藤 道代

P8-53 成人のアタッチメントの安定性に関する研究
―レジリエンスに着目して―

神戸大学大学院人間発達環境学研究科 山口 京佳

P8-54 函館市の母子保健事業における心理職の役割について
函館市子ども未来部母子保健課 服部 菜摘
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人物索引

※数字は、発表番号を示します。

記号

KL 基調講演

IL1～IL2 招待講演

AS1～AS6 大会委員会企画シンポジウム

BS1～BS2 日本発達心理学会企画シンポジウム

CS1～CS2 日本発達心理学会・他学会等共催シンポジウム

DS1～DS4 関連団体企画シンポジウム

SL 日本発達心理学会賞（論文賞）受賞者小講演

TS1～TS2 チュートリアル・セミナー

SS1-1～SS8-4 会員企画 自主シンポジウム

RT1-1～RT8-7 会員企画 ラウンドテーブル

P1-1～P8-54 ポスター発表

※太字の発表番号は、筆頭発表者を示します。

※氏名の後の＃は、会員でない方を示します。



【 A 】
阿部 かほり P7-37

阿部 廣二 RT2-2,P3-50

安達 菜穂子＃ P8-25

足立 智昭 AS2,DS4,
RT5-5

會澤 加奈子＃ RT6-6

相澤 雅文 P3-3,P3-4,P3-5

相澤 直樹 P2-53

赤羽 尚美 P4-53

赤松 百合子＃ RT7-3

明地 洋典 P6-37,P6-46

秋本 雅衣子 P5-43

秋田 喜代美 P5-47,P6-61

天井 響子 P2-56

天野 美緒 P1-8,P1-9

天野 丞可＃ RT3-2

天谷 祐子 P7-3

安藤 富士子 P1-30,P7-56

安藤 寿康 RT4-5

安藤 香織 P8-25

安藤 舞 P6-9

安藤 みゆき P6-8

安藤 智子 P3-60

青木 直子 P3-13

青木 徳子 P2-35

青木 建＃ P7-57

青木 洋子 P5-51

青野 篤子 CS2

青柳 尚朗＃ P2-7,P2-8

青山 慶 P6-41

青山 謙二郎 P5-21

青山 新吾 SS8-2,RT1-2

青山 翔 P6-21

新井 直人＃ P3-6,P3-7

荒木 穗積 P1-54

荒木 美知子 P1-54

荒木 みさこ＃ P4-41

荒木 友希子 P7-9

荒牧 美佐子 P6-61

荒尾 晴惠＃ P2-45

有馬 明恵 P1-46,P1-47

浅田 晃佑 P2-26

浅川 淳司 RT7-4,RT8-5

浅川 南 P2-47

浅野 愛子＃ RT6-2

芦田 宏＃ P5-47

麻生 典子 P5-26

【 B 】
馬場 絢子 P1-42

潘 智惠＃ P7-25

坂西 友秀＃ SS5-1

戸次 佳子 P5-44

別府 悦子 SS7-2,P2-31

別府 哲 SS7-2,RT4-4,
P2-31,P5-8,
P8-21

バー ヴィヴィアン＃CS2

Butler David＃ P4-62

【C】
地内 亜紀子 P2-22

【D】
旦 直子 P6-23

堂山 亞希 SS5-4

【 E 】
江上 園子 P5-3

江尻 桂子 RT8-5,P7-33

遠藤 利彦 SS3-1,SS6-3

榎本 大貴＃ P1-6,P8-16

惠良 美津子 P2-30

越中 康治 RT7-5,P5-49

【 F 】
藤 翔平 P4-40

藤原 加奈江 RT6-6

藤井 美和＃ SS7-2

藤井 貴之 P8-7

藤野 あすか P8-37

藤野 博 DS-1,SS8-1,
RT4-4,P1-19,
P2-15,P2-16,
P2-25,P2-28,
P2-37,P4-58,
P6-25,P6-26,
P6-45,P7-30,
P7-32

藤野 正和 P2-29

藤野 友紀 SS2-2

藤岡 久美子 P7-5

藤崎 春代 P1-51

藤﨑 眞知代 P4-59,P4-60,
P4-61

藤澤 翠美花 P4-45

藤田 文 P5-29

藤田 清澄 RT4-1

藤田 佳花＃ P5-48

藤原 秀子＃ P7-40

藤原 愛＃ P1-40

深田 昭三 RT7-4

深澤 守男＃ P1-7

深澤 雄紀＃ RT6-2

福田 佳織 SS5-1

福田 一彦＃ P6-15

福田 きよみ RT8-6

福田 健 P4-12

福丸 由佳 AS6,P7-31

舩越 俊一＃ P1-20

古畑 尚樹 P6-38

古川 章子 P8-10

古見 文一 P7-53

古田 直樹 CS1

古屋 喜美代 P2-47

古山 宣洋＃ P3-50

布施 光代 RT7-4,P6-48

伏見 友里 P1-11,P1-12

【G】
郷間 英世＃ P1-16

五味 美奈子 SS5-2

権藤 桂子 RT6-3

権藤 恭之 AS3,RT3-1,
P1-24

郷式 徹 RT1-3

後藤 聡 P4-6

後藤 亮＃ RT8-4

郡司 明子＃ RT8-6

【H】
萩生田 伸子＃ P7-57

萩原 拓 SS1-3,P2-24

萩原 裕子＃ P2-61

計野 浩一郎＃ P2-15,P2-16,
P2-25,P2-26,
P4-58,P6-37,
P6-46,P7-30,
P7-32,P6-45

白馬 智美 P1-19

浜辺 直子＃ P8-44

濵田 隆紀＃ P3-22

濱口 佳和＃ P5-55

浜崎 隆司 P5-42

半澤 礼之 RT2-1

原 郁子＃ P1-19,P6-25,
P6-26

原 佐知子＃ P8-25

原田 新 P2-54

服巻 智子 DS2

長谷川 真里 RT7-5,P3-8

長谷川 武弘＃ SS3-3

長谷川 智子 P6-15

長谷川 寿一＃ P2-26,P6-37

P6-46

長谷川 麻衣 P8-1

橋本 久美＃ P4-2

橋本 創一 SS5-4,RT6-6

橋本 剛＃ SS7-4

橋本 祐子 IL1,RT7-5

橋本 裕美＃ P1-24

蓮見 香穂 P3-24

蓮見 元子 P2-13,P2-14,
P8-49

畑 潮 P3-51,P3-52

秦野 悦子 CS1,P1-53,
P4-47,P5-59,
P5-60,P5-61,
P8-36,P8-37

畑山 みさ子＃ RT8-4

服部 敬子 SS7-2,RT5-2

服部 菜摘 P8-54

服部 祐果 P8-16

早川 貴子 P8-8

早野 留果 P7-50

林 安紀子 SS5-4,RT6-6,
P7-50

林 大輔＃ SS2-1

林 創 P3-2
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林 幸範 P4-37,P4-38

日比 優子 P2-43

日尾野 愛 P4-52

飛田 菜月 P8-13

肥田 武＃ P4-49

日高 茂暢＃ AS4

日高 友郎＃ RT3-2

比嘉 佳代 P8-23,P8-24

東村 知子 CS2,P7-11

樋口 寿美 P2-47

日原 尚吾 P3-57

日野林 俊彦 P5-57

平林 秀美 P5-33,P8-2

平井 純子 P8-44

平井 啓＃ P5-7

平井 美佳 P8-1

平石 界＃ RT7-5

平石 賢二 P6-28,P6-29

平川 久美子 P3-3,P3-4,
P3-5,P7-26,
P7-27

平川 真＃ P3-35

平川 昌宏 P7-26,P7-27

平野 真理 P2-52,P5-54,
P8-13

平野 幹雄 AS2,DS4,
RT5-5

平野 慎也＃ P2-38

平沼 博将 SS2-2

平田 香奈子＃ P3-35

平山 亮＃ SS4-3

広瀬 愛希子 P5-55

廣瀬 翔平 P4-48

広瀬 由紀 P3-11

廣田 愛海 P2-52

廣利 吉治 RT5-4

久崎 孝浩 P5-10

保木井 啓史＃ SS5-3

本間 美穂＃ P8-16

本郷 一夫 KL,AS4,AS5,
CS1,P3-3,
P3-4,P3-5

本間 博彰＃ AS2

本間 優子 P3-12,P6-14

堀(斉藤) 由里 P5-40

堀島 由香＃ P2-31

保坂 裕子 RT7-7

星 茂行 DS4

細馬 宏通＃ RT2-4

玄 正煥＃ P1-33

【 I 】
一條 玲香 P1-44

市川 恵 P2-10,P2-11

市川 奈緒子 RT1-2,P2-17,
P7-31

一瀬 早百合 SS7-1,P2-33

一柳 貴博 P7-35

伊田 勝憲 P8-34

家島 明彦 DS3,RT1-4

五十嵐 敦 RT4-3,P3-55,
P6-33,P6-34,
P6-35

五十嵐 一枝 P2-30,P7-58

伊原 小百合＃ P2-10,P2-11

飯田 敏晴＃ RT7-1

飯塚 康代＃ RT5-3

飯島 典子 P3-3,P3-4,P3-5

飯村 周平 P3-48

飯野 雄大 P7-31

飯塚 あい＃ RT2-5

池田 準＃ P1-7

池田 七海 P5-39

池田 律＃ P3-21

池田 忠義＃ RT5-3

池田 友美＃ P1-16

池田 曜子 P3-25

池田 幸恭 SS7-4,P8-5

池田 優花＃ P6-59

池畑 美恵子 P2-46,P8-26

池内 修子＃ P4-3

今林 俊一 P4-37,P4-38

今田 純雄＃ P6-15

今福 理博 P4-62

今川 恭子 P2-10,P2-11

松村 京子 P3-26,P5-13,
P6-21

今岡 多恵 P1-36,P5-18

藺牟田 洋美 RT6-5

稲垣 宏樹 AS3

稲垣 真澄＃ P6-49

伊波 和恵 P2-61,P6-13

稲吉 玲美 P1-41

井上 裕光 P6-33,P6-34,
P6-35

井上 和久＃ P1-16

井上 真理子 P1-39

井上 雅彦 P8-16

乾 敏郎 SS1-2

狗巻 修司 P2-9

井崎 基博 SS4-1,P2-38

石橋 彩波 P3-54

石橋 太加志 P4-14

石橋 裕子 P4-37,P4-38

石橋 優美 P2-7,P2-8

石田 有理 P4-25

石毛 順子 P6-40

石井 正子 P4-36

石井 信子 P2-34

石井 僚 P6-16,P7-16

石井 富美子 P4-59,P4-60,
P4-61

石井 悠 SS3-1

石井 佑可子 SS3-1

石島 このみ P4-33

石川 大晃 P8-20

石川 かおる＃ RT2-3

石川 眞佐江＃ SS3-3

石川 隆行 P6-14

石川 裕司＃ P6-49

石川 由美子 SS8-2,RT7-2

P1-14

石山 周＃ SS2-3

石塚 祐香 P6-31

板橋 愛実 P3-6,P3-7

板倉 昭二 P2-26,P6-32,
P6-38

板倉 達哉 P6-5

伊藤 麻美 P5-59,P5-60,
P5-61

伊藤 恵里子 RT4-1

伊藤 佳代子＃ SS8-2

伊藤 一美 P1-3,P1-4

伊藤 恵子 P8-41

伊藤 理絵 RT8-1

伊藤 良子 P2-39

伊藤 哲司 SS6-2

伊藤 裕子 P2-57

伊藤 朋子 P6-42,P6-58

伊東 一郎＃ RT6-5

岩治 まとか RT3-5,P7-21,
P7-22,P7-23

岩倉 昌子＃ RT3-4

岩佐 康弘 P4-19

岩田 美保 P3-11,P4-1

岩立 志津夫 SL,P5-26

【 J 】
吉 沅洪＃ SS6-1

姜 娜 SS6-1,P1-56,
P3-53

直原 康光 P3-60

趙 英喜 P3-16

【 K 】
蒲谷 槙介 SS3-1

門田 理世 P5-47

門脇 文子 P7-60

加賀美 春香 P4-47

海鋒 康介 P8-9

梶井 芳明 P7-18

梶川 祥世 P1-13,P7-8

梶谷 恵子＃ RT7-3

柿沼 美紀 P2-30,P7-58

角原 佳介 RT7-2

鎌田 圭甫 RT6-3

亀井 美弥子 RT4-2,RT6-1

上窪 綾 P8-2

上村 誠也 P2-47

神谷 哲司 AS6,P4-44,
P6-63

上山 真知子 IL2,BS1

神山 直子 P4-30

加茂 登志子＃ P4-24

金井 智恵子 SS1-3,P3-40

鹿子木 康弘 P4-62

金谷 京子 DS4

金澤 忠博 P2-18,P2-27,
P2-38,P5-57

冠地 情＃ P8-25
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神田 直子 P2-3

金田 利子 RT2-5

金平 希 P1-10,P2-12

金子 龍太郎 P1-35

金子 泰之 P7-59,P8-27,
P8-28,P8-29,
P8-30

糠 明珊 P1-48

菅野 ひろみ P4-5

叶内 茜＃ P7-25

唐澤 真弓 P5-33,P8-2

笠原 千秋 P5-54

笠原 正洋 P7-14

葛西 真記子＃ SS1-1

河西 奈保子＃ P1-13

笠松 美歩＃ P5-25

鹿嶌 達哉 P6-36

柏尾 眞津子 RT2-1

片桐 正敏 AS1

片山 伸子 P8-40

加藤 弘通 P1-36

加藤 浩平 RT4-4

加藤 邦子 RT5-2,P1-2

加藤 正晴＃ SS3-3

加藤 道代 KL,AS5,
RT3-3,P1-44,
P4-44,P8-52

加藤 孝士 P5-48

加藤 寿朗＃ P4-35

加藤 寿宏＃ P1-16

加藤 義信 RT7-6,RT8-5,
P8-21

清水(加藤) 真由子P2-18,P2-27,
P5-57

勝間 理沙 P7-36

桂田 恵美子 P3-1,P5-15,
P5-20,P6-43

勝浦 眞仁 P8-22,BS1

川端 美穂 P7-12,P7-13

河邉 眞千子＃ RT8-2

河原 美彩子 P5-16

河原 紀子 P3-39

河合 優年 P4-29,P5-31

川上 文人 RT8-1

川本 哲也 SS6-3,RT4-5,
P3-46

川村 早織 P2-16

川村 祐未 P1-10

川那部 隆司＃ P4-23

川野 健治 P1-40

川﨑 聡大 AS1

川島 大輔 BS1,P1-15,
P1-40

川嶋 健太郎 P2-13,P2-14

川島 隆太＃ SS4-4

河田 ひかり＃ P5-50

川田 学 P8-10

加用 文男 SS8-4

風間 みどり P5-33,P8-2

慶野 直美＃ P2-40

岐部 智恵子 P5-23

木谷 俊介＃ SS3-3

木戸 彩恵 DS3,RT3-2,
RT7-7

木原 久美子 P2-19

木川 智美 P7-4

菊地 一晴 P4-56

菊池 けい子 P2-40

菊池 由葵子 P6-37,P6-46

木村 彰子 P7-12,P7-13

木村 あやの P6-55

木村 文香 P8-11

木村 裕美 P1-52

木村 美奈子 RT1-3

木村 充子 RT8-6

木村 有里＃ P5-38

金武 育子 P8-23,P8-24

金城 光 P1-28

金城 志麻 RT8-2

木野 和代＃ P5-24

木下 孝司 RT2-5,RT6-4

木下 友葉＃ P7-50

岸本 記公野 P6-21

岸本 美紀 P6-16

岸本 健 P7-45

岸野 麻衣 P4-54

北 洋輔＃ P6-49

北田 沙也加 P6-62

北川 恵 RT8-2

北川 小有里＃ P2-31

北原 靖子 P2-13,P2-14,
P6-4,P8-49

北島 博之＃ P2-38

北村 勝朗＃ RT6-5

北村 柚葵 P6-49

北沢 祐香里 P6-7

木谷 秀勝＃ RT4-4

小林 千嘉子 P1-19,P6-25,
P6-26

小林 春美 SS4-1,P8-41

小林 勝年 P2-41

小林 真 P6-24

小林 佐知子 P7-43

小林 小夜子 P5-41

小林 哲生＃ P6-32

小林 朋子 P4-31

河内山 隆紀＃ P6-10

古賀 佳樹 P1-15,P1-40

小出 ナオキ＃ P1-7

小池 敏英 SS4-1

古池 若葉 P4-32,P8-46

小島 博子 P2-15

小島 康次 SS1-2,RT7-6

小島 康生 P5-9

小松 正史＃ P4-3

米田 英嗣 SS5-2,SS8-1,
P6-44

小峯 弘子＃ P1-56

薦田 未央 P1-3,P1-4

河本 愛子 SS6-3,P4-8,

P5-56

近藤 清美 DS2,RT5-2

近藤(有田) 恵 P1-15

近藤 龍彰 RT8-1,P6-20

小西 千秋＃ SS1-1

小西 行郎 SS3-3

紺野 道子 P2-30,P7-58

糠野 亜紀 P8-14

香野 毅 SS7-2,RT6-2

Koops Willem＃ IL1

小佐川 心子＃ P2-10,P2-11

高坂 康雅 SS7-4,P8-27,
P8-28,P8-29,
P8-30

小谷 誼美＃ RT2-3

甲賀 良＃ P3-6,P3-7

香曽我部 琢 RT3-2,RT4-1

小山 里織 P6-16,P7-43

小山 高正 P7-49

子安 増生 AS1,RT6-4,
P6-44,P7-53

Kreig Alexander＃ P1-42

久保 遥香＃ P6-18

久保 信代＃ RT8-2

久保 瑶子 P2-36

久保 ゆかり RT8-1

久保木 有希子＃ P1-55

久保田 真功＃ P7-59

久保田 泰考＃ P6-10

久保山 茂樹 RT1-2

工藤 英美 P8-21

工藤 和俊＃ P8-42

工藤 渓 P5-27

工藤 芳幸 SS8-2

久木山 健一 P5-12

熊谷 恵子 P6-5

熊谷 高幸 RT6-4

久米 瑛莉乃＃ P3-22

倉盛 美穂子 P3-35,P4-24

蔵本 真紀子 P4-15

蔵冨 恵 P1-21,BS2

呉 文慧 P5-37

栗原 啓祥 SS7-3

黒田 美保 DS2,SS1-3,
P1-42

黒石 憲洋 RT7-1,P2-5

黒澤 泰 P2-58

日下部 典子 P2-12

楠見 孝 P1-22

樟本 千里 P3-49

久津木 文 P6-54

久世 淳子 P7-40

【 L 】
李 旉昕＃ SS6-2

李 熙馥 AS4

Li Wang＃ P5-33

連 傑濤＃ SS6-1
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【M】
町田 奈緒子 SS1-1

前田 健一 P4-35

前川 あさ美 P1-45,P3-24,
P4-42

前川 浩子 RT8-3

前川 圭一郎＃ RT3-4

眞榮城 和美 RT8-3

牧野 光里 RT5-4

牧野 遼作 RT2-2,P3-50

蒔田 恭子 P2-18,P2-27

圓尾 奈津美＃ P1-16

丸谷 充子 RT3-5,P7-21,
P7-22,P7-23

丸山 絢子 P7-28

丸山 真名美 P7-44

丸山 慎 SS1-2,P5-46

間瀬 敬子＃ P7-40

Masten S. Ann＃ IL2

枡 千晶＃ SS5-4

増淵 裕子 P7-55

増田 公男 P8-31

枡田 恵 P7-53

増田 珠巳＃ P8-44

益谷 真 P4-22

松田 美登子 P2-51

松井 智子 P4-58,P6-45,
P7-30

松熊 亮 P1-50

松本 恵美 P3-23

松本 光太郎 P7-6,P7-7

松本 学 SS3-1

松元 佑 P2-34

松永 しのぶ P6-55,P7-55,
P8-50,P8-51

松野 実 P3-22

松野 隆則＃ P6-55

松岡 洋夫＃ P1-20

松岡 陽子 P1-27

松嶋 秀明 P5-34

松島 公望 P2-59

松好 伸一 P3-10

松嵜 洋子 SS8-4

松﨑 泰 AS1

松澤 明美＃ P7-33

松浦 直己＃ P7-57

目黒 謙一＃ AS3

目久田 純一 P5-49

目良 秋子 SS4-3

髙木 望帆 P7-30

三國 隆子 P6-50

三國谷 仁美 P2-24

南 徹弘 P5-57

箕輪 潤子 P5-47

三浦 亜子 P4-26

三浦 大志＃ SS2-1

三浦 優生 P6-45

宮城 正作＃ P3-12

宮川 真純＃ RT3-1

三宅 篤子 DS1,SS1-3

三宅 英典 P7-51

三山 岳 P4-39

宮本 正一＃ P2-31

宮本 知子 P1-51

宮下 一博 SS1-1

宮田 Susanne P8-44

宮崎 清孝 P4-21

宮崎 孝子 P6-1

宮澤 芳光＃ P7-18

宮澤 有里＃ SS5-2

三好 美央 P8-48

溝部 聡子＃ RT2-3

溝江 唯 P2-21

水野 君平＃ P1-36

水谷 なおみ＃ P7-40

水谷 勉 P1-14

水谷 有希＃ P3-6,P3-7

宮本 信也＃ P3-38

望月 直人 P2-45

Mora B. Ralph＃ AS2,RT5-5

森 秀都 P2-20

森 和子 P1-57

森 和代 P7-24

森 正樹 DS1

森 暢子＃ P5-47

森口 佑介 AS1,BS2,P2-26

森本 真由美 P7-2

森岡 正芳 SS2-3,SS4-2

森下 葉子 SS5-1

森内 秀夫 P7-8

森脇 愛子 RT3-4

森山 雅子 P7-43

師岡 友紀＃ P2-45

モリス ジョン＃ IL2

元井 沙織 P4-34

麦谷 綾子＃ P1-13

向井 隆久 P3-36

向井 隆代 P2-49

村上 涼 P4-10

村上 太郎 P6-60

邑本 俊亮＃ SS3-2

武藤 世良 SS6-3,P8-6

無藤 隆 P5-47,P6-61

武藤 葉子＃ P1-16

明和 政子 P4-62,P5-50

【N】
鍋谷 梨恵 P5-11

永久 ひさ子 SS4-3,P3-45,
P6-17

長井 梓 P3-14

永井 智＃ RT7-1

永井 知子 P5-42

永井 祐也 P2-27

永盛 善博 P8-19

長岡 千賀 SS7-1

長崎 勤 SS4-4,RT6-2,
P1-8,P1-9,P6-5

永作 稔＃ RT8-7

永瀬 開 P3-42

長田 乾＃ AS1

中 知華穂＃ SS4-1

中田 周作＃ P4-49

中垣 啓 P6-58

中川 陽子 P3-38

中川 佳子 P7-49

中原 純＃ P2-1

中島 正世 P4-17

中島 美那子 P4-5

中道 圭人 P7-42

中道 直子 P7-42,P8-47

中村 陽和＃ P5-48

中村 干城 P8-11

仲野 真史 RT6-2,RT7-2

仲野 みこ RT7-2,P6-5

中野 茂 DS2,SS8-4,
P4-2

銘苅 実土＃ SS4-1

中島 伸子 P6-52

中田 栄 P1-1

中田 洋二郎＃ SS7-1

中坪 史典 SS5-3,SS7-3,
P4-49,P5-47

中内 麻美 P2-44

中谷 素之 RT7-1

中山 博子 P6-6

中山 奈緒子＃ P1-42

中澤 潤 P7-42

難波 久美子 P5-31

名尾 典子 P8-32,P8-33

成田 民子 P8-21

成田 朋子 P4-20

成戸 洋介 P5-50

名取 洋典 P2-5

夏目 知奈＃ RT3-4

根ヶ山 光一 TS2,RT4-2,
P4-33

根岸 香菜＃ P3-20

新見 愛 P1-45

新見 直子 P4-35

二宮 克美 P6-33,P6-34,
P6-35

西田 季里 P3-31

西田 若葉＃ P2-59

西垣 順子 RT2-1,P3-9

西川 正＃ DS4

西本 絹子 DS1,P3-16

西元 直美 P2-60

西村 太志 RT3-3

仁科 国之 P5-19

西野 美佐子 RT8-4,P3-44

西野 泰代 P2-48

西尾 千尋 P8-42

西尾 祐美子 SS2-3

西田 裕紀子 RT3-1,P1-30,
P7-56

日戸 由刈 CS1,SS8-1,
P1-19,P2-22,
P2-28,P6-25,
P6-26
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丹羽 啓子＃ P7-40

庭野 賀津子 P2-23

能智 正博 CS2,DS3

野田 淳子 P7-10

野田 満 RT8-5

野寺 綾＃ P8-4

野口 紗生 P4-21

野口 隆子 P5-47

野本 玲子 P7-48

野村 晴夫 SS4-2,P1-29

野村 直子 P5-59,P5-60,
P5-61

野村 豊子＃ P2-61

野村 佳申＃ P1-42

則近 千尋 P5-6

則定 百合子 RT5-3,RT8-3

野崎 秀正 RT7-1

野瀬 出＃ P2-30,P7-58

野嵜 茉莉 RT4-5

野﨑 瑞樹 P2-61

野澤 祥子 SS7-3,RT5-6

沼田 あや子 RT1-2

沼田 恵太郎 P1-24,P6-43

堀 麻佑子 P1-24,P6-43

【O】
小原 倫子 P6-16,P7-43

小尾 有沙 P5-59,P5-60,
P5-61

小保方 晶子 P1-43,P7-24

小保方 稔子 P3-59

大渕 守正 P1-23

落合 梨佳＃ P1-16

小田 雄仁＃ P7-20

小田 友理恵＃ P4-7

小田 豊＃ P5-47

尾形 和男 SS5-1,P8-35

小川 徳子＃ P8-40

小川 泰岳＃ P3-6,P3-7

小川 祥史＃ P7-34

荻野 佳代子＃ AS6

荻原 はるみ P4-20,P8-22

小椋 たみ子 P8-44

呉 宣児 SS6-2,RT7-7

大原 天青 P7-57

大橋 智樹＃ P3-17

大橋 靖史 RT2-1

大西 将史 P6-18

大野 愛哉 P2-32,P8-38

大滝 世津子＃ RT2-3

大井 学 SS8-1

大石 幸二＃ P2-44

大石 美佳 P7-55,P8-50,
P8-51

岡林 秀樹 RT3-1

岡田 涼 RT7-1,P5-39,
P8-12

岡田 有司 BS1,RT1-4,
RT2-1,P8-27,
P8-28,P8-29,

P8-30

岡花 祈一郎＃ RT2-5

岡本 英生 RT5-3

岡本 真彦 P6-19

岡本 依子 RT4-2

岡本 祐子 SS8-3

岡村 季光 P6-27

岡村 佳子 P1-7

大神田 麻子 P2-26

岡野 雅子 P3-30

岡崎 伸＃ SS8-3

沖潮(原田) 満里子SS6-2

沖田 夏美 P6-51

大久保 諒 P4-27

大久保 智生 P7-59

大久保 義美 P8-17

奥田 裕紀 P8-43

大熊 美佳子 P2-5,P3-47

奥村 安寿子＃ P6-49

奥村 優子 P6-32

大倉 得史 SS1-1

奥山 純子 P1-20

奥住 秀之＃ P6-49

Olson Sheryl＃ P5-33

大道 香織 P5-35

大宮 明子 P4-25

大森 幹真 SS2-1,P6-53

大森 隆司＃ SS7-3

大村 壮 P4-51

大西 彩子 P3-15

大西 薫 P8-15

尾野 明美 P4-41

大野 未来 P6-4

小野 美和 P3-32

大野 祥子 SS4-3

小野寺 敦子 P3-51,P3-52,
P4-34

小野寺 綾乃 P8-11

小野寺 涼子＃ RT6-1

隠村 美子 P2-47

大森 杏菜＃ P2-6

大園 啓子＃ P1-19

長田 真人 P2-53

小山内 秀和 P6-44

長内 優樹 P3-20

大島 聖美 RT3-3

大島 真里子 P5-59,P5-60,
P5-61

大島 みずき P3-27

太田 千尋＃ RT8-4

太田 正義 P1-36

大谷 和大 P5-36

大谷 壮史＃ P4-55

大谷 多加志 P1-16,P1-17

大伴 潔 SS4-1,RT6-6,
P2-21

大塚 秀実 P1-37

大塚 穂波 RT1-3,P3-37

大塚 礼＃ P1-30,P7-56

扇原 貴志 P7-25

大矢 葵＃ RT5-4

大山 智子 P8-32,P8-33

尾崎 康子 CS1,DS2

小沢 日美子 P7-46

小澤 郁美 BS2,P8-45

【 P 】
朴 聖希 P1-34

【 S 】
佐田久 真貴＃ P4-18

定池 祐季＃ AS5

佐伯 素子 P2-49

相良 順子 P2-57,P4-56

齋田 裕香＃ P6-2

齋藤 厚子 P3-33

齋藤 慈子 P6-37

齊藤 千鶴 P2-49

斉藤 こずゑ P4-4

齊藤 智＃ P3-58

齊藤 誠一 RT5-3

齋藤 有 RT7-2,P1-14,
P5-25

斉藤 幸枝＃ P1-7

齋藤 信 P1-18

齋藤 さらさ＃ P1-42

佐治 量哉＃ P8-20

坂上 裕子 RT5-2,P7-6,
P7-7

境 愛一郎 SS5-3,SS7-3

酒井 厚＃ RT4-5,RT8-3

酒井 彩子 RT8-3

酒井 佐枝子 RT8-2

榊原 良太 RT4-1

榊原 久直 RT5-1,RT8-2

榊原 洋一＃ P1-55

坂本 佳代子 DS4

坂田 陽子 P1-21

坂上 若菜＃ P6-23

阪脇 孝子 P3-19

崎濱 盛三＃ P6-10

櫻井 千穂＃ RT6-3

実藤 和佳子 P6-51,P6-56,
P7-41,P8-48

実吉 綾子 P6-59

皿田 遥 P8-4

笹川 彩＃ P2-30

佐々木 千恵美＃ P2-31

佐々木 正人 P8-42

佐々木 由美子 RT4-2

佐竹 真次 DS4,P5-11

佐藤 德＃ P6-38

佐藤 綾香 P7-47

佐藤 鮎美 P1-14

佐藤 公治 RT7-6

佐藤 今日子 P5-59,P5-60,
P5-61

佐藤 眞子 RT5-3

佐藤 菜穂 RT3-5,P2-30,
P7-21,P7-22,
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P7-23

サトウ タツヤ SS5-3,RT3-2

佐藤 友美 RT8-7,P6-11

佐藤 朝美＃ P1-55

佐藤 弥＃ P6-10

佐藤 由香理 P3-17

澤田 玲子＃ P6-10

澤田 忠幸 P4-57

澤田 陽一＃ P4-3

澤水 真央＃ P7-8

佐柳 信男 RT7-1

関口 はつ江 P3-33

関根 悟＃ SS2-1

瀬成田 実＃ RT6-7

瀬野 由衣 RT1-3

瀬戸 淳子 P5-59,P5-60,
P5-61,P8-36

柴山 直＃ AS5

芝崎 美和 P3-56,P5-45

芝崎 良典 P3-56,P5-45

柴田 理瑛 AS2,RT5-5

柴田 利男 P5-30

渋谷 郁子 P4-23

重野 桂 P4-13

鹿野 裕美＃ AS5

島 義弘 P6-3

嶋田 容子 SS3-3

島藤 安奈 P2-18,P2-27

嶋口 裕基＃ RT2-2

嶋﨑 文哉 P3-45

清水 寛之 SS4-2,P1-28

清水 里美 P1-16,P1-17

清水 美恵 P5-58

清水 由紀 P6-62

下郡 啓夫＃ P4-3

下島 裕美 P1-46,P1-47

下村 理愛 P1-6

志村 洋子 SS3-3,P2-10,
P2-11

進藤 果林 P6-57

篠田 麻佳 P3-15

篠田 有希＃ SS4-4

篠原 陽風 P6-24

篠﨑 香織＃ P6-13

新谷 和代 P3-6,P3-7

汐見 稔幸＃ P1-55

塩野入 愛 P7-19

白神 敬介 P5-53

白井 真理子＃ RT8-1

白井 利明 TS1,SS4-2,
RT2-1

白石 優子 P4-33

白松 賢＃ P7-59

白澤 舞＃ RT8-6

正田 悠＃ P2-1

庄司 一子 P5-18,P7-34

東海林 麗香 P7-20

荘島 幸子 SS1-1

首藤 敏元 P3-49,P8-32,
P8-33

副島 賢和＃ BS1

園田 直子 RT2-1

園田 菜摘 P7-38

須田 治 RT5-1

須藤 史晴＃ SS4-1

菅 文美＃ P5-50

菅波 澄治 DS3

菅野 幸恵 RT4-2

菅沼 慎一郎 P1-38

菅原 麻帆子 P8-18

菅原 ますみ＃ AS6,RT4-5,
P1-55

杉本 彩音 P4-42

杉本 英晴 RT8-7,P2-2

杉本 五十洋＃ P4-48

杉本 真理子 P4-59,P4-60,
P4-61

杉村 和美 P2-59,P3-57

杉村 伸一郎 SS1-2,RT8-5,
P3-35,P4-40,
P7-51,P8-39

杉岡 千宏＃ SS5-4

杉浦 采夏＃ SS5-4

杉山 佳菜子 P5-38

杉山 崇 SS5-2,P4-17

炭谷 将史 P7-17

孫 怡 SS6-1,P3-53

角南 なおみ P4-43

須藤 邦彦＃ P2-44

諏訪 絵里子 P1-10

諏訪 きぬ RT4-1

諏方 智広 P4-9

鈴木 佳奈＃ RT3-3

鈴木 亜由美 P5-28

鈴木 豪 P2-7,P2-8

鈴木 晴子 P4-63

鈴木 宏幸＃ AS3

鈴木 正敏＃ P5-47

鈴木 忠 P1-25

鈴木 智子 P5-1

鈴木 雄大＃ P1-28

【 T 】
田畑 智章＃ P6-13

田部井 賢一＃ P2-1

田垣 正晋 SS6-2

田川 薫 P1-42

田口 久美子 RT6-7,P2-47

田島 大輔 P2-6

田島(北村) 真知子P2-38

田島 信元 SS4-4,RT6-5

田尻 由起 P6-22

高田 明 RT2-4

高田 栄子＃ P8-41

高田 直人 P2-35

高木 紀子 SS4-3

高岸 治人 P8-7

高橋 彩 RT6-5

高橋 千枝 P3-3,P3-4,P3-5

高橋 春香 P2-37

高橋 翠 RT5-6

高橋 美保 P1-42

高橋 美代子＃ RT5-3

高橋 桃子 P2-30,P7-58

高橋 登 SS4-1,RT7-7

髙橋 幸子 P6-22

高橋 幸子＃ P4-3

高橋 智子 P7-34

高井 弘弥 P4-29

高井 直美 P1-3,P1-4,P7-1

高梨 克也＃ RT2-4

鷹野 遥香＃ SS4-4

高岡 純子 P1-55,P6-61

財部 盛久 P1-5,P2-30,
P7-58

高澤 健司 RT2-1

寳 鈴子＃ RT6-7

高谷 理恵子 P5-22

高櫻 綾子 RT2-3

武部 正明 SS8-1,P2-28

武田 啓子＃ P7-40

武井 澄江 P1-11,P1-12

竹森 亜美＃ P2-44

竹村 明子 RT3-1

竹下 美穂＃ P1-46,P1-47

竹内 一真 P2-62

武山 花野 P5-46

瀧川 真也 P6-39

滝口 圭子 SS2-2,RT7-4

玉井 紀子＃ P2-43

玉城 絵里香 P8-23,P8-24

田村 初枝＃ P2-40

田村 沙織 P8-32,P8-33

田村 徳子 P1-55

田村 隆泰＃ P1-28

田中 章浩＃ P5-16

田中 元気＃ RT7-3

田中 浩司 P7-29

田中 真理 P2-32,P8-38

田中 みどり SS4-1

田中 奈津美＃ RT5-4

田中 小百合 P6-12

田中 駿 P1-16

田中 健夫＃ SS7-4

田中 康雄＃ SS7-2

田仲 由佳 P1-31

田中 裕美子＃ RT6-3

唐 音啓 P2-55

丹下 智香子 SL,P1-30,P7-56

谷 冬彦 SS1-1

谷 伊織 P6-28,P6-29

谷口 あや P2-9

谷口 雄紀 P7-41

Tardif Twila＃ P5-33

田坂 裕子 P2-39

田崎 榛菜 P2-18,P2-27

田代 琴美 P5-5

田代 志門＃ SS8-3

立石 由香 P3-28

田澤 実 P2-50
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田爪 宏二 P3-34

寺井 朋子 P4-29

寺薗 さおり P4-50,P7-62

照井 裕子 RT4-2

田 暁潔＃ SS8-4

登張 真稲 P8-32,P8-33

戸田 まり P4-55

戸田 須恵子 P3-41

戸田 有一 IL1,RT7-5

登藤 直弥 P5-56

十一 元三＃ P6-10

東條 吉邦 P2-15,P2-16,
P2-25,P2-26,
P4-58,P6-37,
P6-45,P6-46,
P7-30,P7-32

當眞 千賀子 P4-52

富田 真紀子 P1-30,P7-56

富永 大悟＃ AS4

富永 美佐子 RT4-3

富田 博秋＃ P1-20

富田 拓＃ P7-57

富田 昌平 SS8-4,RT7-4

塘 利枝子 RT6-3,P1-3,
P1-4,P1-33

友渕 可菜 P4-18

利根川 明子 SS6-3,P5-4

利根川 智子 P3-49

鳥居 深雪 SS2-3,P7-47

TOTH GABOR P7-15

東山 薫 P6-47

外山 紀子 RT2-4

豊田 峻輔＃ RT4-5

豊福 一仁 P1-37

豊田 真季＃ P2-44

土田 宣明 BS2

土倉 英志＃ RT6-1

土元 哲平 P4-7

柘植 雅義＃ AS4

辻 あゆみ P4-26,P5-8

塚原 拓馬 SS5-2

塚越 友子 P8-52

槻舘 尚武 P4-58

常田 秀子 P2-47,P4-26

津々 清美 P5-2

筒井 明日香＃ P2-12

筒井 雄二 P5-22

堤 俊彦 P1-10

都筑 学 SS4-2,RT2-1,
RT6-7,P8-27,
P8-28,P8-29,
P8-30

【U】
内田 千春 P5-24

上地 亜矢子 P2-30,P7-58

上田 敏丈 P4-49,P5-47,
P8-22

植田 瑞穂 P5-15

上田 直志＃ RT5-4

上原 宏＃ P5-25

上村 晶 P4-16

上村 佳世子 P2-30,P5-52,
P7-58

上埜 高志＃ P1-20

上岡 紀美 P3-49

上山 瑠津子 P3-35

宇賀神 るり子＃ RT6-6

氏家 達夫 P6-33,P6-34,
P6-35

梅崎 修＃ P2-50

梅津 正美＃ P4-35

魚野 翔太 P6-10

宇良 千秋＃ AS3

牛久 香織 P7-39

牛山 道雄 P1-16

内海 緒香 P4-46

宇都宮 博 SS7-4

宇津呂 武仁＃ P5-25

【W】
和田 美奈子 P2-47

和田 幸子＃ RT7-3

若林 くもゐ＃ P2-40

若井 広太郎 P6-5

若松 養亮 AS6,P6-30

若尾 良徳 RT4-1,RT6-1

脇村 美穂 P7-52

王 海倫 P3-18

汪 為＃ SS6-1

渡辺 健＃ P1-13

渡邉 賢二 P6-28,P6-29

渡部 昌平 RT4-3

渡邉 孝継＃ P2-44

渡邉 照美 SS8-3

渡邊 寛 P5-17

綿貫 愛子 RT4-4,P2-42

呉 薇莉＃ SS6-1

【 Y 】
矢吹 理恵 P1-49

八木 成和 P3-29

山田 真世 RT1-3,P4-24

山田 徹志 SS7-3

やまだ ようこ CS2,DS3,SS4-2

山縣 宏美 P2-4

山形 恭子 P4-32,P8-46

山口 千尋 P3-21

山口 京佳 P8-53

山口 正寛 P4-24

山口 将典 P8-3

山口 小夜子 P6-56

山本 ちか P6-33,P6-34,
P6-35

山本 寿子 P5-16

山本 淳一＃ P5-43,P6-31

山本 晃輔 P1-26

山本 信 P5-32

山本 正顕 P2-60

山本 尚樹 P7-61

山本 訓子 P3-26

山本 理絵 P2-3

山本 登志哉 RT5-1

山村 麻予 P5-7,P5-36

山根 隆宏 SS2-3,SS7-1,
P2-9

山内 萌 P1-53

山崎 徳子 RT1-2

山崎 智美＃ P4-48

大和 一哉＃ P4-29

山脇 三千代 P1-32

山﨑 知克＃ P4-13

山崎 俊彦＃ SS7-3

山里 真依子 P8-23,P8-24

山住 勝広 SS3-2,RT1-1

山住 勝利＃ SS3-2

柳岡 開地 BS2,RT6-4,
P3-58,P6-44

矢野 亜香里＃ P6-59

矢野 真樹子 P5-13

保田 梨穂 P6-19

安田 晶子 P2-1

安田 哲也 P6-46,P8-41

安田 裕子 SS5-3

安村 明＃ SS2-1

安永 啓司＃ SS5-4

安里 知陽 P7-54

矢藤 優子 SS6-1,P3-53,
P4-48

八耳 悠人 P2-25

淀川 裕美 RT5-6

横田 千賀子 P8-26

横田 晋務 P2-32

横田 靖子 P4-28

横山 草介 RT2-2,P4-11

米倉 裕希子＃ SS7-1

米澤 彩香 P7-24

吉田 圭吾 RT5-3

吉田 仰希＃ RT6-2

吉田 真理子 SS2-2

吉田 沙蘭＃ BS1

吉田 貴子＃ P4-49

吉井 勘人 SS4-4,P1-8,
P1-9,P3-43,
P6-5

吉川 はる奈 P2-47,P4-50

吉川 詩織 P5-14

吉村 麻美 P1-13

義村 さや香＃ P6-10

吉永 早苗 P4-3

吉中 淳 RT4-3

吉野 さやか P4-53

吉岡 映理 P5-20

吉山 怜花＃ P4-50

吉崎 一人＃ BS2

吉澤 千夏 P5-52

吉澤 一弥 RT3-5,P7-21,
P7-22,P7-23

弓削 洋子 P6-2

百合草 禎二 RT1-1,P3-61
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湯澤 正通 BS2,P8-45

湯澤 美紀 SS2-2,RT7-3

【 Z 】
残華 雅子 P5-21

鄭 暁琳 P8-39

周 晶＃ P3-30
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協賛団体御芳名

株式会社 日本能率協会総合研究所

株式会社 新曜社

株式会社 日本文化科学社

株式会社 ニホン・ミック

トビー・テクノロジー株式会社

株式会社 風間書房

株式会社 明石書店

一般財団法人 放送大学教育振興会

株式会社 ディケイエイチ

株式会社 金子書房

公益財団法人 発達科学研究教育セン

ター

株式会社 サン・エデュケーショナル

株式会社 ナカニシヤ出版

福村出版株式会社

株式会社 北大路書房

株式会社 ミネルヴァ書房

株式会社 学苑社

株式会社 北樹出版

株式会社 有斐閣

東洋羽毛工業株式会社

株式会社 スペクトラム出版社

株式会社 創元社

株式会社 ちとせプレス

教育情報出版

有限会社 ブックマン

株式会社 音楽之友社

（順不同）

大会を開催するにあたり、上記の団体より多大なご支援をいただきました。
ここに御芳名を記して感謝申し上げます。

一般社団法人日本発達心理学会第 29回大会委員長 本郷 一夫
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松﨑 泰 （東北大学）
庭野 賀津子 （東北福祉大学）
佐々木 健太郎 （宮城教育大学附属特別支援学校）
柴田 理瑛 （東北福祉大学）
進藤 将敏 （青森明の星短期大学）
鈴木 智子 （仁愛大学）
高橋 千枝 （鳥取大学）
登坂 如恵 （宮城県立白石工業高校）
山本 信 （共同保育所ちろりん村）
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