
一般社団法人

日本発達心理学会
第 30回大会プログラム

The 30th Annual Meeting

for the Japan Society of Developmental Psychology

2019.3.17-19

早稲田大学戸山キャンパス

主催

一般社団法人日本発達心理学会第 30回大会委員会

共催

早稲田大学総合人文科学研究センター（文学学術院）
早稲田大学人間総合研究センター（人間科学学術院）



一般社団法人日本発達心理学会
第 30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 30回大会は、2019年 3月 17日（日）～19日（火）の 3日間、早稲田
大学を担当校とし、文学学術院の大藪泰と人間科学学術院の根ケ山光一を大会委員長として開
催させていただくこととなりました。
本大会のテーマは「『ヒト-モノ』環境が支える子育て―Human networks and material resour-

ces：Toward a supportive environment for child raising-」です。子どもはさまざまなヒトやモノに
取り巻かれて育ちます。そしてそのヒト環境とモノ環境は、互いに絡み合って複雑なシステム
を構成しています。その「ヒト-モノ」環境をどのように与えるかは子どもの発達に大きく影
響します。今日における目まぐるしい環境の変化を見るにつけても、子どもが育つ場としてど
のような環境がふさわしいのか考察することはとても大切なことだと感じます。
大会委員会企画としては、海外からの招待講演や基調講演、シンポジウムなどを予定してい
ます。まず招待講演には、オーストリア・ウィーン大学の Lieselotte Ahnert 氏（事情により
Michael Lamb氏から変更）とアメリカ・ノースウェスタン大学の Dan P. McAdams氏をお招き
し、Ahnert氏には「Non-maternal care and children’s adjustment―ノンマターナルケアと子どもの
適応―」、McAdams氏には「Becoming the author of your life―自分の人生の著者となること―」
というタイトルでそれぞれご講演をいただきます。また基調講演として、大藪が「共同注意と
いう子育て環境」、根ケ山が「アロマザリングと母子の遠心性」というタイトルでお話しさせ
ていただきます。大会委員会企画シンポジウムとしては、「子どもの発達を支えるマインドフ
ルネス」「自閉症スペクトラム障害の脳神経基盤と効果的介入」「老いを『嗜（たしな）む』：
新しい高齢者観の創出に向けて」「『ヒト-モノ-ヒト』をつなぐアフォーダンス：生態心理学×
環境デザイン」「二人称的教育・保育研究は発達心理学に何を示唆するか」「発達支援の心理学
―適応とは何かをあらためて問う」の 6つを予定しています。

2019年 3月には戸山キャンパスに「早稲田アリーナ」と屋上広場「戸山の丘」が竣工の予
定で、装いも新たに皆様をお迎えできることと思います。早稲田大学は大学自体を歴史的景観
区にしようとしています。2018年 3月に開設された「早稲田大学歴史館」ではその歴史を一
望することができます。また、文学学術院に縁がある「坪内逍遥記念演劇博物館」や「會津八
一記念博物館」にも是非足をお運びください。懇親会は、「大隈記念タワー」15階の「森の
風」で開催しますが、ここからはライトアップされた「大隈講堂」をごらんいただけます。そ
の景観もお楽しみいただければと思います。大会委員一同、多くの皆様のご参加をお待ちして
います。

日本発達心理学会第 30回大会委員長
大藪 泰・根ケ山 光一
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電車で
　JR山手線 高田馬場駅から徒歩 20 分
　西武新宿線 高田馬場駅から徒歩 20 分
　地下鉄東京メトロ東西線 早稲田駅から徒歩 3分（最寄り出口は 2番および 3b）
　副都心線 西早稲田駅から徒歩 12 分

バスで
　学バス　高田馬場駅 ‒ 早大正門行き，馬場下町（バス停から 2分）

空港から
　成田国際空港から JR成田エクスプレス利用で約 1時間 50 分
　成田エクスプレス「新宿駅」乗換，山手線「高田馬場駅」乗換，
　東京メトロ東西線「早稲田駅」

　成田国際空港からリムジンバス利用で約 2時間
　リムジンバスにて「新宿駅（西口）」乗換，JR山手線「高田馬場駅」乗換，
　東京メトロ東西線「早稲田」

　成田国際空港から京成スカイライナー利用で約 2時間
　京成スカイライナー「上野駅」乗換，東京メトロ銀座線「日本橋駅」乗換，
　東京メトロ東西線「早稲田駅」

　東京国際空港（羽田空港）から京浜急行利用で約 1時間
　京浜急行「日本橋駅」乗換，東京メトロ東西線「早稲田駅」

■交通アクセス

会場へのアクセス

■会　場：早稲田大学　戸山キャンパス（東京都新宿区） 

　最寄駅：地下鉄東京メトロ東西線　早稲田駅

　https://www.waseda.jp/top/access/toyama-campus
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会場キャンパスマップ
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36 号館

34号館

32号館

38号館

33号館

31号館

ス
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プ

2F　展示会場・休憩室

喫煙所

3F　ラウンドテーブル

1F　受付・クローク
3F　大会本部

1F　ポスター会場・休憩室
2F　基調講演・招待講演
　　 企画シンポジウム

31号館：打ち合わせ室，ラウンドテーブル
32号館：展示会場，休憩室
33号館：受付・クローク，大会本部，ラウンドテーブル
34号館：チュートリアルセミナー，企画シンポジウム，自主シンポジウム
36号館：企画シンポジウム，自主シンポジウム，チュートリアルセミナー，休憩室
38号館：基調講演，招待講演，ポスター会場，企画シンポジウム，休憩室

懇親会：26号館 15F「森の風」
（https://www.cafecompany.co.jp/brands/morinokaze/waseda/）

2F　休憩室
3F　企画シンポジウムなど
5F　自主シンポジウム
6F　自主シンポジウム

チュートリアルセミナー

正門へ 1F　打ち合わせ室
2F　ラウンドテーブル

早稲田大学
戸山キャンパス

懇親会会場：森の風
早稲田大学 26号館 15F

早稲田大学 26号館
大隅記念タワー
早稲田大学 26号館
大隅記念タワー
早稲田大学 26号館
大隅記念タワー

懇親会会場へのルート早稲田大学

3F　チュートリアルセミナー
4F　企画シンポジウム

自主シンポジウム
臨床発達心理士個別相談会
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31・33号館1F

早稲田大学　戸山キャンパス

104
打合せ室

103
打合せ室

31号館 1F

非常階段

33号館 1F

ポスター
会場へ

スロープ
を経て正門へ

受付・
クロークへ

2階へ

32号館・
ポスター会場へ

早稲田アリーナ横
を経て正門へ

受付・クロークへ

105
打合せ室

106
打合せ室

EV

EV EV

受
付

事
務
局

ク
ロ
ー
ク
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31・32・33号 2F

32 号館 2F 33 号館 2F

31 号館 2F

34 号館へ

34号館へ

36号館へ

非常
階段

228
休憩室

227
展示

226
展示

225
展示

224
展示

201
RT

202
RT 203 205204

RT
208
控室

38-AV1（2F）
ポスター
会場（1F）へ

EVEV EV

EV

232

231

渡り廊下
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33号館3F

34号館

33 号館 3F

34 号館 3F

34 号館 4F

356 357

第 1
会議室

第 2
会議室
本部

大会
本部

2Fから階段で上に

2Fから階段で上に 2Fから階段

2Fから階段で上に

チュートリアルセミナー

453
大会企画シンポジウム
自主シンポジウム

臨床発達心理士個別相談会

333
RT

332
RT

331
RT

EV EV

EV

非常
階段
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36号館

36 号館 2F

テラス

売店

学生ラウンジ
休憩室

EV EV

出入口

エントランス
ホール

36号館 3F

581
自主シンポジウム

682
大会企画

シンポジウム
チュートリアル
セミナー
自主シンポ
ジウム

681
大会企画シンポジウム
自主シンポジウム

582
自主シンポ
ジウム

36号館 5F

36-AV2
大会企画シンポジウム
関連団体シンポジウム
学会賞受賞者小講演

臨床発達心理士資格説明会

EV

EVEV

36 号館 6F

EVEV

EV

本部・ポスター会場へ

2Fへ

32号館
2Fへ

3Fへ
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招待講演
基調講演

大会企画シンポジウム
共催シンポジウム

関連団体シンポジウム

38号館 1F

38 号館 2F

カフェテリア
休憩室

38号館 1F
ポスター
会場

図書館

38-AV1

32 号館
1F

31 号館

32号館
2F

31 号館
2F

←2F

1F→

EV

38 号館 1F
ポスター
会場

←2F

EV
図書館

38号館
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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17日
（日）

大会2日目
3月18日
（月）

大会3日目
3月19日
（火）

AS4：子どもの発達を支える
マインドフルネス：

瞑想の神経科学研究の展開か
ら育児，教育への応用まで

DS3：発達を支援するとは
何を支援することか：実践現
場における発達心理学の役割

AS3：「ヒト－モノ－ヒト」
を繋ぐアフォーダンス：
生態心理学×環境デザイン

11:45 12:15

17:30 18:00

12:15
（13:30 まで）

18:30 20:30

AS1：二人称的教育・
保育研究は発達心理学に
何を示唆するか

TS1：“対話のことば”
の仕組みを知りたい

IL1：自分の人生の著者
となること

KL1：共同注意という
子育て環境

AS2：自閉症スペクトラム
障害の脳神経基盤と
効果的介入

BS1：デジタルが変える子ども
と高齢者の世界：認知・社会性の
発達から社会的ネットワークまで

CS1：質的研究論文評価の
視点と課題：アメリカ心理
学会の基準を素材にして

DS2：自然災害直後に
おける子どもと支援者へ
の心理支援と今後の課題

DS1：自閉症支援に
おいて親子の関係性の
何を支援すべきか？

自主シンポジウム
SS1-2

自主シンポジウム
SS3-6

自主シンポジウム
SS7-10

ラウンドテーブル
RT1-5

ラウンドテーブル
RT6-11

ラウンドテーブル
RT12-17

ポスター発表
PS1

ポスター発表
PS2

ポスター発表
PS3

自主シンポジウム
SS11

ラウンドテーブル
RT18-23

ポスター発表
PS4

BS2：間主観的，間身体
的かかわり合いのなかで

発達する「心」

KL2：アロマザリングと
母子の遠心性

IL2：ノンマターナルケア
と子どもの適応

TS2：発達心理学データの
ベイズ統計学的分析入門

自主シンポジウム
SS12-16

自主シンポジウム
SS17-19

自主シンポジウム
SS20-23

懇親会

ラウンドテーブル
RT24-29

ラウンドテーブル
RT30-33

ラウンドテーブル
RT34-39

ポスター発表
PS5

ポスター発表
PS6

ポスター発表
PS7

CS2：今そこにある危
機：再現可能性問題をめ
ぐる現状と展望

DS4：発達支援を通した実践
研究をどのように進めるか：
臨床発達心理士としての専門性

を深化させるために

AS5：老いを嗜（たしな）む
新しい高齢者観の創出に向けて

クローク

受付

クローク

受付

クローク

受付

SL：親子関係を三世代
にわたって捉える重要性

AS6：発達支援の心理学
：適応とは何かをあらためて問う

DS5：ビジュアル・ナラ
ティヴと身体イメージ

臨床発達心理士
個別相談会

自主シンポジウム
SS24-25

自主シンポジウム
SS26-28

ラウンドテーブル
RT40-45

ラウンドテーブル
RT46-51

ポスター発表
PS8

ポスター発表
PS9

臨床発達
心理士資
格説明会

学会賞
授賞式･
会務
報告会
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38 号館 AV1

10:009:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00

AS1：二人称的教
育・保育研究は発
達心理学に何を示
唆するか

IL1：自分の人生
の著者となること

KL1：共同注意と
いう子育て環境

36号館 AV2
DS2：自然災害直
後における子ども
と支援者への心理
支援と今後の課題

DS1：自 閉 症 支
援において親子の
関係性の何を支援
すべきか？

34号館 453
BS1：デジタルが変える
子どもと高齢者の世界：
認知・社会性の発達から
社会的ネットワークまで

36 号館 581
SS1：「アイデン
ティティ」の魅力
を再考する（その
5）

SS3：学融的な人
間科学の構築と科
学的根拠に基づく
対人援助の再編成

SS7：読みの発達
を支援する 

SS11：日常の文
脈で絵本と子ども
の発達を捉える

36号館 582
SS2：「守姉」から
「守姉的なるもの」
へ

SS4：「共に生き
るかたち」をどの
ように記述し、語
るのか

SS8：成人期女性
の語り直し

36号館 681
SS5：公立小中一
貫教育における子
どもの発達と適応

SS9：日常の親子
共同行為がもつ発
達支援ツールとし
ての構造と機能

AS2：自閉症スペ
クトラム障害の脳
神経基盤と効果的
介入

36号館 682
TS1：“対話のこ
とば” の仕組みを
知りたい

SS6：早期発達支
援における障害特
性に応じたアプ
ローチを考える

SS10：支援者支
援・養育者支援に
おける「怒り」の
取り扱い

CS1：質的研究論文
評価の視点と課題：
アメリカ心理学会の
基準を素材にして

31号館 201
RT1：映像文化変
容の中での子ども
のテレビ理解

RT6：「引きあい引
き込む関係性」から
コミュニケーション
発達をひも解く

RT12：「こころ」
と「こころの理論」

RT18：「か わ い
い」の進化と文化

31号館 202
RT2：乳幼児によ
る指さしの産出と
理解：これまでと
これから

RT7：高齢者の人
格発達を考える

RT13：キャリア
形成における自己
と感情

RT19：発達を創
る青年たち（１）

31号館 204
RT3：子どもの育
ちを支える保護者
支援

RT8：保育に写真
記録を取り入れる
ことで見えてくる
こと変わること

RT14：幼児期から
学齢期への移行に
おける親の育児困
難感と支援の視点

RT20：療育演劇
（Therapy Drama）
の実践

33号館 331
RT4：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 (５) 

RT9：笑う・笑わ
せる・笑われる

RT15：親子関係を行動か
ら 測 る：か か わ り 指 標
（Interaction Rating Scale）
の国際比較と今後の課題

RT21：数量理解
における身体の役
割

33号館 332
RT5：社会的認知
能力としての痛み
の表出

RT10：「社 会 全
体での子育て」を
目指して

RT16：子どもの
学校適応の基盤

RT22：東日本大
震災の生活環境崩
壊による子どもの
発達への影響

33号館 333
RT11：多 文 化・
多言語環境と発達
障害

RT17：自閉症ス
ペクトラム児者の
社会性支援をめ
ぐって

RT23：言語発達
に課題のある子ど
もへの多様な場に
おけるアプローチ

38号館 1F PS1：
ポスター発表

PS2：
ポスター発表

PS3：
ポスター発表

PS4：
ポスター発表

臨
床
発
達
心
理
士

資
格
説
明
会

大会スケジュール 1日目　3月 17 日（日）
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38 号館 AV1

36 号館 AV2

34 号館 453

36 号館 581

34 号館
356，357

36 号館 582

36 号館 681

36 号館 682

31 号館 201

31 号館 202

31 号館 204

33 号館 331

33 号館 332

33 号館 333

38 号館 1F

10:009:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00

KL2：アロマザリ
ングと母子の遠心
性

IL2：ノンマター
ナルケアと子ども
の適応

AS4：子どもの発達を支え
るマインドフルネス：瞑想
の神経科学研究の展開から
育児，教育への応用まで

DS3：発達を支援す
るとは何を支援するこ
とか：実践現場におけ
る発達心理学の役割

BS2：間主観的，
間身体的かかわり
合いのなかで発達
する「心」

SS12：発達支援に
関わる実践家と研究
者の対話を通した発
達的環境の共創

TS2：発達心理学
データのベイズ統
計学的分析入門

SS13：社会的認
知発達における比
較文化研究の現在

SS17：発達障害
児を支援する地域
や家庭の力をどの
ように高めるか

SS20：自閉スペ
クトラム症の人た
ち同士の小集団の
可能性と課題

SS14：発達障害
に対する高校生の
スティグマの改善
に向けて

SS18：幼児の食
と睡眠に関する健
康教育について

SS19：行動遺伝
学から見る認知
的・非認知的能力
の発達

SS21：発達を導
く音楽性

SS15：都市に暮
らす後期高齢者の
健康と well-being
に資する環境

SS22：知的・発達障害児
に対するニューロフィー
ドバックトレーニング
（NFT）の適用とその効果

SS23：医 療、福
祉、保育・教育現
場における多職種
連携 

SS16：意図共有
について探る

AS3：「ヒト－モノ－
ヒト」を繋ぐアフォー
ダンス：生態心理学
×環境デザイン

RT24：心理学は
放射線問題とどう
向きあうべきか

RT34：伝統的な
ジェンダー役割観
は変わりうるのか

RT25：道徳性と
は何か？：道徳性
再考（1）

RT35：生 活 の
「場」で子どもの
心を育てること

RT26：子どもと音
楽とのかかわりを
「環境」から考える

RT30：学校動物飼
育を子どもの心の
発達に活かす方略

RT36：育児期の母
親はどのような時間
的展望を持つのか

RT27：批判心理
学の基本的概念の
検討

RT31：自閉症ス
ペクトラム児の
キャリア発達支援

RT37：女性･母親に
向けられるアンコン
シャス･バイアスと
いう眼差し

RT28：成人の動
機づけ

RT32：拡張的学
習の理論と防災ま
ちづくりワーク
ショップの創造

RT38：家庭で感
情と社会性は教育
できるか？

RT29：感情研究
から知る子どもの
道徳行動の発達 

RT33：発達障害の
ある女の子･女性の
「多様性のある生き
方」への支援

RT39：ヒト科の
子どもの育ちを支
援する

PS5：
ポスター発表

PS6：
ポスター発表

PS7：
ポスター発表

懇親会
（26号館 15F
「森の風」）

学
会
賞
授
賞
式
・

会
務
報
告
会

大会スケジュール 2日目　3月 18 日（月）
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38 号館 AV1

36 号館 AV2

34 号館 453

36 号館 581

36 号館 582

36 号館 681

36 号館 682

31 号館 201

31 号館 202

31 号館 204

33 号館 331

33 号館 332

33 号館 333

38 号館 1F

10:009:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00

CS2：今そこにあ
る危機：再現可能
性問題をめぐる現
状と展望 

DS5：ビジュアル・
ナラティヴと身体
イメージ

DS4：発達支援を通した実践
研究をどのように進めるか：
臨床発達心理士としての専門
性を深化させるために

SL：親子関係を
三世代にわたって
捉える重要性

SS24：フォーラ
ム森の幼稚園（１）

SS26：保育の質
が子どもの発達に
与える影響

SS25：多職種連
携が学校で根付く
には？

SS27：非認知的
（社会情緒的）コ
ンピテンスの発達
と展望（２）

AS5：老 い を 嗜
( たしな ) む
新しい高齢者観の
創出に向けて

SS28：思春期以降の高
機能自閉スペクトラム
者に対する「診断」と「特
性理解」について

AS6：発達支援の
心理学
：適応とは何かを
あらためて問う

RT40：心理学領
域におけるデータ
のオープンアクセ
スとその活用

RT46：ロール
シャッハ反応と集
団遊戯場面におけ
る対人関係

RT41：発達心理
学における
Unconscious Bias

RT47：遊離物と
コミュニケーショ
ン

RT42：成人女性
の実情をデータか
ら読みとる

RT48：日本にお
ける宗教研究と脳
科学との連携の可
能性を探る

RT43：『遊び』
を探究する

RT49：支援とい
う観点からみた情
動発達のアセスメ
ント

RT44：“触れ合い”
から発達を捉える

RT50：問題行動・
非行と規範意識

RT45：乳幼児の
爪切りから心の成
り立ちの展開を考
える

RT51：意味の生成
と使用の問題：「意
味の行為」から「行
為の意味」へ

PS8：
ポスター発表

PS9：
ポスター発表

臨床発達
心理士
個別相談会

大会スケジュール 3日目　3月 19 日（火）



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：33号館 1Fロビー
時間：大会第 1日目（3月 17日・日）09：00-19：30

大会第 2日目（3月 18日・月）09：00-17：00

大会第 3日目（3月 19日・火）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。
※ただし、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：33号館 1Fロビー（受付隣）
時間：大会第 1日目（3月 17日・日）09：00-20：00

大会第 2日目（3月 18日・月）09：00-18：00

大会第 3日目（3月 19日・火）09：00-15：00

※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：31号館 1F 103～106

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）。

4. 休憩室
場所：32号館 2F 228、36号館 2F学生ラウンジ、38号館 1Fカフェテリア
時間：09：00～行事終了時間

5. 学会賞、大会発表奨励賞、国際奨励賞 授賞式・会務報告会
日時：大会 2日目（3月 18日・月）17：30-18：00

（15）



会場：38号館 2F AV1

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 18日・月）18：30-20：30

場所：早稲田大学 26号館 15F（新宿区早稲田鶴巻 516）「森の風」（p 5、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：32号館 2F 224～227

日時：大会 1日目は 10：00-20：00、大会 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 午後③
1日目（3月 17日・日） 09：00-12：00 12：00-15：00 15：00-18：00 18：00-20：00

2日目（3月 18日・月） 09：00-12：00 12：00-15：00 15：00-18：00

3日目（3月 19日・火） 09：00-12：00 12：00-15：00

託児対象児の年齢：生後 6か月～小学校児童まで
費用：午前、午後①、午後②、午後③の各利用時間、1人につき 1,000円（保険代込）
託児人数：1枠につき 15名程度（先着順）
委託業者：株式会社 ポピンズ
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
早稲田大学は 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。また当日、大会用の wifiアクセスを設ける予定です。アクセス方法は大会
当日、受付周辺に掲示予定です。

昼食
大会期間中のお弁当の取り扱いはしておりません。早稲田大学戸山キャンパス周辺にはレストラン

も多くあります。早稲田周辺の「うまいめし」、通称「ワセメシ」案内が https://www.waseda.jp/inst/
weekly/tag/cuisine/にあります。お出かけ前にぜひご覧ください。

掲示板
受付付近に、会員連絡用掲示板を設置します。ご自由にお使いください。

喫煙について
戸山キャンパス内は指定された喫煙場所（34号館外、p 5地図参照）以外は禁煙となっています。
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10. お問い合わせ
会場や大会全般に関すること
➡ 第 30回大会総合窓口へ

jsdp2019@list.waseda.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

33号館 3F第一会議室・第二会議室
➡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
33号館 1F受付横

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：34号館 453，36号館 581,582,681,682

いずれも、110-170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：31号館 201、202、204、33号館 331、332、333

いずれも、50～80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。
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※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：38号館 1F生協前ラウンジ

発表受付
会場内に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
･ ボードの大きさは、横 90 cm×縦 210 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ボード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。

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 30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：2019年 3月 17日（日）11：45～12：15

会場：早稲田大学戸山キャンパス 36号館 AV2

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：2019年 3月 19日（火）12：15～13：30

会場：早稲田大学戸山キャンパス 34号館 453

＊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来てください。

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 2018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。
2019年度版の認定申請ガイドの発行・販売は 2019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、2019年度までは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。
2019年度から、「公認心理師」資格を取得され、「臨床発達心理専門講習会」を受講された方
の資格申請が可能になります。

･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［第 2版］（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 30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 30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 30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

。

研修内容一覧

タイトル 主催 開催日 時間 ポイント
自閉症支援において親子の関係性の
何を支援すべきか？ 日本臨床発達心理士会 3月 17日 12：30～14：30 0.5

自然災害直後における子どもと支援
者の心理支援と今後の課題 日本臨床発達心理士会 3月 17日 15：30～17：30 0.5

発達を支援するとは何を支援するこ
とか

臨床発達心理士認定運営機構・
発達心理学会共催 3月 18日 9：30～11：30 0.5

発達支援を通した実践研究をどのよ
うに進めるか 臨床発達心理士認定運営機構 3月 19日 9：30～11：30 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
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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（22）

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（23）

大会委員会企画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（25）

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（25）

日本発達心理学会賞（論文賞）受賞者講演（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㌀㌀㌀（26）

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（26）

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（27）

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（29）

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（38）

※氏名の後の＃は、会員でない方を示します。



基調講演

KL1 3月 17日(日） 15：00～17：00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AV1

共同注意という子育て環境
講演者：大藪 泰（早稲田大学）
司会：小塩 真司（早稲田大学）

KL2 3月 18日(月） 9：30～11：30 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㌀AV1

アロマザリングと母子の遠心性
講演者：根ケ山 光一（早稲田大学）
司会：田島 信元（白百合女子大学）

招待講演

IL1 3月 17日(日） 12：30～14：30 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㌀AV1

自分の人生の著者となること
講演者：Dan McAdams＃（Northwestern University）
司会：向田 久美子（放送大学）
通訳：家島 明彦（大阪大学）

IL2 3月 18日(月） 12：30～14：30 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㌀AV1

ノンマターナルケアと子どもの適応
講演者：Lieselotte Ahnert＃（University of Vienna）

Michael Lamb＃（University of Cambridge）
司会：高橋 惠子（聖心女子大学）
通訳：柿沼 美紀（日本獣医生命科学大学）
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大会委員会企画シンポジウム

AS1 3月 17日(日） 9：30～11：30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㌀㌀AV1

二人称的教育・保育研究は発達心理学に何を示唆するか
企画：日本発達心理学会第 30回大会委員会
司会：宮崎 清孝（早稲田大学）

話題提供：佐伯 胖（田園調布大学）
話題提供：茂呂 雄二＃（筑波大学）
話題提供：畔上 一康＃（信州大学）
指定討論：鈴木 忠（白百合女子大学）
指定討論：諏訪 正樹＃（慶應義塾大学）

AS2 3月 17日(日） 17：30～19：30 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36号館 681

自閉症スペクトラム障害の脳神経基盤と効果的介入
企画：日本発達心理学会第 30回大会委員会
司会：神前 裕＃（早稲田大学）

話題提供：和田 真＃
（国立障害者リハビリテーションセンター研究所）

話題提供：直井 望＃（国際基督教大学）
話題提供：山末 英典＃（浜松医科大学）
指定討論：皆川 泰代＃（慶應義塾大学）

AS3 3月 18日(月） 12：30～14：30 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36号館 682

「ヒト-モノ-ヒト」を繋ぐアフォーダンス
―生態心理学×環境デザイン―

企画：日本発達心理学会第 30回大会委員会
企画：古山 宣洋＃（早稲田大学）
企画：三嶋 博之＃（早稲田大学）
司会：古山 宣洋＃（早稲田大学）

話題提供：細田 直哉（聖隷クリストファー大学）
話題提供：佐藤 将之＃（早稲田大学）
指定討論：牧野 遼作（早稲田大学）
指定討論：佐藤 泰＃（早稲田大学）
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AS4 3月 18日(月） 15：00～17：00 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AV1

子どもの発達を支えるマインドフルネス
―瞑想の神経科学研究の展開から育児、教育への応用まで―

企画：日本発達心理学会第 30回大会委員会
司会：越川 房子（早稲田大学）

話題提供：宮田 裕光＃（早稲田大学）
話題提供：藤野 正寛＃（京都大学）
話題提供：伊藤 靖＃（関西医科大学）
話題提供：相馬 花恵（駿河台大学）
指定討論：立花 良之＃（国立成育医療研究センター）
指定討論：越川 房子（早稲田大学）

AS5 3月 19日(火） 9：30～11：30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36号館 681

老いを嗜（たしな）む
―新しい高齢者観の創出に向けて―

企画：日本発達心理学会第 30回大会委員会
司会：福川 泰之＃（早稲田大学）

話題提供：西田 裕紀子（国立長寿医療研究センター）
話題提供：深瀬 裕子（北里大学）
話題提供：増井 幸恵（東京都健康長寿医療センター研究所）
話題提供：山崎 幸子（文京学院大学）
指定討論：佐久間 尚子＃（東京都健康長寿医療センター研究所）

AS6 3月 19日(火） 12：30～14：30 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36号館 682

発達支援の心理学
―適応とは何かをあらためて問う―

企画：日本発達心理学会第 30回大会委員会
司会：嶋田 洋徳＃（早稲田大学）

話題提供：井原 成男（早稲田大学）
話題提供：大月 友＃（早稲田大学）
話題提供：桂川 泰典＃（早稲田大学）
指定討論：篁 倫子＃（お茶の水女子大学）
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大会委員会企画チュートリアルセミナー

TS1 3月 17日(日） 9：30～11：30 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36号館 682

“対話のことば”の仕組みを知りたい
企画：日本発達心理学会第 30回大会委員会
司会：仲 真紀子（立命館大学）
講師：市川 熹＃（千葉大学）

TS2 3月 18日(月） 15：00～17：00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34号館 356, 357

発達心理学データのベイズ統計学的分析入門
企画：日本発達心理学会第 30回大会委員会
司会：小塩 真司（早稲田大学）
講師：豊田 秀樹＃（早稲田大学）

日本発達心理学会企画シンポジウム

BS1 3月 17日(日） 15：00～17：00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34号館 453

デジタルが変える子どもと高齢者の世界
―認知・社会性の発達から社会的ネットワークまで―

企画：日本発達心理学会編集委員会
司会：坂田 陽子（愛知淑徳大学）
司会：島田 英昭（信州大学）
司会：久保 南海子（愛知淑徳大学）

話題提供：片山 敏郎＃（新潟市立新潟小学校）
話題提供：中島 寿宏（北海道教育大学）
話題提供：伊藤 崇（北海道大学）
話題提供：日下 菜穂子（同志社女子大学）
指定討論：楠見 孝（京都大学）
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BS2 3月 18日(月） 15：00～17：00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AV2

間主観的、間身体的かかわり合いのなかで発達する「心」
企画：日本発達心理学会国内研究交流委員会
司会：川端 美穂（北海道教育大学）
司会：榊原 久直（神戸松蔭女子学院大学）

話題提供：大倉 得史（京都大学）
話題提供：青木 紀久代（お茶の水女子大学）
話題提供：友田 明美＃（福井大学）
指定討論：佐伯 胖（田園調布学園大学）

日本発達心理学会賞（論文賞）受賞者講演

SL 3月 19日(火） 12：30～14：30 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㌀㌀AV2

親子関係を三世代にわたって捉える重要性
企画：日本発達心理学会
司会：氏家 達夫（放送大学愛知学習センター）
講演者：佐々木 尚之（大阪商業大学）

日本発達心理学会・他学会等共催シンポジウム

CS1 3月 17日(日） 17：30～19：30 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36号館 682

質的研究論文評価の視点と課題
―アメリカ心理学会の基準を素材にして―

企画・司会：能智 正博（東京大学）
話題提供：保坂 裕子（兵庫県立大学）
指定討論：やまだ ようこ（立命館大学）
指定討論：無藤 隆（白梅学園大学）
指定討論：抱井 尚子（青山学院大学）
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CS2 3月 19日(火） 9：30～11：30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㌀㌀AV1

今そこにある危機：再現可能性問題をめぐる現状と展望
企画・司会：友永 雅己（京都大学）

企画・話題提供：森口 佑介（京都大学）
企画・話題提供：三浦 麻子＃（関西学院大学・大阪大学）

企画：山田 祐樹＃（九州大学）
企画・司会：原田 悦子＃（筑波大学）
話題提供：岡田 謙介＃（東京大学）
話題提供：佐々木 恭志郎＃（早稲田大学）

関連団体企画シンポジウム

DS1 3月 17日(日） 12：30～14：30 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AV2

自閉症支援において親子の関係性の何を支援すべきか？
企画：近藤 清美（帝京大学）
司会：西山 剛司（京都教育大学）

話題提供：篠原 郁子（国立教育政策研究所）
話題提供：久保 信代（関西福祉科学大学）
話題提供：尾崎 康子（東京経営短期大学）
指定討論：黒田 美保（名古屋学芸大学）

DS2 3月 17日(日） 15：00～17：00 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AV2

自然災害直後における子どもと支援者への心理支援と今後の課題
企画：日本臨床発達心理士会
司会：平野 幹雄（東北学院大学）

話題提供：京林 由季子（岡山県立大学）
話題提供：鎌田 次郎（関西福祉科学大学）
話題提供：西浦 知樹（宮城学院女子大学）
話題提供：橋本 信也（宮城県立小松島支援学校）
指定討論：足立 智昭（宮城学院女子大学）
指定討論：平野 幹雄（東北学院大学）
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DS3 3月 18日(月） 9：30～11：30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㌀㌀AV2

発達を支援するとは何を支援することか
―実践現場における発達心理学の役割―

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：本郷 一夫（東北大学）

話題提供：子安 増生（甲南大学）
話題提供：遠藤 利彦（東京大学）
話題提供：近藤 清美（帝京大学）
指定討論：氏家 達夫（放送大学）

DS4 3月 19日(火） 9：30～11：30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㌀㌀AV2

発達支援を通した実践研究をどのように進めるか
―臨床発達心理士としての専門性を深化させるために―

企画：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：本郷 一夫（東北大学）
話題提供：山崎 晃（広島文化学園大学）
話題提供：宮崎 眞（明治学院大学）
指定討論：藤崎 春代（昭和女子大学）

DS5 3月 19日(火） 12：30～14：30 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AV1

ビジュアル・ナラティヴと身体イメージ
企画：ナラティブと質的心理学研究会
企画：やまだ ようこ（立命館大学）
司会：家島 明彦（大阪大学）

話題提供：やまだ ようこ（立命館大学）
話題提供：濱田 裕子＃（九州大学）
話題提供：土元 哲平（立命館大学）
話題提供：神崎 真実（立命館大学）
指定討論：浦田 悠（大阪大学）
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会員企画 自主シンポジウム

SS1 3月 17日(日） 9：30～11：30 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36号館 581

「アイデンティティ」の魅力を再考する（その5）
―マイノリティ・アイデンティティをどうする：「スティグマ」が
映し出すアイデンティティの絶望とその緩和・解消への道のり―

企画：宮下 一博（千葉大学）
企画：大倉 得史（京都大学）

企画・司会：谷 冬彦（神戸大学）
話題提供：鈴木 一代（埼玉学園大学）
話題提供：小西 千秋（McGill大学）
話題提供：高 史明＃（神奈川大学）
指定討論：石垣 琢麿＃（東京大学）

SS2 3月 17日(日） 9：30～11：30 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36号館 582

「守姉」から「守姉的なるもの」へ
―多良間島におけるアロマザリングネットワークの考察―

企画・司会：根ケ山 光一（早稲田大学）
企画：外山 紀子（早稲田大学）

話題提供：宮内 洋（群馬県立女子大学）
話題提供：小島 康生（中京大学）
話題提供：川田 学（北海道大学）
指定討論：箕浦 康子（お茶の水女子大学）

SS3 3月 17日(日） 12：30～14：30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36号館 581

学融的な人間科学の構築と科学的根拠に基づく対人援助の再編成
企画・司会：矢藤 優子（立命館大学）
話題提供：孫 怡（立命館大学）
話題提供：岡本 尚子＃（立命館大学）
話題提供：安田 裕子（立命館大学）
話題提供：川本 静香＃（山梨大学）
話題提供：鈴木 華子＃（立命館大学）
指定討論：板倉 昭二（京都大学）

（29）



SS4 3月 17日(日） 12：30～14：30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36号館 582

「共に生きるかたち」をどのように記述し、語るのか
―方法としてのエピソード語り:予定不調和をめぐって―

企画・司会：工藤 芳幸（大阪保健医療大学）
話題提供：石川 由美子（宇都宮大学）
話題提供：青山 新吾（ノートルダム清心女子大学）
指定討論：浜田 寿美男＃（立命館大学・奈良女子大学）

SS5 3月 17日(日） 12：30～14：30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36号館 681

公立小中一貫教育における子どもの発達と適応
―A市における施設一体型と連携型との比較を通して―
企画・司会・話題提供：高坂 康雅（和光大学）

話題提供：都筑 学（中央大学）
話題提供：金子 泰之（静岡大学）
話題提供：岡田 有司（東北大学）
指定討論：溝上 慎一（桐蔭学園）

SS6 3月 17日(日） 12：30～14：30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36号館 682

早期発達支援における障害特性に応じたアプローチを考える
―自閉スペクトラム症、ダウン症、軽度知的発達障害の支援ニー
ズに応じた療育―

企画：橋本 創一（東京学芸大学）
話題提供：佐々木 宣子＃（賀川学園）
話題提供：熊丸 高雄＃（発達支援研究所スプラウト）
話題提供：杉岡 千宏＃（東京学芸大学）
話題提供：歌代 萌子＃（川崎市中央療育センター）
指定討論：大伴 潔（東京学芸大学）
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SS7 3月 17日(日） 15：00～17：00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36号館 581

読みの発達を支援する
―Science and practice for reading development―

企画・話題提供：大森 幹真（昭和女子大学）
企画・司会・指定討論：山本 淳一（慶應義塾大学）

話題提供：垣花 真一郎（明治学院大学）
話題提供：石塚 祐香（筑波大学）

SS8 3月 17日(日） 15：00～17：00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36号館 582

成人期女性の語り直し
―長期縦断事例の前方視的構成―

企画：白井 利明（大阪教育大学）
司会：都筑 学（中央大学）

話題提供：中村 知靖（九州大学）
話題提供：日潟 淳子（姫路大学）
話題提供：徳田 治子（高千穂大学）
指定討論：遠藤 利彦（東京大学）

SS9 3月 17日(日） 15：00～17：00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36号館 681

日常の親子共同行為がもつ発達支援ツールとしての構造と機能
―子どもの越境体験を育むコミュニケーション・ツールとしての
食育・読み聞かせ活動の効用―

企画：白百合女子大学生涯発達研究教育センター
企画：田島 信元（白百合女子大学）

話題提供：三木 陽子（白百合女子大学）
話題提供：黒岩 篤子＃（白百合女子大学）
話題提供：奥村 桃子（白百合女子大学）
指定討論：渡部 耕平＃（森永製菓）
指定討論：大沼 美由紀＃（アサヒ飲料）
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SS10 3月 17日(日） 15：00～17：00 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36号館 682

支援者支援・養育者支援における「怒り」の取り扱い
企画・話題提供：大橋 良枝（聖学院大学）
司会・指定討論：平野 幹雄（東北学院大学）

話題提供：足立 智昭（宮城学院女子大学）
話題提供：柴田 理瑛（東北福祉大学）
話題提供：川村 玲香＃（宮城県教育委員会）
話題提供：小松 陽子（宮城学院女子大学）

SS11 3月 17日(日） 17：30～19：30 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36号館 581

日常の文脈で絵本と子どもの発達を捉える
―発達心理学と情報工学の協働による試み―
企画・司会・話題提供：齋藤 有（聖徳大学）

話題提供：宇津呂 武仁＃（筑波大学）
話題提供：笠松 美歩＃（筑波大学）
話題提供：石川 由美子（宇都宮大学）
指定討論：前川 久男＃（いわき短期大学）

SS12 3月 18日(月） 9：30～11：30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34号館 453

発達支援に関わる実践家と研究者の対話を通した発達的環境の共
創
企画・司会・話題提供：北本 遼太（筑波大学）

企画・話題提供：広瀬 拓海（筑波大学）
企画・話題提供：大塚 翔＃（筑波大学）

企画：茂呂 雄二＃（筑波大学/ジャパン・オールスターズ）
話題提供：浅沼 秀司＃（一般社団法人アイネット）
話題提供：悠々 ホルン＃（子どもの SOSソングライター）
話題提供：大山 光子＃（一般社団法人あだち子ども支援ネット）
話題提供：冠地 情＃（成人発達障害当事者の会イイトコサガシ）
話題提供：香川 秀太（青山学院大学）
指定討論：松嶋 秀明（滋賀県立大学）
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SS13 3月 18日(月） 9：30～11：30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36号館 581

社会的認知発達における比較文化研究の現在
企画・話題提供：清水 由紀（埼玉大学）
企画・司会：東山 薫（龍谷大学）
話題提供：溝川 藍（名古屋大学）
話題提供：Kristina Nand＃（東京大学）
話題提供：増田 貴彦＃（アルバータ大学）
指定討論：内藤 美加（上越教育大学）

SS14 3月 18日(月） 9：30～11：30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36号館 582

発達障害に対する高校生のスティグマの改善に向けて
―オンラインプログラムの可能性―

企画：鳥居 深雪（神戸大学）
司会・話題提供：梅田 真理＃（宮城学院女子大学）

話題提供：西尾 祐美子（北陸学院大学）
話題提供：小川 修史＃（兵庫教育大学）
指定討論：岡田 智＃（北海道大学）

SS15 3月 18日(月） 9：30～11：30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36号館 681

都市に暮らす後期高齢者の健康とwell-being に資する環境
―社会関係と地域環境の視点から―

企画・話題提供：高山 緑（慶應義塾大学）
司会・話題提供：菅原 育子（東京大学）

話題提供：石岡 良子（慶應義塾大学）
指定討論：秋山 弘子＃（東京大学）
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SS16 3月 18日(月） 9：30～11：30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36号館 682

意図共有について探る
―日本発達心理学会言語発達分科会シンポジウム （共催：科学研
究費新学術領域研究「共創的コミュニケーションのための言語進
化学」認知発達班）―

企画・司会：小林 春美（東京電機大学）
企画：高橋 登（大阪教育大学）
企画：田中 みどり（女子栄養大学）

話題提供：皆川 泰代＃（慶応義塾大学）
話題提供：明地 洋典（東京大学）
話題提供：山本 淳一（慶應義塾大学）
指定討論：大井 学（金沢大学）

SS17 3月 18日(月） 12：30～14：30 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36号館 581

発達障害児を支援する地域や家庭の力をどのように高めるか
企画：日潟 淳子（姫路大学）
企画：王 松（同志社大学）
司会：田仲 由佳（清泉女学院大学）

話題提供：原田 新（岡山大学）
話題提供：石本 雄真（鳥取大学）
話題提供：山根 隆宏（神戸大学）
指定討論：高橋 あつ子＃（早稲田大学）

SS18 3月 18日(月） 12：30～14：30 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36号館 582

幼児の食と睡眠に関する健康教育について
―ひとが発達する中で維持されるべき「健康」とは？―

企画・話題提供：長谷川 智子（大正大学）
企画・話題提供：福田 一彦＃（江戸川大学）

司会：中島 伸子（新潟大学）
話題提供：赤松 利恵＃（お茶の水女子大学）
指定討論：今田 純雄＃（広島修道大学）
指定討論：河原 紀子（共立女子大学）
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SS19 3月 18日(月） 12：30～14：30 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36号館 681

行動遺伝学から見る認知的・非認知的能力の発達
企画・話題提供：川本 哲也（東京大学）

企画・司会・話題提供：安藤 寿康（慶應義塾大学）
話題提供：敷島 千鶴＃（帝京大学）
話題提供：中村 聖＃（北海道大学）
指定討論：遠藤 利彦（東京大学）

SS20 3月 18日(月） 15：00～17：00 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36号館 581

自閉スペクトラム症の人たち同士の小集団の可能性と課題
―臨床家の視点と当事者の視点からみる社会参加と精神的健康に
与える効果―

企画・司会：藤野 博（東京学芸大学）
話題提供：日戸 由刈（相模女子大学）
話題提供：武部 正明（相模原市発達障害支援センター）
話題提供：綿貫 愛子（NPO法人東京都自閉症協会）
指定討論：米田 英嗣（青山学院大学）
話題提供：大井 学（金沢大学）

SS21 3月 18日(月） 15：00～17：00 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36号館 582

発達を導く音楽性
―マロック＆トレヴァーセン（編著）『絆の音楽性：つながりの
基盤を求めて』の意義と可能性を問う―
企画・司会・話題提供：丸山 慎（駒沢女子大学）

話題提供：志村 洋子（埼玉大学）
話題提供：蒲谷 槙介（愛知淑徳大学）
指定討論：根ケ山 光一（早稲田大学）
指定討論：今川 恭子（聖心女子大学）

（35）



SS22 3月 18日(月） 15：00～17：00 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36号館 681

知的・発達障害児に対するニューロフィードバックトレーニング
（NFT）の適用とその効果

企画・話題提供：田崎 美弥子（東邦大学）
司会：良峯 徳和（多摩大学）

話題提供：中島 正世（神奈川工科大学）
話題提供：高野 隆司（メンタルサポートそら）
指定討論：山口 哲生＃（東邦大学）

SS23 3月 18日(月） 15：00～17：00 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36号館 682

医療、福祉、保育・教育現場における多職種連携
企画・話題提供：丸谷 充子（浦和大学）
司会・指定討論：吉澤 一弥（日本女子大学）

話題提供：安藤 朗子（日本女子大学）
話題提供：秦野 悦子（白百合女子大学）

SS24 3月 19日(火） 9：30～11：30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36号館 581

フォーラム森の幼稚園(1)
―今、考えるべきこと―

企画：百合草 禎二（主体科学としての心理学研究所）
司会：金子 龍太郎（龍谷大学）

話題提供：木戸 啓絵＃（岐阜聖徳学園大学短期大学部）
話題提供：松好 伸一（石巻専修大学）
話題提供：大道 香織（国際学院埼玉短期大学）
指定討論：岡花 祈一郎（琉球大学）

SS25 3月 19日(火） 9：30～11：30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36号館 582

多職種連携が学校で根付くには？
―子どもの発達を支える専門家の立場から―

企画・司会：鈴木 悠介（東京都立板橋特別支援学校）
話題提供：前川 圭一郎＃（足立区子ども支援センター）
話題提供：森脇 愛子（東京大学）
指定討論：成川 敦子＃（東京都立羽村特別支援学校）
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SS26 3月 19日(火） 12：30～14：30 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36号館 581

保育の質が子どもの発達に与える影響
―保育環境の「質」と「効果」の評価、課題―
企画・司会・話題提供：藤澤 啓子（慶應義塾大学）

話題提供：中室 牧子＃（慶應義塾大学）
話題提供：深井 太洋＃（東京大学）
指定討論：秋田 喜代美（東京大学）

SS27 3月 19日(火） 12：30～14：30 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36号館 582

非認知的（社会情緒的）コンピテンスの発達と展望(2)
企画・司会：石井 佑可子（藤女子大学）

企画・話題提供：利根川 明子（東京大学）
話題提供：榊原 良太（鹿児島大学）
話題提供：川本 哲也（東京大学）
話題提供：武藤 世良（お茶の水女子大学）
話題提供：遠藤 利彦（東京大学）

SS28 3月 19日(火） 12：30～14：30 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36号館 681

思春期以降の高機能自閉スペクトラム者に対する「診断」と「特
性理解」について
―医療・心理・教育的立場からの検討―

企画・話題提供：大島 郁葉（千葉大学）
司会・指定討論：服巻 智子（大阪大学）

話題提供：桑原 斉＃（浜松医科大学）
指定討論：本田 秀夫＃（信州大学）

（37）



会員企画 ラウンドテーブル

RT1 3月 17日(日） 9：30～11：30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31号館 201

映像文化変容の中での子どものテレビ理解
― 教育テレビ60年を機に考える ―
企画・ファシリテーター：村野井 均（茨城大学）
企画・ファシリテーター：木村 美奈子（名城大学）

ファシリテーター：旦 直子（帝京科学大学）
ファシリテーター：小平 さち子＃（元 NHK放送文化研究所）

指定討論：加藤 義信（元愛知県立大学）

RT2 3月 17日(日） 9：30～11：30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31号館 202

乳幼児による指さしの産出と理解：これまでとこれから
企画・司会・話題提供：岸本 健（聖心女子大学）

企画・話題提供：佐藤 賢輔（共愛学園前橋国際大学）
話題提供：孟 憲巍（京都大学）
話題提供：宮津 寿美香（長崎大学）
話題提供：山本 寛樹＃（京都大学）

RT3 3月 17日(日） 9：30～11：30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31号館 204

子どもの育ちを支える保護者支援
―発達初期の子どもの3つの成長の節目における「共育ち」に着
目して―

企画・司会：高櫻 綾子（日本女子大学）
話題提供：大滝 世津子＃（鎌倉学び舎・鎌倉教育総合研究所）
話題提供：寳川 雅子＃（鎌倉女子大学短期大学部）
話題提供：小谷 誼美＃（お茶の水女子大学）

（38）



RT4 3月 17日(日） 9：30～11：30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33号館 331

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(5)
―「我が子らしさ」を巡る両親の語り―

企画・その他：青山 新吾（ノートルダム清心女子大学）
企画・その他：久保山 茂樹（国立特別支援教育総合研究所）
話題提供：勝浦 眞仁（桜花学園大学）
その他：市川 奈緒子（白梅学園大学）
その他：沼田 あや子＃（首都大学東京）
その他：山崎 徳子（常磐会学園大学）
その他：濱口 恵美＃（多摩市立大町台小学校）

RT5 3月 17日(日） 9：30～11：30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33号館 332

社会的認知能力としての痛みの表出
―関係性の中で捉えられる痛み―

企画・司会：柿沼 美紀（日本獣医生命科学大学）
話題提供：高橋 桃子（日本大学医学部附属板橋病院）
話題提供：財部 盛久（南九州大学）
話題提供：百田 豊＃（日本獣医生命科学大学）
指定討論：宮島 佑（東京家政大学）

RT6 3月 17日(日） 12：30～14：30 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31号館 201

「引きあい引き込む関係性」からコミュニケーション発達をひも
解く

企画：麦谷 綾子（NTTコミュニケーション科学基礎研究所）
企画：梶川 祥世（玉川大学）

話題提供：渡辺 謙＃（NTTコミュニケーション科学基礎研究所）
話題提供：孟 憲巍（京都大学）
話題提供：山田 徹志（慶應義塾大学/玉川大学脳科学研究所）
話題提供：河瀬 諭＃（大阪大学）
指定討論：皆川 泰代＃（慶応大学）
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RT7 3月 17日(日） 12：30～14：30 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31号館 202

高齢者の人格発達を考える
―活動を中心とした生涯発達過程論を基軸に―

企画：金田 利子（東京国際福祉専門学校）
ファシリテーター：岡花 祈一郎（琉球大学）

話題提供：金田 利子（東京国際福祉専門学校）
話題提供：萩原 元昭＃（群馬大学）
指定討論：藤原 佳典＃（東京都健康長寿医療センター）
指定討論：やまだ ようこ（京都大学）
指定討論：川田 学（北海道大学）

RT8 3月 17日(日） 12：30～14：30 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31号館 204

保育に写真記録を取り入れることで見えてくること変わること
―立場・方法・手法等の違いを越えて―

企画：田島 大輔（和洋女子大学）
話題提供：久留島 太郎＃（植草学園短期大学）
話題提供：中村 章啓＃（野中こども園）
話題提供：牧野 彰賢＃（ほうりん福祉会）
話題提供：土山 法住＃（あまね保育園）

RT9 3月 17日(日） 12：30～14：30 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33号館 331

笑う・笑わせる・笑われる
―発達的視点からの捉え直し―

企画：伊藤 理絵（岡崎女子短期大学）
話題提供：藤野 正和（長崎短期大学）
話題提供：村上 太郎（九州女子大学）
話題提供：白井 真理子＃（同志社大学）

ファシリテーター：川上 文人（中部大学）
ファシリテーター：近藤 龍彰（富山大学）
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RT10 3月 17日(日） 12：30～14：30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33号館 332

「社会全体での子育て」を目指して
―障がい児の家族支援を通して考えるこれからの子育て―
企画・司会・話題提供：江尻 桂子（茨城キリスト教大学）

話題提供：武居 渡（金沢大学）
指定討論：久保 南海子（愛知淑徳大学）
指定討論：仲 真紀子（立命館大学）

RT11 3月 17日(日） 12：30～14：30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33号館 333

多文化・多言語環境と発達障害
企画・話題提供：塘 利枝子（同志社女子大学）
企画・話題提供：権藤 桂子（共立女子大学）
企画・話題提供：松井 智子（東京学芸大学）

話題提供：櫻井 千穂（同志社大学）

RT12 3月 17日(日） 15：00～17：00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31号館 201

「こころ」と「こころの理論」
―Theory of Mind 概念に再接近する―

企画・話題提供：橋彌 和秀（九州大学）
企画・司会：小林 春美（東京電機大学）
話題提供：森口 佑介（京都大学）
話題提供：大坪 庸介＃（神戸大学）
話題提供：狩野 文浩＃（京都大学）
指定討論：松井 智子（東京学芸大学）
指定討論：木下 孝司（神戸大学）

RT13 3月 17日(日） 15：00～17：00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31号館 202

キャリア形成における自己と感情
―自己の世界の変容をどのようにモデル化するのか―

企画・話題提供：藤田 清澄（盛岡大学）
話題提供：林 恵（帝京短期大学）
話題提供：亀井 美弥子（湘北短期大学）
話題提供：香曽我部 琢（宮城教育大学）
指定討論：戸田 有一（大阪教育大学）
指定討論：諏訪 きぬ（明星大学）

（41）



RT14 3月 17日(日） 15：00～17：00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31号館 204

幼児期から学齢期への移行における親の育児困難感と支援の視点
企画・話題提供：千﨑 美恵（白百合女子大学）

話題提供：村田 朱美＃（日本赤十字社医療センター）
話題提供：坂内 理香（川崎市総合教育センター）
話題提供：下山 恵（社会福祉法人のゆり会のぞみ学園かめあり）
指定討論：井口 由子＃（こども思春期メンタルクリニック）

RT15 3月 17日(日） 15：00～17：00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33号館 331

親子関係を行動から測る：かかわり指標（Interaction Rating
Scale）の国際比較と今後の課題

企画：矢藤 優子（立命館大学）
話題提供：童 連＃（Fudan University）
話題提供：田中 笑子（筑波大学）
話題提供：孫 怡（立命館大学）
話題提供：連 傑濤（立命館大学）

RT16 3月 17日(日） 15：00～17：00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33号館 332

子どもの学校適応の基盤
― 幼児から児童、児童から生徒の移行期に、子どもたちをどのよ
うに支えるか―

企画・司会：高井 直美（京都ノートルダム女子大学）
話題提供：伊藤 一美（京都ノートルダム女子大学）
話題提供：薦田 未央（京都ノートルダム女子大学）
話題提供：寺井 朋子（武庫川女子大学）
指定討論：塘 利枝子（同志社女子大学）
指定討論：河合 優年（武庫川女子大学）

（42）



RT17 3月 17日(日） 15：00～17：00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33号館 333

自閉症スペクトラム児者の社会性支援をめぐって
―保育・教室での「社会性不要論」と「社会性＝集団行動論」の
断絶を超えて―

企画・司会：長崎 勤（実践女子大学）
企画・指定討論：吉井 勘人（山梨大学）

話題提供：若井 広太郎（筑波大学附属大塚特別支援学校）
話題提供：深澤 雄紀＃（静岡県立藤枝特別支援学校）
話題提供：兵藤 瑞穂（実践女子大学）
話題提供：天野 美緒（実践女子大学）
話題提供：板倉 達哉（筑波大学）
指定討論：熊谷 高幸（福井大学）

RT18 3月 17日(日） 17：30～19：30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31号館 201

「かわいい」の進化と文化
企画・司会・話題提供：齋藤 慈子（上智大学）

企画・話題提供：橋彌 和秀（九州大学）
話題提供：川口 ゆり＃（京都大学）
話題提供：小原 一馬＃（宇都宮大学）
指定討論：床呂 郁哉＃（東京外国語大学）
指定討論：金沢 創（日本女子大学）

RT19 3月 17日(日） 17：30～19：30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31号館 202

発達を創る青年たち(1)
企画・司会：西垣 順子（大阪市立大学）
話題提供：半澤 礼之（北海道教育大学）
話題提供：伊田 勝憲（静岡大学）
指定討論：岩野 清美＃（和歌山大学）

（43）



RT20 3月 17日(日） 17：30～19：30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31号館 204

療育演劇（Therapy Drama）の実践
―演じる事の効果と可能性？―

企画・話題提供：金武 育子（office 育子）
話題提供：比嘉 佳代（おきなわ edu）
話題提供：貞苅 玲＃（ESL Theatre Project）

RT21 3月 17日(日） 17：30～19：30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33号館 331

数量理解における身体の役割
―計算時の指の使用の是非―

企画・司会：杉村 伸一郎（広島大学）
話題提供：上原 淑枝＃（川崎市立栗木台小学校）
話題提供：池田 康子（早稲田大学）
話題提供：山名 裕子（秋田大学）
話題提供：浅川 淳司（金沢大学）

RT22 3月 17日(日） 17：30～19：30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33号館 332

東日本大震災の生活環境崩壊による子どもの発達への影響
―震災7年、いわき市の子どもの発達の現状とその要因を考える―

企画・司会：鈴木 美枝子（いわき短期大学）
話題提供：阿邉 智（NPO法人子どもの家）
話題提供：須藤 幸恵（BRIDGEこころの発達研究所）
話題提供：野村 昴樹＃（いわき明星大学）
指定討論：白川 美也子＃（こころとからだ・光の花クリニック）
指定討論：仲 真紀子（立命館大学）

（44）



RT23 3月 17日(日） 17：30～19：30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33号館 333

言語発達に課題のある子どもへの多様な場におけるアプローチ
―医療・福祉・教育でのアセスメントから対応へ―

企画・司会：大伴 潔（東京学芸大学）
企画：橋本 創一（東京学芸大学）

話題提供：尾上 ふみ（獨協医科大学）
話題提供：綿野 香（おさかなルーム）
話題提供：溝江 唯（岡田こどもクリニック Sun-Sano）
話題提供：仁科 いくみ＃（小金井市立小金井第二小学校）
指定討論：林 安紀子（東京学芸大学）

RT24 3月 18日(月） 9：30～11：30 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31号館 201

心理学は放射線問題とどう向きあうべきか
企画：齊藤 誠一（神戸大学）
司会：吉田 圭吾（神戸大学）

話題提供：飯塚 康代＃（NPO法人ビーンズふくしま）
話題提供：岡本 英生（奈良女子大学）
話題提供：則定 百合子（和歌山大学）
指定討論：高谷 理恵子（福島大学）
話題提供：瀧野 揚三（大阪教育大学）

RT25 3月 18日(月） 9：30～11：30 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31号館 202

道徳性とは何か？：道徳性再考(1)
―発達的観点から現在の道徳「教科化」を考える―

企画・司会：勝間 理沙（京都大学）
企画・司会：戸田 有一（大阪教育大学）
話題提供：滑田 明暢＃（静岡大学）
話題提供：小林 将太＃（大阪教育大学）
話題提供：野本 玲子＃（神戸医療福祉大学）

（45）



RT26 3月 18日(月） 9：30～11：30 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31号館 204

子どもと音楽とのかかわりを「環境」から考える
―〈場〉、〈声〉、〈行為〉に着目して―

企画・話題提供：丸山 慎（駒沢女子大学）
企画・司会：澤水 真央（ヤマハ音楽振興会）
話題提供：梶川 祥世（玉川大学）
話題提供：嶋田 容子（金沢学院短期大学）
指定討論：荻野 美佐子（上智大学）

RT27 3月 18日(月） 9：30～11：30 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33号館 331

批判心理学の基本的概念の検討
―主に「行為能力」概念を巡って―

企画：百合草 禎二（主体科学としての心理学研究所）
話題提供：白井 利明（大阪教育大学）
話題提供：加藤 弘通（北海道大学）

RT28 3月 18日(月） 9：30～11：30 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33号館 332

成人の動機づけ
企画・ファシリテーター：安藤 史高（岐阜聖徳学園大学）

企画：ソーシャル・モチベーション研究会
話題提供：堀口 康太（筑波大学）
話題提供：田仲 由佳（清泉女学院大学）
話題提供：脇 みどり＃（明治大学）
話題提供：塚原 拓馬（実践女子大学）
指定討論：高崎 文子（熊本大学）
指定討論：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）

（46）



RT29 3月 18日(月） 9：30～11：30 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33号館 333

感情研究から知る子どもの道徳行動の発達
企画・司会：渡辺 弥生（法政大学）
話題提供：翁川 千里（東京学芸大）
話題提供：田代 琴美（法政大学）
話題提供：岩城 美良（法政大学）
話題提供：只浦 聖子（大内宿三澤屋）

RT30 3月 18日(月） 12：30～14：30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31号館 204

学校動物飼育を子どもの心の発達に活かす方略
―動物介在教育（アニマル・アシステッド・エデュケーション)―

企画・話題提供：濱野 佐代子（帝京科学大学）
話題提供：西村 信子（駒澤大学）
話題提供：藤崎 亜由子（兵庫教育大学）
話題提供：中川 清志＃（東京都獣医師会）
話題提供：桑原 保光＃（群馬県獣医師会）
指定討論：安藤 孝敏（横浜国立大学）

RT31 3月 18日(月） 12：30～14：30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33号館 331

自閉症スペクトラム児のキャリア発達支援
―小集団指導の意義と効果―

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

話題提供：地内 亜紀子（横浜市総合リハビリテーションセンター）
話題提供：柳川 公三子

（富山大学人間発達科学部附属特別支援学校）
指定討論：日戸 由刈（相模女子大学）

（47）



RT32 3月 18日(月） 12：30～14：30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33号館 332

拡張的学習の理論と防災まちづくりワークショップの創造
―地域共生社会の実現への活動理論的介入研究―
企画・司会・話題提供：山住 勝広（関西大学）

話題提供：山住 勝利＃（特定非営利活動法人ふたば）

RT33 3月 18日(月） 12：30～14：30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33号館 333

発達障害のある女の子・女性の「多様性のある生き方」への支援
企画・司会：加藤 浩平（東京学芸大学）
話題提供：岩男 芙美（中村学園大学）
話題提供：川上 ちひろ＃（岐阜大学）
話題提供：綿貫 愛子（NPO法人東京都自閉症協会）
指定討論：木谷 秀勝＃（山口大学）

RT34 3月 18日(月） 15：00～17：00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31号館 201

伝統的なジェンダー役割観は変わりうるのか
―その兆しを探る―

企画・話題提供：大野 祥子（白百合女子大学）
企画・話題提供：江上 園子（愛媛大学）

企画・司会・話題提供：平井 美佳（横浜市立大学）
話題提供：渡邊 寛（筑波大学大学院）
指定討論：高橋 惠子（聖心女子大学）

RT35 3月 18日(月） 15：00～17：00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31号館 202

生活の「場」で子どもの心を育てること
―地域の多職種協働による心理支援の新たな可能性―
企画・司会・話題提供：麻生 典子（神奈川大学）

話題提供：菅野 恵＃（和光大学）
話題提供：福島 里美＃（日本女子大学）
指定討論：鵜養 美昭＃（日本女子大学）
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RT36 3月 18日(月） 15：00～17：00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31号館 204

育児期の母親はどのような時間的展望を持つのか
企画：半澤 礼之（北海道教育大学）

企画・司会：高澤 健司（福山市立大学）
話題提供：園田 直子（久留米大学）
話題提供：照井 裕子（湘北短期大学）
指定討論：柏尾 眞津子（大阪人間科学大学）
指定討論：大橋 靖史（淑徳大学）

RT37 3月 18日(月） 15：00～17：00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33号館 331

女性・母親に向けられるアンコンシャス・バイアスという眼差し
企画・司会：中坪 史典（広島大学）
話題提供：木戸 彩恵（関西大学）
話題提供：加藤 望＃（愛知みずほ短期大学）
指定討論：石野 陽子（島根大学）
指定討論：藤川 菜緒子＃（ガールスカウト日本連盟）

RT38 3月 18日(月） 15：00～17：00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33号館 332

家庭で感情と社会性は教育できるか？
―親子コミュニケーションの重要性を探る―

企画・話題提供：渡邊 直美（NTTコミュニケーション科学基礎研究所）
話題提供：浜名 真以（東京大学）
話題提供：溝川 藍（名古屋大学）

ファシリテーター：渡辺 弥生（法政大学）
ファシリテーター：小林 哲生＃（NTTコミュニケーション科学基礎研究所）

RT39 3月 18日(月） 15：00～17：00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33号館 333

ヒト科の子どもの育ちを支援する
―脳性まひのチンパンジーの発達と環境エンリッチメント―

企画：竹下 秀子（追手門学院大学）
企画・司会：山田 信宏＃（高知県立のいち動物公園）
話題提供：高塩 純一＃（びわこ学園医療福祉センター草津）
話題提供：櫻庭 陽子＃（京都市動物園）
指定討論：細田 直哉（聖隷クリストファー大学）
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RT40 3月 19日(火） 9：30～11：30 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31号館 201

心理学領域におけるデータのオープンアクセスとその活用
―e-Science の構築による発達研究の活性化にむけて―

企画・司会：河合 優年（武庫川女子大学）
話題提供：安藤 寿康（慶應義塾大学）
話題提供：難波 久美子（武庫川女子大学）
指定討論：前田 忠彦＃（情報システム研究機構）

RT41 3月 19日(火） 9：30～11：30 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31号館 202

発達心理学におけるUnconscious Bias
企画：田口 久美子（和洋女子大学）

企画・話題提供：青野 篤子（福山大学）
話題提供：小林 幹子＃（公立学校スクールカウンセラー）
指定討論：伊田 勝憲（静岡大学）

RT42 3月 19日(火） 9：30～11：30 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31号館 204

成人女性の実情をデータから読みとる
―キャリア、子育て研究から捉える女性たちの今―

企画・話題提供：渡邊 ひとみ（高知大学）
企画・話題提供：伴 碧（大阪大学）

話題提供：野崎 華世＃（高知大学）
話題提供：江上 園子（愛媛大学）
話題提供：蒲谷 槙介（愛知淑徳大学）

RT43 3月 19日(火） 9：30～11：30 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33号館 331

『遊び』を探究する
―遊びの力に着目して―

企画・話題提供・ファシリテーター：福田 きよみ（桜美林大学）
企画・話題提供・ファシリテーター：岩田 恵子（玉川大学）

話題提供：瀬川 千津子＃（田園調布学園大学）
話題提供：木村 萌（お茶の水女子大学こども園）
指定討論：中野 茂（札幌国際大学）
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RT44 3月 19日(火） 9：30～11：30 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33号館 332

“触れ合い”から発達を捉える
―子どもの発達における触覚コミュニケーションの役割を考える―

企画：高橋 翠（東京大学）
司会：新屋 裕太（東京大学）

話題提供：小山 悠里（東京大学）
話題提供：茂木 一孝＃（麻布大学）
話題提供：菊池 吉晃＃（首都大学東京）
話題提供：松島 佳苗＃（京都大学）
指定討論：遠藤 利彦（東京大学）

RT45 3月 19日(火） 9：30～11：30 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33号館 333

乳幼児の爪切りから心の成り立ちの展開を考える
企画・話題提供：松本 光太郎（茨城大学）

指定討論：麻生 武（奈良女子大学）
指定討論：徳田 治子（高千穂大学）

RT46 3月 19日(火） 12：30～14：30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31号館 201

ロールシャッハ反応と集団遊戯場面における対人関係
―ASD児を対象とするグループプレイセラピーの経過から―

企画・話題提供：廣利 吉治（東海学院大学）
司会・話題提供：牧野 光里（岡崎市福祉事業団）

話題提供：巴山 洋美＃（東海学院大学）
話題提供：古本 安祐美＃（東海学院大学）

RT47 3月 19日(火） 12：30～14：30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31号館 202

遊離物とコミュニケーション
企画・司会・話題提供：西尾 千尋（東京大学）

話題提供：外山 紀子（早稲田大学）
話題提供：青山 慶（松蔭大学）
指定討論：高梨 克也＃（京都大学）
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RT48 3月 19日(火） 12：30～14：30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31号館 204

日本における宗教研究と脳科学との連携の可能性を探る
企画・司会：松島 公望（東京大学）
話題提供：藤井 修平＃（東京大学）
話題提供：中谷 裕教＃（東京大学）

RT49 3月 19日(火） 12：30～14：30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33号館 331

支援という観点からみた情動発達のアセスメント
企画：本郷 一夫（東北大学）

話題提供：米澤 好史（和歌山大学）
話題提供：平川 久美子（石巻専修大学）
話題提供：須田 治（首都大学東京）

RT50 3月 19日(火） 12：30～14：30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33号館 332

問題行動・非行と規範意識
企画：長谷川 真里（横浜市立大学）
企画：越中 康治（宮城教育大学）

話題提供：大久保 智生（香川大学）
指定討論：荒川 歩（武蔵野美術大学）

RT51 3月 19日(火） 12：30～14：30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33号館 333

意味の生成と使用の問題：「意味の行為」から「行為の意味」へ
企画・話題提供：横山 草介（東京都市大学）

話題提供：嶋口 裕基＃（名城大学）
話題提供：阿部 廣二（早稲田大学）

（52）
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ポスターセッション 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3月 17日(日）9：30～11：30
（在席責任時間 発表番号：奇数 9：30～10：20：偶数 10：30～11：20）

PS1-1 改訂日本語版ワーク・ファミリー・エンリッチメント尺度の作成
白百合女子大学大学院 原 健之

同志社大学 藤本 哲史＃

PS1-2 自己愛の評価過敏性、誇大性と教育実習経験の自己評価及び自尊感情との関連
神戸大学大学院 中田 愛美

PS1-3 聴覚障害幼児に対する指文字の使用特徴
―語彙獲得を意図した使用方法に焦点を当てて―

筑波大学大学院 井口 亜希子
筑波大学人間系 原島 恒夫＃
茨城大学教育学部 田原 敬＃

PS1-4 性差を考慮した幼児版社会性・行動評価尺度の開発
―就学前児用社会的スキル尺度との関連について―

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 利佳＃
関西大学大学院 清水 里美

大谷大学 井上 和久＃
摂南大学 池田 友美＃

社会福祉法人京都国際社会福祉協力会 大谷 多加志
京都教育大学 牛山 道雄
姫路大学 郷間 英世

PS1-5 病院の待合室における絵本の役割についての探索的調査
上越教育大学 白神 敬介

PS1-6 大学生の発達障害に対するイメージと共感性の検討
―知識と接触経験に焦点を当てて―

琉球大学大学院 上江洲 優子
琉球大学 金城 志麻

PS1-7 新版 K式発達検査における成人級課題の精密化(2)
―｢正方形の数」課題の検討―

社会福祉法人京都国際社会福祉協力会 大谷 多加志
平安女学院大学 清水 里美

PS1-8 幼児の脳・感覚機能の特性と行動特性の関係
宮崎大学 立元 真

長野県立大学 前田 泰弘

PS1-9 幼児が持つ因果応報の信念に影響する要因の検討
群馬大学大学院 大島 みずき
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PS1-10 子どもから見た夫婦間相互作用尺度の作成
筑波大学大学院 広瀬 愛希子

筑波大学 濱口 佳和＃

PS1-11 幼児期における時間的拡張自己の発達(1)
―年少児における自身の過去の認識―

青山学院大学 坂上 裕子
白梅学園大学 佐久間 路子

PS1-12 幼児期における時間的拡張自己の発達(2)
―年中児における自身の過去の認識―

白梅学園大学 佐久間 路子
青山学院大学 坂上 裕子

PS1-13 パズル課題解決場面における母子間相互作用と自己制御(3)
―1歳台母子の課題解決過程における母親の発話内容―

東京理科大学 渡辺 忠温
東京理科大学 竹尾 和子
白百合女子大学 渡部 朗代

PS1-14 三次元動作解析を用いた乳児期のくすぐり遊びにおけるマルチモーダルな相互作用の事例的分析
―コミュニケーション的音楽性の観点から―

東京家政大学 石島 このみ
早稲田大学 小林 博道＃
早稲田大学 百瀬 桂子＃
早稲田大学 根ケ山 光一

PS1-15 乳幼児期の子育て場面における不快情動に対する態度
―不快情動喚起状況別の調整方法からの検討―

駿河台大学 杉本 英晴

PS1-16 家庭の経済状況と子どもの友達関係
―｢愛知の子ども縦断調査」より―

愛知県立大学 神田 直子
愛知県立大学 山本 理絵

PS1-17 幼児期初期の仲間関係の発達
―児童館の幼児活動における子ども相互の働きかけと反応に着目して―

東京都東久留米市 宮﨑 孝子

PS1-18 3ヶ月児の啼泣前後の自発発声と心拍の変動
東京大学大学院 新屋 裕太
東京大学大学院 渡辺 はま＃
東京大学大学院 多賀 厳太郎＃

PS1-19 大学生におけるマインドワンダリングの生起が潜在的感情の変化と創造性に及ぼす影響
鳴門教育大学 熊渕 直弥
鳴門教育大学 内田 香奈子
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PS1-20 未就学児における間接互恵性の発達的変化
―選別的利他行動の検討―

玉川大学 高岸 治人
玉川大学 藤井 貴之

関西福祉科学大学 亀島 信也

PS1-21 「注意・共同注意支援プログラム」の生態学的環境における効果評価のための視線計測
慶應義塾大学大学院 小山 雅代
慶應義塾大学文学部 山本 淳一

PS1-22 幼児が予期外の事象にユーモアを感じるのはいつか？
―Griceの質の格率への理解との関連―

追手門学院大学大学院 三好 理央
追手門学院大学 大神田 麻子

同志社大学赤ちゃん学研究センター 谷口 康祐＃
追手門学院大学 竹下 秀子

PS1-23 乳児のネガティブ感情への対応尺度の日米測定不変性の検討
筑波大学 安藤 智子

Arizona State University Spinrad Tracy＃
Arizona State University Eisenberg Nancy＃

PS1-24 0～1歳児の母親・父親の子育て否定感の関連要因
―｢乳幼児の生活と育ちに関する調査 2017」より―

ベネッセ教育総合研究所 真田 美恵子
ベネッセ教育総合研究所 持田 聖子
ベネッセ教育総合研究所 高岡 純子

東京大学大学院 大久保 圭介
大阪教育大学 小﨑 恭弘＃
北里大学 島津 明人＃
東京大学 野澤 祥子
東京大学 遠藤 利彦
東京大学 秋田 喜代美

PS1-25 教師のメンタルヘルス
―管理職による理解と教師の求める支援―

東京女子大学大学院 蓮見 香穂
東京女子大学 前川 あさ美

PS1-26 小学校への学びに向けた幼児の育ちの現状と課題
宮城教育大学 飯島 典子

PS1-27 子育てへのコミットメントについての研究
―｢時間」・「お金」・「労力」・「気持ち」の配分に着目して―

いわき明星大学 名取 洋典
秋草学園短期大学 大熊 美佳子
国際基督教大学 黒石 憲洋
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PS1-28 園内活動時の幼児と幼稚園教諭のかかかわり
―行動観察の日仏比較より―

立命館大学 廣瀬 翔平

PS1-29 コホートデータを用いた子どもの QOLに対する本人と親の認識のズレの検討
鳥取大学 谷中 久和
鳥取大学 儀間 裕貴＃

PS1-30 児童期から思春期にかけての移行を捉える問題行動尺度と向学校的行動尺度
静岡大学 金子 泰之

PS1-31 中学生における社会的スキル獲得が対人相互作用に及ぼす影響
早稲田大学大学院 堀川 柚

東京未来大学こども心理学部 野中 俊介＃
早稲田大学人間科学学術院 嶋田 洋徳＃

PS1-32 小・中学生における「泣き」の認識の発達的変化
青山学院女子短期大学 高橋 実里

PS1-33 子育て支援センターでの「だっことおんぶ」支援の在り方
―だっことおんぶ講座とアンケート調査の報告―

NPO法人なのはな発達支援まほろば 馬飼野 陽美
NPO法人なのはな 稲吉 静

PS1-34 ふざけ・からかい行動の発達的意義に関する研究(1)
―1～2歳期のふざけ・からかい行動の受容と表出―

愛媛大学 小野 啓子

PS1-35 抑制機能と感情理解が幼児の社会性に及ぼす影響
―縦断的検討―

広島大学 清水 寿代
久留米大学 浦上 萌
福山市立大学 上山 瑠津子
山口短期大学 鄭 暁琳＃

松山東雲女子大学 三宅 英典
信州大学 清水 健司＃

PS1-36 対人葛藤場面での言語的方略に関する質的検討
聖隷クリストファー大学 長峰 伸治

PS1-37 1人で泣いた後に他者に泣いたことを認識される影響
お茶の水女子大学大学院 髙木 眞裕

PS1-38 保育学生の実習経験を通した子ども理解の変容
福山市立大学 上山 瑠津子
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PS1-39 乳児の手指活動における機能的左右非対称性と前頭前野の活動
―近赤外線分光法を用いた検討―

愛知東邦大学 橘 廣
名古屋大学 橘 春菜

PS1-40 ASD児の対人関係における自発性を伸ばす遊びの 1事例
―JASPERの取り組み―

BRIDGEこころの発達研究所 須藤 幸恵
名古屋学芸大学 黒田 美保

PS1-41 幼児期の感情ボキャブラリーの発達
―母親と父親による感情語使用の影響を探る―

NTTコミュニケーション科学基礎研究所 渡邊 直美
名古屋大学 篠原 亜佐美

NTTコミュニケーション科学基礎研究所 小林 哲生＃

PS1-42 思春期の認知バイアスと精神的健康の関連
―The Emotional Visual Search Task （EVST）日本語版を用いた検討―

筑波大学 田中 笑子
Kings College London Yuning Zhang＃
Kings College London Jennifer Lau＃

森ノ宮医療大学 澤田 優子＃

PS1-43 地域活動を通した中年期の発達プロセスについて
―ある中年女性の青少年育成活動の経験を通した発達に着目して―

帝京大学 新谷 和代

PS1-44 「保育所保育指針」の不適切な援用が説明文評価に与える影響
岐阜聖徳学園大学短期大学部 石田 開

PS1-45 幼児期における「親密に見える支配的関係」の発達的変化
―保育士へのアンケート追跡調査にもとづいて―

京都府立大学 服部 敬子

PS1-46 下の世代による世代性受容に関する研究
―世代性形成のエージェントと世代性の内容の関連―

九州産業大学 久木山 健一

PS1-47 直観像の発達科学的探究
京都大学 森口 佑介

京都大学大学院 山口 将典

PS1-48 気になる児童・生徒への教師の評価と生徒指導効力感
―小学校・中学校の教師の調査から―

東京大学教育学部附属中等教育学校 石橋 太加志

PS1-49 保育における 4歳児の「言葉による伝え合い」の育ち(1)
奈良教育大学 横山 真貴子

奈良教育大学附属幼稚園 鎌田 大雅＃

（58）



PS1-50 不登校経験のある高校生の保育園児との交流
―活動から見える対人関係に対する意識の変化について―

高崎健康福祉大学 宮原 美咲
高崎健康福祉大学 村田 美和

PS1-51 アクティブラーニングにおける ICT環境導入事例について
―大学生の就職活動演習の実施と評価に関する一考察より―

浦和大学 柴田 崇浩

PS1-52 ASDのある児童生徒に対するアートワークショップの効果
―思春期の自己理解に及ぼす影響と生理的指標の検討―

金沢大学 田中 早苗
金沢大学子どものこころの発達研究センター 辻 知陽＃

グラスゴー大学 Rooksby Maki＃
Artlink Central Aya Iguchi Sherry＃

PS1-53 乳幼児期の子どもが体験する越境活動と発達との関連性
―読み聞かせ活動における「垂直的越境活動 」・「水平的越境活動 」と発達との関連―

白百合女子大学 奥村 桃子

PS1-54 赤ちゃんの自尊感情を測る(2)
―他者評定間ならびに自己-他者評定間の一致に注目した測定の信頼性の検討―

同志社大学赤ちゃん学研究センター 箕浦 有希久
東北大学 高野 裕治＃

同志社大学赤ちゃん学研究センター 小西 行郎＃
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ポスターセッション 2 ㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀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 17日(日）12：30～14：30
（在席責任時間 発表番号：奇数 12：30～13：20：偶数 13：30～14：20）

PS2-1 心身症・神経症児が困難と感じる「症状や受診に関連した学校場面」への対応方法
山形大学 佐藤 幸子

PS2-2 高校生の生活習慣と心身の健康についての質的検討
―｢親」「友人」「学校生活」との関連から―

学校法人嶺南学園敦賀気比高等学校 坂本 理香

PS2-3 中学生の家族関係の評価の違いとレジリエンスとの関連
聖徳大学大学院 清水 美恵

PS2-4 多職種・多機関連携の研究の必要性とその道筋
―構造論的観点から見た連携実践の主要課題の提示と分析の試み―

日本女子大学 吉澤 一弥
浦和大学 丸谷 充子

PS2-5 子どもの権利と研究倫理の整合性の検討
國學院大學 斉藤 こずゑ

PS2-6 ASD（自閉スペクトラム症） 傾向をともにもつ母子への PCIT（Parent-Child Interaction Therapy） の効
果

武庫川女子大学大学院 熊本 千登勢

PS2-7 絵本「おおきな木」の感情による読み解き
―計量テキスト分析を用いて―

京都文教大学 三林 真弓

PS2-8 リスクを伴う遊びに対する保護者の価値意識と幼児の発達との関係
広島大学 杉村 伸一郎

福山市立大学 上山 瑠津子
広島大学 平川 真＃

福山市立大学 倉盛 美穂子
広島修道大学 平田 香奈子＃

PS2-9 在米日米国際結婚夫婦における家庭経済をめぐる調整課題と夫婦間葛藤
―離婚に至った場合―

東京都市大学 矢吹 理恵

PS2-10 身体疾患によらない身体症状を主訴とする児のパーソナリティ傾向
―P-Fスタディの結果より―

埼玉県立小児医療センター 森 秀都

PS2-11 乳児感情の読み取りと愛着スタイル・抑うつ傾向との関連
昭和女子大学 松澤 正子
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PS2-12 不妊女性が捉えた治療とキャリア継続の意思決定の要因
梅花女子大学 澤田 敏子

PS2-13 東日本大震災をきっかけに里親となった親族の養育
東北大学大学院 一條 玲香

東北大学 加藤 道代

PS2-14 保護者にとっての子どもの入園の意味(5)
―保護者がとらえる園生活を通しての子どもの育ち―

昭和女子大学 藤崎 春代

PS2-15 小中学生におけるいじめとモラルディスエンゲージメントとの関連 (1)
―いじめ場面での傍観行動とモラルディスエンゲージメント―

広島修道大学 西野 泰代
山梨大学 若本 純子

PS2-16 小中学生におけるいじめとモラルディスエンゲージメントとの関連(2)
―いじめ行為の繰り返しといじめ認知との関連にモラルディスエンゲージメントが及ぼす影響―

山梨大学 若本 純子
広島修道大学 西野 泰代

PS2-17 大学生の母親の片づけに関する研究
―台所と食卓がある部屋における検討―

目白大学大学院 元井 沙織
目白大学大学院 小野寺 敦子

PS2-18 職人の労働活動への社会文化的アプローチ
―現場参加における目標と技術探求の変化に関する仮説―

首都大学東京 松熊 亮

PS2-19 デジタル絵本および紙芝居を用いた幼児の役割取得能力トレーニング
―幼児の発言回数および保育者評定の検討―

新潟青陵大学 本間 優子
敬愛大学 阿部 学＃
宇都宮大学 株田 昌彦＃

PS2-20 保育場面で見られる子どもの負の情動表出
―4歳児クラスにおける事例検討―

白百合女子大学 大島 真里子
白百合女子大学 秦野 悦子

PS2-21 地域子育て支援拠点が捉える多胎児育児支援
国立成育医療研究センター 水本 深喜

NPO法人子育てひろば全国連絡協議会 松田 妙子＃
国立成育医療研究センター 立花 良之＃

PS2-22 家庭における数の教え方と幼児の数能力との関係
広島大学大学院 脇村 美穂
広島大学大学院 杉村 伸一郎
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PS2-23 虐待的養育環境と情動コンピテンスが解離へおよぼす影響
―オンライン調査に基づく検討―

広島文化学園大学 池田 龍也
東京大学大学院 浦野 由平

PS2-24 自傷行為の形成とそこからの回復過程
―青年期の多様性・特徴を踏まえた質的研究―

東京大学大学院 新井 素子

PS2-25 寝返り開始後の乳児を取り囲む周囲と探索活動
立教大学 山本 尚樹

PS2-26 中学生のインターネットトラブル
―携帯電話使用・対人関係・セルフコントロールからの検討―

白梅学園大学 小保方 晶子

PS2-27 乳児期における粗大運動発達の様相
武庫川女子大学 萱村 俊哉

無所属 萱村 朋子

PS2-28 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 5）
―｢区域外避難」をしている人への聴きとり調査から―

龍谷大学 荒木 美知子
立命館大学 荒木 穗積

PS2-29 園内研修の課題と改善点に関する研究
―管理職と職員の回答から見る保育の質の向上と研修のあり方―

兵庫教育大学 鈴木 正敏
東京大学大学院 淀川 裕美
武蔵野大学 箕輪 潤子
関西国際大学 椋田 善之＃
九州産業大学 森 暢子＃
東京家政大学 野口 隆子
名古屋市立大学 上田 敏丈

広島大学 中坪 史典
西南学院大学 門田 理世
兵庫県立大学 芦田 宏＃
聖徳大学 小田 豊＃
東京大学 秋田 喜代美

PS2-30 関係発達の現場で支援者はどのように変わるのか
―療育活動と教育相談に参加した保育士の単一事例報告より―

神戸松蔭女子学院大学 榊原 久直

PS2-31 児童心理治療施設でのアロマセラピー
徳島大学 山本 真由美

社会福祉法人四恩の里 野田 大燈＃
KTS 髙田 晃子＃

徳島大学 胡麻本 彩音
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PS2-32 成人の喫煙経験による喫煙に対する態度の差異
神戸大学大学院 谷 芳恵

PS2-33 情報生態学的人格発達論の試み
―ライフログ収集ツールの長期利用の観点から―

放送大学 高橋 秀明

PS2-34 いじめの深刻化のリスク要因
北海道大学 加藤 弘通
常葉大学 太田 正義
北海道大学 Yuejiang Hou

北海道大学 舒 悦＃

PS2-35 「学校不適応感」のある学校生活を支えたもの
東京女子大学大学院 堀本 ともみ

東京女子大学 前川 あさ美

PS2-36 米国デラウェア州での自閉スペクトラム症の早期発見から介入までの取り組み
―1年間のポスドクフェローシップを通して―

北海道科学大学 佐藤 徹男

PS2-37 スクイグル法における描線と投影過程
東京女子大学大学院 片保 希実

東京女子大学 前川 あさ美

PS2-38 日本人青年の自殺リスクと死後の未来展望
―VRを用いたサイバーボール課題による社会的排斥が抑うつに及ぼす影響への調整効果―

奈良教育大学 石井 僚
同志社大学 江 聚名＃
名古屋大学 原田 雅也

PS2-39 自閉スペクトラム症特性をもつ児童生徒における情動調整方略と抑うつ症状との関連
神戸学院大学 島袋 史奈
神戸学院大学 村山 恭朗

PS2-40 看護師の離職意図とフラストレーション反応の関係検討
―P-Fスタディとの関係から見た事例検討の可能性について―

三重大学 門脇 文子

PS2-41 発達障害児のアセスメントにおけるアタッチメント Q分類法の有効性に関する検討
大阪人間科学大学大学院 水谷 ナナミ

大阪人間科学大学 堤 俊彦
大阪人間科学大学大学院 近藤 綾音

PS2-42 知的遅れのない学齢期の自閉スペクトラム症児における適応行動
―その 1：学齢期前半（小学生）と後半（中学生・高校生）の比較―

相模原市発達障害支援センター 武部 正明
相模女子大学 日戸 由刈
東京学芸大学 藤野 博
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PS2-43 ピアニストの初見視奏時の視線
兵庫教育大学 武藤 愛
兵庫教育大学 松村 京子

PS2-44 未就学児を持つ父親の家事・育児参加を阻む要因について
―求められるのは、意識改革か、生活・労働実態の改善なのか―

京都女子大学 瓜生 淑子

PS2-45 沖縄県における発達加速
―1968～2015年―

藍野大学 日野林 俊彦
大阪成蹊大学 清水(加藤） 真由

子大阪大学大学院 金澤 忠博

PS2-46 現代社会における乳幼児の生育環境及び祖父母の育児参加と子どもへの関わり
―中国都市部 1歳児をもつ家族を対象とした行動観察とインタビュー調査―

慶應義塾大学 姜 娜
立命館大学 孫 怡

PS2-47 子どもにとってのキャラクターの心理機能に関する考察
―コフートの「自己対象」的な機能の視点から―

ミッドポイント・ワークラボ 西岡 直実

PS2-48 家庭の状態が思春期の子どもの自尊感情に与える影響
―小学校高学年から中学校までの変化に着目して―

北海道大学大学院 濤岡 優
北海道大学 加藤 弘通

北海道大学大学院 水野 君平＃
北海道大学 Yuejiang Hou

PS2-49 PECS訓練中の褒め言葉と ASD児の他者への注視行動
大阪大学大学院 田中 祐子
大阪大学大学院 上野 将敬＃
大阪大学大学院 金澤 忠博

PS2-50 北海道家庭学校第五代校長の著述の分析（第二報）
―名詞使用の経年的変化について―

札幌学院大学 久蔵 孝幸

PS2-51 祖父母－親関係が青年期の親子関係・祖父母関係に与える影響
白百合女子大学大学院 山内 萌

白百合女子大学 秦野 悦子

PS2-52 60分でマインドフルネスを習得できるか
―マインドフルネスに関する講義が大学生のマインドフルネス特性に与える影響―

早稲田大学大学院 阿部 哲理
早稲田大学 越川 房子
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PS2-53 青年期における父親に対する認識の変化とその過程
―男子大学生と女子大学生の語りの比較から―

上智大学大学院 厚澤 祐太郎
上智大学大学院 菅 麻里＃

上智大学 齋藤 慈子

PS2-54 養護教諭からみた子どもの虐待の原因の類型に関する研究(8)
―勤務校で最近増えていると感じている発達障害の傾向がある児童生徒との関係について―

帝京科学大学 石橋 裕子
滋賀短期大学 林 幸範
鹿児島大学 今林 俊一
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ポスターセッション 3 ㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀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 17日(日）15：00～17：00
（在席責任時間 発表番号：奇数 15：00～15：50：偶数 16：00～16：50）

PS3-1 中学生の将来志向性のタイプとサポート
―現在満足度との関連から―

聖徳大学大学院 山上 寛子

PS3-2 奇数の総報酬量を分配するときの幼児の志向タイプと理由の関連
美作大学 津々 清美

PS3-3 自閉症スペクトラム児における会話の特性
―自然な会話での会話の関連性と会話検査との分析を中心に―

社会福祉法人横浜市リハビリテーション事業団 見田 里緒
相模女子大学 日戸 由刈

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

実践女子大学 長崎 勤

PS3-4 大学生の母子関係とパーソナリティに関する一研究
太成学院大学 小高 恵

PS3-5 青年期の過敏型自己愛傾向の発達的変化
―中学生・高校生・大学生を対象とした横断研究―

比治山大学 神谷 真由美

PS3-6 保護者評定による未就学児と小学生の協調性
文教大学 登張 真稲
文教大学 名尾 典子

あきる野市教育研究所 田村 沙織
埼玉大学 首藤 敏元

帝京科学大学 大山 智子

PS3-7 思春期の攻撃性に関する縦断的検討(1)
―発達的変化の類型と性差―

名古屋大学 平石 賢二
皇學館大学 渡邉 賢二
愛知淑徳大学 谷 伊織

PS3-8 思春期の攻撃性に関する縦断的検討(2)
―心理的統制との関連―

皇學館大学 渡邉 賢二
名古屋大学 平石 賢二
愛知淑徳大学 谷 伊織

PS3-9 心理的敏感さを有する大学生へのソーシャル・サポートが適応感に及ぼす影響
九州大学大学院 永松 岳

琉球大学 金城 志麻
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PS3-10 青年期におけるアイデンティティ発達と購買行動に関わる自己とブランドの結びつきとの関連
―情報提示における擬人化性に着目して―

松山大学 熊野 みき
松山大学 芳賀 英明＃

PS3-11 親友の愛着機能は青年期の自己受容を支えるか
―個性記述的方法による理想自己と現実自己の乖離を用いた検討―

大阪市立大学 外尾 安由子
大阪市立大学 池上 知子

PS3-12 フレイルに対する社会経済的要因および「生きがい」の影響
国立研究開発法人国立長寿医療研究センター 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 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 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 中川 威
国立研究開発法人国立長寿医療研究センター 大塚 礼＃

愛知淑徳大学 安藤 富士子
名古屋学芸大学 下方 浩史＃

国立研究開発法人国立長寿医療研究センター 荒井 秀典＃

PS3-13 中高年者のワーク・ファミリー・バランスが認知機能に与える影響
―抑うつを媒介要因とした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 富田 真紀子
国立長寿医療研究センター 西田 裕紀子
国立長寿医療研究センター 丹下 智香子

国立長寿医療研究センター・日本学術振興会 中川 威
国立長寿医療研究センター 大塚 礼＃

国立長寿医療研究センター・愛知淑徳大学健康医療科学部 安藤 富士子
国立長寿医療研究センター・名古屋学芸大学大学院 下方 浩史＃

PS3-14 ASD児は ASD者が作ったストーリーを理解しやすいか？
―幾何図形アニメーション解釈課題での検討―

東京学芸大学大学院 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＃

PS3-15 算数授業における説明はどのようになされるのか
―小学校一年生の理由付けの分析―

お茶の水女子大学大学院 塩野入 愛

PS3-16 障害児を育てる親における親になることの年齢的変化
和光大学 辻 あゆみ
岐阜大学 別府 哲

PS3-17 ASD児のアタッチメント形成過程に関する考察
東京大学 堤 かおり
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PS3-18 自閉スペクトラム症児における分配行動の特徴と発達
東京学芸大学大学院 寺田 祥子

東京学芸大学 藤野 博
東京学芸大学 松井 智子
茨城大学 東條 吉邦

武蔵野東教育センター 計野 浩一郎＃

PS3-19 育児未経験者における対乳児発話時の反応
―近赤外線分光法及び音響分析による測定―

東北福祉大学 庭野 賀津子
東北福祉大学 田邊 素子＃

PS3-20 就学前児における実行機能が敏捷性と総合的運動能力に及ぼす影響
兵庫教育大学大学院連合 青山 翔
兵庫教育大学大学院連合 松村 京子

PS3-21 ポジティブ／ネガティブ経験に対する肯定的意味づけ
―青年期の自己発達との関連から―

高知大学 渡邊 ひとみ

PS3-22 発達障害児者における余暇の実態と QOLの関連
東京学芸大学 加藤 浩平
東京学芸大学 藤野 博

PS3-23 青年期における自己否定的体験への対処(1)
―面接調査により得られた自己否定的体験の分類―

奈良教育大学 中山 留美子

PS3-24 未就学児と小学生の協調性と家族形態との関連性
―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

PS3-25 大学生の友人選択に影響する要因の検討
―外向性に焦点を当てて―

帝京科学大学 旦 直子
帝京科学大学 関 春佳

PS3-26 青年期における怒り表出方略の性差および年齢差
東京大学 出野 美那子
名古屋大学 山形 伸二＃
東京大学 利根川 明子
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PS3-27 幼児期における情動表出の発達
―情動表出の理解と日常場面における情動表出との関連―

石巻専修大学 平川 久美子

PS3-28 成人女性の自己制御特性と人生の満足度との関連
―エゴ・レジリエンスとセルフコントロールとの関連から―

エゴレジ研究所 畑 潮
目白大学 小野寺 敦子

PS3-29 卵割りが生み出す探索行動の 9歳児における比較
―卵割りの発達心理学(3)―

茨城大学 松本 光太郎
青山学院大学 坂上 裕子

PS3-30 社会への移行期における場の移動と大学生の時間的展望
―教員養成大学に所属する学生を対象とした面接調査より―

北海道教育大学 半澤 礼之

PS3-31 パーソナリティと抑うつ感の発達的関連性
東京大学大学院 川本 哲也

PS3-32 宗教性及びスピリチュアリティと主観的幸福感の関連
―大学生と高齢者の比較―

東海学院大学 宮本 邦雄
岐阜市教育委員会 小林 照典＃

PS3-33 高次脳機能障害者のキャリア形成のプロセス
―コミュニティへの参加過程の分析を通して―

札幌国際大学 青木 美和子

PS3-34 介護職員の介護観に関する研究
―自由記述と介護観尺度、および介護実践との関連―

日本福祉大学 久世 淳子
日本福祉大学 藤原 秀子＃
日本福祉大学 水谷 なおみ＃
日本福祉大学 丹羽 啓子＃
日本福祉大学 間瀬 敬子＃
日本福祉大学 武田 啓子＃

PS3-35 青年先天性心疾患患者の「心理的自立」と「疾患管理の自立」の関連
千葉明徳短期大学 久保 瑶子

PS3-36 自己効力認知の変容についての一考察
―女子短期大学生の縦断調査による検討―

秋草学園短期大学 大熊 美佳子
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PS3-37 ASD、ADHD合併児の心理介入による集団適応過程
―自己理解／他者理解に焦点を当てた取り組み 事例報告―

筑波大学附属病院 竹内 具子

PS3-38 不登校を呈する中学生の音楽の心の窓について
―中学生の好きな音楽を通して関わる―

神戸大学大学院 吉田 圭吾

PS3-39 中年女性の仕事充実感に実父の関わりと性役割観が及ぼす影響
目白大学 小野寺 敦子

PS3-40 看護学生の自己効力感と認知症高齢者イメージの学年間比較について
広島文化学園大学 角野 加恵子
広島大学大学院 中谷 久恵＃
広島大学大学院 大﨏 美樹＃
広島大学大学院 金藤 亜希子＃

香川県立保健医療大学保健医療学部 吉本 知恵＃
島根県立大学看護栄養学部 小川 智子＃

PS3-41 幼児の睡眠習慣に関する縦断的検討Ⅱ
関西福祉科学大学 西元 直美

武庫川女子大学子ども発達科学研究センター 山本 正顕

PS3-42 宮城県の小学 1年生の学力と実行機能および行動性セルフレギュレーション
兵庫教育大学大学院 山本 訓子
兵庫教育大学大学院 松村 京子

PS3-43 養子縁組家族で育ち成人した「子ども」のライフストーリー
―テリングの効果についての探索的検討―

鎌倉女子大学 富田 庸子

PS3-44 大学生の進路選択における進路不安について
―大学 3年生のキャリア成熟と学生生活からの検討―

福島大学 五十嵐 敦

PS3-45 大学の授業による高齢者へのイメージへの影響
―SD法とエイジズム尺度を用いた非ランダム化比較試験による検討―

北星学園大学 永井 暁行
東京都健康長寿医療センター研究所 小川 将＃

PS3-46 高校生における学校不適応感とロールフルネスとの関連
―3年間のデータを用いた交差遅延効果モデル分析による検討―

人間環境大学 鈴木 美樹江
金城学院大学 加藤 大樹＃

PS3-47 高齢者におけるメタ記憶とソーシャルサポートとの関連
―精神的健康度に及ぼす影響についての検討―

東京未来大学 島内 晶
大阪大学 佐藤 眞一

東京成徳大学 西村 昭徳＃
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PS3-48 孤独感類型と感覚処理感受性との関連
四国大学 芝崎 良典

PS3-49 大学生のスマートフォンによるインターネット依存傾向と家族機能 ,親子間葛藤との関連
お茶の水女子大学大学院 山口 光

PS3-50 ASD児へのインリアル・アプローチによるコミュニケーション支援
―遊び作りを促しことばの伝達使用を促す取り組み―

大阪大学大学院 河内 清美

PS3-51 高齢期における喪失と宗教の役割
―金光教信者の語りから―

愛媛大学大学院 高橋 和真

PS3-52 キャリア意識と社会的信頼
―全国の就職活動生を対象にした自由記述分析―

法政大学 田澤 実
法政大学 梅崎 修

PS3-53 居場所と「個」及び「関係性」の観点にもとづくアイデンティティの関連
奈良学園大学 岡村 季光

PS3-54 児童期の情動理解の発達に関する研究 2

―情動理解と他者視点取得との関係についての検討―
聖和学園短期大学 山本 信

東北大学 本郷 一夫
東北大学大学院 工藤 渓
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（在席責任時間 発表番号：奇数 17：30～18：20：偶数 18：30～19：20）

PS4-1 オンラインで子どもの語用能力をはかる：「ことばのつかいかたテスト」の開発と信頼性・妥当性の検証
金沢大学 大井 学

大阪大学大学院連合 水谷 柳子＃

PS4-2 シニア世代における自己有用感
文京学院大学 伊藤 裕子
文京学院大学 山崎 幸子
聖徳大学 相良 順子

PS4-3 自閉スペクトラム症児の共有体験と母子相互交渉の特徴
―神経衰弱場面における注意・情動の共有に着目した探索的検討―

くらしき作陽大学 永井 祐也
くらしき作陽大学 橋本 正巳＃

PS4-4 質問応答状況における 4～6歳児の日常経験の説明
―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

PS4-5 成人における発話と映像的身振りの統合的理解
―発話と身振りを統合する能力と課題の成績に対する指示語発話の効果―

松山東雲女子大学 三宅 英典

PS4-6 仮説演繹的推論の難しさはどこにあるのか(1)
早稲田大学 中垣 啓
早稲田大学 伊藤 朋子

PS4-7 高齢者のエンド・オブ・ライフケアへのアクションリサーチ(1)
―地域高齢者のエンド・オブ・ライフへの態度およびその関連要因―

長栄学園木島幼稚園 辻本 耐
中京大学 川島 大輔

武庫川女子大学 田中 美帆

PS4-8 高齢者のエンド・オブ・ライフケアへのアクションリサーチ(2)
―ライフエンディング・ワークの開発―

中京大学 川島 大輔
中京大学大学院 古賀 佳樹

一般社団法人ライフエンディング・ステージ 葉室 亮介＃

PS4-9 成人期後半における感情の安定性と変化
国立長寿医療研究センター 中川 威
国立長寿医療研究センター 西田 裕紀子
国立長寿医療研究センター 丹下 智香子
国立長寿医療研究センター 富田 真紀子
国立長寿医療研究センター 大塚 礼＃

愛知淑徳大学 安藤 富士子
名古屋学芸大学 下方 浩史＃
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PS4-10 生活環境多様性が子どもの発達状態およびかかわり質に及ぼす影響
立命館大学 連 傑濤
立命館大学 矢藤 優子
立命館大学 孫 怡

PS4-11 恋人を欲しいと思わない青年の時間的展望
和光大学 高坂 康雅

PS4-12 嗜好品に関する回想機能の特性における年代および嗜好品間の差異
川崎医療福祉大学 瀧川 真也

立命館大学 横光 健吾＃

PS4-13 祖父母の共同育児が親子の心身健康に及ぼす影響
―中国都市部 1歳児を持つ家庭を対象に―

立命館大学 孫 怡
慶應義塾大学 姜 娜
立命館大学 連 傑濤
立命館大学 矢藤 優子

PS4-14 知的発達に遅れのある子どもにおける統語発達
筑波大学 小泉 愛美
筑波大学 小島 道生

PS4-15 成人女性の高齢期におけるソーシャルサポート期待
―家族属性別による検討―

昭和女子大学大学院 松永 しのぶ
鎌倉女子大学 大石 美佳

PS4-16 成人女性の生活状況と心理的 well-being

―家族属性別による検討―
鎌倉女子大学 大石 美佳

昭和女子大学大学院 松永 しのぶ

PS4-17 中高年がエンディングノートに自伝的記憶を書かない理由
杏林大学 下島 裕美

PS4-18 乳幼児はモーラ音声をどう区切って聞いているのか。
お茶の水女子大学 鄭 軟妹
お茶の水女子大学 上原 泉

PS4-19 お互いのテーマが大きく異なる場合のピア・レスポンスでの意見の述べ方
―コース前半のやりとりに焦点化して―

国際教養大学 石毛 順子

PS4-20 母親の育児語使用と子どもの初期語彙獲得
―18か月と 24か月の 2時点における縦断調査―

東京大学 針生 悦子

（73）



PS4-21 計画的偶発性が実践知と叡智の獲得に及ぼす効果
―会社員、看護師、教員を対象とした発達的変化の検討―

京都大学 楠見 孝
京都大学 西川 一二＃

PS4-22 スマートフォンに対する主観的使用時間と客観的使用時間(1)
富山大学 井上 真理子

大阪樟蔭女子大学 川上 正浩

PS4-23 抑うつ程度によって人の表情認知は変わるのか？
―抑うつ程度の違いが不明瞭な表情の認知とその反応速度に及ぼす影響―

神戸大学大学院 原田 真悠子

PS4-24 乳幼児はいかにかくことに出会うのか
―生後 8-18ヵ月におけるかき行為に媒介された親子コミュニケーションの縦断分析―

立教大学 石本 啓一郎

PS4-25 児童期の学習を支える基本的概念の発達(3)
―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：3年度分のデータを踏まえて―

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

PS4-26 児童期の学習を支える基本的概念の発達(4)
―就学直後の見取り調査と学年末学力テストの関連から予測する学習の基礎力―

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

PS4-27 自閉症者における文脈的情報性に基づく語の意味の推論
東京大学 明地 洋典
東京大学 菊池 由葵子
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＃
東京大学 長谷川 寿一＃

PS4-28 自閉症児における顔への注意と手の模倣
東京大学 菊池 由葵子
東京大学 明地 洋典

武蔵野東教育センター 計野 浩一郎＃
茨城大学 東條 吉邦
東京大学 長谷川 寿一＃
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PS4-29 ASD児におけるオノマトペの理解と表出
―定型発達児との比較を通して―

白百合女子大学 藤野 あすか
白百合女子大学 秦野 悦子

PS4-30 外国語を母語とする両親を持ち 日本で生まれ育つ子どもの言語発達(4)
東京家政大学 武井 澄江
日本経済大学 徳吉 毎美

PS4-31 外国語を母語とする両親を持ち 日本で生まれ育つ子どもの言語発達(5)
日本経済大学 徳吉 毎美
東京家政大学 武井 澄江

PS4-32 乳児期早期からのテレビの付けっ放しと発達
――8ヶ月時と 1歳 6ヶ月時の縦断研究よりー―

関東学院大学 谷村 雅子
日本女子大学 大熊 加奈子

PS4-33 教師の指導内容と本来感・自己価値の随伴性との関連について
甲南大学大学院 西川 友貴
甲南大学文学部 大西 彩子
甲南大学文学部 大澤 香織＃

PS4-34 定型発達児における運動プランニングの特徴
―End-state comfort effect と誤反応に注目して―

東京学芸大学 菊池 優貴乃
茨城キリスト教大学 平田 正吾＃

東京学芸大学 奥住 秀之＃

PS4-35 児童思春期の高機能自閉スペクトラム症および家族に対する認知行動療法を用いた心理教育プログラム
「ASDに気づいてケアするプログラム（ACAT）」の開発と効果についての検証
―ランダム化比較試験のデザインプロトコル紹介―

大阪大学 本郷 美奈子
千葉大学 大島 郁葉
大阪大学 岩間 由衣＃
千葉大学 瀬戸 美紅子＃
福島大学 高橋 紀子

東京大学医学部附属病院 稲田 尚子
名古屋学芸大学 黒田 美保

千葉大学 中川 彰子＃
千葉大学 清水 栄司＃

PS4-36 乳児を対象にした色と形についての予備調査
―乳児期における色・形問題の可能性を探る―

心泉學舎 牛久 香織

PS4-37 自発的微笑の縦断的観察 IV

中部大学 川上 文人
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PS4-38 多言語環境にある子どもの知的発達水準と学習到達度の関連
―日本語を学習言語とするスペイン語-日本語環境児の一群の実態調査―

東京大学 奧村 安寿子
国立精神・神経医療研究センター 北 洋輔＃

日本ペルー共生協会 高橋 悦子＃

PS4-39 7歳児とその母親におけるロボットのアニミズム感
追手門学院大学 大神田 麻子
同志社大学 谷口 康祐＃

京都大学大学院 板倉 昭二

PS4-40 14ヵ月齢での身振りが乳幼児期の言語発達に与える影響
―10ヵ月齢での粗大運動による媒介過程の検討―

浜松医科大学 中原 竜治
浜松医科大学子どものこころの発達研究センター 西村 倫子＃
浜松医科大学子どものこころの発達研究センター 土屋 賢治＃

PS4-41 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)
―1人条件と 2人条件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＃

PS4-42 重度知的障がい者の療育支援
―感覚と運動の高次化によるアセスメントを活用して―

淑徳大学発達臨床研究センター 冨澤 佳代子

PS4-43 母親音声に対する新生児脳反応と修正週齢の関連について
―近赤外分光法に基づく脳機能計測から―

東京学芸大学 内田 真理子
慶應義塾大学 有光 威志＃
慶應義塾大学 篠原 尚美＃
慶應義塾大学 秦 政寛＃
慶應義塾大学 池田 一成＃
慶應義塾大学 高橋 孝雄＃
慶應義塾大学 皆川 泰代＃

PS4-44 神経難病患者に対する音楽療法の効果
大阪成蹊短期大学 加戸 敬子

PS4-45 幼児期の描画発達パターンの多様性
白百合女子大学 鈴木 忠

PS4-46 幼児期における関係性構築動機
静岡大学 古見 文一

PS4-47 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 古畑 尚樹

富山大学 佐藤 德＃
京都大学大学院 板倉 昭二
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PS4-48 乳児の歩行の発達と環境資源の共有
―家庭における物の拡散と片付けに着目した 1事例検討―

東京大学 西尾 千尋

PS4-49 思春期の内在化問題行動における親子評価の不一致と子どもの疎外感の関連
東北大学 塚越 友子
東北大学 加藤 道代

PS4-50 Goal demotionは overimitationに影響するのか
九州大学 谷口 雄紀
九州大学 実藤 和佳子

PS4-51 幼児はなぜ頭足人を描くのか
―幼児によるデジカメ撮影の視点から―

東北文教大学 永盛 善博

PS4-52 中学生の学校適応感と攻撃行動および向社会的行動との関連
東京大学 唐 音啓

東京大学大学院 川本 哲也

PS4-53 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(2)
―小学校 2年生を対象とした調査から―

東京家政学院大学 吉永 早苗
岡山県立大学 高橋 幸子＃
京都精華大学 小松 正史＃

函館工業高等専門学校 下郡 啓夫＃
岡山県立大学 澤田 陽一＃

PS4-54 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関する検討
―学級におけるステータス上昇志向と承認欲求に着目して―

東京大学 長井 梓

PS4-55 子どもの泣きに対する父親の認知処理過程の変化
―母親の認知及び対処行動との関連―

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

PS4-56 知的障害特別支援学校小学部低学年における数概念の形成を目指した算数科授業実践報告
―生活に生かすことのできる確かな数概念の獲得を通じた児童のキャリア発達を目指して―

富山大学人間発達科学部附属特別支援学校 柳川 公三子
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（在席責任時間 発表番号：奇数 9：30～10：20：偶数 10：30～11：20）

PS5-1 保育者の対人関係に課題のある子どもへの課題意識
―対人関係に課題のある子どもに対する困り感を中心に―

四天王寺大学 八木 成和

PS5-2 大学生男女の記述式自伝的記憶の比較検討
日本女子大学 船越 かほる
日本女子大学 岩立 志津夫

PS5-3 幼児期の養育と Cool/Hot実行機能との関連
お茶の水女子大学 内海 緒香

PS5-4 過去の食事経験と女子大学生の摂食障害傾向との関連
―摂食障害につながるダイエット行動と、食を通した人間関係が子どもに与える影響―

菊野病院 徳永 惇子

PS5-5 幼児における絵本の視線行動と言語的能力、感情理解
同朋大学 小沢 日美子

PS5-6 日本人青年における環境感受性の特徴
―潜在プロファイル数の特定―

中央大学大学院 飯村 周平

PS5-7 大学生におけるアイデンティティ形成が学習行動を予測するプロセスの検討
筑波大学大学院 海沼 亮
筑波大学人間系 外山 美樹

PS5-8 保育現場における 0～2歳児の教育と発達(1)
―イタリア、ピストイア市の 0歳児保育の実践から―

十文字学園女子大学 星 三和子
十文字学園女子大学 上垣内 伸子
十文字学園女子大学 向井 美穂

PS5-9 園の保護者との関係づくりが保護者の満足度に影響を与えるのか
常葉大学短期大学部 大村 壮

PS5-10 ニホンザル集団における高齢個体の社会的孤立化の再検討
大阪大学大学院 石川 大輝
大阪大学大学院 山田 一憲
大阪大学大学院 中道 正之

PS5-11 A児の 26ヶ月の発達
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＃
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PS5-12 Autism Spectrum Conditionのある夫を持つ妻が否定的なまなざしを内在化するプロセス
東京学芸大学大学院、筑波大学 出口 奈緒子

東京学芸大学 朝倉 隆司＃
筑波大学 大宮 朋子＃

PS5-13 ASD女子の早期発達段階での臨床的症状をさぐる
―保護者へのインタビューと既存質問紙との関係性を中心に―

白百合女子大学発達臨床センター 小堀 靖子
白百合女子大学 五十嵐 一枝

PS5-14 保育園児の共同意思決定と大人の介入支援
川村学園女子大学 蓮見 元子
東海学院大学 川嶋 健太郎

PS5-15 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(3)
―気になる子どもへの対応困難尺度開発―

福山大学 金平 希
福山大学 筒井 明日香＃
福山大学 日下部 典子

PS5-16 校内通級教室における言語表現に困難のある児童への指導
―漫画で自己表現する児童の事例研究―

昭和女子大学大学院 折原 有美
昭和女子大学大学院 石井 正子

PS5-17 自我体験の経験と宗教的態度・死生観の関連
―高齢者を対象とした質問紙調査より―

名古屋市立大学 天谷 祐子

PS5-18 子どもの発達支援を受けた母親の子育て感情の推移
―小学校就学前後の縦断調査より―

愛知教育大学 高橋 靖子
上越教育大学 村中 智彦＃

PS5-19 発達障害またはその傾向のある大学生への教員評価と学生支援
静岡英和学院大学 日比 優子
静岡英和学院大学 玉井 紀子＃

PS5-20 他者との言語コミュニケーションが困難な幼児への「手話」を用いた親子支援の効果について
静岡県立大学短期大学部 名倉 一美
親子サイングーチョキパー 畑 薫＃

PS5-21 自閉症スペクトラム幼児のコミュニケーション支援の試み
児童発達支援ふるーれ 山本 聡子
児童発達支援ふるーれ 冨来 秀美
児童発達支援ふるーれ 石出 晶子
児童発達支援ふるーれ 蛯子 友紀

東京学芸大学 伊藤 良子
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PS5-22 自閉症のある幼児に対する配慮の実践知を探る
―SCATを用いた初任保育者の語りの分析から―

桜花学園大学 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

PS5-23 自閉症傾向のある幼児及び児童における母子相互作用での内的状態への言及と他者理解との関連
白百合女子大学 露木 絵里佳
白百合女子大学 五十嵐 一枝

PS5-24 教職課程の学生におけるキャリア意識と時間的展望
開智国際大学 寺本 妙子

PS5-25 視覚障害を伴う重複障害児における触覚の活用
―特別支援学校（視覚障害）の状況と触覚活用のための評価票（試案）の作成について―

国立特別支援教育総合研究所 金子 健
国立特別支援教育総合研究所 澤田 真弓＃
国立特別支援教育総合研究所 土井 幸輝＃
国立特別支援教育総合研究所 西村 崇宏＃
国立特別支援教育総合研究所 大内 進＃

PS5-26 自閉スペクトラム症者への認知行動療法的「損得分析」の活用
山形県立保健医療大学 佐竹 真次

PS5-27 養育者・保育者の会話（SP/SI率）と 3歳児の微細運動能力
―描画課題中の会話分析を通して―

わくわく base株式会社 石川 大晃
玉川大学 佐治 量哉

PS5-28 重度障害者きょうだいの家族サブシステム
―きょうだいからみたサブシステムと母親からみたサブシステムは異なるのか？―

愛知淑徳大学 高野 恵代
広島大学 岡本 祐子

PS5-29 子どもの気質特徴に適合した親子ふれあい遊びの効果
―養育者の育児意識や育児行動に及ぼす影響―

川崎医療福祉大学 武井 祐子
倉敷市立短期大学 門田 昌子

立正大学 奥富 庸一＃
川崎医療福祉大学 竹内 いつ子＃
川崎医療福祉大学 岩藤 百香＃
川崎医療福祉大学 岡野 維新
川崎医療福祉大学 寺崎 正治

PS5-30 母親のコミュニケーション・スキルが育児ストレスに与える影響
聖ヶ丘教育福祉専門学校 密城 吉夫
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PS5-31 高校生の学習意欲の質は 3年間でどのように変容するか
―学年と性差の 2要因に着目した縦断データの分析から―

静岡大学 伊田 勝憲

PS5-32 言語発達障害児の親の鋭敏性を示す発話の特徴
熊本保健科学大学 井崎 基博
愛知淑徳大学 山口 大輔＃

PS5-33 自閉スペクトラム症児の記憶における自己関連付け効果に関する研究
東京学芸大学大学院 増山 沙織
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＃

PS5-34 自閉症の原因は刷り込みの障害
無所属 白石 勧

PS5-35 幼児は他者に公平であると見せかけようとするか？
神戸大学 林 創

PS5-36 小学生に対する対話促進ツールを用いた協働学習の支援(2)
―体験記述のルーブリック開発の試み―

清泉女学院大学 生井 裕子
マナビクリエイト 中島 久樹＃
東京都北区袋小学校 山下 徹＃

PS5-37 模倣傾向と対人反応性指標における共感諸特性
聖徳大学 佐伯 素子

PS5-38 教職を目指す過程での再考尺度作成の試み
―教員養成課程の学生を対象として―

広島大学 岩佐 康弘

PS5-39 絵本の種類が養育者の絵本への期待や読み行動に及ぼす影響
―インターネット調査からの検討―

聖徳大学 齋藤 有

PS5-40 極低出生体重児における幼児期の注視能力の発達
―視線計測装置 GazeFinderによる指標を用いた検討―

岐阜聖徳学園大学 野村 香代
名古屋第二赤十字病院 永井 幸代＃

名古屋市西部地域療育センター 宮地 泰士＃
名古屋市立大学 鋤柄 増根＃
名古屋市立大学 中川 敦子＃

PS5-41 大学生の幼少時に保護者から受けた意思決定支援
東海学院大学 川嶋 健太郎

川村学園女子大学 蓮見 元子
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PS5-42 大学生の簡便な食事と児童期からの食事作り行動との関連性
大正大学 長谷川 智子

明治学院大学 川端 一光＃
江戸川大学 福田 一彦＃
広島修道大学 今田 純雄＃

PS5-43 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(3)
―身体・動作的関与のあり方に注目した検討―

淑徳大学 池畑 美恵子

PS5-44 学校飼育動物作文のテキストマイニング
―原文参照による性差の検討―

聖学院大学 堀 恭子
和光大学 伊藤 武彦

横浜国立大学 安藤 孝敏

PS5-45 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 (2)
―言語性WMと視空間性WM課題を区別しての検討―

広島大学大学院 小澤 郁美
広島大学 湯澤 正通

PS5-46 幼児期の動詞形態素の獲得過程と構文能力に関する検討
―使役文と受動文を中心に―

愛知大学 杉本 貴代

PS5-47 学校ソーシャルキャピタルに影響する要因の検討
―ある公立中学校における予備的調査より―

武庫川女子大学 寺井 朋子

PS5-48 発達障害の人たちの趣味と QOLとの関係に関する予備的研究
特定非営利活動法人ネスト・ジャパン 田口 礼子

信州大学医学部 篠山 大明＃
特定非営利活動法人ネスト・ジャパン 長野 佳子＃
特定非営利活動法人ネスト・ジャパン 植田 みおり＃
特定非営利活動法人ネスト・ジャパン 三觜 沙絵＃

信州大学医学部 本田 秀夫＃

PS5-49 幾何学図形への注視時間の男女差
金沢大学大学 須田 桃香
金沢大学 小島 治幸＃
金沢大学 菊知 充＃

PS5-50 容器を用いた課題による浮き沈み判断の発達的検討
早稲田大学 阪脇 孝子

PS5-51 福島第一原子力発電所事故後の母親の精神的健康に及ぼす中長期的影響要因
埼玉学園大学 佐々木 美恵

いちかわクリニック 市川 陽子＃
福島県立医科大学 石井 佳世子＃
福島県立医科大学 後藤 あや＃

筑波大学 安藤 智子
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PS5-52 保育者の就業継続とワーク・エンゲージメント
宮城教育大学 香曽我部 琢

PS5-53 保育者のマインドセットと相互交渉スタイルとの関連について
―｢気になる子」への関わりにおける「指示一貫性」と「共感」に着目した予備的検討―

文教大学 小野里 美帆
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（在席責任時間 発表番号：奇数 12：30～13：20：偶数 13：30～14：20）

PS6-1 道徳的ジレンマ状況における介入判断と共感性・情動コンピテンス・批判的思考の関連
名古屋大学大学院 溝川 藍

甲南大学 子安 増生

PS6-2 中学時代と大学時代の学校適応感の比較
―学校における対人関係の心理的居場所に着目して―

上越教育大学大学院 江村 安美
清泉女学院大学 生井 裕子

PS6-3 ギャップのある人は（いつから）記憶に残るか？
―相手の表情表出と行為の一致性が幼児の記憶に与える影響―

京都大学 孟 憲巍
京都大学 宋睿婷＃
早稲田大学 石井 辰典
早稲田大学 杉本 海里＃
京都大学 森口 佑介
早稲田大学 渡邊 克巳＃

PS6-4 学童期の自閉スペクトラム症のある子どもの情動制御方略についての予備研究
川崎医療福祉大学 岡野 維新
川崎医療福祉大学 武井 祐子
川崎医療福祉大学 寺崎 正治
川崎医療福祉大学 佐々木 新＃
倉敷市立短期大学 門田 昌子
川崎医療福祉大学 竹内 いつ子＃
こころクリニック 戸田 典子＃

PS6-5 遊び経験のストレス緩和効果の検討
札幌国際大学 中野 茂
札幌国際大学 橋本 久美

PS6-6 園の仲間遊びにおける感情語の使用
―幼児はいつどのように遊戯的にネガティブな感情語に言及するか―

千葉大学 岩田 美保

PS6-7 思春期における悪との接触に対する青年のとらえ直し(6)
―悪との接触の青年期における影響と振り返ることの意味―

広島国際大学 鹿嶌 達哉

PS6-8 年少児が誤情報に従う傾向への、保護者の観察の影響
同志社大学大学院 残華 雅子

同志社大学 青山 謙二郎
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PS6-9 青年期女性の恋愛観に関する尺度構成の試み
―大学生・専門学校生を対象とする調査から―

福岡県立大学 中村 晋介
北九州市立大学 阪井 俊文＃

PS6-10 選好判断における自我中心性バイアスと判断の正確性
―親子ペアデータの分析による検討―

早稲田大学 石井 辰典
早稲田大学 渡邊 克巳＃

PS6-11 主観的幸福感とレジリエンスの認知の年齢層による違い
静岡大学 青山 郁子
法政大学 渡辺 弥生

東京慈恵会医科大学 野呂 幾久子＃

PS6-12 ノスタルジー感情を喚起させる匂いの世代差
大阪産業大学 山本 晃輔
文京学院大学 小林 剛史＃

産業技術総合研究所 小早川 達＃

PS6-13 幼児期における行動抑制の発達的変化(10)
―環境要因の検討―

武庫川女子大学 難波 久美子
武庫川女子大学 河合 優年

PS6-14 多世代交流による「育て合い」と母親の「気づき」
中京大学 田渕 恵
中京大学 小島 康生

PS6-15 老年期におけるゆだねたさ尺度の開発
武庫川女子大学 田中 美帆

中京大学 川島 大輔
長栄学園木島幼稚園 辻本 耐

PS6-16 乳幼児期における親子間の身体接触量としつけ方略との関連
―保育園児を対象として―

神奈川大学 麻生 典子

PS6-17 幼児の社会的規範の理解と自己主張方略の発達との関係
東北大学大学院 九里 真緒

PS6-18 育児中の夫婦が抱く虐待不安と夫婦関係満足の関連
明星大学 児玉 茉奈美

PS6-19 ゲーム使用と自殺リスクの関連
―自殺の対人関係理論を用いた検討―

中京大学大学院 古賀 佳樹
中京大学 川島 大輔
立命館大学 川野 健治
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PS6-20 青年期の情動知能と幼児期からの感情経験及び人的環境の関係
玉川大学大学院 角和 麻衣子

PS6-21 母親の「対処不能感」が養育態度に及ぼす影響
―第一子と第二子以降における差に着目して―

白百合女子大学大学院 牧野 寛子
白百合女子大学 秦野 悦子

PS6-22 幼児による互恵性の認知
―個人内の回答パターンの事例検討―

名古屋大学 二村 郁美
鹿児島大学 島 義弘

PS6-23 離乳食場面における親子の位置取りとアイコンタクト率との関連
東洋学園大学 福田 佳織
文京学院大学 森下 葉子
埼玉学園大学 尾形 和男

PS6-24 生と死に関する児童の認識の発達的変化
―亡くなった人や動物は生き返ることができるのか？―

明星大学 布施 光代

PS6-25 過失場面に対する ASD児童生徒の道徳的判断の研究
―判断の理由づけを対象とした行為者の意図考慮過程の検討―

筑波大学大学院 岡村 恵里子
筑波大学人間系 岡崎 慎治＃

NPO法人 LD・Dyslexiaセンター 大六 一志

PS6-26 「森の幼稚園」が領域「言葉」において子どもの発達に及ぼす影響に関する研究
石巻専修大学 松好 伸一

PS6-27 屋外で親子が離れて過ごすことにかかわる要因
―3コホート、3年にわたる縦断的検討―

中京大学 小島 康生

PS6-28 幼児のネガティブ情動に対する調整方略の発達
―仮想場面に見られる認識と養育者評定の関連―

広島修道大学 鈴木 亜由美

PS6-29 成人は「他者の感情はわからない」ことがわかるのか？
―自己－他者感情理解の比較を通して―

富山大学 近藤 龍彰
同志社大学心理学部 白井 真理子＃

PS6-30 制御困難な泣き声が母親の心理・生理的反応に与える影響
京都大学大学院 平岡 大樹
京都大学大学院 野村 理朗＃
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PS6-31 自閉スペクトラム症者による他者の行為に対する説明への評価
白鴎大学 浅田 晃佑
東京大学 明地 洋典
京都大学 板倉 昭二

追手門学院大学 大神田 麻子
京都大学 森口 佑介

武蔵野東教育センター 計野 浩一郎＃
茨城大学 東條 吉邦
東京大学 長谷川 寿一＃

PS6-32 育児期初期における家族レジリエンス要因の検討
東京都目黒区立八雲小学校 松本 美咲

明治学院大学 藤﨑 眞知代

PS6-33 多文化コミュニケーションのための支援
帝京大学 中田 栄

PS6-34 少子化に影響を及ぼす心理的要因に関する検討(2)
―肯定的および否定的展望の影響の相違に着目して―

江戸川大学 大和田 智文

PS6-35 きょうだいの相互作用に関する研究 XIX

―1歳から 2歳へ―
和田 香誉

PS6-36 大学生における被援助志向性の視点から見た音楽家特性
―一般大学生、美術系学生との比較―

京都市立芸術大学 山村 麻予

PS6-37 ダイナミック・システムズ・アプローチによる縦断データ分析
―アイデンティティと未来志向の因果関係の分析―

大阪教育大学 白井 利明

PS6-38 子どもの感情制御の発達
―幼児期から児童期までの縦断的研究―

小田原短期大学 風間 みどり
東京女子大学 平林 秀美

独立行政法人労働者健康安全機構労働安全衛生総合研究所 井澤 修平＃
東京女子大学 唐澤 真弓

PS6-39 二重表象理論におけるいじめの長期的影響の検討
―肯定的意味づけとしての PTGに注目して―

神戸大学大学院 長田 真人
神戸大学 相澤 直樹

PS6-40 食事場面に見るヒト乳児の対人相互作用の発達
京都大学大学院 本間 みなみ

京都大学 明和 政子
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PS6-41 幼児期からの読書活動が児童期の言語発達に及ぼす影響
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 秋田 喜代美

白梅学園大学 無藤 隆

PS6-42 海外でのアロー・スミスプログラムと日本の学習支援のあり方の比較・検討
大阪人間科学大学大学院 野中 美幸

PS6-43 30歳前後の未婚女性におけるライフコース選択の要因
文京学院大学 永久 ひさ子

PS6-44 「さわやか 3組」の時制表現と段落分けの手がかり
茨城大学 村野井 均

PS6-45 成人期から老年期にかけて時間的展望はどう変化するのか
―横断的データにもとづく検討―

中央大学 都筑 学

PS6-46 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
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
白百合女子大学 大島 真里子
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 伊藤 美咲

PS6-47 幼児期における乳児への関心と養育的行動との関連
東京学芸大学大学院 北田 沙也加

埼玉大学 清水 由紀

PS6-48 SVO構文における幼児の格助詞使用と理解
―格助詞「が」「を」を用いた実験課題の事例的検討―

白百合女子大学 豊村 かなみ

PS6-49 中長期的被災地支援としての発達相談、支援者養成
福島大学子どものメンタルヘルス支援事業推進室 高橋 紀子
福島大学子どものメンタルヘルス支援事業推進室 川島 慶子＃
福島大学子どものメンタルヘルス支援事業推進室 佐藤 則行＃
福島大学子どものメンタルヘルス支援事業推進室 中村 志寿佳＃

PS6-50 日本と中国の 6歳児の認知的な発達と母親の養育行動との関連
―幼児期の家庭教育国際調査より―

ベネッセ教育総合研究所 持田 聖子
ベネッセ教育総合研究所 真田 美恵子
ベネッセ教育総合研究所 高岡 純子

目白大学 荒牧 美佐子
お茶の水女子大学 榊原 洋一
国立教育政策研究所 一見 真理子＃

東京大学 秋田 喜代美
白梅学園大学 無藤 隆
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PS6-51 ダウン症児 Hの言葉の発達
―療育演劇「テアトル edu」の実践報告―

おきなわ edu 比嘉 佳代
おきなわ edu 上原 麻也＃
おきなわ edu 玉城 絵里香

Office育子 金武 育子

PS6-52 幼児の食事行為の獲得と社会化 (1)
―3歳児クラスの給食スクリプトの獲得と保育者のことばかけ―

文京学院大学 上村 佳世子
上越教育大学 吉澤 千夏
文京学院大学 加須屋 裕子

PS6-53 幼児の食事行為の獲得と社会化 (2)
―3歳児クラスの給食スクリプトの獲得と保育者のことばかけ―

上越教育大学 吉澤 千夏
文京学院大学 上村 佳世子
文京学院大学 加須屋 裕子
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（在席責任時間 発表番号：奇数 15：00～15：50：偶数 16：00～16：50）

PS7-1 包括的発達支援プログラムの開発と実践(3)
―4歳ダウン症児への希釈飲料づくりを通した会話の発達支援―

実践女子大学 天野 美緒
実践女子大学 兵藤 瑞穂

(社)なごみ福祉会・療育相談でんでん虫 鈴木 はるみ
山梨大学 吉井 勘人

実践女子大学 長崎 勤

PS7-2 包括的発達支援プログラムの開発と実践(4)
―3歳ダウン症児へのスネアドラムとピアノの即興演奏（improvisation） での注視行動と循環反応の促進
による対人的自己効力感と意図伝達の発達支援―

(社)なごみ福祉会・療育相談でんでん虫 鈴木 はるみ
実践女子大学 長崎 勤
山梨大学 吉井 勘人

PS7-3 包括的発達支援プログラムの開発と実践(5)
―劇遊びによる自己理解・ストーリー理解・意図理解・協同活動の発達支援①：「おおきなかぶ」のパネ
ルシアターから劇へ―

実践女子大学 長崎 勤
療育相談でんでん虫 鈴木 はるみ

実践女子大学 兵藤 瑞穂
実践女子大学 天野 美緒
山梨大学 吉井 勘人

PS7-4 自閉症の生活支援に携わる支援者の支援経験についての一考察
―自閉症の人が自分を知ることを支援するとは―

学習院大学大学院 廣木 彩

PS7-5 成人期の ASD者の自己効力感と自閉症傾向の関連
―性差に注目して―

東北大学大学院 砂川 芽吹

PS7-6 ペアレント・トレーニング研修が保育者に及ぼす効果
―参集型研修と訪問型研修の効果に関する考察―

兵庫教育大学大学院 梅垣 美恵子
兵庫県姫路こども家庭センター 梅垣 勝則

PS7-7 大学生の子を持つ母親の分離に関する探索的研究
―母親にとって子育ての「一区切り」とはどういうことか？―

中京学院大学 信太 寿理

PS7-8 小学生対象アンガーマネジメントプログラムの開発(1)
―1次的支援教育としての『いかりやわらかレッスン』―

帝京大学 稲田 尚子
大阪教育大学 寺坂 明子
佐賀大学 下田 芳幸＃
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PS7-9 小学生対象アンガーマネジメントプログラムの開発(2)
―『いかりやわらかレッスン』の効果検討―

大阪教育大学 寺坂 明子
帝京大学 稲田 尚子
佐賀大学 下田 芳幸＃

PS7-10 幼児期における「友だち」の認識(2)
―縦断的検討から―

共立女子大学 河原 紀子
早稲田大学 根ケ山 光一

PS7-11 保育学生の職業選択と実習
―保育職への職業選択に影響を与える実習と与えていない実習の違い―

四国大学 原田 美代子
四国大学 中村 真理子

PS7-12 児童期の情動理解の発達に関する研究 1

―学年による差の検討―
東北大学 本郷 一夫

聖和学園短期大学 山本 信
東北大学大学院 工藤 渓

PS7-13 児童期の情動理解の発達に関する研究 3

―情動理解と情動理解に関する自己認識との関係―
東北大学大学院 工藤 渓

東北大学 本郷 一夫
聖和学園短期大学 山本 信

PS7-14 大学生における初年次導入教育の取り組み
東京家政学院大学 木村 文香

PS7-15 中学生の数直線問題解答時の視線分析研究
兵庫教育大学大学院 清水 映里子
兵庫教育大学大学院 松村 京子

PS7-16 障害理解教育を通じた大学生の発達障害に対する認識の変容
―顕在的な指標に注目して―

東北大学 岡田 有司
東北大学大学院 林 慎吾＃

PS7-17 寮生活が大学生のライフスキルに与える影響
―寮生活の満足度を要因として―

長野県立大学 加藤 孝士
長野県立大学 中山 智哉＃
長野県立大学 新保 みさ＃
長野県立大学 小笠原 明子＃
長野県立大学 宮城 正作＃
長野県立大学 太田 光洋
長野県立大学 笠原 賀子＃
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PS7-18 保育者の語りにみる保護者との誤解体験
京都文教短期大学 張 貞京
京都文教短期大学 真下 知子＃

PS7-19 要医ケア児との防災アクションリサーチ
―日常生活の改善に向けて―

宇都宮共和大学 白神 晃子
多様性を認める社会作り研究所うるら 稲生 麻希子＃

PS7-20 キャラを介した友人関係とセルフ・モニタリング特性との関連
―中学生と大学生の比較―

北海道大学病院 村井 史香
広島大学 岡本 祐子
常葉大学 太田 正義
北海道大学 加藤 弘通

PS7-21 園生活が母親の育児感情と育児行動に及ぼす影響の検討
帝京大学心理臨床センター 堀江 優実

帝京大学 木原 久美子

PS7-22 自閉スペクトラム症児に対する保育者の言葉かけ
―他者理解を促すことは可能か？―

富山大学人間発達科学部 小林 真

PS7-23 養護教諭からみた子どもの虐待の原因の類型に関する研究(7)
―教員等の連携とその評価との関係について―

滋賀短期大学 林 幸範
帝京科学大学 石橋 裕子
鹿児島大学 今林 俊一

PS7-24 高校生の全体的自己価値についての検討
―性差・学年差を中心とした検討―

名古屋文理大学 山本 ちか

PS7-25 現代の子育てにおける「写真」を撮り共有することの意味
―夫婦・家族における子どもの写真を撮る行為の位置づけと意味づけについての検討―

愛知淑徳大学 小野 美和

PS7-26 児童期・青年期の仲間関係における排他性に仲間集団の特徴が与える影響について
東北大学大学院 松本 恵美

PS7-27 心的数直線と計数行為との関連
久留米大学 浦上 萌

PS7-28 ヴィジュアル・ナラティヴと社会的実践のフォークビリーフ
東京都市大学 横山 草介
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PS7-29 時間的展望を育てる集団制作活動の実践的検討
千葉県教育庁 神山 直子

川村学園女子大学 北原 靖子

PS7-30 5歳児同士のほめる経験とほめられる経験
中村学園大学付属おひさま保育園 池上 奈摘

中村学園大学 野上 俊一

PS7-31 小中学生の援助する判断は被援助者の状況によって異なるか
―被援助者との親密性と被援助者の困窮度に着目して―

福山市立大学大学院 若松 美沙
福山市立大学大学院 倉盛 美穂子

PS7-32 保育に携わる者の非認知能力について(1)
―保育者の非認知的能力を測定する尺度の構成と、認知的能力との関連性―

聖セシリア女子短期大学 石見 容子
東京福祉大学 佐藤 広崇

PS7-33 保育に携わる者の非認知能力について(2)
―保育学生の自閉症スペクトラム傾向と非認知的能力との関連―

東京福祉大学 佐藤 広崇
聖セシリア女子短期大学 石見 容子

PS7-34 「聞く姿」から考える社会性伸長のための支援
―小学校の授業観察から―

栃木県立特別支援学校宇都宮青葉高等学園 赤木 由喜
宇都宮大学 司城 紀代美

PS7-35 教職課程履修学生における動機づけ要因の発達的変化
同志社大学 田中 希穂

PS7-36 子育てにおける子ども理解の多層性
―子どもを「わかる」ことと「つながる」こと―

名古屋学芸大学 藤井 真樹

PS7-37 保育所 1歳児クラスにおける所属意識の形成過程
首都大学東京 田中 浩司

PS7-38 夫婦ペアにおける家事・育児参加のストレスへの相互影響
―｢乳幼児の生活と育ちに関する調査 2017」より―

東京大学大学院 大久保 圭介
ベネッセ教育総合研究所 真田 美恵子

株式会社ベネッセコーポレーション 持田 聖子
ベネッセ教育総合研究所 高岡 純子

大阪教育大学 小﨑 恭弘＃
北里大学 島津 明人＃
東京大学 野澤 祥子
東京大学 遠藤 利彦
東京大学 秋田 喜代美
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PS7-39 保育の場におけるクラス集団づくりに関する研究 4

―保育者のクラスや子どもに対する関わり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

PS7-40 保育者養成の高度化を目指した保育学生と一般の学生の比較
―総合的な嗜好の相違に着目して―

小田原短期大学 佐藤 由香理
宮城学院女子大学 大橋 智樹＃

PS7-41 自閉症スペクトラム障害児における記銘方略の特徴
―系列再生に対する記憶材料の影響―

東京学芸大学大学院 三橋 翔太
茨城キリスト教大学 平田 正吾＃

東京学芸大学 奥住 秀之＃

PS7-42 インクルーシブ保育・教育における継続的な支援のありかた
―保育者・教育者の実践における質問紙調査から―

有明教育芸術短期大学 杵鞭 広美

PS7-43 教師が学校行事で経験する個と集団のジレンマ
―小中学校教師のナラティヴと教師文化に焦点を当てて―

山梨大学 東海林 麗香

PS7-44 初めて子をもった男性の父親としてのポジティブな変化の軌跡
―父親の育児関与についての妊娠期と育児期の縦断的半構造化面接―

四国大学 下坂 剛

PS7-45 看護基礎教育における児童虐待に関するテキストの記述内容の分析
朝日大学 渡部 真奈美

PS7-46 乳児と保育士による共同活動としてのページめくり
―絵本を「指先でめくる行動」から「ページをめくり読みあう行動」へ―

川村学園女子大学 菅井 洋子

PS7-47 放課後児童クラブにおける“気になる子”の姿(2)
―放課後児童支援員の自由記述にみる傾向―

鈴鹿大学 杉山 佳菜子
鈴鹿大学 辻 有里＃

PS7-48 乳幼児の玩具に対する好みは、どのように変化するか？
大阪大学大学院 伴 碧
同志社大学 内山 伊知郎

PS7-49 保育専攻学生を対象とした強みを用いた介入プログラムが 保育者効力感に与える効果
―強みの発見やリフレーミングを用いた介入―

埼玉学園大学 高橋 誠
金沢学院大学 森本 哲介
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PS7-50 幼児の遊びにおける協同的探究の様相
―5歳児クラスの遊び場面のエピソード分析―

福井大学大学院 岸野 麻衣

PS7-51 言語的文化的に多様な子どもたちの協働即興演奏の微視的分析
高崎健康福祉大学 内田 祥子

立教大学 蓮見 絵里＃
立教大学 石黒 広昭

PS7-52 なぞり書き課題における運動特性の定量化に向けた予備的検討
京都大学大学院/日本学術振興会特別研究員 DC 萩原 広道

京都大学大学院 阪上 雅昭＃
京都大学医学部 吉田 玖瑠美＃
京都大学医学部 安田 彩乃＃
京都大学大学院 加藤 寿宏＃
京都大学大学院 松島 佳苗＃

PS7-53 乳児院におけるエンパワメントプログラム 1

―病院併設型乳児院の特徴と課題―
日本赤十字社医療センター附属乳児院 三宅 愛
日本赤十字社医療センター附属乳児院 福井 ひとみ

昭和女子大学 石井 正子

PS7-54 乳児院におけるエンパワメントプログラム 2

―継続研修プログラムの実施概要と成果―
日本赤十字社医療センター附属乳児院 福井 ひとみ

昭和女子大学 石井 正子
日本赤十字社医療センター附属乳児院 三宅 愛

PS7-55 乳児院におけるエンパワメントプログラム 3

―プログラム参加者への質問紙調査―
昭和女子大学 石井 正子

日本赤十字社医療センター附属乳児院 三宅 愛
日本赤十字社医療センター附属乳児院 福井 ひとみ
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（在席責任時間 発表番号：奇数 9：30～10：20：偶数 10：30～11：20）

PS8-1 自閉スペクトラム症者の“かわいい”認識
―ベビースキーマを見る時の視線に着目して―

九州大学 大野 愛哉
九州大学 田中 真理

PS8-2 保育学生の今だからこそできる子育て支援とは何か
―家庭訪問型子育て支援活動「ママさん先生プロジェクト」を通して―

学校法人行吉学園神戸女子短期大学 塚田 みちる

PS8-3 学童保育における特別支援児童に対する発達支援
―その 1．非常勤職員の意識調査からみる支援ニーズの特徴―

埼玉大学 吉川 はる奈
和光大学 常田 秀子
神奈川大学 古屋 喜美代

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
明星大学 西本 絹子

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
社）発達障害者就労サポート協会 隠村 美子
認定こども園相模女子大幼稚部 和田 美奈子

PS8-4 学童保育における特別支援児童に対する発達支援
―その 2 支援ニーズに基づき非常勤職員の主体的参加を促した研修―

和光大学 常田 秀子
埼玉大学 吉川 はる奈
神奈川大学 古屋 喜美代

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
明星大学 西本 絹子

社）発達障害者就労サポート協会 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

PS8-5 「空想の友達」の生成と青年期の心理特性との関連(2)
京都ノートルダム女子大学 高井 直美

PS8-6 がっかりギフト課題における嘘の動機と視点取得との関連
―小学 4年生と 6年生を比較して―

法政大学大学院人文科学研究科 岩城 美良

PS8-7 幼児の援助要請に対する保育者の気づきの検討
香川大学大学院 池田 七海
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PS8-8 保育の質の構造と保育者の心理的特性との関連に関する検討(1)
―保育・幼児教育施設の形態の違いにおける保育者の心理的特性の違い―

岡崎女子大学 小原 倫子
岡崎女子短期大学 渡部 努
岡崎女子短期大学 山下 晋
岡崎女子短期大学 米窪 洋介＃
岡崎女子短期大学 町田 由徳＃

PS8-9 園庭における鬼ごっこの仲間意識
宮城教育大学大学院 郷家 史芸

PS8-10 生活場面の持続的観察を通した対人葛藤へのアプローチ
―保育所における未満児の自由遊びでの対人葛藤の連なりを捉える―

九州大学大学院 當眞 千賀子
九州大学大学院 日尾野 愛

PS8-11 基礎的知識と実践力を同時に習得するための授業内容の検討
―保育者養成校での『障害児保育Ⅱ』において―

仙台こども専門学校 菅原 麻帆子

PS8-12 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 2

―思いや考えが伝わらない子を含めた葛藤に 5歳児はどのように向き合うのか―
東京学芸大学大学院 広瀬 由紀

千葉大学 岩田 美保

PS8-13 科目の好みによって学習方略や学習観が異なるのか？
―高校生を対象とした web調査を通じての検討―

阪南大学 崎濱 秀行

PS8-14 幼児期の障害理解教育の実施状況に関する調査研究
―未実施機関の自由記述分析を通した一考察―

東洋大学 田尻 由起
東洋大学 田村 知栄子＃
東洋大学 内田 千春

PS8-15 若手保育者における職業継続要因の検討
福山市立大学 高澤 健司
福山市立大学 上山 瑠津子
福山市立大学 山田 真世
福山市立大学 田丸 敏高

PS8-16 学齢期の ASD児における心の理論の発達的変化
―縦断的調査のデータから―

東京学芸大学 藤野 博
東京学芸大学 松井 智子
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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PS8-17 教師の教室内の視覚的注意配分の発達に関する視線分析研究
―現職教員と教職課程を履修する学生との比較研究―

兵庫教育大学大学院学校教育研究科 篠田 裕文
埼玉県立和光高等学校 山本 剛＃

兵庫教育大学大学院学校教育研究科 松村 京子

PS8-18 ASDグレーゾーン学生における小集団活動時のサポート要求
名城大学 原田 知佳
南山大学 土屋 耕治＃

PS8-19 夫婦はどのように育児・家事分担を行うのか？
茨城大学 大島 聖美

広島国際大学 鈴木 佳奈＃
広島国際大学 西村 太志

PS8-20 乳幼児期の音声コミュニケーションにおける歌い合い (3)
―｢遊び」から「文化的実践」へ―

早稲田大学 市川 恵
東京藝術大学 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
聖心女子大学 今川 恭子

PS8-21 児童・生徒へのハラスメントに関する研究(1)
―教師のハラスメントの認知に関する尺度作成のための予備調査―

香川大学 大久保 智生

PS8-22 教職を志望する大学生の発達障がいに対する理解と支援観(1)
福岡教育大学 三角 奈緒
久留米工業大学 堀 憲一郎

PS8-23 教職を志望する大学生の発達障がいに対する理解と支援観(2)
久留米工業大学 堀 憲一郎
福岡教育大学 三角 奈緒

PS8-24 小学校 3年生を対象とした通年の「馬の授業」の効果の検討
―三鷹市の取り組みから考える動物介在教育（AAE）―

日本獣医生命科学大学 柿沼 美紀
日本獣医生命科学大学 野瀬 出＃
三鷹市教育委員会 西田 奈央＃

PS8-25 PTのファシリテーターが実践に向かうには何が必要か
―効果的な研修計画のための予備的調査―

兵庫県姫路こども家庭センター 梅垣 勝則
兵庫教育大学 梅垣 美恵子
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PS8-26 妊娠期と子育て開始期に関する母親と父親の認識の差異の検討
―｢乳幼児の生活と育ちに関する調査 2017」より―

東京大学 野澤 祥子
ベネッセ教育総合研究所 真田 美恵子
ベネッセ教育総合研究所 持田 聖子
ベネッセ教育総合研究所 高岡 純子

東京大学大学院 大久保 圭介
大阪教育大学 小﨑 恭弘＃
北里大学 島津 明人＃
東京大学 遠藤 利彦
東京大学 秋田 喜代美

PS8-27 タイミングの相互調整における視線・姿勢・活動の利用可能性
早稲田大学 牧野 遼作

PS8-28 幼児初期の運動発達と活発さの関連
千葉大学 松嵜 洋子

白梅学園大学 無藤 隆

PS8-29 デジタル描画活動における他児の応答行為に関する検討
―4歳児と 5歳児の注視対象の差異に着目して―

東京大学 堀田 由加里
東京大学 秋田 喜代美
東京大学 野澤 祥子

popIn株式会社 程 涛＃
popIn株式会社 高橋 治＃

PS8-30 ダウン症児 Hの数概念の発達
―算数教室での実践報告―

おきなわ edu 玉城 絵里香
おきなわ edu 上原 麻也＃
おきなわ edu 比嘉 佳代

Office育子 金武 育子

PS8-31 保育者の保育行為スタイル分岐に関する研究
―2人の保育士の 3年間の語りから―

名古屋市立大学 上田 敏丈

PS8-32 老年期の幸福感を支える要因の研究(5)
帝京平成大学 小保方 稔子

PS8-33 1歳 6か月児健診後の親子教室での保護者支援の効果と課題
臨床発達心理士 大澤 ことみ
昭和女子大学 百瀬 良

PS8-34 子どもをほめる理由に基づく保育者の類型化
藤女子大学 青木 直子

（99）



PS8-35 前提確認質問を通してみた誤信念課題誤答児の不思議
―自閉症児の場合―

岐阜大学 別府 哲
愛知みずほ短期大学 工藤 英美
元愛知県立大学 加藤 義信

PS8-36 子どもの外在化／内在化問題行動が父親の育児行動に与える影響
―縦断データによる夫婦ペアレンティング媒介モデルの検討―

東北大学 神谷 哲司
東北大学 加藤 道代

PS8-37 他者への分配行動を促進する規範認知の検討
―相対的遂行による集団内地位操作の視点から―

関西大学 上原 依子
国際基督教大学 黒石 憲洋

PS8-38 第三者女性におけるレイプ神話受容と被害者非難
広島大学大学院 漆谷 紗耶
広島大学大学院 森永 康子

PS8-39 保育者が子どもの育ちを捉える際の視点
広島大学大学院 濱名 潔
松山東雲女子大学 三宅 英典
広島大学大学院 淀澤 真帆＃

PS8-40 児童館等職員の専門性に関する意識調査(1)
―就業理由の全体的傾向と年齢及び保有資格による特徴―

高松短期大学 中村 多見
梅花女子大学 目久田 純一
宮城教育大学 越中 康治

PS8-41 児童館等職員の専門性に関する意識調査(2)
―児童館等職員が考える放課後児童クラブ職員の専門性―

梅花女子大学 目久田 純一
宮城教育大学 越中 康治
高松短期大学 中村 多見

PS8-42 児童館等職員の専門性に関する意識調査(3)
―子どもの権利の保障と高学年児童の受け入れに求められるもの―

宮城教育大学 越中 康治
高松短期大学 中村 多見
梅花女子大学 目久田 純一

PS8-43 SNSにおける感情表出と個人特性との関連
―媒体による相違について―

学習院大学 平井 花
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PS8-44 福島第一原発事故後の保護者の心理的ストレス・放射能危険知覚および災害時の情報取得方法の特徴つい
て
―福島市に居住する保護者についての調査研究―

福島大学 高谷 理恵子

PS8-45 思春期の双生児におけるきょうだい関係・仲間関係が抑うつ傾向に及ぼす影響
弘前大学 野嵜 茉莉

慶應義塾大学 藤澤 啓子
慶應義塾大学 安藤 寿康

PS8-46 大学生のアレキシサイミア傾向と表情認知、対人ストレスとの関連
―性別による検討―

昭和女子大学 山内 久美子
昭和女子大学 松永 しのぶ

PS8-47 多様な認知の偏りの背景的要因を探る
―総合的な認知特性体験尺度作成の試み①―

神戸大学 相澤 直樹

PS8-48 発達障害者の雇用のための工夫
神戸大学 村中 泰子
和歌山大学 森 麻友子＃

国際基督教大学 黒石 憲洋
立教大学 松永 美希＃

神戸大学大学院 鳥居 深雪

PS8-49 多様な能力育成におけるフィールドワークの効果の検証
流通科学大学 池田 曜子

PS8-50 大学 1年生のキャリア関連意識と充実感
―教員養成の学生とそれ以外の学生との比較から―

新潟大学 松井 賢二
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PS9-1 いのちの教育、死生観と死別経験・ペット飼育経験の関係
金城学院大学 増田 公男

PS9-2 小学生における登校への動機づけと学校生活との関連
兵庫教育大学 五十嵐 哲也
信州大学 茅野 理恵＃

PS9-3 学校・家庭でのギフティッド児の誤診予防と適切な理解・支援
―日本語版ギフティッド-アスペルガー症候群、ギフティッド-ADD/ADHDチェックリスト―

上越教育大学 角谷 詩織

PS9-4 教師が捉える子どもの援助要請の必要性
―学校種、教職経験年数、被援助志向性との関連―

香川大学 岡田 涼
香川大学 池田 七海

PS9-5 「学習要求」活動に参加経験をもつ学生へのインタビュー調査
大阪市立大学 西垣 順子

PS9-6 科学技術の社会問題に対する公共的な提言を目指した授業の評価
―スギ花粉症緩和米をめぐる意見の調停に取り組んだ学習活動の分析―

神戸大学 坂本 美紀
神戸大学 山口 悦司＃

兵庫教育大学 山本 智一＃
神戸大学 若林 和也＃

PS9-7 支援教育の入口としての就学相談 3

―＜協働による多面的就学判定＞が就学相談に与える効果―
藤沢市学校教育相談センター 山口 千尋
神奈川県立総合教育センター 小林 佐織＃

PS9-8 グローバル・オリエンテーション尺度日本語版の作成と信頼性・妥当性の検討①
―併存的妥当性としてのパーソナリティ変数に着目して―

埼玉学園大学 藤原 健志
筑波大学 飯田 順子＃
筑波大学 堀口 康太
筑波大学 大川 一郎＃

PS9-9 グローバルオリエンテーション尺度日本語版の作成と信頼性・妥当性の検討②
―再検査信頼性と国際的資質・異文化への態度との関連を中心に―

筑波大学 堀口 康太
筑波大学 飯田 順子＃

埼玉学園大学 藤原 健志
筑波大学 大川 一郎＃
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PS9-10 離乳期の食事援助における保育者の共感性表出に関する一考察
―言語的調整と身体的調整に着目して―

昭和女子大学 遠藤 純子
武蔵野短期大学 小野 友紀
和洋女子大学 池谷 真梨子＃

PS9-11 教育実習におけるストレス要因とストレス反応の関係
―実習前後における縦断的検討―

京都教育大学 田爪 宏二
津田塾大学 高垣 マユミ
津田塾大学 吉村 麻奈美

PS9-12 通園施設での保護者支援
―ペアレントトレーニングのとりくみ―

浜松市発達医療総合福祉センター 百鬼 久美子

PS9-13 幼児の環境逸脱行為に対する親のかかわり方
東北福祉大学 利根川 智子
岡山県立大学 樟本 千里

仙台白百合女子大学 上岡 紀美
埼玉大学 首藤 敏元

PS9-14 幼児を育てる母親の保健行動の特徴
―母子の睡眠リズムに着目して―

埼玉大学 寺薗 さおり
埼玉大学 吉川 はる奈

PS9-15 保育園年中・年長児の自己効力感、有能感、内発的動機づけの測定
―ある保育園のサマーキャンプ効果検証調査から―

東京大学 西田 季里
宇都宮大学 久保田(河本） 愛子

東京大学大学院 利根川 明子
東京大学大学院 石井 悠
東京大学大学院 遠藤 利彦

PS9-16 思春期の子育てにおける母親から父親への批判
―父親の語りから―

東北大学 加藤 道代
東北大学 神谷 哲司

PS9-17 熟達者と初学者の子どもをほめる観点の違い
桜花学園大学 堀 由里

PS9-18 小学生のいじめ場面における罪悪感と被害者援助行動の関連について
宇都宮大学 石川 隆行
宇都宮大学 中村 真
宇都宮大学 米山 正文＃
宇都宮大学 清水 奈名子＃

学習院女子大学 澤田 匡人
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PS9-19 美術館で行う演劇ワークショップ(1)
―子どもの活動はいかにファシリテートされるのか―

豊橋創造大学 加藤 知佳子
川村学園女子大学 北原 靖子
名古屋市美術館 清家 三智＃

PS9-20 美術館で行う演劇ワークショップ(2)
―美術鑑賞における子どもとの関わり方に及ぼす参加と性格特性の効果―

川村学園女子大学 北原 靖子
豊橋創造大学 加藤 知佳子
名古屋市美術館 清家 三智＃

PS9-21 「場合の数」の概念的理解の発達と手続き方略の発達
東京女子大学 大家 まゆみ

PS9-22 身体的不調を訴える幼児とのやりとりの際の養護教諭の配慮
―養護教諭と幼稚園教諭を対象とした質問紙調査の比較分析から―

新潟大学 中島 伸子

PS9-23 補佐的立場の保育者はどのように子どもとの関係を構築しようとしているのか
桜花学園大学 上村 晶

PS9-24 中学生におけるインターネット使用態度とスクールモラールの関連
岡山大学 三宅 幹子

PS9-25 大学生の子ども観と愛着タイプの関連
大分県立芸術文化短期大学 藤田 文

PS9-26 大学生のキャリア形成と大学受験のとらえ方およびその規定因
―大学適応感とソーシャルサポートに着目して―

広島大学 堀井 順平

PS9-27 自閉スペクトラム症児における文節単位読み訓練と文章全体読み訓練の比較
慶應義塾大学 秋本 雅衣子
慶應義塾大学 山本 淳一

PS9-28 乳児と保育者との快情動の共有と、情動調整の発達との関係
―｢つよし」が笑顔を見せるまでの変容―

広島大学大学院 本岡 美保子

PS9-29 保育所・子育て支援センター職員の考える被災時の保育者の役割
―熊本地震に関するアンケートの自由記述から―

浦和大学 丸谷 充子
日本女子大学 吉澤 一弥

PS9-30 心理学カリキュラムにおける表現系科目の教育効果
和洋女子大学 小沢 哲史
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PS9-31 相模女子大学子育て支援センターと認定こども園相模女子大学幼稚部の連携
―報告―

認定こども園 和田 美奈子
認定こども園 Toth Gabor

PS9-32 ミッションスクールにおける教育の中の宗教性発達の検討
―自我体験と意味形成―

上智大学大学院 森本 真由美

PS9-33 目標志向を支える要因の検討
―ベイジアンネットワークの構築による小中学生と大学生の段階での要因の変化―

鳴門教育大学大学院 山本 健志郎

PS9-34 絵本に描かれるイヌ・ネコのイメージ
東京農工大学大学院 島谷 日菜子

東京農工大学 甲田 菜穂子

PS9-35 ウェアラブル型アイトラッカーを用いた保育士の熟達過程の検討
―食事介助場面における保育士の視線行動の分析―

お茶の水女子大学/東京大学 石橋 美香子
東京大学 高橋 翠
東京大学 野澤 祥子

PS9-36 保育巡回相談における相談内容の経年変化
川崎市こども未来局 伊藤 美咲
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

PS9-37 幼稚園教諭が捉える保育の質の構造に関する研究
―日本版 SICSに基づく検討―

岡崎女子短期大学 渡部 努
岡崎女子大学 小原 倫子

岡崎女子短期大学 山下 晋
岡崎女子短期大学 米窪 洋介＃
岡崎女子短期大学 町田 由徳＃

PS9-38 反転学習と複数の模擬養育者との対話実践を強化した「保育相談支援」の評価
中村学園大学 笠原 正洋

PS9-39 小学 2・4年生の自己制御能力と授業中の応答性に対する介入研究
兵庫教育大学大学院 中條 美由紀
兵庫教育大学大学院 松村 京子

PS9-40 大学生における批判的思考態度
―自尊心や養育行動が及ぼす影響―

九州大学大学院 王 泱泱
九州大学大学院 実森 和佳子
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PS9-41 他者への気配りの発達的変化
―未就学児と 20～50代の成人を対象とした横断研究―

玉川大学 藤井 貴之
玉川大学 高岸 治人

PS9-42 早期発見から早期療育へのプロセス
―障害のある子どもの親の認識から「保護者支援」に着目して―

和光大学 一瀬 早百合

PS9-43 自閉スペクトラム症児の音韻知覚の特性について
東京学芸大学 松井 智子
東京学芸大学 内田 真理子
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＃

PS9-44 屋外の遊び環境を評価する尺度の作成と有効性の検証
岡崎女子短期大学 山下 晋
岡崎女子短期大学 米窪 洋介＃
岡崎女子大学 小原 倫子

岡崎女子短期大学 町田 由徳＃
岡崎女子短期大学 渡部 努

PS9-45 高齢者向け SNSシステムの開発
川村学園女子大学 井上 翼
川村学園女子大学 桂 瑠以＃

PS9-46 障害児の存在が同胞へ与えるポジティブな影響
―レジリエンス・PTGIに着目して―

大阪人間科学大学大学院 近藤 綾音
大阪人間科学大学 堤 俊彦
大阪人間科学大学 柏尾 眞津子

大阪人間科学大学大学院 水谷 ナナミ

PS9-47 面会交流に対する母親の受け止めの変化プロセス
―面会交流を継続する上で感じる困難さ、父に対する感情の変化に着目して―

筑波大学大学院 直原 康光
筑波大学 安藤 智子

PS9-48 絵本の読みあい遊びを介して生じる関係性の拡張
―生き難さを抱えた子どもの療育における実践から―

宇都宮大学 石川 由美子
子ども発達支援センターぴーち 小須田 琢磨

PS9-49 特別支援教室における児童の所属意識についての探索的検討
白梅学園大学 飯野 雄大
首都大学東京 田中 浩司
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PS9-50 レジリエンスを促進する環境要因の検討
―個人内特性と環境要因の相互関係に着目して―

文京学院大学大学院 嶋﨑 文哉
文京学院大学 永久 ひさ子

PS9-51 形式の類似性は二言語間の獲得語彙に影響を及ぼすのか
―日本語－英語バイリンガル幼児の語彙の分析―

神戸松蔭女子学院大学 久津木 文

PS9-52 母子間『抱き』の 24時間記録(1)
―実験参加者に負担をかけない時間計測アプリの開発―

東京大学 園田 正世
龍谷大学 金子 龍太郎

PS9-53 母子間『抱き』の 24時間記録(2)
―時系列記録から「抱き」パターンを探る―

龍谷大学 金子 龍太郎
東京大学 園田 正世
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人物索引

※数字は、発表番号を示します。

記号

KL1～KL2 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

TS1～TS2 大会委員会企画チュートリアルセミナー

BS1～BS2 日本発達心理学会企画シンポジウム

SL 日本発達心理学会賞（論文賞）受賞者講演

CS1～CS2 日本発達心理学会・他学会等共催シンポジウム

DS1～DS5 関連団体企画シンポジウム

SS1～SS28 会員企画 自主シンポジウム

RT1～RT51 会員企画 ラウンドテーブル

PS1-1～PS9-53 ポスターセッション

※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 廣二 RT51

阿部 学＃ PS2-19

阿邉 智 RT22

阿部 哲理 PS2-52

足立 智昭 DS2,SS10

Ahnert Liselotte＃ IL2

相澤 直樹 PS6-39,PS8-47

赤木 由喜 PS7-34

赤松 利恵＃ SS18

明地 洋典 SS16,PS4-27,
PS4-28,PS6-31

秋本 雅衣子 PS9-27

秋田 喜代美 SS26,PS1-24,
PS2-29,PS6-41,
PS6-50,PS7-38,
PS8-26,PS8-29

秋山 弘子＃ SS15

天野 美緒 RT17,PS7-1,
PS7-3

天谷 祐子 PS5-17

安藤 朗子 SS23

安藤 富士子 PS3-12,PS3-13,
PS4-9

安藤 史高 RT28

安藤 寿康 SS19,RT40,
PS8-45

安藤 智子 PS1-23,PS5-51,
PS9-47

安藤 孝敏 RT30,PS5-44

青木 紀久代 BS2

青木 美和子 PS3-33

青木 直子 PS8-34

青野 篤子 RT41

青山 郁子 PS6-11

青山 慶 RT47

青山 謙二郎 PS6-8

青山 新吾 SS4,RT4

青山 翔 PS3-20

荒井 秀典＃ PS3-12

新井 素子 PS2-24

荒川 歩 RT50

荒木 穗積 PS2-28

荒木 美知子 PS2-28

荒牧 美佐子 PS6-41,PS6-50

有光 威志＃ PS4-43

浅田 晃佑 PS4-27,PS6-31

浅川 淳司 RT21

浅川 南 PS8-3,PS8-4

朝倉 隆司＃ PS5-12

浅沼 秀司＃ SS12

麻生 武 RT45

芦田 宏＃ PS2-29

麻生 典子 RT35,PS6-16

厚澤 祐太郎 PS2-53

畔上 一康＃ AS1

【 B 】
伴 碧 RT42,PS7-48

別府 哲 PS3-16,PS8-35

【C】
張 貞京 PS7-18

茅野 理恵＃ PS9-2

地内 亜紀子 RT31,PS3-3

中條 美由紀 PS9-39

【D】
大六 一志 PS6-25

抱井 尚子 CS1

旦 直子 RT1,PS3-25

出口 奈緒子 PS5-12

出野 美那子 PS3-26

土井 幸輝＃ PS5-25

【 E 】
蛯子 友紀 PS5-21

江上 園子 RT34,RT42

江尻 桂子 RT10

江村 安美 PS6-2

遠藤 純子 PS9-10

遠藤 利彦 DS3,SS8,
SS19,SS27,
RT44,PS1-24,
PS7-38,PS8-26,
PS9-15

越中 康治 RT50,PS8-40,
PS8-41,PS8-42

【 F 】
藤井 真樹 PS7-36

藤井 修平＃ RT48

藤井 貴之 PS1-20,PS9-41

藤川 菜緒子＃ RT37

藤本 哲史＃ PS1-1

藤野 あすか PS4-29

藤野 博 SS20,PS2-42,
PS3-14,PS3-18,
PS3-22,PS5-33,
PS8-16,PS9-43

藤野 正寛＃ AS4

藤野 正和 RT9

藤崎 亜由子 RT30

藤崎 春代 DS4,PS2-14

藤﨑 眞知代 PS6-32

藤澤 啓子 SS26,PS8-45

藤田 文 PS9-25

藤田 清澄 RT13

藤原 秀子＃ PS3-34

藤原 健志 PS9-8,PS9-9

藤原 佳典＃ RT7

深井 太洋＃ SS26

深澤 守男＃ PS5-11

深澤 雄紀＃ RT17

深瀬 裕子 AS5

福田 佳織 PS6-23

福田 一彦＃ SS18,PS5-42

福田 きよみ RT43

福井 ひとみ PS7-53,PS7-54,
PS7-55

福川 泰之＃ AS5

福島 里美＃ RT35

船越 かほる PS5-2

古畑 尚樹 PS4-47

古見 文一 PS4-46

古本 安祐美＃ RT46

古屋 喜美代 PS8-3,PS8-4

古山 宣洋＃ AS3

布施 光代 PS6-24

二村 郁美 PS6-22

【G】
Gabor Toth＃ PS9-31

儀間 裕貴＃ PS1-29

郷家 史芸 PS8-9

郷間 英世 PS1-4

胡麻本 彩音 PS2-31

権藤 桂子 RT11

後藤 あや＃ PS5-51

【H】
芳賀 英明＃ PS3-10

萩原 広道 PS7-52

萩原 元昭＃ RT7

計野 浩一郎＃ PS3-14,PS3-18,
PS4-27,PS4-28,
PS5-33,PS6-31,
PS8-16,PS9-43

浜田 寿美男＃ SS4

濱田 裕子＃ DS5

濱口 恵美＃ RT4

濱口 佳和＃ PS1-10

濱名 潔 PS8-39

浜名 真以 RT38

濱野 佐代子 RT30

葉室 亮介＃ PS4-8

半澤 礼之 RT19,RT36,
PS3-30

原 郁子＃ PS3-3

原 健之 PS1-1

原田 知佳 PS8-18

原田 悦子＃ CS2

原田 真悠子 PS4-23

原田 美代子 PS7-11

原田 新 SS17

服巻 智子 SS28

原島 恒夫＃ PS1-3

原田 雅也 PS2-38

針生 悦子 PS4-20

長谷川 真里 RT50

長谷川 智子 SS18,PS5-42

長谷川 寿一＃ PS4-27,PS4-28,
PS6-31

橋本 久美 PS6-5

橋本 正巳＃ PS4-3

橋本 信也 DS2

橋本 創一 SS6,RT23

橋彌 和秀 RT12,RT18

蓮見 絵里＃ PS7-51

蓮見 香穂 PS1-25

蓮見 元子 PS5-14,PS5-41
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畑 薫＃ PS5-20

秦 政寛＃ PS4-43

畑 潮 PS3-28

秦野 悦子 SS23,PS2-20,
PS2-51,PS4-4,
PS4-29,PS6-21,
PS6-46,PS9-36

服部 敬子 PS1-45

巴山 洋美＃ RT46

林 安紀子 RT23

林 創 PS5-35

林 恵 RT13

林 慎吾＃ PS7-16

林 幸範 PS2-54,PS7-23

日比 優子 PS5-19

比嘉 佳代 RT20,PS6-51,
PS8-30

日潟 淳子 SS8,SS17

樋口 寿美 PS8-3,PS8-4

日野林 俊彦 PS2-45

日尾野 愛 PS8-10

平林 秀美 PS6-38

平井 花 PS8-43

平井 美佳 RT34

平石 賢二 PS3-7,PS3-8

平川 久美子 RT49,PS3-27,
PS7-39

平川 真＃ PS2-8

平川 昌宏 PS7-39

平野 幹雄 DS2,SS10

平岡 大樹 PS6-30

平田 香奈子＃ PS2-8

平田 正吾＃ PS4-34,PS7-41

廣木 彩 PS7-4

広瀬 愛希子 PS1-10

廣瀬 翔平 PS1-28

広瀬 拓海 SS12

広瀬 由紀 PS8-12

廣利 吉治 RT46

久蔵 孝幸 PS2-50

外尾 安由子 PS3-11

本間 みなみ PS6-40

本田 秀夫＃ SS28,PS5-48

本郷 一夫 DS3,DS4,
RT49,PS3-54,
PS7-12,PS7-13

本郷 美奈子 PS4-35

本間 優子 PS2-19

堀 憲一郎 PS8-22,PS8-23

堀 恭子 PS5-44

堀 由里 PS9-17

堀江 優実 PS7-21

堀口 康太 PS9-8,PS9-9,
RT28

堀井 順平 PS9-26

堀川 柚 PS1-31

堀本 ともみ PS2-35

保坂 裕子 CS1

星 三和子 PS5-8

細田 直哉 AS3,RT39

堀田 由加里 PS8-29

Hou Yuejiang PS2-34,PS2-48

寳川 雅子＃ RT3

兵藤 瑞穂 RT17,PS7-1,
PS7-3

【 I 】
一條 玲香 PS2-13

市川 熹＃ TS1

市川 恵 PS8-20

市川 奈緒子 RT4

市川 陽子＃ PS5-51

一見 真理子＃ PS6-50

一瀬 早百合 PS9-42

伊田 勝憲 RT19,RT41,
PS5-31

家島 明彦 IL1,DS5

五十嵐 敦 PS3-44

五十嵐 一枝 PS5-13,PS5-23

五十嵐 哲也 PS9-2

井口 亜希子 PS1-3

Iguchi Sherry Aya＃ PS1-52

井口 由子＃ RT14

井原 成男 AS6

伊原 小百合＃ PS8-20

飯田 順子＃ PS9-8,PS9-9

飯島 典子 PS1-26

飯村 周平 PS5-6

飯野 雄大 PS9-49

飯塚 康代＃ RT24

池田 準＃ PS5-11

池田 一成＃ PS4-43

池田 七海 PS8-7,PS9-4

池田 龍也 PS2-23

池田 友美＃ PS1-4

池田 康子 RT21

池田 曜子 PS8-49

池上 奈摘 PS7-30

池上 知子 PS3-11

池畑 美恵子 PS5-43

池谷 真梨子＃ PS9-10

生井 裕子 PS5-36,PS6-2

今林 俊一 PS2-54,PS7-23

今田 純雄＃ SS18,PS5-42

今川 恭子 SS21,PS8-20

稲田 尚子 PS4-35,PS7-8,
PS7-9

稲吉 静 PS1-33

井上 和久＃ PS1-4

井上 真理子 PS4-22

井上 翼 PS9-45

井崎 基博 PS5-32

石橋 美香子 PS9-35

石橋 太加志 PS1-48

石橋 裕子 PS2-54,PS7-23

石田 開 PS1-44

石出 晶子 PS5-21

石垣 琢麿＃ SS1

石毛 順子 PS4-19

石黒 広昭 PS7-51

石井 佳世子＃ PS5-51

石井 正子 PS5-16,PS7-53,
PS7-54,PS7-55

石井 僚 PS2-38

石井 辰典 PS6-3,PS6-10

石井 悠 PS9-15

石井 佑可子 SS27

石島 このみ PS1-14

石川 大晃 PS5-27

石川 大輝 PS5-10

石川 隆行 PS9-18

石川 由美子 SS4,SS11,
PS9-48

石本 啓一郎 PS4-24

石本 雄真 SS17

石野 陽子 RT37

石岡 良子 SS15

石塚 祐香 SS7

板倉 昭二 SS3,PS4-39,
PS4-47,PS6-31

板倉 達哉 RT17

伊藤 一美 RT16,PS4-25,
PS4-26

伊藤 美咲 PS6-46,PS9-36

伊藤 理絵 RT9

伊藤 良子 PS5-21

伊藤 崇 BS1

伊藤 武彦 PS5-44

伊藤 靖＃ AS4

伊藤 裕子 PS4-2

伊藤 朋子 PS4-6

岩立 志津夫 PS5-2

岩藤 百香＃ PS5-29

岩間 由衣＃ PS4-35

石見 容子 PS7-32,PS7-33

岩野 清美＃ RT19

岩男 芙美 RT33

岩佐 康弘 PS5-38

岩城 美良 RT29,PS8-6

岩田 恵子 RT43

岩田 美保 PS6-6,PS8-12

井澤 修平＃ PS6-38

【 J 】
江 聚名＃ PS2-38

姜 娜 PS2-46,PS4-13

直原 康光 PS9-47

実森 和佳子 PS9-40

舒 悦＃ PS2-34

【 K 】
蒲谷 槙介 SS21,RT42

株田 昌彦＃ PS2-19

門田 昌子 PS5-29,PS6-4

門田 理世 PS2-29

門脇 文子 PS2-40

香川 秀太 SS12

海沼 亮 PS5-7

梶川 祥世 RT6,RT26

垣花 真一郎 SS7
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柿沼 美紀 IL2,RT5,
PS8-24

角和 麻衣子 PS6-20

鎌田 大雅＃ PS1-49

鎌田 次郎 DS2

亀井 美弥子 RT13

亀島 信也 PS1-20

上垣内 伸子 PS5-8

上村 誠也 PS8-3,PS8-4

神谷 哲司 PS8-36,PS9-16

神山 直子 PS7-29

金沢 創 RT18

金澤 忠博 PS2-45,PS2-49

冠地 情＃ SS12

神田 直子 PS1-16

金田 利子 RT7

金藤 亜希子＃ PS3-40

金平 希 PS5-15

金子 龍太郎 PS9-52,PS9-53,
SS24

金子 健 PS5-25

金子 泰之 SS5,PS1-30

菅野 恵＃ RT35

狩野 文浩＃ RT12

神崎 真実 DS5

唐澤 真弓 PS6-38

笠原 正洋 PS9-38

笠原 賀子＃ PS7-17

笠松 美歩＃ SS11

鹿嶌 達哉 PS6-7

柏尾 眞津子 RT36,PS9-46

片保 希実 PS2-37

片山 伸子 PS4-41

片山 敏郎＃ BS1

加藤 知佳子 PS9-19,PS9-20

加藤 大樹＃ PS3-46

加戸 敬子 PS4-44

加藤 弘通 RT27,PS2-34,
PS2-48,PS7-20

加藤 浩平 RT33,PS3-22

加藤 道代 PS2-13,PS4-49,
PS8-36,PS9-16

加藤 望＃ RT37

加藤 孝士 PS7-17

加藤 寿宏＃ PS1-4,PS7-52

加藤 義信 RT1,PS8-35

清水(加藤） 真由子PS2-45

勝間 理沙 RT25

桂 瑠以＃ PS9-45

桂川 泰典＃ AS6

勝浦 眞仁 RT4,PS5-22

川端 美穂 BS2

河内 清美 PS3-50

川口 ゆり＃ RT18

河原 紀子 SS18,PS7-10

川端 一光＃ PS5-42

河合 優年 RT16,RT40,
PS6-13

川上 ちひろ＃ RT33

川上 文人 RT9,PS4-37

川上 正浩 PS4-22

川本 静香＃ SS3

川本 哲也 SS19,SS27,
PS3-31,PS4-52

川村 玲香＃ SS10

川野 健治 PS6-19

河瀬 諭＃ RT6

川島 大輔 PS4-7,PS4-8,
PS6-15,PS6-19

川島 慶子＃ PS6-49

川嶋 健太郎 PS5-14,PS5-41

川田 学 SS2,RT7

萱村 朋子 PS2-27

萱村 俊哉 PS2-27

風間 みどり PS6-38

加須屋 裕子 PS6-52,PS6-53

木立 伸也 RT31

木戸 彩恵 RT37

木戸 啓絵＃ SS24

木原 久美子 PS7-21

菊知 充＃ PS5-49

菊池 吉晃＃ RT44

菊池 由葵子 PS4-27,PS4-28

菊池 優貴乃 PS4-34

木村 文香 PS7-14

木村 美奈子 RT1

木村 萌 RT43

金武 育子 RT20,PS6-51,
PS8-30

杵鞭 広美 PS7-42

金城 志麻 PS1-6,PS3-9

木下 孝司 RT12

岸本 健 RT2

岸野 麻衣 PS7-50

北 洋輔＃ PS4-38

北田 沙也加 PS6-47

北原 靖子 PS7-29,PS9-19,
PS9-20

北本 遼太 SS12

木谷 秀勝＃ RT33

小早川 達＃ PS6-12

小林 照典＃ PS3-32

小林 春美 SS16,RT12

小林 博道＃ PS1-14

小林 真 PS7-22

小林 幹子＃ RT41

小林 佐知子 PS4-55

小林 佐織＃ PS9-7

小林 将太＃ RT25

小林 剛史＃ PS6-12

小林 哲生＃ RT38,PS1-41

小堀 靖子 PS5-13

甲田 菜穂子 PS9-34

小平 さち子＃ RT1

児玉 茉奈美 PS6-18

古賀 佳樹 PS4-8,PS6-19

小原 一馬＃ RT18

小出 ナオキ＃ PS5-11

小泉 愛美 PS4-14

小島 治幸＃ PS5-49

小島 道生 PS4-14

小島 康生 SS2,PS6-14,
PS6-27

小松 正史＃ PS4-53

小松 陽子 SS10

米田 英嗣 SS20

薦田 未央 RT16,PS4-25,
PS4-26

久保田(河本） 愛子PS9-15

近藤 綾音 PS2-41,PS9-46

近藤 清美 DS1,DS3

近藤 龍彰 RT9,PS6-29

小西 千秋 SS1

小西 行郎＃ PS1-54

高坂 康雅 SS5,PS4-11

神前 裕＃ AS2

越川 房子 AS4,PS2-52

小須田 琢磨 PS9-48

小高 恵 PS3-4

小谷 誼美＃ RT3

香曽我部 琢 RT13,PS5-52

神谷 真由美 PS3-5

小山 雅代 PS1-21

小山 里織 PS4-55

小山 悠里 RT44

子安 増生 DS3,PS6-1

小﨑 恭弘＃ PS1-24,PS7-38,
PS8-26

久保 南海子 BS1,RT10

久保 信代 DS1

久保 瑶子 PS3-35

久保山 茂樹 RT4

工藤 英美 PS8-35

工藤 渓 PS3-54,PS7-12,
PS7-13

工藤 芳幸 SS4

久木山 健一 PS1-46

熊渕 直弥 PS1-19

熊谷 高幸 RT17

熊丸 高雄＃ SS6

熊本 千登勢 PS2-6

熊野 みき PS3-10

九里 真緒 PS6-17

倉盛 美穂子 PS2-8,PS7-31

黒田 美保 DS1,PS1-40,
PS4-35

黒石 憲洋 PS1-27,PS8-37,
PS8-48

黒岩 篤子＃ SS9

久留島 太郎＃ RT8

日下 菜穂子 BS1

日下部 典子 PS5-15

楠見 孝 BS1,PS4-21

樟本 千里 PS9-13

久津木 文 PS9-51

桑原 斉＃ SS28

久世 淳子 PS3-34

京林 由季子 DS2
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【 L 】
Lamb Michael＃ IL2

Lau Jennifer＃ PS1-42

連 傑濤 RT15,PS4-10,
PS4-13

【M】
町田 由徳＃ PS8-8,PS9-37,

PS9-44

前田 忠彦＃ RT40

前田 泰弘 PS1-8

前川 あさ美 PS1-25,PS2-35,
PS2-37

前川 久男＃ SS11

前川 圭一郎＃ SS25

馬飼野 陽美 PS1-33

Maki Rooksby＃ PS1-52

稲生 麻希子＃ PS7-19

牧野 彰賢＃ RT8

牧野 光里 RT46

牧野 寛子 PS6-21

牧野 遼作 AS3,PS8-27

丸谷 充子 SS23,PS2-4,
PS9-29

丸山 慎 SS21,RT26

間瀬 敬子＃ PS3-34

真下 知子＃ PS7-18

増田 公男 PS9-1

増田 貴彦＃ SS13

増井 幸恵 AS5

増山 沙織 PS5-33

松田 妙子＃ PS2-21

松井 賢二 PS8-50

松井 智子 RT11,RT12,
PS3-14,PS3-18,
PS5-33,PS8-16,
PS9-43

松熊 亮 PS2-18

松本 恵美 PS7-26

松本 光太郎 RT45,PS3-29

松本 美咲 PS6-32

松村 京子 PS2-43,PS3-20,
PS3-42,PS7-15,
PS8-17,PS9-39

松永 美希＃ PS8-48

松永 しのぶ PS4-16,PS8-46,
PS4-15

松嶋 秀明 SS12

松島 佳苗＃ RT44,PS7-52

松島 公望 RT48

松好 伸一 SS24,PS6-26

松嵜 洋子 PS8-28

松澤 正子 PS2-11

McAdams Dan＃ IL1

目久田 純一 PS8-40,PS8-41,
PS8-42

孟 憲巍 RT2,RT6,
PS6-3

三木 陽子 SS9

皆川 泰代＃ AS2,SS16,

RT6,PS4-43

箕浦 康子 SS2

箕浦 有希久 PS1-54

箕輪 潤子 PS2-29

三嶋 博之＃ AS3

三角 奈緒 PS8-22,PS8-23

見田 里緒 PS3-3

三觜 沙絵＃ PS5-48

三林 真弓 PS2-7

三橋 翔太 PS7-41

密城 吉夫 PS5-30

三浦 麻子＃ CS2

宮地 泰士＃ PS5-40

宮城 正作＃ PS7-17

宮原 美咲 PS1-50

宮島 佑 RT5

三宅 愛 PS7-53,PS7-54,
PS7-55

三宅 英典 PS1-35,PS4-5,
PS8-39

三宅 幹子 PS9-24

宮本 邦雄 PS3-32

宮下 一博 SS1

宮田 裕光＃ AS4

宮津 寿美香 RT2

宮内 洋 SS2

宮崎 清孝 AS1

宮崎 眞 DS4

宮﨑 孝子 PS1-17

三好 理央 PS1-22

溝江 唯 RT23

溝上 慎一 SS5

溝川 藍 SS13,RT38,
PS6-1

水本 深喜 PS2-21

水野 君平＃ PS2-48

水谷 ナナミ PS2-41,PS9-46

水谷 なおみ＃ PS3-34

水谷 柳子＃ PS4-1

持田 聖子 PS1-24,PS6-50,
PS7-38,PS8-26

茂木 一孝＃ RT44

百瀬 桂子＃ PS1-14

百瀬 良 PS8-33

百田 豊＃ RT5

森 秀都 PS2-10

森 麻友子＃ PS8-48

森 暢子＃ PS2-29

森口 佑介 CS2,RT12,
PS1-47,PS6-3,
PS6-31

森本 真由美 PS9-32

森本 哲介 PS7-49

森永 康子 PS8-38

森下 葉子 PS6-23

森脇 愛子 SS25

森山 雅子 PS4-55

茂呂 雄二＃ AS1,SS12

元井 沙織 PS2-17

本岡 美保子 PS9-28

麦谷 綾子 RT6

向井 美穂 PS5-8

向田 久美子 IL1

椋田 善之＃ PS2-29

村井 史香 PS7-20

村上 太郎 RT9

村中 智彦＃ PS5-18

村中 泰子 PS8-48

村野井 均 RT1,PS6-44

村田 朱美＃ RT14

村田 美和 PS1-50

村山 恭朗 PS2-39

武藤 愛 PS2-43

武藤 世良 SS27

無藤 隆 CS1,PS6-41,
PS6-50,PS8-28

明和 政子 PS6-40

【N】
永久 ひさ子 PS6-43,PS9-50

永井 暁行 PS3-45

長井 梓 PS4-54

永井 幸代＃ PS5-40

永井 祐也 PS4-3

永松 岳 PS3-9

長峰 伸治 PS1-36

永盛 善博 PS4-51

長野 佳子＃ PS5-48

長崎 勤 RT17,PS3-3,
PS7-1,PS7-2,
PS7-3

名倉 一美 PS5-20

内藤 美加 SS13

仲 真紀子 TS1,RT10,
RT22

中垣 啓 PS4-6

中川 彰子＃ PS4-35

中川 敦子＃ PS5-40

中川 清志＃ RT30

中川 威 PS3-12,PS3-13,
PS4-9

桑原 保光＃ RT30

中原 竜治 PS4-40

中島 正世 SS22

中島 寿宏 BS1

中道 正之 PS5-10

中村 章啓＃ RT8

中村 聖＃ SS19

中村 真 PS9-18

中村 真理子 PS7-11

中村 晋介 PS6-9

中村 志寿佳＃ PS6-49

中村 多見 PS8-40,PS8-41,
PS8-42

中村 知靖 SS8

中室 牧子＃ SS26

中野 茂 RT43,PS6-5

中島 久樹＃ PS5-36

中島 伸子 SS18,PS9-22

中田 愛美 PS1-2

（112）



中田 栄 PS6-33

中谷 裕教＃ RT48

中谷 久恵＃ PS3-40

中坪 史典 RT37,PS2-29

中山 留美子 PS3-23

中山 智哉＃ PS7-17

百鬼 久美子 PS9-12

難波 久美子 RT40,PS6-13

滑田 明暢＃ RT25

濤岡 優 PS2-48

Nancy Eisenberg＃ PS1-23

Nand Kristina＃ SS13

名尾 典子 PS3-6,PS3-24

直井 望＃ AS2

成川 敦子＃ SS25

名取 洋典 PS1-27

根ケ山 光一 KL2,SS2,
SS21,PS1-14,
PS7-10

西田 季里 PS9-15

西田 奈央＃ PS8-24

西垣 順子 RT19,PS9-5

西川 一二＃ PS4-21

西川 友貴 PS4-33

西本 絹子 DS4,PS8-3,
PS8-4

西元 直美 PS3-41

西村 昭徳＃ PS3-47

西村 信子 RT30

西村 崇宏＃ PS5-25

西村 太志 PS8-19

西村 倫子＃ PS4-40

仁科 いくみ＃ RT23

西野 泰代 PS2-15,PS2-16

西尾 千尋 RT47,PS4-48

西尾 祐美子 SS14

西岡 直実 PS2-47

西田 裕紀子 AS5,RT28,
PS3-12,PS3-13,
PS4-9

西浦 知樹 DS2

西山 剛司 DS1

日戸 由刈 SS20,RT31,
PS2-42,PS3-3

丹羽 啓子＃ PS3-34

庭野 賀津子 PS3-19

野田 大燈＃ PS2-31

野上 俊一 PS7-30

野口 隆子 PS2-29

野本 玲子＃ RT25

野村 香代 PS5-40

野村 理朗＃ PS6-30

野村 直子 PS6-46,PS9-36

野村 昴樹＃ RT22

野中 美幸 PS6-42

野中 俊介＃ PS1-31

則定 百合子 RT24

野呂 幾久子＃ PS6-11

野瀬 出＃ PS8-24

能智 正博 CS1

野崎 華世＃ RT42

野嵜 茉莉 PS8-45

野澤 祥子 PS1-24,PS7-38,
PS8-26,PS8-29,
PS9-35

沼田 あや子＃ RT4

【O】
小原 倫子 PS4-55,PS8-8,

PS9-37,PS9-44

小保方 晶子 PS2-26

小保方 稔子 PS8-32

落合 利佳＃ PS1-4

小田 豊＃ PS2-29

大﨏 美樹＃ PS3-40

小笠原 明子＃ PS7-17

尾形 和男 PS6-23

小川 修史＃ SS14

小川 将＃ PS3-45

小川 徳子＃ PS4-41

小川 智子＃ PS3-40

荻野 美佐子 RT26

荻原 はるみ PS5-22

大橋 智樹＃ PS7-40

大橋 靖史 RT36

大橋 良枝 SS10

大野 愛哉 PS8-1

大沼 美由紀＃ SS9

大坪 庸介＃ RT12

大井 学 SS16,SS20,
PS4-1

大家 まゆみ PS9-21

翁川 千里 RT29

大石 美佳 PS4-15,PS4-16

岡田 謙介＃ CS2

岡田 涼 PS9-4

岡田 智＃ SS14

岡田 有司 SS5,PS7-16

岡花 祈一郎 SS24,RT7

岡本 英生 RT24

岡本 尚子＃ SS3

岡本 祐子 PS5-28,PS7-20

岡村 恵里子 PS6-25

岡村 季光 PS3-53

岡村 佳子 PS5-11

大神田 麻子 PS1-22,PS4-39,
PS6-31

岡野 維新 PS5-29,PS6-4

大川 一郎＃ PS9-8,PS9-9

岡崎 慎治＃ PS6-25

大久保 圭介 PS1-24,PS7-38,
PS8-26

大久保 智生 RT50,PS8-21

大熊 加奈子 PS4-32

大熊 美佳子 PS1-27,PS3-36

奥村 桃子 SS9,PS1-53

奧村 安寿子 PS4-38

大倉 得史 BS2,SS1

奥富 庸一＃ PS5-29

奥住 秀之＃ PS4-34,PS7-41

大道 香織 SS24

大宮 朋子＃ PS5-12

大森 幹真 SS7

大村 壮 PS5-9

大西 彩子 PS4-33

小野 啓子 PS1-34

小野 美和 PS7-25

大野 祥子 RT34

小野 友紀 PS9-10

小野寺 敦子 PS2-17,PS3-28,
PS3-39

隠村 美子 PS8-3,PS8-4

尾上 ふみ RT23

小野里 美帆 PS5-53

大内 進＃ PS5-25

折原 有美 PS5-16

長田 真人 PS6-39

大澤 香織＃ PS4-33

大澤 ことみ PS8-33

大島 郁葉 SS28,PS4-35

大島 聖美 PS8-19

大島 真里子 PS2-20,PS6-46

大島 みずき PS1-9

小塩 真司 KL1,TS2

太田 正義 PS2-34,PS7-20

太田 光洋 PS7-17

大滝 世津子＃ RT3

大谷 多加志 PS1-4,PS1-7

大伴 潔 SS6,RT23

大塚 礼＃ PS3-12,PS3-13,
PS4-9

大塚 翔＃ SS12

大月 友＃ AS6

大和田 智文 PS6-34

大藪 泰 KL1

大山 光子＃ SS12

大山 智子 PS3-6,PS3-24

尾崎 康子 DS1

小沢 日美子 PS5-5

小澤 郁美 PS5-45

小沢 哲史 PS9-30

【 S 】
貞苅 玲＃ RT20

佐伯 素子 PS5-37

佐伯 胖 AS1,BS2

相良 順子 PS4-2

齋藤 慈子 RT18,PS2-53

斉藤 こずゑ PS2-5

齊藤 誠一 RT24

齋藤 有 SS11,PS5-39

斉藤 幸枝＃ PS5-11

佐治 量哉 PS5-27

坂上 裕子 PS1-11,PS1-12,
PS3-29

阪上 雅昭＃ PS7-52

阪井 俊文＃ PS6-9

榊原 良太 SS27

榊原 洋一 PS6-50

榊原 久直 BS2,PS2-30
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坂本 美紀 PS9-6

坂本 理香 PS2-2

坂田 陽子 BS1

坂内 理香 RT14

阪脇 孝子 PS5-50

崎濱 秀行 PS8-13

佐久間 路子 PS1-11,PS1-12

佐久間 尚子＃ AS5

櫻庭 陽子＃ RT39

櫻井 千穂 RT11

真田 美恵子 PS1-24,PS6-50,
PS7-38,PS8-26

実藤 和佳子 PS4-50

佐々木 新＃ PS6-4

佐々木 恭志郎＃ CS2

佐々木 美恵 PS5-51

佐々木 宣子＃ SS6

佐々木 尚之 SL

篠山 大明＃ PS5-48

佐竹 真次 PS5-26

佐藤 德＃ PS4-47

佐藤 広崇 PS7-32,PS7-33

佐藤 賢輔 RT2

佐藤 今日子 PS6-46

佐藤 将之＃ AS3

佐藤 則行＃ PS6-49

佐藤 眞一 PS3-47

佐藤 泰＃ AS3

佐藤 徹男 PS2-36

佐藤 由香理 PS7-40

佐藤 幸子 PS2-1

澤田 匡人 PS9-18

澤田 真弓＃ PS5-25

澤田 敏子 PS2-12

澤田 陽一＃ PS4-53

澤水 真央 RT26

澤田 優子＃ PS1-42

瀬川 千津子＃ RT43

清家 三智＃ PS9-19,PS9-20

関 春佳 PS3-25

千﨑 美恵 RT14

瀬戸 淳子 PS4-4,PS6-46,
PS9-36

瀬戸 美紅子＃ PS4-35

芝崎 良典 PS3-48

柴田 理瑛 SS10

柴田 崇浩 PS1-51

信太 寿理 PS7-7

司城 紀代美 PS7-34

敷島 千鶴＃ SS19

島 義弘 PS6-22

島袋 史奈 PS2-39

島田 英昭 BS1

嶋田 洋徳＃ AS6,PS1-31

嶋田 容子 RT26

嶋口 裕基＃ RT51

島内 晶 PS3-47

島谷 日菜子 PS9-34

嶋﨑 文哉 PS9-50

島津 明人＃ PS1-24,PS7-38,

PS8-26

清水 栄司＃ PS4-35

清水 映里子 PS7-15

清水 寿代 PS1-35

清水 健司＃ PS1-35

清水 奈名子＃ PS9-18

清水 里美 PS1-4,PS1-7

清水 美恵 PS2-3

清水 由紀 SS13,PS6-47

下田 芳幸＃ PS7-8,PS7-9

下郡 啓夫＃ PS4-53

下島 裕美 PS4-17

下方 浩史＃ PS3-12,PS3-13,
PS4-9

下坂 剛 PS7-44

下山 恵 RT14

新保 みさ＃ PS7-17

志村 洋子 SS21,PS8-20

新屋 裕太 RT44,PS1-18

篠田 裕文 PS8-17

篠原 亜佐美 PS1-41

篠原 郁子 DS1

篠原 尚美＃ PS4-43

新谷 和代 PS1-43

塩野入 愛 PS3-15

白神 晃子 PS7-19

白神 敬介 PS1-5

白井 真理子＃ RT9,PS6-29

白井 利明 SS8,RT27,
PS6-37

白石 勧 PS5-34

白川 美也子＃ RT22

東海林 麗香 PS7-43

首藤 敏元 PS3-6,PS3-24,
PS9-13

相馬 花恵 AS4

宋 睿婷＃ PS6-3

園田 正世 PS9-52,PS9-53

園田 直子 RT36

須田 桃香 PS5-49

須田 治 RT49

須藤 幸恵 RT22,PS1-40

菅 麻里＃ PS2-53

菅井 洋子 PS7-46

菅原 育子 SS15

菅原 麻帆子 PS8-11

杉本 英晴 PS1-15

杉本 海里＃ PS6-3

杉本 貴代 PS5-46

杉村 伸一郎 RT21,PS2-8,
PS2-22

杉岡 千宏＃ SS6

杉山 佳菜子 PS7-47

鋤柄 増根＃ PS5-40

角野 加恵子 PS3-40

角谷 詩織 PS9-3

孫 怡 SS3,RT15,
PS2-46,PS4-10,
PS4-13

砂川 芽吹 PS7-5

諏訪 きぬ RT13

諏訪 正樹＃ AS1

鈴木 亜由美 PS6-28

鈴木 華子＃ SS3

鈴木 はるみ PS7-1,PS7-2,
PS7-3

鈴木 佳奈＃ PS8-19

鈴木 一代 SS1

鈴木 正敏 PS2-29

鈴木 美枝子 RT22

鈴木 美樹江 PS3-46

鈴木 忠 AS1,PS4-45

鈴木 悠介 SS25

【 T 】
田原 敬＃ PS1-3

田渕 恵 PS6-14

橘 春菜 PS1-39

橘 廣 PS1-39

立花 良之＃ AS4,PS2-21

只浦 聖子 RT29

多賀 厳太郎＃ PS1-18

田口 久美子 RT41,PS8-3,
PS8-4

田口 礼子 PS5-48

田島 大輔 RT8

田島 信元 KL2,SS9

田尻 由起 PS8-14

高 史明＃ SS1

髙田 晃子＃ PS2-31

高垣 マユミ PS9-11

髙木 眞裕 PS1-37

髙木 望帆 PS3-14

高岸 治人 PS1-20,PS9-41

高橋 あつ子＃ SS17

高橋 悦子＃ PS4-38

高橋 秀明 PS2-33

高橋 和真 PS3-51

高橋 惠子 IL2,RT34

高橋 誠 PS7-49

高橋 翠 RT44,PS9-35

高橋 実里 PS1-32

高橋 桃子 RT5

高橋 登 SS16

高橋 紀子 PS4-35,PS6-49

高橋 治＃ PS8-29

高橋 幸子＃ PS4-53

高橋 孝雄＃ PS4-43

高橋 靖子 PS5-18

高井 直美 RT16,PS4-25,
PS4-26,PS8-5

篁 倫子＃ AS6

高梨 克也＃ RT47

高野 隆司 SS22

高野 恵代 PS5-28

高野 裕治＃ PS1-54

高岡 純子 PS1-24,PS6-41,
PS6-50,PS7-38,
PS8-26

財部 盛久 RT5
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高崎 文子 RT28

高澤 健司 RT36,PS8-15

高塩 純一＃ RT39

高谷 理恵子 RT24,PS8-44

高山 緑 SS15

高櫻 綾子 RT3

武部 正明 SS20,PS2-42

武田 啓子＃ PS3-34

武井 澄江 PS4-30,PS4-31

武居 渡 RT10

武井 祐子 PS5-29,PS6-4

竹尾 和子 PS1-13

竹下 秀子 RT39,PS1-22

竹内 いつ子＃ PS6-4,PS5-29

竹内 具子 PS3-37

瀧川 真也 PS4-12

瀧野 揚三 RT24

玉井 紀子＃ PS5-19

玉城 絵里香 PS6-51,PS8-30

田丸 敏高 PS8-15

田村 知栄子＃ PS8-14

田村 沙織 PS3-6,PS3-24

田邊 素子＃ PS3-19

田中 笑子 RT15,PS1-42

田中 希穂 PS7-35

田中 浩司 PS7-37,PS9-49

田中 真理 PS8-1

田中 みどり SS16

田中 美帆 PS4-7,PS6-15

田中 早苗 PS1-52

田中 駿 PS1-4

田仲 由佳 SS17,RT28

田中 祐子 PS2-49

唐 音啓 PS4-52

丹下 智香子 PS3-12,PS3-13,
PS4-9

谷 冬彦 SS1

谷 伊織 PS3-7,PS3-8

谷 芳恵 PS2-32

谷口 康祐＃ PS1-22,PS4-39

谷口 雄紀 PS4-50

谷村 雅子 PS4-32

程 涛＃ PS8-29

田崎 美弥子 SS22

田代 琴美 RT29

立元 真 PS1-8

田澤 実 PS3-52

田爪 宏二 PS9-11

鄭 暁琳＃ PS1-35

寺田 祥子 PS3-18

寺井 朋子 RT16,PS5-47

寺本 妙子 PS5-24

寺坂 明子 PS7-8,PS7-9

寺崎 正治 PS5-29,PS6-4

寺薗 さおり PS9-14

照井 裕子 RT36

登張 真稲 PS3-6,PS3-24

戸田 典子＃ PS6-4

戸田 有一 RT13,RT25

東條 吉邦 PS3-14,PS3-18,

PS4-27,PS4-28,
PS5-33,PS6-31,
PS8-16,PS9-43

床呂 郁哉＃ RT18

徳田 治子 SS8,RT45

徳永 惇子 PS5-4

徳吉 毎美 PS4-30,PS4-31

當眞 千賀子 PS8-10

富田 真紀子 PS3-12,PS3-13,
PS4-9

冨来 秀美 PS5-21

冨澤 佳代子 PS4-42

富田 庸子 PS3-43

塘 利枝子 RT11,RT16,
PS4-25,PS4-26

友田 明美＃ BS2

友永 雅己 CS2

利根川 明子 SS27,PS3-26,
PS9-15

利根川 智子 PS9-13

童 連＃ RT15

鳥居 深雪 SS14,PS8-48

東山 薫 SS13

外山 美樹 PS5-7

外山 紀子 SS2,RT47

豊田 秀樹＃ TS2

豊村 かなみ PS6-48

Tracy Spinrad＃ PS1-23

土屋 賢治＃ PS4-40

土屋 耕治＃ PS8-18

土山 法住＃ RT8

辻 あゆみ PS3-16

辻 知陽＃ PS1-52

辻 有里＃ PS7-47

辻本 耐 PS4-7,PS6-15

塚田 みちる PS8-2

塚原 拓馬 RT28

塚越 友子 PS4-49

常田 秀子 PS8-3,PS8-4

津々 清美 PS3-2

堤 かおり PS3-17

堤 俊彦 PS2-41,PS9-46

露木 絵里佳 PS5-23

都筑 学 SS5,SS8,
PS6-45

土元 哲平 DS5

筒井 明日香＃ PS5-15

【U】
内田 千春 PS8-14

内田 香奈子 PS1-19

内田 真理子 PS4-43,PS9-43

内田 祥子 PS7-51

内山 伊知郎 PS7-48

上田 敏丈 PS2-29,PS5-22,
PS8-31

植田 みおり＃ PS5-48

上原 泉 PS4-18

上原 麻也＃ PS6-51,PS8-30

上原 淑枝＃ RT21

上原 依子 PS8-37

上村 晶 PS9-23

上村 佳世子 PS6-52,PS6-53

上野 将敬＃ PS2-49

上岡 紀美 PS9-13

上山 瑠津子 PS1-35,PS1-38,
PS2-8,PS8-15

上江洲 優子 PS1-6

氏家 達夫 SL,DS3

鵜養 美昭＃ RT35

梅田 真理＃ SS14

梅垣 勝則 PS7-6,PS8-25

梅垣 美恵子 PS7-6,PS8-25

梅崎 修 PS3-52

浦田 悠 DS5

浦上 萌 PS1-35,PS7-27

浦野 由平 PS2-23

瓜生 淑子 PS2-44

漆谷 紗耶 PS8-38

牛久 香織 PS4-36

牛山 道雄 PS1-4

歌代 萌子＃ SS6

内海 緒香 PS5-3

宇津呂 武仁＃ SS11

【W】
和田 香誉 PS6-35

和田 真＃ AS2

和田 美奈子 PS8-3,PS8-4,
PS9-31

若林 和也＃ PS9-6

若井 広太郎 RT17

若松 美沙 PS7-31

若本 純子 PS2-15,PS2-16

脇 みどり＃ RT28

脇村 美穂 PS2-22

王 松 SS17

王 泱泱 PS9-40

渡部 耕平＃ SS9

渡部 朗代 PS1-13

渡辺 はま＃ PS1-18

渡邊 ひとみ RT42,PS3-21

渡邊 克巳＃ PS6-3,PS6-10

渡辺 謙＃ RT6

渡邉 賢二 PS3-7,PS3-8

渡部 真奈美 PS7-45

渡邊 直美 RT38,PS1-41

渡辺 忠温 PS1-13

渡部 努 PS8-8,PS9-37,
PS9-44

渡辺 弥生 RT29,RT38,
PS6-11

渡邊 寛 RT34

綿野 香 RT23

綿貫 愛子 SS20,RT33

【 Y 】
矢吹 理恵 PS2-9

八木 成和 PS5-1

山田 一憲 PS5-10
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山田 祐樹＃ CS2

山田 真世 PS8-15

山田 信宏＃ RT39

山田 徹志 RT6

やまだ ようこ CS1,DS5,RT7

山上 寛子 PS3-1

山形 伸二＃ PS3-26

山口 千尋 PS9-7

山口 大輔＃ PS5-32

山口 悦司＃ PS9-6

山口 光 PS3-49

山口 将典 PS1-47

山口 哲生＃ SS22

山本 ちか PS7-24

山本 寛樹＃ RT2

山本 淳一 SS7,SS16,
PS1-21,PS9-27

山本 健志郎 PS9-33

山本 晃輔 PS6-12

山本 信 PS3-54,PS7-12,
PS7-13

山本 正顕 PS3-41

山本 真由美 PS2-31

山本 尚樹 PS2-25

山本 訓子 PS3-42

山本 理絵 PS1-16

山本 聡子 PS5-21

山本 智一＃ PS9-6

山本 剛＃ PS8-17

山村 麻予 PS6-36

山名 裕子 RT21

山根 隆宏 SS17

山内 萌 PS2-51

山崎 徳子 RT4

山下 晋 PS8-8,PS9-37,
PS9-44

山下 徹＃ PS5-36

山末 英典＃ AS2

山内 久美子 PS8-46

山崎 晃 DS4

山崎 幸子 AS5,PS4-2

山住 勝広 RT32

山住 勝利＃ RT32

柳川 公三子 RT31,PS4-56

谷中 久和 PS1-29

安田 彩乃＃ PS7-52

安田 裕子 SS3

矢藤 優子 SS3,RT15,
PS4-10,PS4-13

鄭 軟妹 PS4-18

淀川 裕美 PS2-29

淀澤 真帆＃ PS8-39

横光 健吾＃ PS4-12

横山 真貴子 PS1-49

横山 草介 RT51,PS7-28

米窪 洋介＃ PS9-37,PS9-44,
PS8-8

米山 正文＃ PS9-18

米澤 好史 RT49

吉田 圭吾 RT24,PS3-38

吉田 玖瑠美＃ PS7-52

吉井 勘人 RT17,PS7-1,
PS7-2,PS7-3

吉川 はる奈 PS8-3,PS8-4,
PS9-14

良峯 徳和 SS22

吉本 知恵＃ PS3-40

吉村 麻奈美 PS9-11

吉永 早苗 PS4-53

吉澤 千夏 PS6-52,PS6-53

吉澤 一弥 SS23,PS2-4,
PS9-29

百合草 禎二 SS24,RT27

悠々 ホルン＃ SS12

湯澤 正通 PS5-45

【 Z 】
残華 雅子 PS6-8

Zhang Yuning＃ PS1-42
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協賛団体御芳名

株式会社 日本文化科学社

株式会社 クマノミ出版

株式会社 金子書房

株式会社 スペクトラム出版社

公益財団法人 発達科学研究教育セン

ター

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 ニホン・ミック

株式会社 ちとせプレス

教育情報出版

株式会社 テキスト

一般財団法人 教育調査研究所

株式会社 サン・エデュケーショナル

トビー・テクノロジー株式会社

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 北大路書房

株式会社 風間書房

株式会社 北樹出版

株式会社 ナカニシヤ出版

株式会社 創元社

福村出版 株式会社

株式会社 ミネルヴァ書房

株式会社 音楽之友社

株式会社 学苑社

株式会社 有斐閣

東京図書 株式会社

有限会社 ブックマン

株式会社 ひつじ書房

（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 30回大会委員長 大藪 泰・根ケ山光一
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大会委員長 大藪 泰 （早稲田大学文学学術院）
根ケ山 光一 （早稲田大学人間科学学術院）

大会事務局長 外山 紀子 （早稲田大学人間科学学術院）
小塩 真司 （早稲田大学文学学術院）

大会委員（abc順） 藤野 京子 （早稲田大学文学学術院）
福川 康之 （早稲田大学文学学術院）
古山 宣洋 （早稲田大学人間科学学術院）
日野 泰志 （早稲田大学文学学術院）
井原 成男 （早稲田大学人間科学学術院）
桂川 泰典 （早稲田大学人間科学学術院）
向後 千春 （早稲田大学人間科学学術院）
神前 裕 （早稲田大学文学学術院）
越川 房子 （早稲田大学文学学術院）
三嶋 博之 （早稲田大学人間科学学術院）
宮田 裕光 （早稲田大学文学学術院）
宮崎 清孝 （早稲田大学人間科学学術院）
嶋田 洋徳 （早稲田大学人間科学学術院）

プログラム委員 外山 紀子 （早稲田大学人間科学学術院）
古山 宣洋 （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）
阿部 廣二 （早稲田大学人間科学学術院）
青木 洋子 （早稲田大学人間科学学術院）

大会ロゴ・コングレス
バッグ等デザイン

三嶋 博之 （早稲田大学人間科学学術院）
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