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概要
特集では、質的方法の特性を自覚的に利用し、子どもの新たな姿を積極的に見出し、根拠に基
づいて主張するような子どもをめぐる質

2017年12月6日 . 平山朋子・松下佳代, 理学療法教育における自生的FD 実践の検討―OSCE
リフレクション法を契機として―, 『京都大学高等教育研究』第15号, pp. 15-26, 2009/ . 松下佳代,
パフォーマンス評価による学びの可視化, 秋田喜代美・藤江康彦編『はじめての質的研究法 教育
学習編 東京図書 275-295, 2007, 有, 日本語. 松下佳代.
15. 日本社会保障資料Ⅴ（2000 ∼ 2015 年）. 17. 7. 「格差」をめぐる総合的研究事業. 高齢化と
格差. 17. 「所得再分配調査」等を用いた分析. 18. 8. 女性をめぐる総合的 .. 長寿化・高齢化の

進展と健康構造の変化に関する人口学的研究 .. 季刊社会保障研究』第 49 号第 4 号（平成
26 年 3 月刊行）の特集「人々の支え合いの実態と社会保障.
国立大学法人埼玉大学教育学部人間発達科学課程 心理カウンセリングコース学士（教育学）
の学位取得（学教育第45437号）. 学士論文題目：「性同一性障害（GID）当事者が語る社会適
応のあり方 ―FTM及び、その周辺群への心理的援助に関する一考察」. 目白大学大学院心理
学研究科臨床心理学専攻（修士課程） 修士（心理学）の学位取得（.
学術図書. 平成２８年度科学研究費補助金（研究成果公開促進費）の審査結果. 研 究 種
目. 研 究 課 題 数. 研 究 経 費. １課題当たりの配分額. ・研究成果公開発表 .. 15HP0702. 一
般社団法人 電気学会. 会長 大西 公平. 電気工学技術国際会議２０１６. 7,200,000.
16HP0301. 日本熱物性学会. 会長 佐藤 真奈美. 第１１回アジア熱物性会議.
8 社会学専攻. 10 心理学専攻. 11 教育学専攻. 12 研究力と実践力を鍛える社会学研究科実
習室. 13 教員からの研究レポート. 14 大学院生の声. 15 学位. 16 進路・留学. 17 奨学制度・研
究支援 . 社会学専攻では、修士号を取得するに当たっては、１）高度な専門的知識の獲得、２）
質的・量的社会調査に関する高度な調査・分析. 能力の獲得、３）.
日本質的心理学会 編. 質的心理学研究 第15号──特集 子どもをめぐる質的研究. B5判並製
252頁. 定価:本体3000円+税. 発売日 16.3.20. ISBN 978-4-7885-1464-5. ◇「子ども」を捉える
質的研究 発達研究においては、ともすれば身近で個別的な子どもと向きあい、その子の理解に役
立つ情報を探ることが見失われがちです。本特集では、質的.
フェルデンクライスの呼吸レッスン法による生理・心理的影響, 単著, 1997年12月, 北海道大学医
療技術短期大学部紀要 第10号（77-83頁）. 痴呆をともなう高齢視覚障害者の作業療法におけ
る作業活動の意味と治療的特性, 共著, 1998年06月, 北海道作業療法第15巻 第1号（39-45
頁）. 在宅身体障害者の「介助されること」をめぐるストレス過程.
研究代表者 渡 邊. 恵 子. （国立教育政策研究所 教育政策・評価研究部長(併)幼児教育研
究センター長）. 幼小接続期の育ち・学びと幼児教育の質に関する研究. 〈. 報告書. 〉 .. 論文，115. 草加市教育委員会 2016 第二次草加市子ども教育連携推進基本方針・行動計画 草加
市. 教育委員会子ども教育連携推進室. 角谷詩織・泉真理 2013 小学 1.
小嶋 秀樹: 社会的人工知能：ロボットからみた発達心理学, アエラムック「新心理学がわかる」, 朝
日新聞社, pp.80-83, 2000/4. (info, Amazon); Hideki Kozima, .. [修士論文] 小嶋 秀樹: 言語
理解のための語意的・構造的曖昧性調節モデル, 修士学位論文, 電気通信大学大学院 電気
通信学研究科 情報工学専攻, 1990. [卒業論文] 小嶋 秀樹:.
教育心理学. ・・・・. 232. 教育制度論. ・・・・. 233. 生涯教育論. ・・・・. 234. 教育課程論. ・・・・.
235. 保健体育科教育法Ⅰ (体育). ・・・・. 236. 保健体育科教育法Ⅱ (保健). ・・・・. 237. 総合学
習教材研究（旧カリ）. ・・・・. 252. 道徳の指導法. ・・・・. 240. 特別活動論. ・・・・. 241. 教育方
法論. ・・・・. 242. 生徒・進路指導論. ・・・・. 243. 学校カウンセリング.
・2017 年 4 月 和光大学現代人間学部心理教育学科に児童福祉学担当の教授として着任、
現在に至る. 心理教育 . てあげる方法論を立ち上げる必要がある」という指摘を解決できる有力な
方法の一つとして質的研究法が考えられるからで . ・2016 年 4 月 障害をもつ子どもと保護者を支
える早期療育 2（筆頭執筆）日本発達心理学会第 27 回大会.
家族社会学研究 Vol. 12(2000 - 2001) No. 1. 家族の統計的研究への道程 建部遯吾と亀田豊
治朗の貢献. 老川 寛. 公開日: 2009年09月03日. P3-4. 本文PDF[323K] ... 家族社会学におけ
る量的/質的方法の二分法的理解とその成立. 池岡 義孝. 公開日: 2009年09月03日. P55-66.
抄録; 本文PDF[2448K]. 本稿の目的は、戦後日本の家族社会.
1. 2 慢性疾患の歴史的変遷 1. 2 慢性疾患をめぐる研究の動向 1. 2. 1 医療社会学 1. 2. 2 医
療人類学 1. 2. 3 看護学 1. 2. 4 心理学 1. 3 本研究の課題―「喪失」と「生涯 .. 主著に，『あな
たは当事者ではない―＜当事者＞をめぐる質的心理学研究』（共編著，北大路書房，2007），
『＜境界＞の今を生きる―身体から世界空間へ・若手一五人の.
概要（Abstract） 箱庭制作面接における治療的要因を、制作過程、説明過程、内省報告のデー
タを用いた質的研究により、探究する. 短期研究 . 概要（Abstract） 認知、教育（教授学習）、発

達、社会、パーソナリティ、臨床という現代心理学の主要な領域の基礎的事項を解説した、心理
学の基本を体系的に学習するための入門書である。 執筆担当：.
平沼 博将（ひらぬま ひろまさ）HIRANUMA Hiromasa [添付]. 所属部署工学部 人間科学研究
センター 教授. 専門分野発達心理学、教育心理学、保育学. 研究テーマ乳幼児の描画活動・
描画指導の研究「保育の質」に関連する要因の検討特別なニーズをもつ子どもへの保育・教育平
和問題としての発達保障. URL
出身大学等, ：, アメリカ合衆国アラバマ大学大学院博士課程行動研究科学校心理学専攻
Ph.D（学校心理学）. 専門領域 . 石隈利紀 2016「公認心理師に期待される修得課題：予防開
発的心理教育を学ぶ」こころの科学（野島一彦編「公認心理師への期待」）,66-72 . 保護者を
パートナーとする援助チームの質的分析』（単著） 風閒書房、2009
比較演劇研究』第 15 巻第 1 号、日本演劇学会分科会西洋比較演劇研究会、19-32. 頁、
2016 年 3 月。 ＜共同討議＞. 森山直人・武藤大祐・田中均・江口正登（2016）「 . 職業的自
尊心—安全行動意思モデルの開発，産業・組織心理学研究，第 29 巻第 2 号， pp.87-101.
（2016 年 2 月）（査読有）. 芳賀繁 (2016). しなやかな現場力とこれからの.
第15回. 授業の総括. 授業の概要と. 目的. 「英語ができるようになりたい」という気持ちと、「でも間
違ったら恥ずかしい」という. 気持ちの間で揺れ動いていると思います。そこにあるギャップを少しでも ..
講義終了後、教室あるいは講師控え室（研究室棟1階）で受け付けます。 履修条件 .. 講義科目
名称： 心理学理論と心理的支援. 開講期間. 配当年.
大阪人間科学大学の教員は、それぞれの専門分野で活躍するエキスパートが揃っています。皆さ
んの学びをしっかりサポートする教員陣を紹介します。
質的心理学研究 第１５号（２０１６）. 特集：子どもをめぐる質的研究. 日本質的心理学会. 日本
質的心理学会 (Ｂ５) 【2016年03月発売】 ISBNコード 9784788514645. 価格：3,240円（本体：
3,000円＋税）. 在庫状況：出版社よりお取り寄せ（1週間程度で出荷）. 買い物かごに入れる · 欲
しいものリストに追加する. 質的心理学研究 第１４号（２０１５）.
109 心理学概論Ⅱ. 池上. 2 ∼ 4 年. 2 単位. 可. 110 心理学研究法Ⅰ. 山. 2 ∼ 4 年. 2 単位. 可.
111 心理学研究法Ⅱ. 山. 2 ∼ 4 年. 2 単位. 可. 112 心理学実験演習Ⅰ .. 事例 3 をめぐる討論.
第 15 回. まとめ （期末レポート、自己評価レポート）. ○評価方法. 担当教員は、 2 回課すレポー
トの成績に、 授業への参加姿勢などを勘案して評点原案.
2017年1月26日 . 人間科学研究科. ２０１７年度 科目等履修生. 聴講可能科目シラバス. ※シ
ラバスはカナ科目名順になっています. ※聴講可能科目および時間割は変更になる可能性があり
ます。 ... 実践学校カウンセリング２０１６」 .. え、感情研究の歴史、感情の生物学的・神経心理学
的アプローチ、感情の測定・アセスメント、感情の発達、個.
2017年12月12日 . 【特集】 特別企画シンポジウム報告 □ 松原康雄 奥山眞紀子 磯谷文明 影
山孝 網野武博 「新たな子ども家庭福祉のあり方を考える」 ―児童福祉法改正を巡る . 千賀則
史虐待を認めないケースに対する児童相談所の援助プロセスに関する質的研究―TEA （複線径
路等至性アプローチ） を用いて― . 子ども家庭福祉学第 15号.
共催：科研費基盤研究(Ｃ)「都市祭礼における「競技化」の民俗学的研究」（研究代表者：阿南
透） .. 14：20～15：00 報告2：加藤幸治（東北学院大学） . 2011年3月11日に発生した東日本大
震災では、太平洋沿岸に津波が襲い、死者・行方不明者18,455人（2016年3月10日現在）、そこ
に福島第一原発事故も発生し、暮らしの基盤が完全に破壊.
2017年6月30日 . 取得学位, 修士（教育学）(横浜国立大学)2001年修士（心理学）(筑波大
学)2004年博士（心理学）(筑波大学)2006年 . 2巻, 172--176, 2014年; 異質さと向き合うためのダ
イアローグ：バフチン論からのメッセージ（特集・対話）, 心理学ワールド, 64巻, 9--12, 2014年; 質的
研究概念としての「分かったつもり」, 質的心理学フォーラム,.
行動と学習の心理学―日常生活を理解するコーポレートファイナンス 入門編 第2版コーポレート
ファイナンス 応用編 第2版日本企業のアジア・バリューチェーン戦略ビジネス・エッセンシャルズ〈5〉流
通 (ビジネス・エッセンシ. 373. 質的心理学研究 第１５号（２０１６） 特集：子どもをめぐる質的研
究. 日本質的心理学会/日本質的心理学会 \ 3240 中古.

2016年度第110回：スウェーデンにおける集合住宅団地の変容と再生－ストックホルム・テンスタ地
区を事例として－□ 開催日：2016年11月4日（金） 17:30〜20:00□ 会場： . 建築計画学とトランザク
ショナリズム／舟橋國男（大阪大学）; トランザクショナリズムと現象学的心理学／太田裕彦（関西
国際大学）; 景観研究におけるトランザクション～農村.
第一章 現象学と現象学的研究（榊原哲也） 一 はじめに二 疾病と病い三 自然科学（医学）的
なものの見方はどのような特徴をもつのか四 体験（意味経験）と看護ケア五 「意味」はどこから・い
かにして生じてくるのか――「現象学」という哲学六 フッサール――意識の志向性と態度七 ハイデ
ガー――現存在の気遣い八 メルロ＝ポンティ――身体的志向.
第二報告 研究発表, 就業継続3年が職業継続意欲へ及ぼす要因の検討―看護師における3年
神話の検証から― 報告：河本乃里（山口県立大学大学院 健康福祉学研究科 健康福祉学 .
研究発表, 親との離別後に子どもが面会交流を通じて体験する心理的プロセスに関する研究 ..
中間発表, 「中年期有子既婚女性の夫婦関係に関する質的研究」
緑豊かな街、群馬県前橋市にキャンパスを置く、群馬医療福祉大学の公式ホームページです。
山谷 清志. 地方分権改革と財政危機の自治体評価 ―20年のレビューから
―……………………………31. 研究ノート. 荒川 潤 玉村 雅敏. ネットワークによる公共サービス
の . 日、「平成15年第3回経済財政諮問会議」の奥田碩議員（当時トヨタ自動車会長）の発言
以来、PDCAは日 . 日本評価学会『日本評価研究』第16巻第1号、2016年、pp.1-2.
世界を意味づけする「物語的解釈の枠組み」－自伝的記憶とパラタクシス的歪曲の側面から－,
山本智子, 臨床心理学研究, 54, 1, 15, 22, 2016年12月. 知的障がいが .. 支援を必要とする」子
どもとその状況をどう考えるか―発達障害研究の今 ～滝坂信一氏による発題と討論～, 山本 智
子, 日本質的心理学会, 2009年11月, 日本質的心理学会.
岡山大学大学院保健学研究科博士前期課程 2015 年度修士論文（指導教員：岡本玲子教
授）; このページの[SCATのためのダウンロード」に質的研究に関する４本の論文等を追加しました．
また、項目名称を［SCATと質的研究のためのダウンロード］に変えました．(2017.6.7); SCATを用い
た2016の理科教育の博士学位論文を発見！(2017.6.6)
1991年3月19日 . 甲 第1号 博士（心理学）. 松瀬 喜治 なぐり描き法（scribble technique）の臨床
的適用に関する研究. 1991年度. 平成4年3月19日. 甲 第2号 博士（文学） .. 第2号. 第3号. 第
7号. ※ 学位規則（昭和28年文部省令第９号）により、発刊№12から文部省の報告番号は、博
士（甲・乙）の一連番号に変更する。 第13. 号. 第15. 号.
現在は、大阪市こども相談センター・嘱託カウンセラー、大阪府立大学大学院看護学研究科非
常勤講師を兼務。 . 特に、DV・虐待、性暴力など、トラウマの予防・介入・回復への理解を深め、
エンパワメントの支援について考えいけるよう心理学的知識や技術も含めてお伝えできればと思って
い .. 日本心理臨床学会対人援助学会日本質的心理学会.
2017年12月4日 . そのひとつが、心理学的アプローチと歴史学的アプローチの対比と相補性への言
及であり、そのことがオーラル・ヒストリー研究の方法や特質にたいする問題提起をふくむこととなった。
. 昨日お送りしたJOHAニューズレター32号に誤りがございました。 . 今号は、日本オーラル・ヒストリー
学会第15回大会の特集号となっています。
修士（教育学）. 学歴. 千葉大学教育学部中学校教員養成課程社会科専攻卒業 横浜国立
大学教育学研究科修士課程修了. 専門分野. インド農業経済史. 研究テーマ. インド土地制度
史. 所属学会 ... 大学入学前に形成される化学概念ごとの強弱○田中 元(秀明大学学校教師
学部) 鈴木 哲也(東京未来大学こども心理学部) 東京未来大学研究.
講義の日程は変更となる場合がございます. 帝京大学 大学院 公衆衛生学研究科. リーダーシッ
プ・マネジメント論. 国際保健学演習. 環境保健学. 産業保健学. 産業中毒学. Harvard Special
Session 2017 （第6回ハーバード特別講義）. 臨床疫学概論. 質的研究. 応用生物統計学. デー
タ解析演習. 臨床試験概論. 臨床試験演習. 医療ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学/.
2017年 · 2016年 · 2015年 · 2014年 · 2013年 · 2012年 · 2011年. 大学院生募集. 連合小児発
達学では、平成30年度の大学院生を募集しています。 詳しくはこちらをご覧ください。 HOME.
Page Top. お問い合わせ · リンク集 · プライバシーポリシー · サイトマップ. 千葉大学 子どものこころ

の発達教育研究センター. 〒260-8670 千葉県千葉市中央.
2017年12月10日 . 日本教育心理学会. テクニカルレポート企画検討小委員会委員（1988）.
フォーラムレポート委員会委員（1989-1998,1995-1998（委員長））. 『教育心理学研究』常任編集
委員（1993-2001,2007-2009 .. 内観療法 内観研究, 15, 49-58. .. 南風原朝和（2005）量的研究
の側から質的研究との連携を考える 日本心理学会第69回大.
【特集 境界を超える教育社会学研究】 . 日本社会における教育政策への人々の選好に関する
研究：公的支出の水準／配分の区別に焦点を当てて・・・・・・小川 和孝・・・225 .. 【研究レ
ビュー】 教育社会学は教育実践にいかに貢献しうるか・・・・・・渋谷 真樹・加藤 美帆・伊佐 夏
実・木村 育恵・・・89 文化的再生産をめぐる経験的研究の展開・・・・・・大前.
ネパールの美術教育」『教育美術』7月号、2016年□ 「小学校『図面工作』における共同製作」『こ
ども総合研究』第2号、2014年□ 「教育に関する質的研究における Art Based .. 日本語のルール・
基礎を知る 国語マスター＆漢字マスター』（編著）現代図書□ 『子どもファミリー文化の心理学』（編
著）近代文芸社□ 『20世紀おもちゃ博物館』（共著）同文書.
2016年3月20日 . 立と研究テーマ間の連携の推進. ／高齢者の予見的支援に関する. 研究. 東
山 篤規 文学部・教授. 感覚・知覚の心理学的研究. 認知心理学における予見的支援 .. 子ども
と障がい者の. 非行・犯罪の予防と. 介入的支援のあり. 方に関する研究. 産業社会学部・教授.
野田 正人. 被害・加害における修. 復的支援に関する研究. 旧.
質的心理学研究. 無藤隆 [ほか] 編. 新曜社, 2002.4-. 第1号(2002); 第2号(2003); 第3号
(2004); 第4号(2005); 第5号(2006); 第6号(2007); 第7号(2008); 第8号(2009); 第9号(2010); 第
10号(2011); 第11号(2012); 第12号(2013); 第13号(2014); 第14号(2015); 第15号(2016); 第16号
(2017). タイトル別名. Qualitative research in Psychology.
異分野×グループ・ダイナミックスのインタフェイス」というテーマで，『実験社会心理学研究』の特集を
組むことになりました。今回の特集は，上記の表題で，企画 .. 2016年10月9,10日に九州大学で開
催された日本グループ・ダイナミックス学会第63回大会において、「2016年度優秀学会発表賞」の
選考が行われました。 論文集原稿を対象とした事前.
髙岡昂太・和田一郎（2016）我が国での虐待対応データベース構築の必要性とその運用：海外文
献レビュー. 子どもの虐待とネグレクト, 18, 1, 93-99. 髙岡昂太・糟谷寛子・福島哲夫（2013）. 怒り
を表出したクライエントへの治療的対応に関するプロセス研究 -課題分析を応用した合議制質的
研究法による実践的対応モデルの生成—, 臨床心理学, 13,.
2017年2月20日 . SIG-09 質的研究 ワークショップ『J. ヴァルシナーの「文化心理学」輪読会』... 21.
SIG-08 メディア・ . ィブ・ラーニングの推進など，新たな教育内容やその方法を巡る議論が盛んだ．
ここで，筆者が長年関 . など，多くの教科で教科の内容理解のために子どもたちはコンピュータやロ
ボットを動かして課題解決. のための作品作りを.
□Re: リ・コロン［再論］（意見論文） 第7号 特集「質的研究領域としての＜あいだ＞」 . 質的心理
学フォーラム 2016 vol.8 . 出会うということ」をめぐって―ある自閉症の子どもと音楽療法士の<あい
だ>に着目して 山本知香……14; 対話的実践における<あいだ>の記述―語り合いと対話的な自
己エスノグラフィを通して 沖潮（原田）満里子……23.
刷年：2016 電子化範囲：100% 電子化ファイルタイプ：PDF. No. 247 資料タイプ：和書書名・論文
名：最強の社会調査入門 : これから質的調査をはじめる人のために / 前田拓也 ... 資料タイプ：和
書書名・論文名：インティメイト・ストレンジャー : 「匿名性」と「親密性」をめぐる文化社会学的研究
/ 富田英典著出版社：関西大学出版部配架場所：北.
安田裕子．（2005）．不妊という経験を通じた自己の問い直し過程―治療では子どもが授からな
かった当事者の選択岐路から．質的心理学研究，4，201-226．3月27日; 安田裕子．（2005）．産
み育てるということ―不妊治療経験のある女性の語りから．女性ライフサイクル研究所（編），女性
ライフサイクル研究第15号 人生の選択に迷うとき―新しい.
16）古澤頼雄・斉藤こずえ・都筑学，日本発達心理学会監修（2000）心理学・倫. 理ガイド─リ
サーチと臨床，有斐閣． 17）Gifford . 37）笠原広一（2012b） 芸術教育における経験の質的研究
の可能性─こどもの創. 作劇ワークショップにおける多声的 . ター研究紀要第 15 号，山口大学教

育学部，45─62． 57）久保田秀和・小早川真衣子・濱崎.
舘岡洋子（2016）．「対話型教師研修」の可能性――「教師研修」から「学び合いコミュニティ」へ
『早稲田日本語教育学』21，77-86．http://hdl.handle.net/2065/00051753; 舘岡洋子（2016） . 教
育現場の変革のための実践研究を支える質的研究（特集：日本質的心理学会設立10周年記
念企画「質的研究の未来－その可能性と課題」）『質的心理学.
2016年5月31日 . 大学の質保証とは何か .. @yishii_0207. Yutaka Ishii (石井雄
隆)@yishii_0207. 全4巻、1560ページ。これまでの語彙研究に関する主要論文をまとめている。
Webb, S. (Ed.). (2016). Vocabulary (Vols. .. 質的心理学研究 第15号 2016/No.15: 特集 子ど
もをめぐる質的研究 日本質的心理学会『質的心理学研究』編集委員会
受精の研究はさまざ. まな動物を用いて古くから行われてきましたが、特に. 海産無脊椎動物のウニ
を用いた研究(a & b)により、受. 精現象の共通性が統一的に整理された ... と、心理学的個人差
には遺伝子という「内在的」実体. が関与する明白なエビデンスがある(Plomin et al.,. 2016; 安藤,
2014)。 それは「行動遺伝学の第一原則」(Turkheimer,.
島根県立大学短期大学部松江キャンパス研究紀要第54号 (2016年). 最小値､ 最大値を見る
と､ 幼児の物理的暴力と小. 学生の物理的/心理的暴力の最大値で人的計量と. KH-Coderの間
に４件の差が認められるのみであり､. それ以外は最小値､ 最大値共に３件以下の差で収まっ. てい
る｡ また､ 同様に中央値を見ても､ 人的計量と. KH-Coderの差.
第23号（2015年3月発行）. 【退任記念特集】 巻頭言 ／ 中尾 良信（人権教育研究センター所
長） 八木晃介教授インタビュー 八木晃介教授・略歴 津崎哲郎教授インタビュー . 被告人の犯行
経緯および更正に関する 発達心理学的鑑定意見書 ／ 脇中 洋（非常勤講師）; 「性的指向
性」概念と不平等是正の論理 ―人権擁護法案をめぐる同性愛者の.
れた北井暁子所長が、6 月 26 日に退官し、翌日、知的障害部長加我牧子が第 15 代所長に就
任いたしま. した。 平成 19 年度の .. 本研究所は，精神衛生に関する諸問題について，精神医
学，心理学，社会学，社会福祉学，保健学等. 各分野の専門家による .. 現代のエスプリ 2008
年 3 月号 特集「子どもの自殺予防 （高橋. 祥友編集）」，至文.
【目次】（「BOOK」データベースより） 特集 子どもをめぐる質的研究（青少年女子によるインターネッ
トを媒介とした他者との“出会い”-「ネットいじめ」言説の興隆期に着目して／子どものとなりで育ち
を見守るーある保育者の語りから見る自主保育という育ちの場／聾学校乳幼児教育相談におけ
る母子コミュニケーション支援に関する一考察ー意味ある他者.
看護教育者と臨床看護師における看護学教育に対する認識およびカリキュラム作成の課題に関
する研究(第１報）－看護教育者と臨床看護師の認識の比較ー（宝塚大学紀要
「ARTES」,No.25,2011） ・看護教育者と .. 甲子園短期大学主催第15回キャリアアップ研究会参
加者対象，講演：心と体を健康に タクティールタッチ®体験，2016 ・発達障害の.
1 哲 学. 語り継ごう日本の思想 解説・原文・訳. 国民文化研究会 編著 國武忠彦 編著 東京
明成社 414ページ 19cm 2,000(税別)円内容紹介：67の先人の言葉を紹介。伊勢ゆかりの北畠 ..
津 三重県農林水産部水産資源課 69ページ B5判4,900(税込)円内容紹介：伊勢エビなど県特
産の魚介類の特集や料理のレシピを掲載。県内の水産物.
障害者雇用の継続を阻害する要因に関する質的研究ー自閉症者を雇用するA事業所社員の意
識調査からー, ‥‥‥, 松田光一郎 .. 神経心理学的視点からの非言語制学習障害の検討,
‥‥‥, 森永 良子 ... 自閉症スペクトラム研究 第11巻 特集号（2014年2月発行）. The Japanese
Journal of Autistic Spectrum. 10周年記念特集号. 目 次.
研究業績. ※2016年4月現在. ＜著書（単著）＞. ヴィゴツキーの方法：崩れと振動の心理学 金
子書房 2001. 証言の心理学：記憶を信じる、記憶を疑う 中公新書 2006. ... 指定討論 日本発
達心理学会第１５回大会シンポジウム「質的研究を評価-洗練するための理論的・方法論的・実
践的提案：次世代を創る人間科学的コラボレーションの実践」.
乳児保育（3歳未満児保育）の歩みと保育制度』保育学研究第54巻3号 .. 研究成果. の 公 表.
臨床心理学、特別支援教育 発達障がい児・者を主な対象とした心理面への援助を中心に行. っ
ている。特に情緒面や自尊感情などの不適応に対し、生活場面を活用しながらの援助に ... 乳幼

児期の話し合い活動」が子どもに及ぼす影響とその質的変容、.
2016/06, シンポジウム「愛着の傷つきと、子どものresilience ディスカッション記録とふりかえり, 大藪
泰、小林隆児ほか, 乳幼児医学・心理学研究, 25巻1号13-20頁, 共同執筆. 2016/ ... 2011/10,
自閉症スペクトラム障碍にみられる「対人関係の質的障碍」－関係をみれば、関係は変わる－, そ
だちの科学／日本評論社, 17巻33-42頁, 単著. 2011/.
特集, 著者. 「こころと文化」第15巻第2号 （2016年9月刊）. 理論生成における臨床家のゴール、
研究者のゴールとは. 特集にあたって. 第1部 理論生成における臨床家のゴール、 ... こころと文化」
第6巻第2号（2007年9月刊）. 多文化研究の多様性. 特集にあたって. 多文化間精神医学的研
究における社会調査 ―質的研究法と量的研究法を折衷する.
研究室では，「第二言語習得の心理学」について理論実証的に考えます。 . ただし，大半の研究
は量的研究と質的研究を併用するに留まっており，研究の様々な段階においてそれぞれのアプロー
チが適切に「統合」（integration）されている研究は数少ない。 ... 日本語学2015年11月臨時増刊
号（[特集] 入門: 第二言語習得研究）』東京: 明治書院.
関谷直也，2016，東京電力福島第一原子力発電所事故後の放射性物質汚染に関する消費
者心理の調査研究―福島における農業の再生，風評被害払拭のための要因分析―，地域安
全学会論文集29，pp.143-153．【査読論文】; 関谷直也，2016，火山災害にどう備えるか警報伝
達と避難対策――特集「防災学術連携体の設立と取組」『学術の.
甲南大学人間科学研究所は、理論的に把握し能動的に関わる臨床の学と人文科学諸分野が
連携して、現代人の心の危機に迫ります。 . マキノ雅弘監督『色ごと師春団治』をめぐる一考察 森
年恵105 . へき地在宅療養中のがん患者とその家族に対する臨床心理学的援助モデルの構築
岡田憲・佐々木妙子・伊藤光・高畑佳世・富樫公一149.
2016年3月. 日本質的心理学会 会務委員. 2011年8月. -. 2013年7月. 日本学術振興会 特別
研究員等審査会専門委員及び国際事業委員会書面審査員. 2013年2月 . 臨床心理学第15
巻第1号 特集 シリーズ・今これからの心理職① これだけは知っておきたい 医療・保健領域で働く
心理職のスタンダード（下山晴彦・熊野宏昭・中嶋義文・松澤.
2016年9月25日 . 日本質的心理学会第 13 回大会を名古屋市立大学で開催することができ、非
常に喜ばしく感じております。 ... TEA（複線径路等至性アプローチ）は文化心理学の理論に基づく
質的研究の方法であり、（構造ではなく） ... 本企画では、質的心理学フォーラム第 8 号の特集論
文のうち、複数の生がそこにおいて交じり合い、反響.
所属学部・学科等. 人間健康学部 人間健康学科. 職名 (資格). 教授 2014年 4月 1日. 出身
学校・専攻. 東京大学 文学部宗教学宗教史学科 1986年. 出身大学院・研究科. California
Institute of Integral Studies博士課程 Integral Studies 2002年 修了; California Institute of
Integral Studies修士課程 East-West Psychology 1990年 修了.
特集：子どもをめぐる質的研究（責任編集委員：斉藤こずゑ・菅野幸恵）. 香川七海：青少年女
子によるインターネットを媒介とした他者との〈出会い〉─「ネットいじめ」言説の興隆期に着目して 要
約PDF; 菅野幸恵・米山晶：子どものとなりで育ちを見守る ─ある保育者の語りから見る自主保育
という育ちの場.
呉 永鎬 朝鮮学校の教育の成立過程に関する教育学的研究―その理念、内容、場の検討から
―; 木村 元 学校化社会への過渡的様態としての「村を育てる学力」―その土壌と .. 第１５号 ２０
０５. 【特集】教育改革と教師（続）. ゲイビー・ワイナー 個別性のなかの類似性か、それとも、類似
性のなかの個別性か？―ヨーロッパにおける教師教育と専門.
質的心理学フォーラム, 8, 104-105, 2016/09. 5, 特別講演 複線径路等至性アプローチの臨床適
用を巡って, 安田裕子, 名古屋大学大学院教育発達科学研究科紀要 心理発達 . 臨床心理学
第15巻第1号 特集 シリーズ・今これからの心理職① これだけは知っておきたい 医療・保健領域で
働く心理職のスタンダード（下山晴彦・熊野宏昭・中嶋義文・.
2016年3月31日 . のタイ・ルーの国籍問題と ID 番号に関する社会的事象について－」. 年報タイ
研究 第 15 号,研究ノート, 2015 年, 59-80 頁 掲載. (2) 尾田裕加里、「タイにおける非合法入国
者子孫と無国籍者への国籍付与のための政策 －1992. 年の国籍法改正と 2000 年以降の出生

地主義適用要件緩和を中心に－」. 日本女子大学大学院人間.
2017年6月11日 . ⑤専門教育の充実については、人間社会学研究科では、「子ども教育専攻」
の開設（平成29年度）に至りました。看護学研究科 .. 新設科目「社会福祉研究法」「量的研究
法」「質的研究法」を開講し、教員間. で授業内容を .. 麦島 剛 (2016) 神経経済学の進展と視
座：衝動性をめぐる心理臨床・エネルギー政策・組. 織経営への.
The Significance of Intuition in Mathematics Education (1): How to Interpret Intuition, 西日本
数学教育学会誌『数学教育学研究紀要』, 9号, pp.1-pp.18, 19830331 .. 附属共同研究体制
研究紀要, 23巻, pp.77-pp.86, 19950301; 「数と計算」・「数と式」領域の指導内容の変遷, 日本
数学教育学会誌『算数教育・数学教育 特集号』, 77巻, 6.7号,.
質的心理学研究 第１５号（２０１６） 特集子どもをめぐる質的研究/日本質的心理学会『質的心
理学研究』編集委員会（哲学・思想・宗教・心理） - 特集では、質的方法の特性を自覚的に利
用し、子どもの新たな姿を積極的に見出し、根拠に基づいて主張するような子どもをめぐる質的研
究の４本の論文を.紙の本の購入はhontoで。
アドバイザー活動実績. 後進育成活動実績. 社会貢献活動. ○専門的活動（教育業績、研究業
績、サービス活動業績）の統合による成果と目標. 専門的成果. 専門的目標 .. 2004年 10月 日
本質的心理学会会員（編集委員）（現在に至る） .. 1、がんの子どもの母親支援-ナラティヴなグ
ループ・アプローチとコミュニティ心理学的視点を通して-「臨床.
2017年12月9日 . 立命館大学大学院応用人間科学研究科校友会 監査役. 2010年11月. -.
2016年3月. 日本質的心理学会 会務委員. 2011年8月. -. 2013年7月. 日本学術振興会 特別 .
臨床心理学第15巻第1号 特集 シリーズ・今これからの心理職① これだけは知っておきたい 医療・
保健領域で働く心理職のスタンダード（下山晴彦・熊野宏昭・.
2017年7月1日 . 2010年3月. 関係学研究. 第37巻第1号. Ⅰの連続研究として、心理劇を活用した
理論. 的枠組み学習を行う「アクションガイド」の効果. を質的研究により検証した。実施直後 .. 第
15回大会. 幼児の人間観関係力が育つとはどのようなこ. とかについて、保育所での参加観察及び
保育. 士との話し合いを通して探った結果、保育者は.
教師の授業に関する実践的知識の成長－熟練教師と初任教師の比較検討」（秋田喜代美＜
第一著者＞、岩川直樹と共同執筆、日本発達心理学会『発達心理学研究』第2巻第2号 1991
年12月 pp.88-98.） 「教師の実践的思考様式に関する研究（2）－思考過程の質的検討を中心
に」（秋田喜代美 岩川直樹 吉村敏之と共同執筆）（『東京大学教育.
2017年8月25日 . 岩佐 奈智：越前市市民福祉部子ども福祉課子ども・子育て総合相談室 保
健師. 内田 一美：福井赤十字病院レディース病棟看護師長 助産 .. 2013年～ 看護師長. 2016
年～ 福井大学大学院医学系研究科 修士課程母子看護学専攻在籍 .. 調査方法：中嶋ら1)
の質的研究から得られた結果を選択. 肢式アンケートに作成した。
JCCD 第116号, JCCDシンポジウム「ストーキングの予防と対策」特集号, 2017/09, 犯罪と非行に
関する全国協議会. 自閉症 . 法律のひろば Vol.70 No.12, 児童虐待防止のこれから―子どもの
健全な育成に向けて, 2017/12/01, ぎょうせい . 罪と罰 第54巻 第4号 （通巻216号）, 論説： 刑事
司法と心理学, 2017/09/15, 日本刑事政策研究会.
1980年代に非協力ゲームが急速に発展し、協力ゲームを中心とした従来のゲーム理論が扱うこと
のできなかった経済学、政治学、オペレーションズ・リサーチ、哲学、社会学、心理学、生物学といっ
たさまざまな分野に非協力ゲーム理論が応用されるようになり、ゲーム理論の学際的な基礎理論と
して重要性が一層多くの研究者に認識されるようになっ.
小田博志、2010、「よみがえる朝鮮通信使―対馬をめぐる記憶の技法のエスノグラフィー」『エスノグ
ラフィー入門―〈現場〉を質的研究する』春秋社：305-329. 24. .. 小田博志 2012「物語のタペスト
リー」村松邦子（編）『共同対人援助モデル研究 5（人間科学と平和教育～体験的心理学を基
盤とした歴史・平和教育プログラム開発の視点から）』立命館.
①短期大学における学習成果の査定手法(学内共同) ②自治体による子ども・子育て支援情報
の. Web 発信について .. 中国とロシア沿海地方における渤海の考古学的研究』金沢学院大学
◇｢日本海の島々と靺鞨・. 渤海の交流｣『 ... 11 号 2013） ◇「オペラント変動性をめぐる諸問題：

研究の論点の展開」(『動物心理学研究』第 50 巻. 第 1 号 2000.
家庭や学校，職場における環境要因を規定する現場での量的・質的研究に始まり，パーソナリティ
は. 相互作用理論から，少しずつですが遺伝率へと理論が移行しつつあり，新たな理論展開や調
査・実験が求. められています。今後このような生物学的基礎と行動指標に基づいた実証的研究
も，パーソナリティ研究. において重要な位置を占めることに.
学研究室. 2011 年 10. 月 1 日. 東北大学方言研究センター研究報告書『東日本. 大震災と方
言』https://www.sinsaihougen.jp/. センターの取り組み/伝える-励ます-学ぶ-被災 ... 日本心理学
会. 3. 筒井雄二，高. 谷理恵子，氏. 家達夫. 年次なし. 原子力災害が福島の子どもたちに与え
た心理学. 的影響――発達心理学的研究がとらえた事実と.
Amazonで日本質的心理学会『質的心理学研究』編集委員会の質的心理学研究 第15号
2016/No.15: 特集 子どもをめぐる質的研究。アマゾンならポイント還元本が多数。日本質的心理
学会『質的心理学研究』編集委員会作品ほか、お急ぎ便対象商品は当日お届けも可能。また
質的心理学研究 第15号 2016/No.15: 特集 子どもをめぐる質的研究.
心理臨床学研究 第15巻第４号 p.383-393 . 特集 家族臨床の課題：17歳問題への理解とアプ
ローチの視点を求めて ＜シンポジウム１ 問題をどのように理解するか＞ 心的外傷と . 東京学芸大
学大学院連合学校教育学研究科（東京学芸大学）博士論文 学校教育学専攻教育方法論
講座 子どもの「感情制御の発達不全」と治療援助の方法論 28.
東京大学大学院教育学研究科教育心理学コースティーチングアシスタント .. (2016). Linking

social interdependence preferences to achievement goal adoption. Learning and Individual
Differences, 50, 291-295. Murayama, K., Pekrun, R., Suzuki, M., Marsh, H. W., .. 質的研究者
と量的研究者の協同の道のり:残差分析を理論的サ.
平成27年度は1名に博士号を授与した。 篠田直子「大学生のＡＤＨＤ特性の特徴と進路決定へ
の影響に関する心理学的研究」. （2）今後の課題. ①学会雑誌への積極的投稿. ②博士課程
在籍学生をTAとして採用し、学生の経済的支援だけでなく、教育指導の経験となるようにする。
③博士課程在籍中に博士論文を完成させる指導方針を堅持している.
武庫川女子大学教育研究所/子ども発達科学研究センター2012年度活動報告 · 武庫川女子
大学教育研究所研究レポート42号. 第42号. (2012年3月) ＜特集＞武庫川女子 ... 第15号
（1996年３月） 〈特集〉大学生の受講態度、大学の音楽授業 発達と教育：本邦の大学生の授
業中における無質問行動に関する心理学的研究（第Ⅱ報） 祐宗 省三
宮内洋・今尾真弓編『あなたは当事者ではない－〈当事者〉をめぐる質的心理学研究－』北大
路書房，2007年9月. ... 質的心理学研究』の良さを考える（3）」（企画者・司会：サトウタツヤ・やま
だようこ、話題提供者：森田京子・宮内洋・清水武、指定討論者：麻生武・南博文），日本発達
心理学会第15回大会（白百合女子大学，2004年3月23日）.
質的心理学研究 第15号(2016) 特集:子どもをめぐる質的研究. 欲しいものリストに入れる. 本体
価格 3,000円. 税込価格 3,240円. 在庫あり. 本商品はお取扱いショップサイトで購入いただけま
す。 本体価格は実際の販売価格と異なる場合があります。お取扱いショップサイトでご確認くださ
い。 ネットWAONポイントは、お取扱いショップサイトでご確認.
【経歴】 1957年愛知県名古屋市に生まれる。名古屋大学大学院教育学研究科博士後期課程
教育心理学専攻修了 (教育学修士)。日本福祉大学社会福祉学部助教授、神戸大学発達科
学部助教授を経て、現在、神戸大学大学院人間発達環境学研究科・教授 (学術博士)。 【行
政関係】 兵庫県子ども・子育て会議の委員（2013年度～）／神戸市総合.
言語発達理論と概念発達理論という2つの流れに属する図形の大きさの判断に関する従来の研
究を概観し、著者が行った認知発達に関する実験心理学的研究を元に、大きさの比較判断 ...
保育の心理学Ⅱ, 清水益治・森俊之・杉村伸一郎, 中央法規, 201511, 共編者, 169-180, 「第15
講 現代社会における子どもの発達と保育の課題」を執筆。
2017年8月29日 . が問われる社会状況にあって，これからの看護学研究には何が求められ，いかに
次世代教育を通して社会に. 貢献していける ... ランチョンセミナーの参加整理券を，両日とも，東
海市芸術劇場１階「総合案内」付近で，９時15分より配布いたし. ます。 ... 16：20～17：20 教 育

講 演 Ⅰ 「質的研究成果の看護学教育実践への還元」.
質的心理学研究 第15号 特集 子どもをめぐる質的研究 | 日本質的心理学会 | 発売国:日本 |
書籍 | 9784788514645 | ローチケHMV 支払い方法､配送方法もいろいろ選べ､非常に便利 .
Pontaポイント. ：. Ponta2倍30ポイント獲得. ブロンズ・ゴールド・プラチナステージ. Ponta1倍15ポイン
ト獲得. レギュラーステージ. 発行年月. ：. 2016年03月.

