
＜論文＞ 

著者名                 論文標題                              

山本耕平 
ひきこもり支援の哲学と方法をめぐって―若者問題に関

する韓日間比較調査から― 第１報 

雑誌名 レフェリー

有無 

巻    発行年 ページ  

産社論集 有 46（4） 2011 21-42 

著者名                 論文標題                              

春日井敏之 不登校のいまを問う－子どもの願いとネットワーク支援 

雑誌名 レフェリー

有無 

巻    発行年 ページ  

教育科学研究会編『教

育』 
無 772 2010 13-20 

著者名                 論文標題                              

春日井敏之 
先生から「どの子よりも好き」と思ってほしい子どもたち 

－子どもの気持ちを大切にした対応のために 

雑誌名                 レフェリー

有無 

巻    発行年     ページ     

『 児 童 心 理  臨 時 増

刊』 
無 912 2010 82－88 

著者名                 論文標題                              

春日井敏之 教師の葛藤と自己形成－やりがい、悩み、つながり 

雑誌名                 レフェリー

有無 

巻    発行年     ページ     

京都教育センター編 

『季刊ひろば』 
無 161 2010 4-9 

著者名                 論文標題                              

春日井敏之 
子どもの居場所と子育て－子ども・親・指導員のつなが

り方 

雑誌名                 レフェリー

有無 

巻    発行年     ページ     

全国学童保育連絡協

議会編『日本の学童保

育』 

無 414 2010 11-19 

著者名                 論文標題                              

櫻谷眞理子 子ども虐待―介入と援助について考える 

雑誌名 レフェリー

有無 

巻 

    

発行年 

 

ページ  

 

人権と部落問題 無 .807 2010 6-15 

著者名                 論文標題                              

櫻谷眞理子 児童養護施設での虐待児へのケア 

雑誌名 レフェリー

有無 

巻 

    

発行年 

 

ページ  

 

日本生活指導学会編 

生活指導事典 

無 - 2010 242-243 



著者名                 論文標題                              

高垣忠一郎 発達と自己肯定感を考える 

雑誌名                 レフェリー

有無 

巻    発行年     ページ     

みんなのねがい 無 521 2010 22-25 

著者名                 論文標題                              

高垣忠一郎 子どもの育ちで、いま、とても大事なこと 

雑誌名                 レフェリー

有無 

巻    発行年     ページ     

日本の学童ほいく 無 2011 年 1 月号 2011 24-29 

著者名                 論文標題                              

片山伸子・高田薫・渋

谷郁子・吉本朋子・川

那部隆司・高木和子 

幼児のふり遊びの共有における協約性と言語発達の検

討 

雑誌名                 レフェリー

有無 

巻    発行年     ページ     

立命館人間科学研究 有 21 2010 163-172 

 

＜図書＞ 

著者名 出版者 

山本 耕平 精神保健福祉白書編集委員会 

書名 発行年 総ページ数 

精神保健福祉白書 2011 年版 2010 41（総 217） 

著者名 出版者 

山本 耕平 障害者生活支援システム研究会 

書名 発行年 総ページ数 

どうつくる？障害者総合福祉法―権利保障制度確立へ

の提言 担当 pp125-131 
2010 

125-131 

（総 169） 

著者名 出版者 

宇都宮博 ナカニシヤ出版 

書名 発行年 総ページ数 

岡本祐子(編)『成人発達臨床心理学ハンドブック―個と

関係性からライフサイクルを見る―』（分担執筆箇所

「Marcer ら: 転換期から見た女性のライフプロセス、夫婦

関係の発達・変容」） 

2010 394 

著者名 出版者 

宇都宮博 ミネルヴァ書房 

書名 発行年 総ページ数 

無藤隆他(編)『新プリマーズ発達心理学』（分担執筆箇所

「成人期から老年期へ」） 
2010 188 

著者名 出版者 

ハヴァースカ, K.他(編著). 竹 クリエイツかもがわ 



内謙彰・荒木穂積(監訳) 

書名 発行年 総ページ数 

乳幼児期の自閉症スペクトラム障害：診断・アセスメント・

療育 
2010 438 

著者名 出版者 

日本生活指導学会・竹内常一

編 
エイデル研究所 

書名 発行年 総ページ数 

『生活指導事典』・「生活指導と『心の教育』」 2010 319 

著者名 出版者 

『未来を拓く－ようこそ立命館

へ』編集委員会 
立命館大学 

書名 発行年 総ページ数 

『未来を拓く－ようこそ立命館へ』・「自立へのゆらぎと飛

躍のとき」，「大学での学び、生活とピア・サポート活動」 
2010 142 

著者名 出版者 

春日井敏之・伊藤美奈子（編

著） 
ミネルヴァ書房 

書名 発行年 総ページ数 

よくわかる教育相談 2011 207 

著者名 出版者 

高垣忠一郎） かもがわ出版 

書名 発行年 総ページ数 

カウンセリングを語る－自己肯定感を育てる方法－ 2010 235 

 

＜学会発表＞ 

発表者名 発表標題 

Hiroshi Utsunomiya 
Interparental conflict and marital commitment of 

parents :Effects on adult children’s desire to marry 

学会名 開催地 発表年月 

4th International Self Determination Theory 

Conference 
Ghent, Belgium 2010 年 5 月 

発表者名 発表標題 

前田明日香・井上洋平・荒井

庸子・荒木穂積・竹内謙彰・荒

木美知子 

自閉症スペクトラム児の親支援のための調査研究

(2)―知的障害児との比較検討― 

学会名 開催地 発表年月 

日本保育学会第 63 回大会 愛媛県松山市 2010 年 5 月 

発表者名 発表標題 

荒木穂積・竹内謙彰・荒井庸

子・井上洋平・荒木美知子 

東アジアにおける自閉症スペクトラム児の親のニー

ズに関する比較研究(1) 

学会名 開催地 発表年月 

日本発達心理学会第 22 回大会 東京都小金井 2011 年 3 月 



市 

発表者名 発表標題 

荒木美知子・荒木穂積・竹内

謙彰・荒井庸子・井上洋平 

東アジアにおける自閉症スペクトラム児の親のニー

ズに関する比較研究(2) 

学会名 開催地 発表年月 

日本発達心理学会第 22 回大会 
東京都小金井

市 
2011 年 3 月 

発表者名 発表標題 

春日井敏之 学校教育の現状と生活指導の課題 

学会名 開催地 発表年月 

日本生活指導学会第 28 回研究大会 
愛知県名古屋

市 
2010 年 9 月 

発表者名 発表標題 

櫻谷眞理子 児童養護の現状と生活指導の課題 

学会名 開催地 発表年月 

日本生活指導学会 第 28 回大会 
愛知県名古屋

市 
2010 年 9 月 

 


