
＜論文＞ 
著者名        論文標題                    

秋葉 武 韓国の社会的企業――現状と言説の多様性―― 
雑誌名 

 

レフェリ

ー有無 

巻    

 

発行年 

 

ページ 

 

協同の発見 無 222 2011 23-31 

著者名        論文標題                    

秋葉 武 韓国における生協の生成 

雑誌名 

 

レフェリ

ー有無 

巻    

 

発行年 

 

ページ 

 

日本ボランティア学会 

2010年度学会誌 有 12 2011 90-105 

著者名        論文標題                    

筒井淳也 
パネルデータの基礎的分析方法：NFRJ-08Panel の有

効活用に向けて 

雑誌名 

 

レフェリ

ー有無 

巻    

 

発行年 

 

ページ 

 

家族社会学研究 無 23(1) 2011 96-102 

著者名        論文標題                    

筒井淳也 
親との関係良好性はどのように決まるか：NFRJ 個票

データへのマルチレベル分析の適用 

雑誌名        レフェリ

ー有無 

巻    発行年  ページ   

社会学評論 無 62(3) 2011 
301-318 

 

著者名           論文標題                              

峰島厚 障害者の貧困問題 
雑誌名 レフェリー

有無 
巻    発行年 ページ  

人権と部落問題 有 ６３巻３号 ２０１１ ２８－３４ 

著者名           論文標題                              

峰島厚 子ども・子育て新システムと障害者自立支援法 
雑誌名           レフェリー

有無 
巻    発行年  ページ    

保育問題研究 有 ２５０ ２０１１ ３６－５１ 

著者名           論文標題                              



峰島厚 高齢期障害者の暮らしと発達 
雑誌名           レフェリー

有無 
巻    発行年  ページ    

みんなのねがい 有 ５３８号 ２０１１ ３３－３６ 

著者名           論文標題                              

斎藤真緒 
「男性介護者の介護実態と支援の課題－男性介護ネット

第１回会員調査から－」 
雑誌名 レフェリー有

無 
巻    発行年 ページ  

『産業社会論集』 あり 第 47巻第 3号 2012年 印刷中 

著者名           論文標題                              

斎藤真緒 「イギリスの介護者支援－仕事と介護との両立を中心

に」 
雑誌名           レフェリー有

無 
巻 発行年  ページ    

『ぽーれぽーれ』 なし 2012年 2月号 2012年 印刷中 

著者名           論文標題                              

斎藤真緒 「現代的課題としての家族介護者支援」 
雑誌名           レフェリー有

無 
巻    発行年  ページ    

『共同対人援助モデル

研究 家族介護者支

援の論理－男性介護

者の介護実態と支援

の課題』 

なし  2012年 印刷中 

著者名           論文標題                              

廣井亮一 司法臨床の概念―わが国の家庭裁判所を踏まえて 
雑誌名 
法と心理（法と心理学

会編） 

レフェリー有 巻   11/1,  発行年 
2011 

ページ  
1-6 

著者名           論文標題                              

廣井亮一 法化社会における家族臨床 
雑誌名  
家族療法研究（日本

家族研究・家族療法

学会編）          

レフェリー無 巻   28/2 発行年 
2011    

ページ 
72-77 

著者名           論文標題                              



村本邦子 子ども虐待と母性、家族、ジェンダー 
雑誌名 
 

レフェリー有

無 
巻  発行年 

 
ページ  
 

女たちの 21世紀 無 68  2011.12 4-7 
著者名           論文標題      

村本邦子 

｢外のグルー

プ」と「内の

グループ」を

繋ぐ精神療

法 

   

雑誌名           レフェリー有

無 
巻    発行年  ページ    

集団精神療法 有 27/2 2011.12 126-131 

著者名           論文標題      

村本邦子 
コミュニティ・

エンパワメン

ト 
   

雑誌名           レフェリー有

無 
巻    発行年  ページ    

女性ライフサイクル研

究 無 21 2011.11 5-11 

著者名           論文標題      

Kuniko MURAMOTO 

History 
and 
Current 
Approaches 
to Violence 
Towards 
Women in 
Japan 

   

雑誌名           レフェリー有

無 
巻    発行年  ページ    

Feminism & 
Psychology 有 21/4 2011.11 509-514 

著者名           論文標題      

村本邦子 
戦時性暴力/
日常の性暴

力～南京ワ

   



ークショップ

からの報告 
雑誌名           レフェリー有

無 
巻    発行年  ページ    

立命館言語文化研究 無 23/2 2011.10 183-185 

著者名           論文標題      

村本邦子 

治療的司法

の観点から

見た法と心

理の協働 

   

雑誌名           レフェリー有

無 
巻    発行年  ページ    

法と心理 有 11/1 2011.10 7-13 

著者名   論文標題      

松田亮三 

「終末期医

療 」 の 「 配

給」をめぐる

議論に向け

て―日英の

対比から 

   

雑誌名           レフェリー有

無 
巻    発行年  ページ    

生存学   2012.3  

著者名   論文標題      

松田亮三 

普遍主義的

医療制度に

おける公私

混合供給の

展開 

   

雑誌名           レフェリー有

無 
巻    発行年  ページ    

海外社会保障研究   2012.3  

著者名   論文標題      

松田亮三 

公衆衛生政

策における

現在知の集

積・総合・共

   



有―英国か

らの示唆. 
雑誌名           レフェリー有

無 
巻    発行年  ページ    

海外社会保障研究  Vol.75 No.9 2011.09 pp.695-699.

著書名 論文標題      

松田亮三 

熟議的 ・反

省的医療政

策に向けて 
   

雑誌名           レフェリー有

無 
巻    発行年  ページ   

NIRA 研究報告書   2011.04 pp.77-92 

 

＜図書＞ 

著者名 出版者 

筒井淳也 弘文堂 

書名 発行年 総ページ数

コラム「グラノベッター『転職』」（金井雅之・小林盾・

渡邉大輔（編）『社会調査の応用：量的調査編：社会

調査士 E・G科目対応』） 

平成 24 年 
262（担当頁

は 83 頁） 

著者名 出版者 

日本弁護士連合会編 第一法規 

書名 発行年 総ページ数

現代法律実務の諸問題(村本邦子[臨床心理学的アプロ
ーチを生かしたロイヤリングを考える]の章) 
 

平 成 23 

年 
925-934 

著者名 出版者 

障害児入所施設研究会（代表

峰島厚） 
みずほ福祉助成財団 

書名 発行年 総ページ数

知的障害児入所施設における最低基準の機能実態に関

する調査研究 

平成 ２３

年 
１６３ 

著者名 出版者 

廣井亮一、生島浩、岡本吉

生、編著 
金剛出版 

書名 発行年 総ページ数

非行臨床の新潮流 
平 成 ２ ３ 

年 
191頁 

著者名 出版者 



秋葉 武ほか編著 東方出版 

書名 発行年 総ページ数

危機の時代の市民活動：日韓社会的企業最前線 
平 成 ２ ４ 

年 
 

著者名 出版者 

松田亮三  

 

＜学会発表＞ 
発表者名 発表標題 
廣井亮一（ゲストコメンテータ

ー） 
官民協働刑務所における父親教育プログラムの実

施に関する報告 
学会名 開催地 発表年月 

日本心理臨床学会第 30回大会 福岡市 2011/09/02 
発表者名 発表標題 

廣井亮一 
(Organizer,Chair,Discussant)

Risk Management for juvenile Delinquents 
with Pervasive Developmental Disorders and 
Mental Disorders in Practice 

学会名 開催地 発表年月 
16th World Congress of the International 
Society for Criminology 神戸市 2011/08/09 

発表者名 発表標題 
廣井亮一 
(Session by JFCA Member 
Organization;Discussant) 

Support toward Offenders with Intellectual 
Disability 

学会名 開催地 発表年月 
16th World Congress of the International 
Society for Criminology 神戸市 2011/08/06 

発表者名 発表標題 
廣井亮一 
（シンポジウム；企画、討論） 

家族支援における法と臨床－弁護士と臨床心理

士の協働 
学会名 開催地 発表年月 

日本研究・家族療法学会第 28回大会 静岡市 2011/06/04 

発表者名 発表標題 
廣井亮一 
（シンポジウム；企画、討論） 

司法臨床の展開（第一報）―弁護士と臨床心理の

協働 
学会名 開催地 発表年月 

法と心理学会第 12回大会 名古屋市 2011/10/02 
発表者名 発表標題 
廣井亮一 家裁調査官と司法臨床 



学会名 開催地 発表年月 

法と精神・心理研究会 大分市 2011/12/05 
発表者名 発表標題 
秋葉 武 韓国における社会的企業のマネジメント 
学会名 開催地                 発表年月 

日本経営診断学会第 44 回全
国大会  別府市 

2011/10/01 

発表者名 発表標題 

秋葉 武 韓国の社会的企業 

学会名 開催地 発表年月 

東アジア社会政策研究会 豊橋市 2011/08/21 

発表者名 発表標題 

村本邦子 心理カウンセリングにおける被害者供述に対するア

プローチ 
学会名 開催地 発表年月 

法と心理学会第 12回大会 名古屋大学 2011/10/02 

発表者名 発表標題 

Yuko Yasuda and Kuniko 
Muramoto 

Couple relationships in infertility treatments: 
A narrative approach that organises the 
couple's experiences 

学会名 開催地 発表年月 
,International Society for Cultural and 
Activity Research Congress 
Roma,International Society for Cultural 
and Activity Research 

Roma 
University 2011/09/08 

発表者名 発表標題 
村本邦子・笠井綾 历史创伤的修･ 与和解 
学会名 開催地 発表年月 

国際表現性心理学会 蘇州大学 2011/08/09 
発表者名 発表標題 

村本邦子 
铭记南京：世代相传的历史心理创伤的治疗修･ 及

表达性艺术 
学会名 開催地 発表年月 

国際表現性心理学会 蘇州大学 2011/08/06 

発表者名 発表標題 

筒井淳也 日本の家事分担における性別分離：NFRJ08 によ



る分析 

 

学会名 開催地 発表年月 

日本家族社会学会第 21 回大会 

 
甲南大学 

2011 年 9 月 10

日 

発表者名 発表標題 

Junya Tsutsui 
Work-Life Conflicts in the Public Sector 

Employment 

学会名 開催地 発表年月 

International Sociological 

Association Research Committee on 

Family (RC06) Research Seminar 
 

Kyoto 

2011年9月12

日 
 

 


