
＜論文＞ 
著者名           論文標題                              

山本耕平, 斎藤真緖, 
財団法人京都市ユー

スサービス協会他 
ひきこもり事例効果的アウトリーチ確立に関する研究 

雑誌名 
報告書 

レフェリー

有無 
巻    発行年 

 
ページ  
98 

ひきこもり事例効果的

アウトリーチ確立に関

する研究報告書 
無  2011 98 

著者名           論文標題                              

山本耕平, Lee Insoo, 
安藤佳珠子 

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― 
雑誌名           レフェリー

有無 
巻    発行年  ページ     

立命館産業社会論集 有 46/4,  2011 21-42 

著者名           論文標題                              

櫻谷眞理子 児童養護施設における生活指導・援助の課題 
雑誌名 レフェリー

有無 
雑誌名 レフェリ

ー有無 
雑誌名 

生活指導研究 有 生活指導研究 有 生活指導研究

著者名           論文標題                              

Utsunomiya,H. 
The influence of parental marital commitment on 
the identity formation of Japanese university 
students 

雑誌名 レフェリー

有無 
雑誌名 レフェリ

ー有無 
雑誌名 

Social Behavior and 
Personality: An 
International 
Journal 

有 

Social Behavior 
and 
Personality: An 
International 
Journal 

有 

Social 
Behavior and 
Personality: 
An 
International 
Journal 

著者名           論文標題                              

竹内謙彰・荒木穂

積・荒木美知子・前

田明日香・井上洋

平・荒井庸子・黄辛

隠・張鋭・Nguyen Thi 

Hoang Yen 

自閉症スペクトラム児とその家族のニーズについて

の日本・中国・ベトナム３カ国の比較調査研究 



雑誌名 
 

レフェリー

有無 
雑誌名 
 

レフェリ

ー有無 
雑誌名 
 

立命館産業社会論集 有 立命館産業社会

論集 有 立命館産業社

会論集 
著者名           論文標題                              

竹内謙彰 幼児が航空写真を空間表現として理解するプロセス

－幼児の語りの再分析－ 
雑誌名           レフェリー

有無 
雑誌名       レフェリ

ー有無 
雑誌名      

立命館産業社会論集 有 立命館産業社会

論集 有 立命館産業社

会論集 
著者名           論文標題                              

春日井敏之 学校教育の現状と生活指導の課題 
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）『生活指導研究』 有 28 号 2011 8-26 

著者名           論文標題                             

春日井敏之 学校行事と子どもが「つながって生きる権利」 
雑誌名           レフェリー

有無 
巻    発行年  ページ    

日本生活教育連盟 

（編）『生活教育』 
無 750 号 2011 50-57 

著者名           論文標題                              

春日井敏之 「お互いにつながって生きる」ための支援ネットワーク 
雑誌名           レフェリー

有無 
巻    発行年  ページ    

全国生活指導研究協

議会（編）『生活指導』 無 693 号 2011 42-49 

著者名           論文標題                              

春日井敏之 つまずいた子どもを支える先生－困難からの回復力と

つながりの実感 
雑誌名           レフェリー

有無 
巻    発行年  ページ    

『児童心理』 無 944 号 2012 97-102 

著者名           論文標題                              

春日井敏之 青年期の学びと生き方－学びや体験を意味付ける 

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 169 号 2012 22-27 

 
＜図書＞ 

著者名 出版者 

大川一郎・土田宣明・宇都宮

博・日下菜穂子・奥村由美子

（編） 
ミネルヴァ書房 

書名 発行年 書名 

エピソードでつかむ老年心理学 2011年 
エピソード

でつかむ老

年心理学 
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 年 210 

著者名 出版者 

春日井敏之・西山久子ほか

（編著） 
ほんの森出版 

書名 発行年 総ページ数

『やってみよう！ピア･サポート』 2011 年 135 

著者名 出版者 

春日井敏之 法律文化社 

書名 発行年 総ページ数

大久保史郎・高橋伸彰（編著）『日本は変わるか？－転

換の可能性を探る』：分担執筆「若者にとって生きること、

学ぶことの意味とつながり－大学が問われていること」 

2011 年 

230 

分担執筆 

178-199 

著者名 出版者 

春日井敏之 立命館大学障害学生支援室 

書名 発行年 総ページ数

立命館大学障害学生支援室（編）『学生のチカラ－ピア･エ

デュケーションの視点でみる障害学生支援』 
：分担執筆「大学での学び、生活と自己形成のために 
－学生支援とつながり方」 

2011 年 

147 

分担執筆 

129-140 

 

 

 

 



＜学会発表＞ 
発表者名 発表標題 
山本耕平 ひきこもりの社会的要因ー韓日比較検討の視座ー 
学会名 開催地 発表年月 

韓日ひきこもり研究会 ソウル 2011．8 

発表者名 発表標題 

深谷弘和・山本耕平 自由記述にみる障害者福祉従事者のストレス・コー

ピング─年代差・職階差に注目して─ 
学会名 開催地 発表年月 

２０１０年度関西社回福祉学会年次大会 京都 2011.3 

発表者名 発表標題 

宇都宮博 成人初期における配偶者との関係性と親となること

への意識 
学会名 開催地 学会名 

日本心理学会第 75回大会 東京 
日本心理学会第

75回大会 
発表者名 発表標題 

Utsunomiya,H. 
Attitudes toward marriage and parents’ marital 
quality: the role of intimacy with the romantic 
partner 

学会名 開催地 学会名 

International Association for 
Relationship Research Mini-Conference, 

Tucson, 
U.S.A. 

International 
Association for 
Relationship 
Research 
Mini-Conference,

発表者名 発表標題 

竹内謙彰他 
Research on needs of children with autism 

spectrum disorders and their family: 

Comparison among Japan, China and Vietnam 
学会名 開催地 学会名 

Asia Pacific Autism Conference 2011 パース（オース

トラリア） 

Asia Pacific 

Autism 

Conference 2011 
発表者名 発表標題 

竹内謙彰他 

日本・中国・ベトナム３カ国における発達障害児

とその家族の特別なニーズについての調査研究：

自閉症スペクトラム障害と知的障害の比較を中心

に 



学会名 開催地 学会名 

日本特殊教育学会第 49 回大会 弘前 日本特殊教育学

会第 49 回大会 
発表者名 発表標題 

前田明日香他 
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(3)－自由記述の分析か

ら：日本の場合－ 
学会名 開催地 学会名 

日本発達心理学会第 23 回大会 名古屋 日本発達心理学

会第 23 回大会 
発表者名 発表標題 

荒木美知子他 
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(4)－事例の分析から：日本

の場合－ 
学会名 開催地 学会名 

日本発達心理学会第 23 回大会 名古屋 日本発達心理学

会第 23 回大会 
 


