
 

 

 

 

日本コミュニティ心理学会 

 

第 18 回大会 

 

コミュニティへの入り方 

 

 

 

 

 

 

会期  2015 年 6 月 20 日（土）・21 日（日） 

会場  法政大学多摩キャンパス 

大会長 丹羽郁夫  



 

 

交通アクセス 

 

会場   法政大学多摩キャンパス（市ヶ谷キャンパスではないのでご注意ください） 

     〒194-0298 東京都町田市相原町 4342 

http://www.hosei.ac.jp/gaiyo/campus/tama/ 

  

 アクセス 

【京王高尾線】  

 新宿駅から高尾山口駅行き準特急で 40 分（急行で 50 分）、めじろ台駅下車 

 バスのりば②から京王バス法政大学行きで約 10 分 ：230 円 

【JR 中央線】 

 新宿駅から高尾方面の快速で 54 分（特別快速で 42 分）、西八王子駅下車 

 南口バスのりば①から京王バス法政大学行きで約 22 分 ：310 円 

【JR 横浜線】 

 新横浜駅から 38 分、相原駅下車 

 相原バス停(徒歩３分)から神奈中バス法政大学行きで約 13 分：240 円 

※タクシーを利用する場合は、【JR 中央線・京王高尾線】高尾駅も近くて便利です。 

  



 

 

大会参加者へのご案内 
 

1．受付 

第一日・第二日いずれも 9：30 から受付を開始いたします。 

受付場所は、２階エレベーターホールとなっています。学生の方は、学生証を携帯し

てご参加ください。 

 

2．参加費等 

大会参加費  正会員 予約参加：6,000 円  当日参加：7,000 円 

非会員 予約参加：7,000 円  当日参加：8,000 円 

学生会員 予約参加：3,000 円  当日参加：4,000 円 

  ※学生であることを証明できる書類をご提示ください。 

懇親会参加費    予約参加：4,000 円  当日参加：5,000 円 

 

3．名札 

受付にて名札をお渡しします。氏名・所属を記名し、会場内では必ずご着用ください。 

 

４．クローク 

プレイセラピー室にあります。貴重品は、ご自身で管理をお願いします。お預けになっ

た荷物は第一日目 17:40、第二日目 15:10 までにお引き取りください。 

 

５．休憩室 

212 教室・215 教室に休憩スペースをご用意しております。お気軽にご利用ください。 

 

6．書籍展示・販売 

216 教室にて書籍展示・販売を行います。ご利用ください。 

 

7．昼食等 

昼食等は各自でご用意ください。20 日（土）は大学内の学生食堂が利用できますが、21

日（日）はキャンパスの入口にあるセブンイレブンをご利用ください。 



 

 

 

8．喫煙 

法政大学多摩キャンパスの建物内は全館禁煙となっております。喫煙は、指定された

場所でお願いいたします。 

 

9．駐車場 

駐車場の用意はございません。ご来場の際は、公共交通機関をご利用ください。 

 

  



 

 

大会企画・プログラム 

 

１．大会企画シンポジウム 

日時 6 月 20 日（土）10:00〜12:00 

会場 302 教室 

「コミュニティへの入り方」 

    ・シンポジスト  荊木 まき子（大阪教育大学） 

             上田 将史（医療法人鉄蕉会亀田総合病院） 

 大林 裕司（一般社団法人 心理支援ネットワーク 心 PLUS ） 

    ・コメンテーター 中村 菜々子（兵庫教育大学） 

    ・司会      丹羽 郁夫（法政大学） 

 

２．公開講演 

日時 6 月 21 日（日） 10:00〜11:15 

会場 B 棟 B201 教室 

 「コミュニティデザイン−コミュニティの課題をコミュニティの人たちの力で解決する−」 

    ・講演者  山崎 亮 先生（studio-L・東北芸術工科大学・京都造形芸術大学） 

 

３．自主シンポジウム・ラウンドテーブル・自主ワークショップ 

日時 自主シンポジウム 6 月 20 日（土）13:15〜15:15 

  ラウンドテーブル  6 月 20 日（土）15:30〜17:30 

  自主ワークショップ 6 月 21 日（日）13:00〜15:00 

会場 302 教室 

 

4．口頭発表 

 6 月 20 日（土） 口頭発表１ 13:15〜14:15 201 教室 

    口頭発表２ 13:15〜14:15 203 教室 

    口頭発表３ 15:30〜17:00 201 教室 

 6 月 21 日（日） 口頭発表４ 13:00〜14:00 201 教室 

    口頭発表５ 13:00〜14:30 203 教室 

 

5． ポスター発表 

日時 6 月 20 日（土） セッション１・13:15〜15:15 

     セッション２・15:30〜17:30 

 6 月 21 日（日） セッション３・13:00〜15:00 

会場 213 教室 



 

 

 

6．院生の集い 

日時 6 月 20 日（土）12：00〜13：00 

会場 心理学実験室 

院生の方はお誘い合わせのうえ、お気軽にご参加ください。 

院生以外の方の参加はご遠慮ください。 

 

7．総会 

日時 6 月 21 日（日）11：30〜12：30 

会場 302 教室 

 

8．理事会 

日時 6 月 19 日（金）18:30〜20：30 

会場 第 1･第 2 会議室 

 

 

 

懇親会のお誘い 

 

日時：6 月 20 日（土） 17：30～19：00 

会場：１階ラウンジ（食堂） 

 

みなさまのご参加をお待ちしております。 

 

懇親会費  予約参加：4,000 円  当日参加：5,000 円 

※原則予約制です。余裕がある場合のみ当日受付を行います。 

 

 

  



 

 

大会日程 

1 日目 

  302 教室 201 教室 203 教室 213 教室 心理学実験室 

9:00 

      

      

10:00 

      

      

11:00 

      

      

12:00 

      

      

13:00 

      

      

14:00 

      

      

15:00 

      

      

16:00 

      

      

17:00 

      

      

18:00 

      

      

 
      

 

  

10:00-12:00 

 

大会企画 

シンポジウム 

13:15-14:15 

口頭発表１ 

12:00-13:00 

院生の集い 

13:15-15:15 

自主 

シンポジウム 

13:15-15:15 

ポスター 

発表１ 

15:30-17:30 

ラウンド 

テーブル 

15:30-17:00 

口頭発表３ 

13:15-14:15 

口頭発表２ 

15:30-17:30 

ポスター 

発表２ 



 

 

 

2 日目 

  B 棟 B201 教室 302 教室 201 教室 203 教室 213 教室 

       

9:00 

      

      

10:00 

      

      

11:00 

      

      

12:00 

      

      

13:00 

      

      

14:00 

      

      

15:00 

      

      

16:00 

      

      

17:00 

      

      

 

 

 

  

11:30-12:30 

総会 

10:00-11:15 

 

公開講演 

13:00-15:00 

 

自主 

ワークショップ 

13:00-14:30 

 

口頭発表５ 

13:00-14:00 

 

口頭発表４ 

13:00-15:00 

 

ポスター 

発表３ 



＜自主シンポジウム・ラウンドテーブル・自主ワークショップ＞ 

 

自主シンポジウム 1日目 6月 20日（土） 13:15～15:15 302教室 

 

 教育行政との協働による「教職員のメンタルヘルス予防システム」導入の事例から 

 学校現場への具体的介入方法を学ぶ 

    話題提供 土井一博（順天堂大学客員教授） 

    話題提供 山本耕太（立教大学大学院博士課程） 

    話題提供 坂本大典（埼玉県川口市議会議員） 

    指定討論 箕口雅博（立教大学大学院教授） 

 
 

ラウンドテーブル 1日目 6月 20日（土） 15:30～17:30 302教室 

 

 東日本大震災の被災者支援－子ども支援のその後の展開（パート３）  

    司会 久田満（上智大学） 

    話題提供 中村菜々子（兵庫教育大学） 

    話題提供 萩原豪人（認定 NPO 法人しゃり） 

    話題提供 西野明樹（帝京大学） 

    話題提供 吉永真理（昭和薬科大学） 

    話題提供 菅井裕行（宮城教育大学） 

 
 

ワークショップ 2日目 6月 21日（日） 13:00～15:00 302教室 

 

 医療・産業・教育領域におけるコンサルテーションの実際： 

 コンサルテーションデモンストレーションを用いた検討 

    企画 司会  榊原佐和子（明治学院大学心理学部） 

    話題提供  上田将史（亀田総合病院） 

    話題提供  大林裕司（一般社団法人心理支援ネットワーク心 PLUS） 

    話題提供  郷百合野（上智大学学生局カウンセリングセンター） 

 



＜口頭発表＞ 

 

口頭発表 1 1日目 6月 20日（土） 13:15～14:15 201教室 

座長 加賀美常美代（お茶の水女子大学） 

 

 O1-1 日本語学校における学生相談室の試みとこれからの課題と提案 

   安婷婷（東京大学大学院教育学研究科・総合教育科学専攻臨床心理学コース） 

 

 O1-2 日韓国際結婚夫婦の葛藤場面における解決方略と原因帰属 

および結婚満足度の関連 

   平井えり（お茶の水女子大学大学院博士後期課程） 

 

 

 

口頭発表 2 1日目 6月 20日（土） 13:15～14:15 203教室 

座長 久田満（上智大学） 

 

 O2-1 東日本大震災後の現地支援機関との協働関係構築プロセス 

  ～「東日本・家族応援プロジェクト」の 4 年を振り返って～ 

   村本邦子（立命館大学） 

 

 O2-2 東日本大震災の被災体験とその関連要因 

－青年期に被災した福島県の人々の場合－ 

   蛯原千晶（株式会社マクロミル） 

   久田満（上智大学） 

 
  



 

 

口頭発表 3 1日目 6月 20日（土） 15:30～17:00 201教室 

座長 安田節之（法政大学） 

 

 O3-1 「市民カウンセラー養成講座」の実施（１） 

―背景とプログラムの概要― 

   塩谷亨（金沢工業大学心理科学研究所） 

   山上史野（金沢工業大学心理科学研究所） 

   松本圭（金沢工業大学心理科学研究所） 

   松本かおり（金沢工業大学心理科学研究所） 

   石丸雅貴（金沢工業大学心理科学研究所） 

   大矢寿美子（金沢工業大学心理科学研究所） 

 

 O3-2 「市民カウンセラー養成講座」の実施（２） 

―受講者のプログラムに対する評価― 

   山上史野（金沢工業大学心理科学研究所） 

   塩谷亨（金沢工業大学心理科学研究所） 

   松本圭（金沢工業大学心理科学研究所） 

   松本かおり（金沢工業大学心理科学研究所） 

   石丸雅貴（金沢工業大学心理科学研究所） 

   大矢寿美子（金沢工業大学心理科学研究所） 

 

 O3-3 「市民カウンセラー養成講座」の実施（３） 

  ―プログラムを通じた主観的幸福感とコミュニティ感覚の変化― 

   松本圭（金沢工業大学心理科学研究所） 

   塩谷亨（金沢工業大学心理科学研究所） 

   山上史野（金沢工業大学心理科学研究所） 

   松本かおり（金沢工業大学心理科学研究所） 

   石丸雅貴（金沢工業大学心理科学研究所） 

   大矢寿美子（金沢工業大学心理科学研究所） 

  



 

 

口頭発表 4 2日目 6月 21日（日） 13:00～14:00 201教室 

  座長 小坂守孝（北翔大学） 

 

 O4-1 心理臨床サービスにおけるニーズアセスメント研修の効果評価Ⅰ 

  ～臨床心理士養成大学院大学院生を対象として～ 

   久野光雄（宮原メンタルクリニック） 

   上江昇一（NPO 法人星槎教育研究所） 

   竹内ゆり（西武文理大学学生相談室） 

   大川達也（東京都北区立教育相談所） 

 

 O4-2 心理臨床サービスにおけるニーズアセスメント研修の効果評価Ⅱ 

  ～臨床心理士養成大学院大学院生を対象として～ 

   大川達也（東京都北区立教育相談所） 

   上江昇一（NPO 法人星槎教育研究所） 

   久野光雄（宮原メンタルクリニック） 

   竹内ゆり（西武文理大学学生相談室） 

 

 

口頭発表 5 2日目 6月 21日（日） 13:00～14:30 203教室 

              座長  高畠克子（日本精神技術研究所）

       須田誠（東京未来大学） 

 

 O5-1 DV 被害者の一時保護後の自立支援について－アフターケア事例を通して－ 

   林久美子（武庫川女子大学大学院 臨床教育学研究科博士後期課程） 

 

 O5-2 ひきこもり状態の程度に及ぼす家族の観点からの要因の検討 

   野中俊介（早稲田大学大学院人間科学研究科） 

   境泉洋 （徳島大学大学院ソシオ・アーツ・アンド・サイエンス研究部） 

   嶋田洋徳（早稲田大学人間科学学術院） 

 

 O5-3 「TNR 先行型地域猫活動」がコミュニティに及ぼす影響 

  -さくらねこ無料不妊手術事業協働ボランティアへのアンケート調査から- 

   小池英梨子（公益財団法人どうぶつ基金）  



＜ポスター発表＞ 

 

ポスター発表 1 １日目 6月 20日（土） 13:15～15:15 213教室 

  在席責任時間：P1-A〜C 13:15〜14:15  P1-D〜F 14:15〜15:15  
 
 P1-A リーダーの自信とソーシャルサポート及び組織風土との関連 
  ―大学のクラブ・サークルリーダー学生を対象にして― 

   横山孝行（東京工芸大学） 

 
 P1-B 学校児童・生徒支援体制とスクールカウンセラーの勤務体制との関連 
  （校種との比較から） 

   荊木まき子（兵庫教育大学連合大学院博士課程） 
   安藤美華代（岡山大学大学院教育学研究科） 

 
 P1-C 高校中退リスク評価尺度（RASHD）の開発（１） 
  ― 項目分析および因子分析を用いた項目の選定 ― 

   小栗貴弘（作新学院大学女子短期大学部） 

 
 P1-D 東日本大震災における災害ボランティア活動の評価の試み（第１報①） 
  ― テキストマイニングによる仮設住宅向け新聞の内容分析から ― 

 麻野美和（公益社団法人やどかりの里・一般社団法人心理支援ネットワーク心 PLUS） 
   玉澤知恵美（一般社団法人心理支援ネットワーク心 PLUS） 

  溝川英里子（法政大学大学院・一般社団法人心理支援ネットワーク心 PLUS） 
  戸澤杏奈（立教大学大学院・一般社団法人心理支援ネットワーク心 PLUS） 

  徳安悠衣（明治学院大学大学院・一般社団法人心理支援ネットワーク心 PLUS） 
  小林深吾（一般社団法人ピースボート災害ボランティアセンター） 

   大橋智（明星大学） 
   大林裕司（一般社団法人心理支援ネットワーク心 PLUS） 

 
 P1-E 東日本大震災における災害ボランティア活動の評価の試み（第１報②） 
  ―テキストマイニングによる 
   仮設住宅向け新聞に対する住民アンケートの分析から― 

   玉澤知恵美（一般社団法人心理支援ネットワーク心 PLUS） 
 麻野美和（公益社団法人やどかりの里・一般社団法人心理支援ネットワーク心 PLUS） 
  溝川英里子（法政大学大学院・一般社団法人心理支援ネットワーク心 PLUS） 

  戸澤杏奈（立教大学大学院・一般社団法人心理支援ネットワーク心 PLUS） 
  徳安悠衣（明治学院大学大学院・一般社団法人心理支援ネットワーク心 PLUS） 

  小林深吾（一般社団法人ピースボート災害ボランティアセンター） 
   大橋智（明星大学） 

   大林裕司（一般社団法人心理支援ネットワーク心 PLUS） 

 
 P1-F 東日本大震災後のコミュニティ長期支援のあり方の検討 
  ～地元のニーズに基づく支援者支援の試みを通して～ 

   矢永由里子（慶應義塾大学）



 
 

ポスター発表 2 1日目 6月 20日（土） 15:30～17:30 213教室 

  在席責任時間：P2-A〜D 15:30〜16:30  P2-E〜G 16:30〜17:30 

 

 P2-A 援助要請経験が近い将来の援助要請プロセスに与える影響 

  石井寛（立教大学大学院現代心理学研究科臨床心理学専攻博士課程前期課程） 

 

 P2-B 経済的な理由で求職活動を行う高齢者の心理に関する研究 

  －長期滞留者 4 名のインタビューからの検討－ 

   内山愛子（東京都健康長寿医療センター研究所） 

   長畑萌（東京都健康長寿医療センター研究所・専修大学大学院） 

   南潮（東京都健康長寿医療センター研究所） 

 

 P2-C 過去のストレス困難経験からの克服による 

現在のストレス対処モデル生成の試み 

   中島由樹子（立教大学） 

 

 P2-D 被援助志向性の予測因子に関する探索的研究 

  大石彩乃（お茶の水女子大学人間文化創成科学研究科人間発達科学専攻心理学領域） 

 

 P2-E マラソンボランティアへの参加が地域活動への意識に及ぼす影響について（１） 

安曇野市職員ボランティアを対象とした調査より 

   石盛真徳（追手門学院大学経営学部） 

   岡本卓也（信州大学人文学部） 

 

 P2-F マラソンボランティアへの参加が地域活動への意識に及ぼす影響について（２） 

市民ボランティアを対象とした調査より 

   岡本卓也（信州大学人文学部） 

   石盛真徳（追手門学院大学経営学部） 

 

 P2-G ボランティア組織に対するニーズ尺度の作成 

   杉本悠貴恵（比治山大学大学院） 

   黒川貴弘（比治山大学大学院） 

谷渕真也（比治山大学大学院） 

  



 

 

ポスター発表 3 2日目 6月 21日（日） 13:00～15:00 213教室 

  在席責時間：P3-A〜C 13:00〜14:00  P3-D〜G 14:00〜15:00 

 

 P3-A 支援者との相互交渉が停滞しがちな聴覚障害学生が 

  支援コミュニティを変革する主体となることを目指した実践研究 

  ―エンパワメントの視点から― 

   飛彈圭佑（京都市立呉竹総合支援学校） 

   松﨑丈（宮城教育大学） 

   菅井裕行（宮城教育大学） 

 

 P3-B 小学生の地域スポーツで親子が追い込まれていくプロセス 

  ―子どもの性別による多母集団同時分析を通して― 

   藤後悦子（東京未来大学） 

   井梅由美子（東京未来大学） 

   大橋恵（東京未来大学） 

 

 P3-C 独自型大学認定「傾聴士」に関する実践的研究 

  ―傾聴体験がコミュニティ感覚に与える影響についての質的研究― 

   目黒達哉（同朋大学社会福祉学部） 

 

 P3-D 日本語学校の中国人留学生のメンタルヘルスの実態 

  及び彼らの援助要請の必要性に対する認識 

   安婷婷（東京大学大学院教育学研究科総合教育科学専攻臨床心理学コース） 

 

 P3-E 外国語相談ストレス尺度作成の試み 

   一條玲香（東北大学大学院教育学研究科） 

   上埜高志（東北大学大学院） 

 

 P3-F 海外における子育ての現状と課題 

  ―日本人学校に通う児童生徒の保護者へのインタビュー調査から― 

   長屋裕介（関西大学大学院） 

 

 P3-G 日系ブラジル人青年三世・四世のアイデンティティ形成の影響要因 

  －日本における家庭・学校・職場の体験を中心に－ 

   田中詩子（お茶の水女子大学大学院）  
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