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教育上の能力に関する事項
事項
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概要

1 教育方法の実践例
1. 双方向型授業の実施

2017年9月～2018年3月

｢心理調査法実習｣では，実際にオリジナルの尺度を作成
し，アンケート調査を行い，得られたデータについて分
析を行った。尺度作成段階から，学生と議論をしながら
講義を行った。レポート執筆に向けて，結果の分析や読
み取り，考察についても議論を重ねる。また，本講義で
は認定心理士 (心理調査)の資格要件に必要な抄録の執筆
も併せて行った。

2. ディスカッションとプレゼンテーションによる効
果的な学習

2014年4月～2018年3月

「人間発達学」および「心理調査法実習」では，少人数
グループに受講生を分け，共通のテーマについてグルー
プディスカッションを行っている。ディスカッションの
結果をまとめ，グループごとにプレゼンテーションを実
施した。各自が意見を出し合い，それを集約し，また他
者からの意見を受けることを通じてコミュニケーション
能力および論理的な思考が向上した。

3. コミュニケーションペーパー活用による双方向的
講義の実施

2014年4月～2017年9月

「人間発達学」および「児童・発達心理学」では，全15
回全ての講義でコミュニケーションペーパーを授業の課
題として課している。特に受講生が150人弱の「児童・発
達心理学」では，双方向の対話が可能になったとの評価
を得ている。また，学生によるリフレクションや質問の
うち，質の高いものは次の講義で紹介し，フィードバッ
クを実施した。

4. 確認テストを用いた学生の理解度および到達度の
把握

2014年4月～2017年9月

「人間発達学」は看護師養成課程の基礎科目，「児童・
発達心理学」は小学校教員養成の必修授業であった。そ
のため，毎回5分程度 (5～10問) の小テストを実施し，
正解数を報告させ，学生の理解度や到達度を把握するこ
とを試みている。また，小テストは講義開始後すぐに行
い，答え合わせの際は前回の復習を取り入れることでス
ムーズな講義への導入に役立った。

1. 心理調査法

2017年10月～現在

心理調査法実習を進める教材として，テキストを作成し
活用した。アンケートの作成や分析を助ける資料を雑誌
や書籍より抜粋し，活用した。

2. 発達心理学

2014年4月～現在

人間発達学および発達心理学の理解を深める教材として
，テキストを作成し活用した。教科書には載っていない
実験場面VTRや写真，データ，を科学論文雑誌，学術論文
より抜粋し，活用した。

2 作成した教科書、教材

3 実務の経験を有する者についての特記事項
4 その他

職務上の実績に関する事項
事項

年月日

概要

1 資格、免許
2 特許等
3 実務の経験を有する者についての特記事項
4 その他
1. 人間学研究

総務理事

2018年4月～現在

2. 神戸大学大学院人間発達環境学研究科 心理発達論 2017年4月～2018年3月
共同研究室 教務補佐員

1

心理・社会福祉学科の教職員・学生による組織である人
間学研究会の総務理事を担当している。具体的には、機
関誌の編集、予算案および事業案の作成を行っている。
教務補佐としてコース運営に関わる事務および機材管理
を担当している。具体的には，卒業論文および修士論文
の発表会や各種ガイダンスの運営，パソコン，実験器具
，プリンター，演習室などの保守管理，旅費申請やコー
ス教育経費の予算執行，機関誌の編集および業者との交
渉を行った。

職務上の実績に関する事項
事項

年月日

概要

4 その他
3. NPO法人 明石おやこ劇場 まめっこくらぶ
スタッフ

4. 枝吉児童館 あひるくらぶ
ィア

支援

2010年4月～2016年3月

就園前の幼児を持つ母親が集まる育児サークルにおいて
，支援スタッフとして発達の相談や育児についての相談
を受け，専門的立場から専門機関の紹介や発達の悩みに
ついての助言を行った。

読み聞かせボランテ

2010年4月～2016年3月

神戸市内の児童館の読み聞かせサークルにおいて，就学
前および小学生に対して読み聞かせや人形劇などのボラ
ンティアを行った。人形劇やパネルシアターなどの製作
をし，活動の一環として，神戸市内の幼稚園や小学校に
おいても読み聞かせを実施した。

ボランティア 2009年4月～2010年3月

医療センターにおける長期入院患者に対して，職員と協
働し患者を支援するチームの一員として，院内案内・車
椅子介助・問診の代筆などの患者サポート，正月・雛祭
り等の時期に応じた季節飾りといった活動を行った。

5. 神戸市医療センター中央病院院内

研究業績等に関する事項
著書、学術論文等の名称

単著・
共著書別

発行又は
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概要

1 著書
2 学位論文
1. 妊娠・出産経験が成人期の生と死 単
に対する態度に及ぼす影響

2017年3月

博士論文 (神戸大学)

体内に二重の生命を有し，子どもの生命を負託され
る妊娠・出産経験が成人期の生と死に対する態度に
及ぼす影響を検討した６つの実証研究を行った。成
人期の生と死に対する態度に影響を与える要因，前
妊娠期から育児期の生と死に対する態度の発達的変
容を明らかにした。成人期の生と死に対する態度に
おける関係性の視点について議論し，前妊娠期から
育児期にわたる生と死に対する態度の変容モデルを
提案した。

1. 妊娠・出産と育児の経験が成人女 共
性の生と死に対する態度に与える
影響 (査読付)

2017年9月

神戸大学大学院人間発
達環境学研究科研究紀
要, 11，47-54.

【担当部分】論文執筆，データ分析 (全項担当)
【共著者】田中 美帆・小花和Wright 尚子
妊娠・出産および育児の経験を通じた生と死に対す
る態度の変化と出産後の生と死に対する態度に共感
性や妊娠期の状況がどのように影響しているのかに
ついて検討した。その結果，出産経験や妊娠中の命
に関わる経験に関わらず，出産後に，生に対する態
度，生を全うさせる意志が高まり，死後の生活の存
在への信念は低下することが示された。このことか
ら，妊娠・出産および育児の経験は，妊娠前から持
っていた生と死に対する態度を変化させる経験であ
ることが示唆された。

2. 生と死に対する態度の潜在因子モ 単
デルに関する比較検討 (査読付)

2017年3月

神戸大学発達・臨床心
理学研究, 16, 23-27.

成人期の生と死に対する態度を取り上げ，適切な潜
在因子を検討することを目的とした。生と死に対す
る態度を観測変数とし，単一の潜在変数からパスを
引く1因子モデルと2つの潜在変数により規定される
という2次因子モデルの適合度指標を比較した。その
結果，1因子モデルよりも2因子モデルの方がAICの数
値はよいものの，その他の指標の差がわずかなもの
であるため，両者はともに必ずしも十分とはいえな
いまでも許容できるモデルであることが示された。

3. 成人期の生と死に対する態度尺度 共
の構成 (査読付)

2017年11月

カウンセリング研究, 4 【担当部分】論文執筆，データ分析 (全項担当)
9，160-169
【共著者】田中 美帆・齊藤 誠一
成人期における生と死に対する態度尺度を作成し，
成人期の死生観に影響を与える要因について探索的
に検討した。その結果，５つの下位尺度からなり，
概ね満足できる信頼性と妥当性を備えていることが
確認された。また，作成された尺度を用いて死別経
験が成人期と中年期の死生観に与える影響を検討し
た結果，死別経験がある人においては，中年期より
成人期の方が，女性において死別経験のない人より
ある人の方が，死への不安･恐怖が高いことが示され
た。

4. 妊娠期女性における心理学研究の 単
現状と課題 (査読付)

2016年9月

神戸大学大学院人間発
達環境学研究科研究紀
要, 10, 1-6.

妊娠期女性に焦点をあて，妊娠期に象徴的な身体変
化や状況と関連させながら妊娠各期の心理面の様相
についての先行研究を概観した。今後の展望として
，妊娠期の心理面の変化は多岐にわたることが指摘
されているが，実際には子どもの発達や育児により
関連する領域以外に焦点が当てられていないことを
課題として指摘し，今後は母親としての自分に加え
て，個人としての自分を考慮した検討が必要である
と指摘した。

5. 成人期の生と死に対する態度に影 単
響を及ぼす個人的背景要因の検討
(査読付)

2016年3月

神戸大学発達・臨床心
理学研究, 15, 30-34.

子どもを持つ成人期の生と死に対する態度に影響を
及ぼす個人的背景要因について探索的に検討した。
調査分析結果より，子どもを持つ成人期の生と死に
対する態度に影響を及ぼす要因には性差があり，と
りわけ女性においては死別経験や入院経験等の個人

3 学術論文
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3 学術論文
的経験よりも子どもに関する要因が影響を与えてい
ることが示された。このことから，子どもを持つ成
人期の生と死に対する態度において，生に関する個
人的背景要因が重要であることを明らかにした。
6. 成人期の生と死に対する態度の検 単
討――成人期前期に体験されるラ
イフイベントに着目して―― (査
読付)

2014年3月

神戸大学発達・臨床心
理学研究, 13, 27-31.

結婚と子どもを持つことに着目し，成人期前期の生
と死に対する態度について検討した。調査分析結果
から，未婚者に比べて既婚者は自分の死による周囲
への影響を配慮する傾向が高い一方で，死を苦難か
らの解放とみなす傾向が低いということが明らかに
なった。また，子どもがいる人は子どもがいない人
に比べて周囲への影響を配慮する傾向が高い一方で
，死は人生にとって意味があると考える傾向および
死を苦難からの解放とみなす傾向が低いということ
が明らかになった。

7. 生と死に対する態度研究の概観と 共
展望

2013年9月

神戸大学大学院人間発
達環境学研究科研究紀
要, 7, 181-186.

【担当部分】論文執筆，資料収集 (全項担当)
【共著者】田中 美帆・齊藤 誠一
死に対する態度とは何か，発達段階における死に対
する態度，誰の死を扱うのか，という3つの観点から
「死」を多元的に扱った先行研究について概観した
。その結果，先行研究の問題点として，死生観の概
念と先行研究が必ずしも一致していないこと，死に
馴染が薄いとされてきた成人期の死に対する態度に
ついての検討が不十分であること，死が扱われてき
た文脈に偏りがあることを指摘した。また，今後の
展望についても議論した。

8. 成人期女性の生と死に対する態度 単
についての基礎的検討――妊娠・
出産経験の観点から―― (査読付
)

2013年3月

神戸大学発達・臨床心
理学研究, 12, 27-32.

妊娠・出産の経験が成人期女性の生と死に対する態
度に与える影響について検討した。調査分析結果か
ら，妊娠・出産の経験や子どもの存在によって生を
強く意識することにより，死に対する態度が変化す
ることが示された。また，生と死に対する態度が変
化した契機としては，妊娠・出産だけでなく，子ど
もの成長が挙げられていた。以上のことから，妊娠
・出産を契機に生と死に対する態度が変化すること
が示された。

2017年3月

日本発達心理学会第28
回大会 (広島国際会議
場，JMSアステールプラ
ザ，島市文化交流会館)

公募シンポジウム「死生に向き合う際，他者との関
係は生の糧となるか，それとも重荷となるか― 死生
心理学の展開 (2) ―」
【講演者】川島 大輔・近藤 恵・田中 美帆・渡邉
照美・やまだ ようこ・川野 健治
【担当部分】話題提供
話題提供者として，妊娠，出産に伴う生と死に対す
る態度の変化を他者との関係性の視点から話題提供
を行った。具体的には，生まれてくる子どもとの新
しい関係性を構築していく経験が，生と死に対する
態度にどのような影響を及ぼすのかについて報告し
た。また，従来暗黙裡に想定されてきた「死の恐怖
は低いほうが望ましい」という点についても関係性
の観点を踏まえて議論した。
【演題番号】SS2-2

1. 小講演「妊娠・出産経験が成人期 単
の生と死に対する態度に及ぼす影
響」

2017年9月

日本心理学会第81回大
会 (久留米シティプラ
ザ)

【講演者】田中 美帆
【司会】小花和 Wright 尚子
妊娠・出産経験が，成人期の生と死に対する態度に
及ぼす影響という標題で執筆した博士論文を元に，
体内に二重の生命を有し，子どもの生命を負託され
る妊娠・出産経験が成人期の生と死に対する態度に
及ぼす影響を検討した６つの研究を報告した。成人
期の生と死に対する態度とその影響要因や妊娠･出産
経験が生と死に対する態度に及ぼす影響を明らかに
した研究結果を通して，前妊娠期から育児期の生と
死に対する態度の発達的変容モデルを提案した。
【演題番号】L-032

2. 口頭発表｢What factors influenc 単
e attitudes towards life and d
eath among Japanese primiparou
s women? ｣

2017年9月

18th European Confere
nce on Developmental
Psychology (Utrecht U
niversity, Netherland
)

This study aims to examine pregnancy details an
d personal experiences that influence pregnant
Japanese women’s attitudes towards life and de
ath. Participants were 126 women pregnant with
their first-born children.The findings suggest
that the experience of pregnant women feeling t
heir fetal life influences Japanese primiparas
’ attitudes towards life and death. Further st
udy is necessary to examine to attitudes toward
s life and death among Japanese men whose partn
ers are pregnant.
【演題番号】pop303-13

3. ポスター発表｢高齢者の終活と関

2017年3月

日本発達心理学会28回

【共同発表者】川島 大輔・田中 美帆・Masami Taka

その他
１．学会ゲストスピーカー
1. シンポジウム話題提供「出産前後 共
の生と死に対する態度―他者との
関係性が与える影響―」

２．学会発表

共

3

研究業績等に関する事項
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単著・
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２．学会発表
連要因についての探索的検討｣

大会 (広島国際会議場 hashi
，JMSアステールプラザ 【担当部分】データ分析，文章校正
，広島市文化交流会館) 本研究では高齢者が実際にどのようなエンド・オブ
・ライフに関する態度を有しているのか，またそれ
らとどのような要因が関連するのかについて探索的
に検討した。結果から，高齢者のエンド・オブ・ラ
イフへの態度が大きく「墓と財産」，「終末医療と
葬儀」，「具体的準備」という3つのまとまりによっ
て把握できること，そしてその態度が終活セミナー
の受講や肉親との死別経験によって高まる可能性が
示唆された。
【演題番号】P6-47

4. ポスター発表｢妊娠各期における 共
生と死に対する態度の横断的検討
｣

2017年3月

日本発達心理学会28回
大会 (広島国際会議場
，JMSアステールプラザ
，広島市文化交流会館)

5. The influence of the youngest 共
child’s age on attitudes towa
rds life and death among Japan
ese adults.

2016年7月

The 31st Internationa 【共同発表者】 Tanaka, M. & Saito, S.
l Congress of Psychol 【担当部分】発表，データ収集・分析，抄録執筆
ogy (Yokohama, Japan) This study aims to examine how the youngest chi
ld in the family influences Japanese adults’ a
ttitudes towards life and death through a cross
-sectional study. Participants were 287 adults
with preschool children. A questionnaire was pr
ovided. The findings suggest that various facto
rs influence parents’ attitudes towards life a
nd death depending on their youngest child’s a
ge.
【演題番号】PS28A-09-197

6. ポスター発表｢末子の年齢が中年
期の世代性に与える影響｣

共

2016年5月

日本発達心理学会第27
回大会 (北海道大学)

【共同発表者】田中 美帆・齊藤 誠一
【担当部分】発表，データ収集・分析，抄録執筆
末子の年齢が中年期にある男女の世代性に与える影
響について検討した。その結果，末子の年齢に関係
なく，中年期においては一定の世代性関心を有する
ことが明らかになった。育児期の親の心理的側面を
検討する際，重要な要因のひとつとして指摘されて
いる末子の年齢の違いは，世代性関心には影響を及
ぼさないことが示された。この結果について，子ど
もの誕生により急速に世代性が獲得される可能性や
世代性の高まりは一定の高さで維持される可能性か
ら議論した。
【演題番号】PE73

7. ポスター発表｢The developmental 共
trajectory of the pregnancy p
eriod on attitudes towards lif
e and death among Japanese adu
lts.｣

2015年9月

17th European Confere
nce on Developmental
Psychology (Minho Uni
versity, Portugal)

【共同発表者】Tanaka, M. & Saito, S.
【担当部分】発表，データ収集・分析，抄録執筆
This study is aimed to examine the developmenta
l trajectory from primipara to child-birth on J
apanese adults’ attitude towards life and deat
h through a cross-sectional study. Participants
were 43 adults (26 females) who have their fir
st-born. The findings suggest that people’s at
titude towards life and death change in their p
regnancy period, however the effects differ dep
ending on gender among Japanese.
【掲載ページ】694-695

8. ポスター発表｢パートナーの妊娠 単
・出産・育児経験が成人期男性の
死生観に与える影響｣

2015年3月

日本発達心理学会第26
回大会 (東京大学)

パートナーの妊娠・出産・育児経験が成人期男性の
生命観に与える影響を横断的に検討した。結果から
，パートナーの妊娠・出産および育児経験に伴う成
人期男性の生命観は，下位因子によって異なる様相
を示すことが明らかになった。すなわち，「死への
不安・恐怖」や「生への執着」は大学生，妊娠期，
育児期にわたり変化するが，「命に対する態度」，
「人生の目的・希望」や「死後の生活への信念」は
変化しないことが明らかになった。
【掲載ページ】147

9. ポスター発表｢世代性関心の発達 共
的変化についての検討――青年期
・成人期前期・中年期の横断調査
から――｣

2014年9月

日本教育心理学会第56
回総会 (神戸国際会議
場)

【共同発表者】田中 美帆・齊藤 誠一
【担当部分】発表，データ収集・分析，抄録執筆
青年期である大学生，成人期前期にある妊娠期男女
，中年期にある男女を対象に，世代性のうち世代性
関心の発達的変化について検討した。これらの結果
から，青年期女性，成人期前期女性に比べ中年期女
性，中年期においては女性の方がより次世代の子ど
もや後輩との直接的なかかわりをしていること，青
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【共同発表者】田中 美帆・齊藤 誠一
【担当部分】発表，データ収集・分析，抄録執筆
本研究では，妊娠各期における生と死に対する態度
を横断的に検討した。その結果，妊娠初期に比べて
妊娠後期は，人生に目標や目的を持つ傾向にあり，
妊娠中期および後期は自らの死による周囲への影響
を配慮し，生に執着しようとする見方が高まること
が明らかになった。妊娠中期には胎児の存在を実感
し始めるとともに，その命に対する究極的な責任を
意識する時期であるといえ，この時期に生に執着し
ようとする見方も高まることが示唆された。
【演題番号】P6-27
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２．学会発表
年期に比べ中年期により記憶に残る貢献に努めてい
ることが明らかになった。したがって，性差はある
ものの概ね中年期に向けて世代性が形成されていく
ことが示唆された。
【掲載ページ】835
10. 口頭発表｢妊娠･出産･育児経験が 共
成人期女性の生と死に対する価値
観および態度に与える影響｣

2014年8月

第43回日本女性心身医
学会学術集会 (京都府
立医科大学)

【共同発表者】田中 美帆・齊藤 誠一
【担当部分】発表，データ収集・分析，抄録執筆
妊娠・出産・育児経験が成人期女性の生と死に対す
る価値観および態度に与えた影響を横断的に検討し
た。この結果，出産・育児を経験することにより命
を大切にするようになること，妊娠・出産・育児を
経験することにより死に対する不安や恐怖が低下す
ること，妊娠中に自らの死による周囲への影響を配
慮する傾向が上昇することが示された。これらのこ
とから，「死への不安・恐怖」と「生への執着」は
異なる変容プロセスを辿ることが示唆された。
【掲載ページ】94

11. ポスター発表｢The Influence of 共
Personal Experiences on Attitu
des Towards Life and Death Amo
ng Japanese Adults.｣

2014年7月

The 23rd Biennial Mee
ting of the Internati
onal society for the
study of behavioral d
evelopment (East Chin
a Normal University,
China)

【共同発表者】Tanaka, M., Obanawa, W. N., Saito
, S., &. Joh, H
【担当部分】発表，データ収集・分析，抄録執筆
This study aimed to examine personal experience
s that influence Japanese adults’ attitudes to
wards life and death. Participants were 312 adu
lts (163 females) in their twenties to forties.
The findings suggest that various factors have
different effects on people’s attitudes towar
d life and death depending on their age and gen
der among Japanese.
【掲載ページ】61

12. ポスター発表｢過去の経験が青年 単
期の時間的展望と親性準備性に与
える影響｣

2013年9月

日本心理学会第77回大
会 (札幌コンベンショ
ンセンター，札幌市産
業振興センター)

大学生男女の時間的展望と親性準備性の関連と過去
のどのような経験がこれらに影響を与えるのかにつ
いて検討した。男性では，現在の充実感が高まるほ
ど育児への積極性が低下するが，女性では，現在の
充実感や目標指向性，希望が高まるほど，乳幼児へ
の好意感情が高まり，現在の充実感が高まるほど育
児への積極性も高まることが明らかになった。また
，子どもとのふれ合い経験は親性準備性と時間的展
望にも影響を与えていることが明らかになった。
【掲載ページ】948

13. 口頭発表｢成人期の生と死に対す 共
る態度の検討――成人期前期に経
験されるライフイベントに着目し
て――｣

2013年11月

関西心理学会第125回大 【共同発表者】田中 美帆・齊藤 誠一
会 (和歌山大学)
【担当部分】発表，データ収集・分析，抄録執筆
成人期に経験される結婚や子どもを持つことといっ
たライフイベントと命についての観念の関連につい
て検討した。結婚や子どもを持つことにより，命を
より大切に感じるようになり，自らの死による周囲
の人への配慮をするようになる一方で，死を現世か
らの解放であるとする考え方をしなくなることが明
らかになった。これらの結果から，家族を持つこと
が生と死に対する態度に影響を与えることが示唆さ
れた。
【掲載ページ】50

14. ポスター発表「出産経験が女性の 共
共感性に与える影響」

2012年9月

日本心理学会第76回大
会 (専修大学)

【共同発表者】田中 美帆・小花和 Wright 尚子
【担当部分】発表，データ収集・分析，抄録執筆
出産を経験した成人期女性を対象に，妊娠・出産経
験が生と死に対する態度に与えた影響を検討する。
妊娠・出産を経験した女性の生と死に対する態度に
は，その出産経験が初産か経産か，あるいは妊娠中
に切迫早産・切迫流産などの命に関わる出来事を経
験したかに関わらず，「死に対する恐怖」，「生を
全うさせる意志」，「人生に対して死が持つ意味」
は高まる一方，「死の軽視」は低下することが示さ
れた。
【掲載ページ】1046

15. ポスター発表｢出産経験が女性の 共
生と死に対する態度に与える影響
｣

2012年11月

日本教育心理学会第54
回総会 (琉球大学)

【共同発表者】田中 美帆・小花和 Wright 尚子
【担当部分】発表，データ収集・分析，抄録執筆
成人前期の女性を対象に，出産経験が女性の共感性
に与える影響を検討した。その結果，「視点取得」
において，出産後に高まることが示された。この傾
向はとくに初産婦において顕著であった。他者指向
的な共感性の中で感情的側面である共感的配慮につ
いては，妊娠・出産の経験による影響は認められな
かったことから，子どもの情動への対処を繰り返す
ことで，子どもに対してだけでなく，他者の情動に
対しても認知的に共感するようになると示された。
【掲載ページ】315

３．総説
４．芸術（建築模型等含む）・スポーツ分野の業績
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４．芸術（建築模型等含む）・スポーツ分野の業績
５．報告発表・翻訳・編集・座談会・討論・発表等
1. 養育者は身近な死から子どもに生 単
命をどのように教えるのか――家
庭での生命観教育に影響を与える
要因の検討――

2017年5月

発達科学研究教育セン 養育者が家庭での生命観教育に対してどのような態
ター紀要 発達研究, N 度を持っているのか，②この態度に家庭での生命観
o.31, 95-104.
教育の現状や養育者自身の生や死についての考え方
がどのような影響を与えるのか，について探索的に
検討した。その結果，家庭での生命観教育の重要性
や必要性を感じている養育者が多かったが，その実
施についての困難さを抱えている養育者の存在が明
らかになった。また，生命観教育に対する否定的態
度には，養育者自身の死に対する不安や恐怖の高さ
が重要な影響因であることを報告した。平成27年度
発達科学研究教育奨励賞研究助成に基づく研究の報
告である。

６．研究費の取得状況
1. 科学研究費補助金 若手研究
規 (代表)

新

単

2018年4月～ 日本学術振興会
現在

「妊産婦の自殺予防に向けた死への不安・恐怖に関
する総合的発達モデルの構築」として、妊産褥期の
発達的特徴である子との関係性構築に着目し，死へ
の不安･恐怖の発達モデルを構築し，妊産婦の自殺関
連行動との関連を明らかにする。
【課題番号】18K13034

2. 平成27年度発達科学研究教育奨励 単
賞 研究助成 (代表)

2015年9月～ 公益財団法人発達科学
2017年3月
研究教育センター

幼少期の子どもの可能性を引き出し，心身の調和の
とれた発達をはかることをテーマとした特色のある
有為な研究の助成及び褒賞を行う発達科学研究教育
奨励賞を受賞した。「養育者は身近な死から子ども
に生命をどのように教えるのか――家庭での生命観
教育に影響を与える要因の検討――」のテーマにて
学術研究助成を獲得した。

3. 2014年度日本心理学会 国際会議
等参加旅費補助金 (代表)

2015年7月

国際的な研究教育推進のため，国際会議で責任発表
者として発表を行う者の参加旅費に対して補助行う
国際会議等参加旅費補助金を獲得した。本補助金はT
he 23rd Biennial Meeting of the International S
ociety for the Study of Behavioural Development
における｢The influence of personal experiences
on attitudes towards life and death among Japan
ese adults｣に対して支給されたものである。

単

公益財団法人日本心理
学会

学会及び社会における活動等
年月日

事項

1. 2015年9月～現在

日本カウンセリング学会会員

2. 2014年4月～現在

日本女性心身医学会

3. 2013年9月～現在

関西心理学会会員

4. 2013年11月～現在

日本発達心理学会会員

5. 2012年4月～現在

日本心理学会会員

6. 2012年4月～現在

日本教育心理学会会員
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