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教育上の能力に関する事項

事項

年月日

概要

1 教育方法の実践例
1. アクティブラーニングスタジオを活用した能動的
学習の促進

2014年4月～現在

臨床心理学の授業において、本学アクティブラーニング
スタジオを活用し、稼働式ホワイトボードやICTを活用し
、グループディスカッションやグループ別課題の発表を
行うなど、学生による能動的学習を促進した。

2. 音楽療法専修学生による地域貢献活動への参画の
促進

2013年8月2014年9月

「楽器・合奏指導法」や「レパートリーラーニング」の
授業の一環として、特別支援学校や放課後等デイサービ
ス、高齢者施設等における音楽療法ボランティアの場の
提供ならびに音楽療法研究室「ラビッコルーム」を利用
する発達障害児とその保護者への参加型コンサートの企
画と実施の機会を音楽療法専修学生に提供した。

3. 学生による相互評価の導入

2013年04月～現在

「楽器・合奏指導法」においてWEBアンケートを導入し、
グループ別学習の成果発表について、学生相互による評
価をとり入れた。

4. ゼミ指導におけるLMSアプリの導入

2012年04月～現在

ゼミの指導においてLMSのアプリを活用することにより、
各自の研究計画や文献をグループで共有するとともに、
学習に関するスケジュール管理を行うなど、個別・集団
双方における学習環境を整えた。

5. 実習指導および講義科目におけるLMSの活用

2010年04月～現在

「施設実習Ⅰ・Ⅱ」「音楽療法実習Ⅰ～Ⅳ」「レパート
リーラーニング」「楽器・合奏指導法」「音楽療法各論
Ⅰ・Ⅲ」「臨床心理学Ⅰ・Ⅱ」などの実習指導および授
業科目において、課題提示および提出にLMSを活用するこ
とにより、共同担当者と学生の学習状況の把握を可能に
し、指導を行った。またLMS上にデータベースのリンクを
設け、音楽療法で用いる楽曲やそれにまつわる情報につ
いて掲載し、個別学習の環境を整えた。

6. 音楽療法実習における定期的な学内指導

2010年04月～現在

実習期間内に年間４回の事例報告会を行い、記録の書き
方や実践の評価など、振り返りと指導の時間を設けるこ
とにより、学習効果の向上に役立てた。

7. LMSを活用した音楽療法資格試験対策と学習到達度 2010年04月～現在
のモニタリング

音楽学部音楽療法研究室に携わる教員、教務助手との連
携により、本学のLMS(μCAM,GOOGLE CLASSROOM)を活用し
て音楽療法士（補）過去問題コースを作成・構築した。
このことを通じて、「音楽療法総論」や音楽療法士（補
）試験対策の授業において、学生に自身の学習到達度を
伝え、授業外における学生にの自主学習を促進した。さ
らに学習到達度についてモニタリングした。その結果、2
017年度は音楽療法士(補)試験の受験者は100％の合格率
に達した。

8. 本学部音楽療法コースおよび応用音楽学科卒業生
を対象とした認定音楽療法士資格審査のための、
実技および面接指導

2009年09月～現在

本学学生ならびに卒業生を対象に、認定音楽療法士の資
格審査2次試験の対策として、実技試験および面接に向け
た指導を益子務名誉教授・一ノ瀬智子准教授と共同で行
った。

1. 臨床で活用する音楽素材のデータベース構築

2010年04月～現在

音楽療法の臨床現場において活用できる明治時代以降の
音楽素材をデータベース化し、音楽療法実習ならびに音
楽療法各論の授業をはじめ、授業外においても学生にお
ける教材研究に活用している。

2. LMSを活用した音楽療法資格試験過去問題集

2010年04月～現在

音楽療法士（補）過去問題集を応用音楽学科音楽療法専
修全体で作成し、受験対策に向けて学生の自主学習を促
進した。

1. 加古川学園外部講師

2018年4月1日

SSTの一環として音楽療法の指導

2. 神戸刑務所外部講師

2017年04月～現在

B指標の行刑施設の受刑者における処遇困難事例（自殺企
図、失語症、精神症状）へのアートセラピーの一環とし
て、グループによる音楽療法を担当。

3. 日本音楽療法学会近畿支部課題研究委員

2012年04月～現在

日本音楽療法学会近畿支部における課題研究委員として
、全国大会ならびに近畿支部大会において、学会が推進
する課題研究のひとつ「諸民族の文化土壌に根ざした音
楽療法」にかかわるラウンドテーブルの企画や研究発表
の座長を努め、課題研究を推進している。

4. ひょうごヒューマンケアカレッジ音楽療法講座
講師

2011年08月～現在

兵庫県こころのケアセンターが主催する兵庫県音楽療法
士養成講座の講師として「高齢者基礎論」「療法的音楽
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3 実務の経験を有する者についての特記事項
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概要

3 実務の経験を有する者についての特記事項
」を担当し、講義と実技指導を行った。
5. 奈良女子大学非常勤講師

2008年04月～2013年03月

人間関係行動学特殊研究、音楽教育情報学特論・音楽療
法特殊研究担当

6. 奈良少年刑務所外部講師

2000年05月2017年03月

少年受刑者と若年受刑者への音楽療法を実践

7. 社会福祉法人奈良市社会福祉協議会音楽療法推進
室勤務

1994年04月01日2009年03月3 奈良市音楽療法士養成実務ならびに音楽療法推進室の運
1日
営に係る実務のほか、高齢者・障害者児・少年受刑者を
対象とした音楽療法を実践した。この他に、地域福祉活
動計画のワーキンググループにも参加し、計画策定や地
域生活実態調査に参与し、コミュニティにおける音楽療
法に携わった。

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
1. 博士（学術）

2007年09月

2. 臨床心理士

2007年03月

No.17045

3. 日本芸術療法学会認定芸術療法士

2007年03月

No.00135

4. 奈良県社会福祉主事任用資格

1998年03月

5. 日本音楽療法学会認定音楽療法士

1998年03月

No.162

6. 小学校教諭Ⅰ種免許状

1992年03月

平３小ー第1098号

7. 高等学校教諭Ⅰ種免許状（音楽）

1992年03月

平３高ー第1695号

8. 中学校教諭Ⅰ種免許状（音楽）

1992年03月

平３中ー第1682号

1. 神戸刑務所外部講師

2017年4月1日～現在

神戸刑務所受刑者への処遇の一環として音楽療法を導入
・実施。

2. 奈良県生活困窮者自立支援事業外部講師

2017年02月23日～現在

奈良県中和・吉野域生活自立サポートセンター・奈良県
社会福祉協議会が行う奈良県生活困窮者自立支援事業に
おける居場所づくりの一環として音楽活動の場を導入し
、ソーシャルワーカー、産業カウンセラー、就労支援員
とともに、心理的課題を抱える参加者の支援活動を実施
した。

3. 査読

2016年12月

国際ジャーナル「Culture and Psycohology」（編集代表
：JAAN VALSINER）INFORMATION AGE PUBLISHING の査読
を担当した。

4. 尼崎市立立花公民館「立花市民大学」講座の講師

2016年07月08日

同市民大学は、地域高齢者80名(65歳以上)を対象に年間1
3回開催しているが、その第３回目として、「音楽で楽し
く！健康に」をテーマに講座を担当した。内容は、音楽
療法、芸術療法の観点から、健康づくりと介護予防とし
ての音楽の効用について実演を交えながら講義を行った
。

5. 症例報告

2013年12月07日

奈良県臨床心理士会主催音楽療法ワークショップにおい
て、臨床心理士会会員ならびに音楽療法関係者を対象に
音楽療法の効用に関する概説とワークショップを行い、
その実践例として少年刑務所における症例の報告を行っ
た。（会場：帝塚山大学）

6. 同志社大学大学院博士後期課程査読委員

2012年11月2013年3月

同志社大学大学院博士後期課程において、学位論文の査
読委員をつとめた。

7. 鳥の演劇祭シンポジウム「芸術による社会的包摂
ーその実践と未来」パネリスト

2011年09月30日

鳥の劇場運営委員会主催、鳥取県、鳥取市、特定非営利
活動法人鳥の劇場共催によるシンンポジウムにおいて、
財団法人たんぽぽの家理事長播磨靖夫氏ほか３名ととも
にパネリストとして登壇し、「コミュニティーにおける
音楽療法 ～奈良市における障がい児子育てサロンの事例
～」をテーマとして話題提供を行い、コミュニティにお
ける生活と直結した子育て支援としての音楽療法のあり
方と意義について報告した。

8. 行刑施設との研究提携

2011年04月～現在

少年刑務所ならびに刑務所との連携により、少年受刑者
や成年受刑者に対する音楽療法の臨床研究をすすめた。

9. 奈良教育大学との共同研究

2005年06月01日2007年03月3 文部科学省「特別教育研究経費」による「教育大学の特
1日
色・地域性を活かした芸術療法の総合的研究」を目指す
プロジェクトとして、地域高齢者を対象とした音楽療法
の科学的効果について検証した。その性ホルモンの分泌
への効果とそれにつながる臨床モデルを提唱し、この成
果について第29回日本神経科学大会において報告した。

2 特許等
3 実務の経験を有する者についての特記事項

10. 「奈良市地域福祉計画」拡大作業部会メンバー

2004年04月01日2006年03月3 社会福祉法に定められている「地域福祉計画」の策定に
1日
際し、奈良市から協力の要請があり、拡大作業部会メン
バーとして参加した。このなかで、地域における音楽療
法の推進と、福祉団体や教育機関における音楽療法の実

2

職務上の実績に関する事項
事項

年月日

概要

3 実務の経験を有する者についての特記事項
践を市の計画に位置づけるために検討を行った。
11. 「奈良市地域福祉活動計画」策定作業委員会事務
局員／ワーキンググループメンバー／起草メンバ
ー

2002年05月01日2003年03月3 奈良市社会福祉協議会が中心となり、行政・ＮＰＯ・福
1日
祉団体・地域福祉の諸団体・地区住民の協働により、福
祉のまちづくりを目指した計画を策定・起草し、啓発を
図った。

12. 奈良教育大学との共同研究

2001年06月01日2002年03月3 奈良市の音楽療法推進事業と奈良教育大学福井研究室と
1日
の共同研究により、アルツハイマー病高齢者を対象とし
た音楽療法の科学的効果について検証し、音楽療法が細
胞の活性化を促す性ホルモン（テストステロン、エスト
ラジオール）の分泌を促進することを明らかにした。こ
の成果について、第1回日本音楽療法学会で発表したほか
、マスメディアを通じて全国に報道された。

13. 奈良少年刑務所外部講師(音楽療法担当)

2000年5月1日2017年3月31日 少年刑務所受刑者への矯正教育の一環として音楽療法を
導入・実施。

4 その他
1. 大阪矯正管区長感謝状

2015年07月13日2017年03月0 矯正施設（少年刑務所）の少年教育の一環として、平成1
8日
2年度から携わってきた音楽療法実践に対する表彰
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
発表の年月

発行所、発表雑誌等
又は学会等の名称

概要

1 著書
1. Making of The Future The Traje 共
ctory Equifinality Approach in
Cultural Psychology

2016年8月

2. ワードマップ 複線径路等至性ア 共
プローチ（TEA）

2015年3月25 新曜社
日

安田裕子・滑田明暢・福田茉莉・サトウタツヤ（編
）
TEAは、複線経路等至性モデル（TEM）,発生の三層モ
デル（TLMG）,歴史的構造化サンプリング(HSS)によ
って構成される過程と発生を捉えるえる質的研究の
方法論であり、これまで分析ツールとしてのTEMを中
心に発展してきた。このTEMを用いたアプローチ(TEA
）のひとつとして、司法臨床における音楽療法の実
践から、語り手と聞き手の対話を促進し、関係性の
変容をもたらすメカニズムについて検討した。
2-1 5)「矯正教育における音楽療法実践」の執筆を
担当。
掲載頁pp106-113、担当部分は単著。

3. 臨床ナラティヴアプローチ

2015年03月2 ミネルヴァ書房
0日

森岡正芳編著
近年、ナラティヴ（物語）という観点から人の生
活を理解し、支援することが重要視されている。本
書は、心理学をはじめ多くの学問分野にまたがって
発展してきた臨床ナラティヴ・アプローチの入門書
である。
第２部実践編 法務機関でのグループアプローチの
執筆を担当。司法臨床領域の現場における臨床ナラ
ティヴ・アプローチの可能性について、「大切な音
楽」を媒介とした語りをグループアプローチとして
導入した少年受刑者の事例をもとに考察した。
掲載頁pp181-192 担当部分は単著。

4. TEMではじめる質的研究－時間と 共
プロセスを扱う研究をめざして－

2009年04月

誠信書房

サトウタツヤ、安田裕子、森直久、尾見康博、松本
佳久子、渡邊芳之、田垣正晋、荒川歩、香川秀太、V
alsiner Jaan
第４章概念の豊富化と等至点からの前向型研究
第２節『「大切な音楽」を媒介とした少年受刑者の
語りの変容と意味生成の過程』の執筆を担当。
少年教育の一環として、少年受刑者のグループカウ
ンセリングに音楽療法を採り入れた経過を質的研究
の視点から分析した事例研究。
掲載頁pp.101-122 担当部分は単著。

5. 奈良市音楽療法士への道

共

1997年03月

法政出版

大前哲彦、松本佳久子他
奈良市で独自に養成した音楽療法士養成コースのカ
リキュラムについて解説。「施設実習の実践分析」
として、高齢者・障害者・障害児施設の福祉施設に
おける実習のプログラムと評価方法について、担当
執筆した。
掲載頁pp45-57 担当部分は単著。

1. 少年受刑者のグループカウンセリ 単
ングにおける音楽療法―「大切な
音楽」の自己語りにおける意味生
成と変容―

2007年09月

奈良女子大学
文 学術博士

共

INFORMATION AGE PUBLI 安田裕子、サトウタツヤ、Jaan Valsiner 編
SHING
Chapter６「大切な音楽についての語りの意味生成と
変容～非行少年のグループカウンセリングへの音楽
療法の導入」(pp.87-103)を担当執筆し、人格形成途
上にある非行少年を対象とし、音楽療法の臨床の場
における発達的変容について示した。

2 学位論文

3

博士論

少年刑務所受刑者の矯正教育への音楽療法の適用を
試み、「大切な音楽」の自己語りについてモデルと
して提唱し、事例の経過からみられた対話における
意味生成と変容について、意味論的視点から考察し
た。

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
発表の年月

発行所、発表雑誌等
又は学会等の名称

概要

3 学術論文
1. Meaning construction by Musica 共
l Narrative-Group therapy appr
oach for juvenile criminals-(
査読付)

2017年7月4
日

Music Therapy Today,
Summer 2017.448-449

2. Electronic Musical Instruments 共
to Help Beginners Play Music
Ensembles and Discover Errors
(査読付)

2017年7月

Music Therapy Today,S Ando,Y., Aoki, T.,Takehata,N., Wada, M., Ichino
ummer, Vol.13, No.1,p se, T., Yoshizato,T., Matsumoto,K., Okuno, R.,
p.312-313
Akazawa, K. 音楽初心者のためにバリアフリー楽器C
ymisによる合 奏システム、ならびに正しいテンホ？
の演奏との差(ずれ)を測定て？きるソフトウェア・
プログラムを開発し、システム適用の可能性を検討
した。

3. Novel Musical Instrument for S 共
everely Disabled and Healthy
E lderly People to Play (査読
付 )

2017年7月

Music Therapy Today,S Akazawa, K., Horai,M., Masuko,T., Ichinose, T.,
ummer, Vol.13, No.1,p Matsumoto,K.,Takehara,N., Okuno,R. バリアフリ
p.308-309
ー電子楽器 Cyber Musical Insturment with Score(
Cymis)の概要および諸施設における音楽 療法への適
用について報告した。

4. Physiological and Cognitive In 共
vestigation of Playing Instru
ments that Serves Effective C
o gnitive Stimulus (査読付)

2017年7月

Music Therapy Today,S Takehara,N., Aoki,T., Higuchi,T.,Nakayama,M., Y
ummer, Vol.13, No.1,p oshizato,T., Matsumoto,K., Ichinose, T., Okuno
p.535-536
, R., Akazawa, K. 楽器初心者と音楽専攻者が、決
められたテンポにより、音あり・音なし条件てでタ
ッチパネルをポインティングする方法でバリアフリ
ー電子楽器Cymisの演奏を行った。Cymis演奏は、被
験者の回答と脳波計測により認知的な刺激になって
いることが示された。

5. 音楽学部教職課程履修学生に対す 共
るピアノ教育の取り組みー応用音
楽学科における実践報告ー（査読
付）

2017年03月

学校教育センター年報
２ 武庫川女子大学
学校教育センター

今城道子、一ノ瀬智子、松本佳久子、岩谷寿美子、
松川南海、山本麻代、竹原直美
本学応用音楽学科の全学年在学学生を対象にアンケ
ート調査を行い、音楽教員養成に向けたピアノ実技
科目に対する学生のニーズならびに音楽経験や自己
学習等の現状や傾向を把握し、学習支援のあり方に
ついて検討した。

6. 音楽療法実習生の振り返りにおけ 共
る記述の分析 ~経験による「学び
」の変化に着目して~ (査読付)

2017年

栄養科学研究，武庫川
女子大学栄養科学研究
所

竹原直美・一ノ瀬智子・松本佳久子・長谷川裕紀・
青木智美，吉里瞳子
地域高齢者を対象とした音楽療法の実習生による振
り返りにおける記述の計量テキスト分析を行い、経
験による学びの変化を捉えることを試みた。その結
果、学年ごとに用いる言葉の特徴、会話、観察視点
の継時的変化を概観するに至った。

7. Novel Electronic Musical Instr 共
ument with Pre-Programmed Sco
r e for the Disabled to Enjoy
Playing Music(査読付)

2017年

Advanced Biomedical E Akazawa,K.,Ichinose,T.,Matsumoto.,K.Ichise, M.,
ngineering6: 1-7, 201 Masuko, T., Okuno, R.
7.
We have developed a novel electronic musical in
strument with a pre-programmed score, called “
Cymis,” to help the disabled enjoy playing mu
s ical pieces. The purpose of the study was to
de monstrate that Cymis is useful and effective
fo r helping the severely disabled maintain or
imp rove their quality of life. First, the acc
essib ility of Cymis was revealed by the fact t
hat 34 clients (63%) played Cymis for an averag
e of 5 .6 years. Second, each client?s progress
in pe rformance, which possibly
re ects improvements of upper-limb motor contro
l function, was examined for the longest durat
i on of over 7 years. Among 31 clients, 13 (42%
) showed progress, 17 (55%) showed no change (5
o f whom showed progress initially but then re
gre ssed to their original status), and 1 (3%)
reve aled deterioration in condition. Third, ps
ychol ogical effects were measured using an ori
ginal Face Scale before and after playing Cymis
, for a total of 395 performances by 38 clients
. Clie nts became happier in 208 performances (
53%), s howed no changes in 139 (35%), and beca
me sadde r in 48 (12%). Finally, with respect t
o their c are plans, 19 of 52 clients (37%) sel
ected Cymi s in 2015, and this number itself im
plies the i mportance of Cymis.In conclusion, C
ymis was use ful, effective, and attractive to
the disabled;
it permitted them to enjoy playing music that
might not otherwise be possible, and some evide
nce of therapeutic effect was found.

8. Development of a System Combin 共
ing a New Musical Instrument
a nd Kinect: Application to Mu
si c Therapy for Children with
Au tism Spectrum Disorders (
査読付)

2016年

International Journal
of Technology and In
clusive Education, Sp
ecial Issue Volume 3,
Issue 1, 2016,pp. 93
8-947
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Matsumoto, K., Takehara, N., Ichinose, T., Iga
ri, U.,
行刑施設における受刑者への音楽療法として、「大
切な音楽」の語りを導入し、計量テキスト分析と意
味論的分析を通じて臨床的変化を検討した。

Ichinose.T., Takehara.N, Matsumoto.K., Aoki.T.,
Yoshizato.T.,
Okuno.R., Watabe. S., Sato.K., Masuko.T., Akaza
wa, K.
This study describes a novel system that links
an electronic instrument called Cyber Musical I
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3 学術論文
nstrument with Score (Cymis) and a game device
called Kinect to provide music therapy for chil
dren with autism spectrum disorders (ASD). The
system was developed to facilitate independent
and active participation of children with ASD i
n music
activities and teach them to integrate visual
and audio sensory, motor, and physical awarenes
s. The system combining Cymis and Kinect has be
en applied to both typically developing childre
n and those with ASD, demonstrating that it can
be used appropriately by either group. Prelimi
nary studies indicate that the opportunity to
“play” a familiar song by making desired move
ments can motivate children with ASD or simila
r
cognitive symptoms to improve on-task behavior
and collaborate effectively with a partner whi
le the accompanying video images can be either
motivating or distracting. The data obtained fr
om these trials can be used for further empiric
al research and practical application of the sy
stem in music therapy for children with ASD.
9. The meaning construction of Mu 単
sical Narrative-The therapeuti
c processes in the narratives
of life history for juvenile d
elinquents in jail(査読無)

2014年12月

6eme symposium Japon
ais-Francais de rech
erche
biographique et d’hi
stoires de vie en f
ormation
L’Universite de Kobe
,l’equipe Profeor-CI
REL de
l’universite SHS de
Lille 3 etle College
International de Rech
erche Biographique en
Education ont le pla
isir de vous
convier pp.33-39

ライフヒストリー研究において、Musical Narrati
veという新たな方法論を提示し、その換喩的意味作
用とライフヒストリーの変容のメカニズムについて
少年受刑者のグループカウンセリングの事例を通じ
て概説した。心理臨床の対話における「連想の場」
の治療的機能について、意味論的視点から考察した
。

10. 集団・福祉コミュニティ 音楽を 単
媒介とした新たな関係をつむぐ実
践研究の試み（査読無）

2014年08月

臨床心理学 増刊第6号
pp,171-175 金剛出版

臨床心理職のための『研究論文の教室』」研究論文
の読み方・書き方ガイドをテーマにした特集におい
て、集団・福祉コミュニティの領域を担当し、地域
高齢者や障害児子育てサロン等に関する実践研究の
事例を通して、研究の視点やポイントについて概説
した。

11. Important clinical information 共
in music therapy（査読付）

2014年07月

Music Therapy Today,
Summer 2014, vol.10,
No.1, 372-373
World Federation of M
usic therapy

Takehara N., Yano T., Masuko T., Ichinose T., M
atsumoto, K., Aoki T., Yokoya M.
日本の音楽療法の報告書に用いられる言葉の共起関
係を可視化した．“ネットワーク分析”の結果に基
づき、音楽療法分野における新たな分類・評価法に
ついて考察した。分析結果によると音楽に関する言
葉が間主観性・自己・他者間の表現・コミュニケー
ションに関わる言葉と関連することが示唆された。

12. 音楽療法におけるテクノロジーの 共
活用―2000年以降の文献レビュ
ーを中心に―（査読付）

2014年03月

音楽教育実践ジャーナ
ル,Vol.11, No-2, 6065.
日本音楽教育学会

著者:一ノ瀬智子・松本佳久子・竹原直美・渡部信一
音楽療法の領域におけるテクノロジー活用の状況、
テクノロジー活用に対する音楽療法士の意識、なら
びに養成教育におけるテクノロジー活用の観点から
、音楽療法の実践と教育におけるてテクノロジー活
用につ関する文献レビューの結果を報告した。

13. Promoting elderly well-being t 共
hrough group music activities
: psychological and physiologi
cal evaluation. group music ac
tivities: psychological and ph
ysiological evaluation.（査読
付）

2011年7月

Music Therapy Today,
Summer 2011, Vol.9, N
o.1,104-105.
World Federation of M
usic therapy

Ichinose T., Matsumoto K., Masuko T., et al.
社会福祉協議会や地域の専門機関との恊働のもと、
地域高齢者への音楽活動を、音楽療法を学ぶ大学生
が行った。その結果、質問紙による心理指標と生理
指標による評価測定により、健康維持・促進のみな
らず、社会参加への動機づけが認められた。

14. 「大切な音楽」についての自己語 単
りの対話における意味作用（その
２）～少年受刑者のグループカウ
ンセリングにおける音楽療法～（
査読無）

2009年03月

臨床音楽療法研究第11 少年犯罪受刑者のグループカウンセリングに音楽療
号,pp.50-56奈良市音楽 法を導入することにより、「友だち」「先輩」「親
療法研究会
」など、重要な他者との様々な対人関係や、事件の
被害者について語り、多様な自己の在り様について
意識するに至った。このことから、語りにおける意
味生成と変容について、意味論的視点から検討した
。

15. 聴覚障害児と健聴児のリズムパタ 単
ーン反応の形成―原初的音楽経験
形成のための教育方法の基礎研究
―（査読無）

2008年04月

教育システム研究，４ リズムパターン反応の弁別と再生について、聴覚障
，pp.77-91 奈良女子大 害児と健聴児との比較検討を行った。
学教育システム研究開
発センター

16. 「大切な音楽」についての自己語 単

2008年03月

臨床音楽療法研究第10
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3 学術論文
りの対話における意味作用～少年
受刑者のグループカウンセリング
における音楽療法～（査読無）

号,pp.68-74 奈良市音
楽療法研究会

法を導入することにより、「友だち」「子ども」「
彼女」「親」など、重要な他者との様々な対人関係
や、事件の被害者について語り、多様な自己の在り
様について意識するに至った。このことから、語り
における意味生成と変容について、意味論的視点か
ら検討した。

17. 特集 事例研究の意義を考える「 単
クライエントの理解につながる事
例研究」（査読無）

2008年01月

日本音楽療法学会誌Vol クライエントを理解し、実践に還元するために不可
.8/No.1 pp.61-66
欠な事例研究について、研究のあり方と目的・方法
について概説した。

18. 「大切な音楽」についての自己語 単
りにおける意味の生成と変容につ
いて～少年受刑者グループカウン
セリングにおける音楽療法の経過
から～（査読無）

2007年03月

臨床音楽療法研究第９
号,pp.69-76 奈良市音
楽療法研究会

少年犯罪受刑者のグループカウンセリングに音楽療
法を導入し、ピアノを用いてアンサンブルを行い、
その後「大切な音楽」の語りを適用した事例の経過
において、対話における意味の変化からグループに
おける関係性の変化について分析し、考察した。

19. 音楽療法とコミュニティーの協働 共
が生み出す社協活動の新たな可能
性～奈良市における地区社協主体
の障がい児子育てサロン活動の事
例から～（査読付）

2007年03月

機関誌『日本の地域福
祉』（20）p121-130.
日本地域福祉学会

渡邊靜穂、松本佳久子、仲島徳巳
自治体が認定する音楽療法士と社会福祉協議会職員
の立場から、地域で孤立しがちな障がい児子育て支
援活動について、コミュニティーワーカーと音楽療
法士が協働することの意味と可能性について報告し
た。

20. 音楽の語りにおける意味生成とそ 単
の変容について～少年受刑者矯正
グループにおける矯正教育として
の音楽療法の経過から～（査読無
）

2006年03月

臨床音楽療法研究第８
号,pp.50-57 奈良市音
楽療法研究会

少年犯罪受刑者のグループカウンセリングに音楽療
法を導入し、ピアノを用いて打楽器のグループ即興
演奏やアンサンブルを行い、その後「大切な音楽」
の語りを適用した事例の経過において、対話におけ
る意味の変化からグループにおける関係性の変化に
ついて分析し、考察した。

21. “大切な音楽”についての語りの 単
意味とその変容：少年犯罪グルー
プへの音楽療法の経過から(査読
付)

2006年03月

日本芸術療法学会誌,35 少年受刑者矯正グループのカウンセリングに「大切
(1)pp.95-103
な音楽」の語りを適用した事例の経過において、対
話における意味生成と変容について考察した。

22. ストレスマネジメントにおける音 単
楽の可能性について--非行臨床に
おける『大切な音楽』の語りから
（査読無）

2005年10月

更生保護56(10),pp.28- 処遇者のストレスマネジメントという観点から、音
31 日本更生保護協会/ 楽療法の果たし得る役割、可能性とともに、非行臨
法務 省保護局編
床における処遇の一方法として音楽療法の可能性に
ついて述べた。

23. 大切にしている歌かが社会とつな 単
が るチャンネルになる『SEE YOU
』（査読無）

2005年06月

"theミュージックセラ
ピー" 2005vol.7,pp.3
4-35

非行臨床における処遇の事例を通じて、音楽と人と
のつながりについて紹介した。

24. アンサンブルにおけるレパートリ 単
ー曲がグループ内交流にもたらし
た作用～少年犯罪グループにおけ
る矯正教育としての音楽療法の経
過から～（査読無）

2005年03月

臨床音楽療法研究第７
号,pp.74-82 奈良市音
楽療法研究会

少年犯罪受刑者グループに音楽療法を導入し、ピア
ノを用いてギターとアルトサックスによるアンサン
ブルを行い、その経過において現れたグループの変
化について考察した。

25. 少年犯罪グループにおける音楽療 単
法の経過について～“キレる”こ
とに関する語りを通じたＡの変化
～（査読無）

2004年03月

臨床音楽療法研究第６
号,pp.33-50 奈良市音
楽療法研究会

少年犯罪受刑者のグループカウンセリングに導入し
たピアノを用いて打楽器のグループ即興演奏を行い
、その後「大切な音楽」の語りを適用した事例の経
過において、対話における意味の変化からグループ
における関係性の変化について分析し、考察した。

26. 常習性犯罪受刑者グループカウン 単
セリングの過去の自己語りにおけ
る音楽の意味作用について（査読
無）

2003年03月

臨床音楽療法研究第５
号,pp.91-97 奈良市音
楽療法研究会

少年刑務所受刑者の調査から得たライフイベントと
その背景にある音楽との関係について分析した。

27. 常習性犯罪受刑者グループの事例 単
Ｍにおける音楽療法の経過につい
て（査読無）

2002年03月

臨床音楽療法研究第４
号,pp.63-76 奈良市音
楽療法研究会

常習性犯罪受刑者のグループカウンセリングにピア
ノを用いて打楽器のグループ即興演奏を行い、その
後「大切な音楽」の語りを適用した事例の経過にお
いて、対話における意味の変化から、事例における
対人関係の変化について分析し、考察した。

28. 少年刑務所グループカウンセリン 単
グにおける音楽療法導入の試み～
受刑者Ａにおける音楽ライフステ
ージを通して～（査読付）

2001年11月

長良川国際音楽療法セ
ミナー懸賞論文集、岐
阜県音楽療法研究所発
行 pp.31-46

常習性犯罪受刑者のグループカウンセリングに導入
した音楽療法の導入の事例研究。

29. 二重構造の表現を隠れ蓑として自 単
己の感情の抑圧傾向を開放した事
例について～常習性犯罪受刑者グ
ループの事例Siにおける音楽療法
の経過～（査読無）

2001年03月

臨床音楽療法研究第３ 常習性犯罪受刑者のグループカウンセリングに音楽
号,pp.94-107 奈良市音 療法を導入し、ピアノを用いて打楽器のグループ即
楽療法研究会
興演奏を行い、その後「大切な音楽」の語りを適用
した事例の経過において、対話における意味の変化
からグループにおける関係性の変化について分析し
、考察した。

30. 音楽療法における常習性犯罪受刑 単
者の心的変化について～YA級対象
者の個別事例を通して～（査読無
）

2000年03月

臨床音楽療法研究第２ 常習性犯罪受刑者のグループカウンセリングに音楽
号,pp.85-106 奈良市音 療法を導入し、ピアノを用いて打楽器のグループ即
楽療法研究会
興演奏を行い、その後「大切な音楽」の語りを適用
した事例の経過において、対話におけるグループの
変化について考察した。

31. 音楽療法の定着を目指した実践研 単
究の取り組みについて（査読無）

1999年03月

臨床音楽療法研究創刊 音楽療法が福祉現場において普及・定着するのに必
号,pp.94-107 奈良市音 要な実践研究のあり方について考察した。
楽療法研究会
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3 学術論文
32. 四万十川上・中流域のくらしと音 共
楽（Ⅳ）高知県窪川町―１（査読
無）

1995年10月

神戸大学発達科学部研
究紀要1-1 pp.101-116

著者：岩井正浩、上西律子、槇田盤、川本友子、松
本佳久子、大塚由貴子、藤川順子、中野伸一、大西
賢太郎
四万十川の上中流域における地域住民の生活環境と
くらしにかかわる音生活を詳細に調査した。この中
で人口動態や産業構造などのデータを基に、伝承文
化を支える地域住民のくらしの基盤に関する調査を
担当した。

33. 四万十川上・中流域のくらしと音 共
楽（Ⅲ）高知県梼原町松原（査読
無）

1995年03月

神戸大学教育学部研究
集録90 pp.167-190

著者：岩井正浩、樋口昭、桜井寛、藤井千尋、黒田
晴子、川本友子、松本佳久子、大塚由貴子
四万十川の上中流域における地域住民の生活環境と
くらしにかかわる音生活を詳細に調査した。この中
で人口動態や産業構造などのデータを基に、伝承文
化を支える地域住民のくらしの基盤に関する調査を
担当した。

1. Knowing/Communicating The Clin 共
ical Process In Music Therapy
Practice 2 Illustrative Approa
ches

2017年7月7
日

The 15th World Congre Ikuno, R., Gilvertson, S., Matsumoto, K., Miyak
ss of Music Therapy
e, H.
ラウンドテーブル「臨床の知・音楽療法実践におけ
るプロセスの内容を知ることと伝えること」に登壇
し、質的・量的検討を含めたプロセスの可視化につ
いて事例研究を通じて報告した。

2. Meaning Construction by Musica 共
l Narrative : Group Therapy A
p proach for Juvenile Criminal
s

2017年7月5
日

The 15th World Congre Matsumoto, K., Takehara, N., Ichinose, T., Igar
ss of Music Therapy
i, U., 行刑施設における受刑者への音楽療法とし
て、「大切な音楽」の語りを導入し、計量テキスト
分析と意味論的分析を通し？て臨床的変化を検討し
た。

3. 処遇困難受刑者への音楽療法導入 共
による探索的検討

2017年09月0 日本犯罪心理学会
2日

松本佳久子,鍋島宏之,宮本悠起子
高齢者や精神障害を含むいわゆる処遇困難事例と言
われる受刑者に、再販防止や、集団における適応を
目指し、アート体験活動を導入した。本研究では、
その一環として行った音楽療法の効果について質的
・量的研究を通じて探索的に検討した。

4. 若年受刑者に対する音楽療法の効 共
果検証

2016年10月1 大阪矯正実務研究会（
9日
於 プリムローズ大阪
）

井上慎、小西好彦、松本佳久子
奈良少年刑務所において、受刑者への矯正教育の一
貫として実施している音楽療法の成果について報告
した。当日は大阪管区をはじめ、検察、同管区に所
属する矯正施設の教育専門官ら関係者が参加した。

5. Meaning construction by Musica 単
l Narrative-Group therapy appr
oach for juvenile delinquents(Topic Session "when the livin
g moment is created in the the
rapeutic dialogue")-

2016年09月0 The John Paul II Cath
7日～10
olic University of Lu
blin, POLAND
第９回対話的自己国際
会議
the Ninth Internation
al Conference on the
Dialogical Self
(ICDS：The Internatio
nal Society for Dialo
gical Science)

Masayoshi Morioka, Koichi Hirose, Kakuko Matsum
oto
トピックセッションにおいて、心理臨床場面におけ
る事例研究報告を担当した。少年受刑者の集団音楽
療法として導入した「大切な音楽」を媒介とした語
りにおいて、臨床的変化を意味論的に分析し、検討
した。

6. 少年受刑者グループにおける音楽 共
療法の活用-語りの変化に着目し
て-

2016年09月0 第54回日本犯罪心理学
4日
会（東洋大学）

松本佳久子、井上慎、小西好彦
発達障害や鬱を背景に持つ少年受刑者のグループカ
ウンセリングに音楽療法を導入し、語りの変化に着
目して意味論的分析を行った。それと同時に、語り
と非言語コミュニケーションから抽出したテキスト
データを計量テキスト分析することによって探索的
検討を行い、臨床的変化の可視化を試みた。

7. ”大切な音楽”によって示される 共
ものと語られるものー少年受刑者
への集団音楽療法の語りにおける
コンテクストの分析ー

2015年11月2 第47回日本芸術療法学
8日
会（目白大学）

松本佳久子,竹原直美
少年刑務所に収容されている少年受刑者への音楽療
法として、「大切な音楽」の語りの事例において、
示されるものとその語りについてテキストマイニン
グと意味論的分析から検討した。

8. 発達障がいの疑いのある就学前児 共
への集団音楽療法による社会性促
進～ELANを用いた行動観察による
評価を中心とした事例研究～

2015年09月1 第15回 日本音楽療法学 串田加奈, 松本佳久子,竹原直美
2日
会学術大会（札幌）発 発達障がいの疑いのある就学前児童の音楽療法の事
表要旨集 p42
例において、対象児の行動を記録し、社会的遊びや
アイコンタクトなどの非言語コミュニケーションな
ど社会性の観点からELANを用いた分析を行い、音楽
療法による社会性促進を検討した。

9. “大切な音楽”をテーマとした語 単
りの換喩的意味作用と連想の場
―少年受刑者グループへの活用事
例―

2014年10月1 日本催眠医学心理学会
8日
第60回・日本臨床催眠
学会第16回合同大会

その他
１．学会ゲストスピーカー
２．学会発表

7

少年受刑者のグループカウンセリングにおいて、「
大切な音楽」を媒介とした語りを導入した。このこ
とによる換喩的意味作用と、それらの意味の生成と
変容がもたらす連想の場について報告した。

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

２．学会発表
10. 障害児への音楽療法における親の 共
心理的変化について～母親へのイ
ンタビューとアンケート調査の事
例から～

2014年09月2 第14回 日本音楽療法学 寺岡千紘, 吉里瞳子, 竹原直美, 松本佳久子 障がい
1日
会学術大会, p.227
児の音楽療法場面・生活場面におけるコミュ ニケー
ション・関わり行動の変化と保護者の心理的 側面の
変化について調査した結果を報告した。

11. 音楽と映像の相乗効果が気分と印 共
象に与える影響

2014年09月2 第14回 日本音楽療法学 松野純男, 向畑美菜, 竹原直美, 松本佳久子, 一ノ
1日
会学術大会要旨集, p.2 瀬智子, 長谷川裕紀
11
音楽と映像のずれの影響について発表した。結果で
は、ダンス経験者において、課題ごとの印象の変化
を敏感に認知する傾向を認めた。また、主成分分析
を用いることで、この変化が精神的な「緊張」「緩
和」に基づくものであることが示された。「緊張」
「緩和」の指標として、唾液中s-IgAが有用な生体指
標になる可能性が示された。

12. ELANを用いた音楽療法の臨床記録 共
・評価の構築・分析に関する基
礎 研究Ⅱ～広汎性発達障がい児
の音 楽療法場面における遊びと
社会的 発達の変化の分析事例～

2014年09月2 第14回 日本音楽療法学 増田沙耶香・竹原直美・青木智美・松本佳久子
0日
会学術大会, p.110
広汎性発達障がい児の音楽療法中の遊びの社会的参
加度と表現の主張性・協調性、セラピストの関わり
方の変化について音声映像を通じた評価を行った。
結果では、遊び行動の変化より、社会性発達の向上
が示され、セラピストの関わり方の変化には、対象
児童の社会性の発達の変化が反映されていることが
示された。

13. ELANを用いた音楽療法の臨床記録 共
・評価の構築・分析に関する基
礎 研究Ⅰ～重度障がい児の音声
表現 ・コミュニケーション場面
に注目 した分析事例～

2014年09月2 第14回 日本音楽療法学 竹原直美・一ノ瀬智子・松本佳久子・青木智美・吉
0日
会学術大会, p.109
里瞳子
音声映像に直接注釈をつけることのできるELANを用
いた音楽療法の臨床評価法について紹介した。重度
障がい児の音楽療法における対象児・臨床者間の表
現・コミュニケーションを可視化・定量化するため
の評価・分析手法について発表した。

14. Meaning Construction and Its T 共
ransformation in Musical Narra
tive with a personal meaning
～Music Therapy in Group Couns
eling for Juvenile Delinquents
～

2014年08月2 The Eighth Internatio
1日
nal Conference on the
Dialogical Self
The Hague University,
The Hague, The Nethe
rlands.

森岡正芳、廣瀬幸市、松本佳久子、井倉未樹、川島
由理子、中薗冴子
"The imaginative area created in the psychother
apeutic dialogue"をテーマとしたトピックグループ
の中で、少年受刑者の語りとその意味作用について
事例を通じて考察した。

15. IMPORTANT CLINICAL INFORMATION 共
IN MUSIC THERAPY

2014年07月0 World Congress of Mus
8日
ic Therapy 2014 Abstr
acts POSTERS, PO023,J
uly 7-12, 2014, pp359
-360.

Naomi Takehara, Tamaki Yano, Tsutomu Masuko, To
moko Ichinose, Kakuko Matsumoto, Tomomi Aoki, M
egue Yokoya
日本の音楽療法の報告書に用いられる言葉の共起関
係を可視化した”ネットワーク分析”の結果に基づ
き、音楽療法分野における新たな分類・評価法につ
いて考察した。分析結果によると、音楽に関する言
葉が間主観性・自己・他者間の表現・コミュニケー
ションに関わる言葉と繋がりを持つことが示された
。

16. 障がい児を対象としたコミュニケ 共
ーション支援・評価 システム構
築に関する基礎研究

2014年03月

竹原直美、松本佳久子他長時間の音楽療法場面の音
声映像に、音楽的発達と言語的発達、臨床関係(遊び
の関係)や表現・コミュニケーション行動に関わる
重要な情報を総合的に記録・評価・分析するための
基礎研究の事例について発表した。

17. 言葉のつながりから音楽療法の臨 共
床を理解する～2001年～2010年
の 児童領域における質的事例報
告の 計量分析を通じて～

2013年09月0 第13回 日本音楽療法学 竹原直美, 青木智美, 一ノ瀬智子, 松本佳久子, 横
7日
会学術大会要旨集, p.9 家愛恵
1
音楽療法士の観点を計量言語的に明らかにするため
の基礎研究として2001～2005年度の日本音楽療法学
会学術大会要旨集より、児童領域の事例報告文書の
関連用語分析を行い、その結果を報告した。

18. 「大切な音楽」についての語りに 単
おける意味生成と変容～少年受刑
者のグループアートセラピーと語
り～

2013年09月

日本犯罪心理学会第51
回大会 大阪教育大学

少年受刑者４名のグループカウンセリングの事例か
ら、矯正教育に激しく抵抗を示していた受刑者にお
ける「大切な音楽」を媒介とした語りの変化と意味
作用について検討し、報告した。

19. “大切な音楽”によって示される 共
ものと語られるもの～少年受刑者
グループカウンセリングにおける
音楽療法～

2012年12月

第44回日本芸術療法学
会 創価大学

松本佳久子、篠山義郎
少年受刑者のグループカウンセリングに音楽療法を
導入することにより、自らの事件や問題に直面する
などの変化がみられた事例の経過から、「大切な音
楽」によって示されるものとと語られるものの意味
と、セラピーにおける機序について検討し、報告し
た。

20. 音楽療法の報告書に関する計量分 共
析の試み～児童領域の臨床研究
に 必要な情報を探る～

2012年09月0 第12回 日本音楽療法学 竹原直美, 青木智美, 一ノ瀬智子, 松本佳久子, 横
9日
会学術大会,p.80
家愛恵
音楽療法士の観点を計量言語的に明らかにするため
の基礎研究として2001～2005年度の日本音楽療法学
会学術大会要旨集より、児童領域の事例報告文書の
関連用語分析を行い、その結果を報告した。

21. 画像と音楽の相乗効果がもたらす 共
心理的変化について

2012年09月

日本音響学会、2013年
春季研究発表会講演論
文CDROM,pp.1485-1486

第12回日本音楽療法学
会学術大会（宮崎シー
ガイアコンベンション
センター）

8

松本佳久子,中西めぐ,松野純男,一ノ瀬智子,益子務
TATの図版に異なる性質の音楽を組み合わせることに
より、気分・印象・語りにどのような変化をもたら
すのかを検討し、それらの変化に個人の内的要因が
どのように作用するのかを心理的側面から考察した

研究業績等に関する事項
著書、学術論文等の名称

単著・
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。
22. 音楽療法の質的事例報告に関する 共
計量分析の試み～歌唱とこころ
・ からだ・社会に着目して～

2011年09月1 第11回 日本音楽療法学 竹原 直美, 一ノ瀬 智子, 松本 佳久子
0日
会学術大会要旨集, p.7 音楽療法の多量の事例報告を計量的に分析する試み
4
を行い、歌唱と関連がみられる言葉の抽出結果と、
大会のテーマであった、こころ・からだ・社会に注
目した分析結果を発表した。

23. Promoting elderly well-being t 共
hrough group music activities:
psychological and physiologic
al evaluation

2011年07月

2011 WFMT World Congr
ess of Music Therapy
in Seoul, Korea
Sookmyung Women's Uni
versity

一ノ瀬智子, 長谷川裕紀, 松本佳久子,深見のどか、
篠永綾香、渡辺恭子、岡部真由美、北田恵子、仲野
杏奈、山田麻惟子、益子務
高齢者の健康増進という観点から集団音楽活動の効
果を身体・心理・生理学的側面から評価を行った。

24. “大切な音楽”をテーマとした自 単
己語りの換喩的意味作用 矯正教
育における臨床への活用事例から

2010年10月

日本催眠医学心理学会
・日本臨床催眠学会第1
2回合同学術大会
（鹿児島大学）

少年受刑者のグループカウンセリングにおいて「大
切な音楽」の語りから重要な他者や出来事について
語るに至った事例から、語りにおける音楽の換喩的
意味作用と意識変容への影響について考察し、報告
した。

25. 地域高齢者を対象とした音楽活動 共
による介入効果～ＰＯＭＳと免疫
・内分泌系

2010年09月

第10回日本音楽療法学
会学術大会
於：神戸国際会議場

長谷川裕紀・一ノ瀬智子・篠永綾香・深見のどか・
渡辺恭子・松本佳久子・益子務
武庫川女子大学高齢者栄養科学研究センタ―による
地域プロジェクト「音楽で楽しく健康のつどい」参
加者を対象として、音楽活動が及ぼす心理的・生理
的な効果について検証した。

1. 対話の意味生成と変容ー少年受刑 共
者への音楽療法の導入ー

2017年9月9
日

第９回対話的自己国際
学会(ICDS：The Intern
ational Society for D
ialogical Science)(於
：ヨハネパウロ２世カ
トリックルブリン大学
）

Topic Group(テーマ：臨床的場に素の時間が生じる
とき、企画者：森岡正芳）において話題提供を行い
、少年受刑者のグループに臨床的変化をもたらす際
の対話の意味生成とそのメカニズムについて、意味
論的分析を通じて示した。

2. 臨床から理論をつむぐ～非行臨床 共
の現場における試みについて～

2016年9月17 第16回日本音楽療法学
日
会（仙台国際センター
）

３．総説
４．芸術（建築模型等含む）・スポーツ分野の業績

自主シンポジウム"日本における音楽療法のさらなる
発展を目指して～臨床・研究・理論の３本柱を考え
る"（企画：猪狩裕史）の話題提供者として、演繹と
帰納、質的と量的などの間にある臨床的研究の視点
や理論について、事例研究を通じて報告し議論を深
めた。

５．報告発表・翻訳・編集・座談会・討論・発表等
1. Musical Narrativeとその意味作 単
用―少年受刑者によるライフヒス
トリーの語りの変容から

2014年12月0 第6回ライフヒストリー 「語る」ことを方法とするライフヒストリーに，心
4日9:30～18 研究日仏国際シンポジ 理学，教育学，社会学，人類学等，さまざまな方面
:00
ウム（リール第３大学 からの関心が集まっています。ライフヒストリーを
）
人間科学の実践的研究方法として取り組んできた現
神戸大学ライフヒスト 状について、午後は日本の社会教育研究，臨床心理
リー研究会・神戸大学 学研究の立場からの報告をし，リール第3大学のニヴ
大学院人間発達環境学 ィアドムスキー教授らによるProfeor CIREL研究者グ
研究科主催/リール第3 ループ*との協議を行い，実践=研究方法としてのラ
大学Profeor CIREL共催 イフヒストリーに関する研究の交流と課題について
討議した。報告８として、少年受刑者におけるMusic
al Narrativeを導入することによるライフストーリ
の意味生成と変容について報告した。

2. コミュニティーにおける音楽療法 単
～奈良市における障がい児子育
てサロンの事例～

2011年09月2 鳥の演劇祭シンポジウ
5日
ム『芸術による社会的
包摂ーその実践と未来
』
主催 鳥の劇場運営委
員会
共催 鳥取県 鳥取市
特定非営利活動法人
鳥の劇場

パネリスト：播磨靖夫（財団法人たんぽぽの家理事
長）・竹川俊夫（鳥取大学地域学部地域政策学科准
教授）・福森伸（社会福祉法人太陽会入所支援施設
しょうぶ学園施設長）・井手添敬子（NPO法人「楽」
理事長・福祉美容師）松本佳久子
進行：五島朋子（鳥取大学地域学部附属芸術文化セ
ンター准教授）
パネリストとして登壇し、コミュニティーにおける
音楽療法を通じた障がい児子育てサロンの事例を通
じてコミュニティにおける生活と直結した子育て支
援としての音楽療法のあり方と意義について報告し
た。

3. 非行少年の語りと音楽

共

2011年09月

日本心理臨床学会

相談室での非行少年への対応
―非行の専門機関以外で心理臨床家が非行少年にか
かわるにはどうすればよいか―
企画者 岡本英生 河野荘子 話題提供者 橋本和
明 松本佳久子 崎長幸恵
指定討論者 齊藤誠一 河野荘子
非行の専門機関以外で非行ケースを扱う場合のむず
かしさ，問題点などを検討しつつ，非行ケースへの
効果的な対応の仕方や今後の課題などについて検討
した。そのなかで、少年刑務所におけるグループカ
ウンセリングの事例について報告した。

4. 少年刑務所と音楽療法―心の闇

共

2008年01月

臨床心理学8(1)

エッセイ:リンショウゲンバ 43」を担当。 少年刑務
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概要

５．報告発表・翻訳・編集・座談会・討論・発表等
届く「大切な音楽」の語り

出版

所における音楽療法の現場で出会ったいく つかの事
例を通して、少年受刑者の特徴と彼らの心 の闇に届
く音楽について述べた。
編集者:伊藤良子、乾吉佑、岸本寛史、北山修、鶴
光代、下山晴彦、田嶌誠一、村瀬嘉代子、森岡正芳
掲載頁pp72 -74 担当部分は単著。

６．研究費の取得状況
1. 発達障害におけるコミュニケーシ 共
ョンの文脈に視点をおいた音楽療
法プログラムの構造化

2015年～201 基盤研究（C）
8年度

本研究は、発達障害における社会性の障害に着目し
、前言語（Pre-Verbal）から言語的（Verbal）段階
に至コミュニケーションを促進する音楽療法プログ
ラムの構築を目指す。
そのために、臨床において、意味の生成と変容をも
たらす時間・空間的コンテクストに着目し、コミュ
ニケーションにおける質的変化の可視化を目指す。
具体的には、沈黙や「間（ま）」などの前言語的感
情表出行動をコード化し、データベースを作成し、
計量テキスト分析ソフトKHcoderによる共起ネットワ
ーク分析により空間的文脈を示す。またELANによる
行動分析を通じて感情表出行動の時間的コンテクス
トを示す。これらの計量的分析と関与観察によるナ
ラティヴ分析とを統合する質的・定量的評価方法を
検討する。
（代表：松本佳久子）

2. 発達障害児への音楽療法における 共
ICT(情報通信技術)を活用した
楽曲演奏

2014年～201 基盤研究(C)
6年度

本研究は、多くの発達障害児が困難を抱える物事の
因果関係や順序性の理解を促進することを目的とし
た音楽療法のためのプログラム開発を目的とする。
そのために視覚、聴覚、身体意識を統合するための
楽曲演奏の方法として、バリアフリー電子楽器Cymis
(Cyber Musical Instrumentwith Score)、ならひび
に動作により操作するゲームデバイスKinect(マイ
クロソフト社)を適用する。そのことにより、ICT(
情報通信技術)を活用し、楽器演奏を介した世界初
の発達障害児への音楽療法プロトコルを構築する。
（代表：一ノ瀬智子）

3. 生活史法による臨床物語論の構築 共
と公共化

2013年04月
～2016年度

ナラティヴ(物語;語り)という視点は、個人の体験の
現実に接近する視点を提供するものである。本研究
は生活史を自己物語(self-narrative)の観点から基
礎づけ、医学や教育学にまたがる領域における生活
史の方法論を統合し、心理教育的方法として洗練さ
せる。そして心理臨床、医療看護、障害者の自立支
援、コミュニティ教育・成人教育などの心理社会的
支援に活用する。この実践を通じて、生活史法を人
間科学に定位し、臨床物語論の公共的な展開を目指
す。
（代表：森岡正芳）

基盤研究(A)

学会及び社会における活動等
年月日
1. 2017年9月27日

事項
日本矯正教育学会

会員

2. 2008年04月～現在（理事就任は、 奈良県臨床心理士会(理事)
2015年05月～）
3. 2008年02月～現在

日本エリクソンクラブ会員

4. 2007年10月～現在

日本臨床催眠学会

5. 2004年06月～現在

日本犯罪心理学会会員

6. 2004年04月～現在

日本心理臨床学会会員

7. 2004年03月～現在

日本地域福祉学会会員

8. 1997年04月～現在

日本芸術療法学会会員

9. 1997年03月～2008年03月、2013年 日本音楽教育学会会員
09月～現在
10. 1995年08月～現在

日本音楽療法学会会員
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