2014年度仕事一覧

𠮷川左紀子

𠮷川左紀子「京大連携 MRI 研究施設での研究概要2012-2014」東京大
学・駒場 MRI 実験施設立ち上げシンポジウム（東京大学駒場キャン

論文

パス18号館ホール , 東京都）2015.3.27.

Nagaoka, C., Kuwabara, T., Yoshikawa, S., Watabe, M., Komori, M., Oyama, Y.,
& Hatanaka, C. “Implication of silence in a Japanese psychotherapy context:
a preliminary study using quantitative analysis of silence and utterance of a
therapist and a client.” Asia Pacific Journal of Counselling and Psychotherapy. 2014,
4 ( 2 ), 147-152.
Nakashima, S.F., Morimoto, Y., Takano, Y., Yoshikawa, S., & Hugenberg, K.
“Faces in the dark: interactive effects of darkness and anxiety on the memory for
threatening faces.” Frontiers in Psychology, 2014, 5 :1091.

雑誌等
𠮷川左紀子「こころの科学は何をめざしているのか」『U 7 』, vol.60,

2014, 42-49.
𠮷川左紀子「今を語る：目に見えない心の働きを見定める」
『商工ジ
ャーナル』2015年 2 月号 , 62-65.
社会活動
文部科学省科学技術・学術審議会研究計画・評価分科会委員 .
文部科学省科学技術・学術審議会先端研究基盤部会委員 .

学会発表

文部科学省科学技術・学術審議会研究開発プラットフォーム委員会

西口周 , 山田実 , 谷川貴則 , 積山薫 , 川越敏和 , 𠮷川左紀子 , 阿部修士 ,

委員 .

大塚結喜 , 中井隆介 , 青山朋樹 , 坪山直生「脳萎縮と視空間性ワーキン

文部科学省大学設置・学校法人審議会（大学設置分科会）専門委員 .

グメモリ課題中の脳活動の関連性 ― 機能的 MRI を用いた検討」第

文部科学省研究成果展開事業「センター・オブ・イノベーションプ

49回日本理学療法学術大会（パシフィコ横浜 , 横浜市）2014.6.1.
Ueda, Y., Nagoya, K., Yoshikawa, S., & Nomura, M. “Observerʼs facial expressions
affected perceived dominance.” 日本認知心理学会第12回大会（仙台国際
センター , 仙台市）2014.6.28.
布井雅人 , 𠮷川左紀子「他者の人数と割合が選好判断に及ぼす影響」
日本認知心理学会第12回大会（仙台国際センター , 仙台市）2014.6.29.
Ueda, Y., & Yoshikawa, S. “Perceived dominance of facial expression.” British
Academy Early Career Networking Event, The Mind Across Cultures
（University of York, U.K.）2014.8.6.
Minemoto, K., & Yoshikawa, S. “ Face identity adaptation facilitates the
recognition of facial expressions.” British Academy Early Career Networking
Event, The Mind Across Cultures（University of York, U.K.）2014.8.6.
布井雅人 , 𠮷川左紀子「選好判断への他者の人数割合の影響―絶対
数が異なる場合の割合の影響の違い」日本心理学会第78回大会（同
志社大学 , 京都市）2014.9.10.
嶺本和沙 , 𠮷川左紀子「表情に対する順応が援助に関する判断に及ぼ
す影響」日本心理学会第78回大会（同志社大学 , 京都市）2014.9.12.
田村綾菜 , 伊藤祐康 , 小川詩乃 , 𠮷川左紀子「京都大学こころの未来研
究センターにおける『発達障害の学習支援・コミュニケーション支
援』プロジェクトの取り組み」第55回日本児童青年精神医学会総会
（アクトシティ浜松 , 静岡市）2014.10.12.

ログラム」構造化チーム委員 .
京都市社会教育委員 .

船橋新太郎
論文

Funahashi, S. “Saccade-related activity in the prefrontal cortex: its role in eye
movement control and cognitive functions.” Frontiers in Integrative Neuroscience,
2014, 8 : 54. DOI: 10.3389/fnint.2014.00054.
船橋新太郎「こころと感情」『最新精神医学』2014, 19: 271-275.
Mochizuki, K. and Funahashi, S. “Opposing history effect of preceding decision
and action in the free choice of saccade direction.” Journal of Neurophysiology,
2014, 112: 923-932. DOI: 10.1152/jn.00846.2013.
竹田里江 , 竹田和良 , 池田望 , 松山清治 , 船橋新太郎 , 石合純夫「半側空
間無視を有する認知症患者に対するコンピュータを用いた認知機能
訓練の効果」『老年精神医学雑誌』2014, 9 : 1035-1045.
船橋新太郎「意識の解明に向けた新たな挑戦」『日経サイエンス』

2014年11月号 , p.109.
Watanabe, K. and Funahashi, S. “Neural mechanisms of dual-task interference
and cognitive capacity limitation in prefrontal cortex.” Nature Neuroscience, 2014,
17: 601-611. DOI: 10.1038/nn.3667.

小川詩乃 , 船曳康子 , 𠮷川左紀子「発達障害児の読み書き困難評価

船橋新太郎「前頭連合野研究とワーキングメモリ仮説」
『日本神経回

と支援実践― 発達障害の特性理解チャート（MSPA）を用いて」

路学会誌』2015, 22 ( 1 ): 1 -2.

第55回日本児童青年精神医学会総会（アクトシティ浜松 , 静岡市）

船橋新太郎「書評

2014.10.13.

き』」『比較生理生化学』2015, 32 ( 1 ): 49.
Watanabe, K. and Funahashi, S. “ Primate model of interference control. ”
Current Opinion in Behavioral Sciences, 2015, 1 : 9 -16. DOI:10.1016/
j.cobeha.2014.07.004.
Funahashi, S. “Functions of delay-period activity in the prefrontal cortex and
mnemonic scotomas revisited.” Frontiers in Systems Neuroscience, 2015, 9 : 2
DOI: 10.3389/fnsys.2015.00002.
Ichihara-Takeda, S., Yazawa, S., Murahara, T., Toyoshima, T., Shimozaki, J.,
Ishiguro, M., Shiraishi, H., Ikeda, N., Matsuyama, K., Funahashi, S., and Nagamine,
T. “Modulation of alpha activity in the parieto-occipital area by distractors during
a visuospatial working memory task: a magnetoencepharographic study.” Journal
of Cognitive Neuroscience, 2015, 27: 453-463. DOI: 10.1162/jocn_a_00718.
渡邉慶 , 船橋新太郎「二重課題の神経生物学 ― 二重課題干渉効果
と前頭連合野の役割」『霊長類研究』(in press).
Watanabe, K. and Funahashi, S. “A dual-task paradigm for behavioral and

講演等

Sakiko Yoshikawa, “Mind, culture, and kokoro” British Academy Early Career
Regional Event, The Mind Across Cultures (University of York, York, U.K.)
2014.8.5.
𠮷川左紀子「こころの科学は何をめざしているのか」学士会第18回
関西茶話会（大阪電気倶楽部 , 大阪市）2014.10.18.
𠮷川左紀子「『幸福な人生』を考える―ブータンの幸福 , 日本の幸
福」第11回国土文化研究所オープンセミナー（日本橋浜町 F タワー
プラザ , 東京都）2014.10.23.
𠮷川左紀子「人間関係とコミュニケーション」京都府看護協会実習
指導者講習会（京都府看護協会研修センター , 京都市）2014.10.29.
𠮷川左紀子「感情心理学」日本心理学会関西地区 高校生のための
心理学講座シリーズ「心理学と社会：こころの不思議さを解きあか
す」（京都大学文学部第 3 講義室 , 京都市）2014.12.13.

小野武年著『情動と記憶 ― しくみとはたら
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neurobiological studies in nonhuman primates.” Journal of Neuroscience Methods
(in press) DOI: 10.1016/j.jneumeth.2015.03.006.
学会発表

Funahashi, S. (2014) Neural mechanisms related to dual-task interference in the
primate prefrontal cortex. Seminar at Department of Biotechnology, Korea
Advanced Institute of Science and Technology (KAIST), (Tejong, Korea)
2014.5.13.
船橋新太郎（2014）
「二重課題干渉と前頭連合野のニューロン活動」
神経科学セミナー（京都大学医学部 , 京都市）2014.6.2.
Ichihara-Takeda, S., Ikeda, N., Matsuyama, K., and Funahashi, S. (2014) Effects of
tailor-made cognitive rehabilitation method based on the prefrontal function on
patients with dementia: a randomized controlled study. 第16回世界作業療法
士連盟大会（パシフィコ横浜 , 横浜市）2014.6.14-21.
Funahashi, S. and Nakamoto, W. (2014) Monkeysʼ preference for visual items and
orbitofrontal neural activities. 科学研究費補助金「質感脳情報学」第 8 回

2014, 24 ( 4 ), 382-386.
＊ Hiyoshi-Taniguchi, Kazuko, Becker, Carl B., Kinoshita, Ayae, (2014）“Social
Workers Can Use Sense of Coherence to Predict Burnout of End-of-Life
Care-Givers.” (Research Report from Japan). British Journal of Social Work, 01
December, 44/ 8 (2360-2374), 00453102.
＊糸島陽子 , 奥津文子 , カール・ベッカー他（2014）
「新卒看護師・看
護師長のエンドオブライフに関する教育ニーズ」『人間看護学研究』

12月号 , 25-32.
カール・ベッカー（2014）
「日本的な看取り：その準備 , 受容 , 意味」
『京都医学会雑誌』61（ 2 ）, 39-44.
冲永隆子 , カール・ベッカー , 清家理 , ローラ・スペッカー・サリバン ,
金田伊代 , 松本光生（2015）「患者と家族の終末期の意思決定を支え
るために ―アドバンス・ケア・プランニング実現に向けての開発

班会議および国際シンポジウム（東京大学生産技術研究所駒場リサ

研究」『生存科学』vol. 26.

ーチキャンパス , 東京都）2014.7.15-17.

カール・ベッカー（2015）
「臨死体験と脳」
『Mind-Body Science』25号 ,

Funahashi, S. and Nakamoto, W. (2014) Monkeysʼ preference for visual items and
orbitofrontal neural activities. 第37回日本神経科学大会（パシフィコ横浜 ,
横浜市）2014.9.11.
Funahashi, S. (2014) Neural mechanisms related to dual-task interference in the
primate prefrontal cortex. Mini-Symposium on Prefrontal Functions, Institute of
Cognitive Sciences, East China Normal University, (Shanghai, China) 2014.12.1.
Funahashi, S. (2014) Neural mechanisms related to dual-task interference in the
primate prefrontal cortex. 5 th International Conference of Prefrontal Cortex,
Kunming Institute of Zoology, Chinese Academy of Science, (Kinming, China)
2014.12.3-4.
Mochizuki, K. and Funahashi, S. (2014) Fluctuation of spatial representation
and the dynamics of decision-making in prefrontal neuronal network. 2014
International Symposium “Vision, Memory, Thought: How Cognition Emerges
”
from Neural Network.（東京大学
, 東京都）2014.12.6-7.
Watanabe, Y. and Funahashi, S. (2014) Information processing in the thalamic
mediodorsal nucleus during spatial working memory performance. 2014
International Symposium “Vision, Memory, Thought: How Cognition Emerges
”
from Neural Network.（同上）
.
Funahashi, S. (2015) Flexible allocation of cognitive capacity during dual-task
performances. 1st Kyoto University - UC San Diego Joint Symposium “New Era
of Trans-Pacific Knowledge Interactions.” Session C 1 : Changing Brain,（ANA
Crown Plaza Kyoto, 京都市）2015.3.11.

4 -7.
著書・事典
「環境倫理と企業倫理」木村武史編
カール・ベッカー（2014年 4 月）
『現代文明の危機と克服』日本地域社会研究所 , 15-34頁 .
カール・ベッカー（2014年 9 月）
「スピリチュアルケアとグリーフケ
アと医療」鎌田東二編『スピリチュアルケア』ビイング・ネット・
プレス , 144-166頁 .
Becker, Carl. (2014). ʻSpiritualityʼ In Ten Have, Henk (ed.) Encyclopedia of
Global Bioethics. Dordrecht, Netherlands: Springer. 1-9. http://link.springer.
com/referenceworkentry/10.1007/978-3-319-05544-2_398-1.
講演
カール・ベッカー「霊性研究：何故 , どうやって？」霊性研究会定例
研究会（東京工業大学 , 東京都）2014.4.26.

Carl Becker, “Meaning: Measurement, Interpretation, and Grounding.” Vienna
Medical Society, Second World Congress of Logotherapy, 2014.5.17.
Carl Becker, “End-of-Life, Dying and Bereavement in Japan.” Ashridge House,
London, British Association for the Study of Spirituality, 2014.5.21.
カール・ベッカー「家族介護者のこころを探る」35回こころの未来
セミナー（稲盛記念館 3 階大ホール , 京都市）2014.6.3.
カール・ベッカー「幸せなシニア人生を歩むために」日本スカウト

船橋新太郎「二重課題干渉効果と前頭連合野の関与」日本心理学会

連盟（大森東急ホテル , 東京都）2014.6.7.
Carl Becker, “Dying and Bereavement in Asia.” University of Hong Kong, World
Conference on Grief & Bereavement, 2014.6.14.

「注意と認知」研究会第13回合宿研究会（ホテルサンルートプラザ名

カール・ベッカー「死別体験と看護倫理」滋賀県立大学人間看護学

古屋 , 名古屋市）2015.3.16.

部授業（彦根市）2014.7.4.

船橋新太郎 , 中本若奈「質感の変化による選好性の変化と前頭葉眼窩

カール・ベッカー「宗派を超え , 視野を広げる仏教」龍谷大学アジア

部の役割」科学研究費補助金「質感脳情報学」第 9 回班会議（千里

仏教文化センター（龍谷大学大宮学舎 , 京都市）2014.7.6.

ライフサイエンスセンター , 豊中市）2015.3.20.

カール・ベッカー「看護師を続けるためには」看護師教育講習会（新

カール・ベッカー
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＊駒田安紀 , 近藤恵 , 赤澤千春 , 中嶋文子 , カール・ベッカー（2014）
「新人看護師のバーンアウトとソーシャルサポート源」『看護管理』

潟リハビリテーション大学 , 村上市）2014.7.17.
カール・ベッカー「上を向いて歩こうの看護」看護師研修月例会（新
潟県立がんセンター新潟病院 , 新潟市） 2014.7.18.

論文

カール・ベッカー「挫折を超えるために悲しみを考える」上越教育

学術論文（＊以外は査読付き）

大学家庭科教育授業（上越市）, 2014.7.19.

中嶋文子 , カール・ベッカー , 赤澤千春 , 寺口淳子 , 小野千秋 , 渡辺美佳 ,

カール・ベッカー「古典教育に意味があるのか」Classics and College

浜崎美子 , 栃岡千香子 , 東真理 , 山田利恵（2014）「早期離職した看護

Education in an Age of Globalization（国立台湾大学 , 台北市）2014.7.31.

師のストレス対処能力（SOC：Sense of Coherence：首尾一貫感覚）

カール・ベッカー「幸福をどう探せるか―日本人の知恵から」左

と退職理由の関係について」『医療の広場』2014, 54 ( 4 ), 7 -10.

京医師会地域連携懇談会（からすまホテル , 京都市）2014.8.2.

カール・ベッカー「日本人の生死観と寺院の存在」高龍寺（今治市）

日本実存心身療法研究会理事 .

2014.9.11.

日本自然治癒力研究会理事 .

カール・ベッカー「生きる目的をどう設けるか」きらめき未来塾2014

日本生命倫理学会理事 .

フォローアップ研修（メルパルク京都 , 京都市）2014.9.19.

精神医学史学会理事 .

カール・ベッカー「安心して終焉を迎える日本的な看取り」京都大

国際生命情報科学会評議員 .

学公開春秋講義（京都大学時計台 , 京都市）2014.9.27.

日本医学哲学・倫理学会評議員 .

カール・ベッカー「日本的な看取り：その準備 , 受容 , 意味」シンポ

日本スピリチュアル・ケア学会理事 .

ジウム「高齢者の終末期医療を考える」京都府医師会（京都府医師

仏教看護ビハーラ学会評議員 .

会館 , 京都市）2014.9.28.

仏教心理学会評議員 .

カール・ベッカー「魂のゆくえ―日本人の生き方と逝き方」神戸

国際統合医学会評議員 .

市老眼大学・生涯学習グループ連絡協議会（コミスタこうべ , 神戸

Mortality Journal 編集員 .
Near-Death Studies Journal 編集員 .
Taiwan East Asian Studies Journal 編集員 .
British Journal of Spirituality 編集員 .
Personalized Medicine Universe 編集員 .

市）2014.10.6.
カール・ベッカー「医療従事者の死生観と日本人の経験智」京都北
部緩和ケア研究会（舞鶴市商工観光センター , 舞鶴市）2014.10.11.
カール・ベッカー「燃え尽きないため , 看取りの意味を探る」第38回
日本死の臨床研究会年次大会（別府国際コンベンションセンタービ
ーコンプラザ , 別府市）2014.11.1.
カール・ベッカー「ケアのこころ〜ケアの生きがい」大分市市民講

河合俊雄

演会（大分市）2014.11.2.

論文

カール・ベッカー「超高齢社会における生死を考える」立正佼成会

神医学史学会（京都大学百周年時計台記念館 , 京都市）2014.11.9.

Kawai, T. “Big Stories and Small Stories after a Traumatic Natural Disaster from a
Psychotherapeutic Point of View.” Gil, I. C. & Wulf, C.（Eds.）Hazardous Future:
Disaster, representation and the assessment of risk. 2015, 95-108.
河合俊雄「河合隼雄と井筒俊彦」『三田文学』117月号 , 2014, 242-251.

カール・ベッカー座長「日本医学哲学・倫理学会」（東洋大学 , 東京

河合俊雄「女のいない男たちのインターフェイスしない関係」『新

都）2014.11.24.

潮』2014年 7 月号 , 2014, 234-237.

（視聴覚ホール , 東京都）2014.11.8.
カール・ベッカー「地域と伝統に基づく精神的ケア」第18回日本精

カール・ベッカー「総まとめ」人体科学会第24回大会公開シンポジ

河合俊雄「井筒俊彦とエラノス精神」
『井筒俊彦 言語の根源と哲学

（稲
ウム「身心変容と脳科学 ―瞑想・太極拳・整体を事例として」

の発生』河出書房新社 , 2014.

盛記念館 3 階大ホール , 京都市）2014.11.29.

河合俊雄「
『赤の書』―ユングと言葉」
『心理臨床の広場』vol.7, No.1. ,

カール・ベッカー「日本人の死生観― 生き方と逝き方」京都学

2014.

園大学人文学部開設記念講演会（キャンパスプラザ京都 , 京都市）

河合俊雄「ユング『赤の書』における近代意識とその超克」
『日本病

2014.11.30.

跡学雑誌』第87号 , 2014, 43-50.

カール・ベッカー「看護倫理を考える」看護師研修会（武田病院 , 京

河合俊雄「河合隼雄との三度の再会」上廣倫理財団（編）
『わが師・

都市）2015.1.16.

先人を語る 1 』弘文堂 , 2014, 221-258.

Carl Becker, “East Asian Wisdom Facing Elder Care, Death, and Bereavement.”
McKay Hospital, Taipei, Taiwan, 2015.1.31.

河合俊雄「身心分離とインターフェイスにおける身心変容技法」
『身

カール・ベッカー「何故生きるのか― 日本人の幸福感を探る」京

著書

都いのちの電話公開講演会（メルパルク京都 , 京都市）2015.2.8.

Kawai, T. “Big Stories and Small Stories in the Psychological Relief Work after the
Earthquake Disaster: Life and Death.” Huskinson, L. & Stein, M.（Eds.）(2014)
Analytical Psychology in a Changing World: The search for self, identity and community.
Routledge, 23-41.
河合俊雄（2014）當村上春樹遇見榮格：從《 1 Q84》的夢物語談起 .
心靈工坊 .

カール・ベッカー「幸福の追求権」京都新聞（京都新聞ホール , 京
都市）2015.2.19.
カール・ベッカー「コメント」京都大学 -UCSD（カリフォルニア大
学サンディエゴ校）共同国際シンポジウム（ANA クラウンプラザホ
テル京都 , 京都市）2015.3.12.

心変容技法研究』第 4 号 , 2015, 45-51.

Carl Becker, “Death, Dying, and Bereavement in Japan.” Hull University, Hull,
UK, 2015.3.24.

編集

新聞・冊子等掲載

河合隼雄（河合俊雄編）
（2015）
『
「出会い」の不思議』創元こころ文

河合隼雄（河合俊雄編）（2014）『青春の夢と遊び』岩波現代文庫 .

カール・ベッカー「選択肢 ―法律で明確化を」毎日新聞（富山版）

庫.

2014年 3 月18日 .

河合隼雄（河合俊雄編）（2015）『カウンセリングを語る

カール・ベッカー「異文化の中で問われる医療者の死生観と日本人

こころ文庫 .

上』創元

の経験知」『国際看護』482, 5 - 7 頁 , 2014年 5 月10日 , 483, 4 - 7 頁 .

河合隼雄（河合俊雄編）（2015）『カウンセリングを語る

カール・ベッカー「最期をどう迎えますか―自宅で看取り大切」
,

こころ文庫 .

下』創元

中日新聞 , 2014年 6 月14日 .

河合隼雄（河合俊雄編）（2015）『こころと人生』創元こころ文庫 .

社会活動

河合隼雄（河合俊雄編）（2015）『より道わき道散歩道』創元こころ

日本人体科学会理事 .

文庫 .

日本宗教学会理事 .

河合隼雄（河合俊雄編）（2015）『カウンセリングと人間性』創元こ
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こころと共に」きれいのデザイン研究室（編）『にほんのきれいの

ころ文庫 .
学会発表

あたりまえ―新しいくらし方をデザインする』フィルムアート社 ,

Kawai, T. “Neue Möglichkeiten der Jungʼschen Psychologie: Vormoderne
Weltanschauung und Herausforderung der modernen Zeit.” (Basel University,
Basel) 2014.5.28.
Kawai, T. “Intersubjectivity, the third subject and open field in the analysis.” in
12th International Conference of Journal of Analytical Psychology. (Hilton
Hotel, Berlin) 2014.5.31.
河合俊雄「曼荼羅としての箱庭」韓国箱庭療法学会（ソウル）2014.7.13.
Kawai, T. “Initiation and transcendence as substantiated goal or psychological
difference: in reference to psychotherapy and Buddhism.” International Society
of Psychology as the Discipline of Interiority.（基調講演）(Crown Plaza Hotel,
Berlin) 2014.7.19.
Kawai, T. “Psychological relief work after the (11.3.2011) earthquake: Jungian
perspectives and conflicts with systems.” In: “Analysis and Activism: Social and
Political Contributions of Jungian Psychology” (Hallam Conference Center,
London) 2014.12.7.

2014.

河合俊雄「ユング派心理療法の新しい可能性」2013年度第 3 回日本

.
7 巻第 2
ユング心理学研究所研修会講演録『ユング心理学研究』第
号 , 2015, 69-87.
河合俊雄「場への信頼 ―共に在ること , 創ること」日本箱庭療法学
会第28回大会一般公開シンポジウム（東洋英和女学院大学 , 横浜市）

2014.10.4.
河合俊雄「伝播する井筒俊彦」井筒俊彦生誕100年記念トークセッシ
ョン（慶應義塾大学三田キャンパス , 東京都）2014.11.8.
河合俊雄「ワザとこころ

能の伝承〜稽古と修行と教育」京都府／

京都大学こころの未来研究センター共同企画シンポジウム（京都観
世会館 , 京都市）2015.1.12.
河合俊雄「心理療法から見る古来・現代・未来のこころ」Kyoto

講演

University Academic Talk, エフエム京都α -Station, 2015.3.4.

河合俊雄「亡き魂の現前：千麗と河合隼雄」阿留辺幾夜宇和コンサ

河合俊雄「トラウマからの回復とこころの創造」島根県臨床心理学

ートにおけるスピーチ .（千麗舞山荘 , 京都市）2014.4.13.

研究会主催特別研修会（松江テルサ , 松江市）2015.3.15.

河合俊雄「人類の知の遺産・河合隼雄」（東京自由大学 , 東京都）

2014.5.11.
河合俊雄「主体性は超えられるのか？―心理療法における揺らぎ

鎌田東二

と超越」「東京で学ぶ 京大の知」シリーズ15 こころの未来―私たち

論文

のこころは何を求めているのか 第 4 回（京都大学東京オフィス , 東

鎌田東二「神道の生死観―いのち , 来るときと去るとき」公益財団

京都）2014.6.25.

法人日独文化研究所編『日独文化研究所シンポジウム〈生と死〉
』こ

河合俊雄「奈良の大仏と華厳―ユング派心理療法との接点」奈良

ぶし書房 , 2014年 4 月 .

女子大学臨床心理相談センターセミナー（奈良女子大学文学系 S 棟 ,

鎌田東二「神道と音」『怪』41号 , 角川書店 , 2014年 4 月 .

奈良市）2014.9.21.

鎌田東二他『ミャンマー仏教を語る―世界平和パゴダの可能性』

河合俊雄「発達障害と現代の中高生の意識」大阪上宮高校・中学校

現代書林 , 2014年 5 月 .

教員研修 . 2014.10.9.

鎌田東二他『災害と文明― 東日本大震災と防潮堤問題を考える』

河合俊雄「傷からの回復とこころの創造」（基調講演）学習院大学

比較文明学会 , 2014年 4 月 .

人文科学研究科臨床心理学専攻博士後期課程設置記念シンポジウム

鎌田東二「詩と宗教と哲学の間― 言語と身心変容技法」安藤礼

『日本人のこころと文化―傷つきから再生への道』（学習院大学百

二・若松英輔責任編集『井筒俊彦 言語の根源と哲学の発生』河出書

周年記念会館正堂 , 東京都）2014.11.30.

房新社 , 2014年 5 月 .

シンポジウム, 新聞掲載 , エッセイ, ラジオ出演

鎌田東二「生態智と平安文明」『文明と未来』東海大学出版会 , 2014

河合俊雄「河合俊雄 河合隼雄との三度の 再会 」
『考える人』2014

年 5 月.

夏号 , 2014, 116-123.

鎌田東二「日本の風土と宗教心」
『大阪府保険医雑誌』579号 , 2014年

河合俊雄「解説」河合隼雄（河合俊雄編）
『青春の夢と遊び』岩波現

12月号 , 大阪府保険医協会 .

代文庫 , 2014.

鎌田東二「スサノヲという爆発―放浪する翁童神のメッセージ」

河合俊雄「解説」河合隼雄『河合隼雄の幸福論』PHP 研究所 , 2014.

足利市立美術館編『スサノヲの到来―いのち , いかり , いのり』2014

河合俊雄「解説」河合隼雄（河合俊雄編）『「出会い」の不思議』創

年 9 月.

元こころ文庫 , 2015.

鎌田東二『映画 花の億土へ ―石牟礼道子の世界』監督金大偉 , 制

河合俊雄シンポジウム記録「身殻と身柄―〈ひと〉をめぐって」
『ユ

作藤原書店 , 2015年 1 月 .

ング心理学研究』第 7 巻第 1 号 ユング派の精神療法 , 2014, 43-61.

鎌田東二「『身心変容技法』としての歌と剣― 『身心変容技法研

河合俊雄「河合隼雄の三編」『精神療法』増刊第 1 号 , 2014, 34-39.

究』試論」『身心変容技法研究』第 3 号 , 京都大学こころの未来研究

河合俊雄「虚と実のあいだ

オリジナル難しい」東京新聞・中日新

聞2014年 5 月10日朝刊

62

河合俊雄「河合隼雄のカウンセリング教室」『医道の日本』73(12) ,

2015, 32.

センター , 2015年 3 月 .
鎌田東二「こころの練り方探究事始めその五―安部公房と三島由

河合俊雄「脱『他者』時代へのコミットメント」毎日新聞2014年 7

紀夫を中心に」『モノ学・感覚価値研究』第 9 号 , 京都大学こころの

月 7 日夕刊

未来研究センター , 2015年 3 月 .

河合俊雄「経験と哲学 , イメージとことば ―井筒俊彦からの学び」

鎌田東二『月刊京都 霊性の京都学56 ‐ 67』2014年 4 月号〜2015年

〈月報第 7
井筒俊彦全集第 7 巻『イスラーム文化 1981年−1983年』

3 月号 , 白川書院 .

号〉
, 慶應義塾大学出版会 , 2014.

鎌田東二「神道から見た日本仏教」
『龍谷大学アジア仏教研究センタ

鎌田東二・河合俊雄（対談）
「日本のこころと未来 きれいが動かす

ー2014年度研究報告書』龍谷大学 , 2015年 3 月 .

NHK・E テレビ「地域伝統芸能まつり」岩手県紫波神楽解説 , 2015年
3 月14日 .

著書
鎌田東二編著『究極

日本の聖地』KADOKAWA, 2014年 4 月 .

鎌田東二編著『講座スピリチュアル学』第 1 巻 , 角川学芸出版 , 2014
年 9 月.

展覧会監修
「悲とアニマ―モノ学・感覚価値研究会展」2015年 3 月 7 日〜14日,

鎌田東二編著『講座スピリチュアル学』第 2 巻 , 角川学芸出版 , 2014
年11月 .

北野天満宮 .
書評・舞台評

鎌田東二他共著『乳房の文化論』淡交社 , 2014年12月 .

「宗教の枠超え協力を

綾部でシンポ

社会での役割考える」（シン

ポジウム「土・火・水・空（そら）を問う―世界連邦都市綾部か

学会発表
鎌田東二他「身心変容技法が問いかけるもの」日本宗教学会第73回

ら」）京都新聞2014年 4 月20日 , あやべ市民新聞同年 4 月23日 .

学術大会パネル発表（同志社大学 , 京都市）2014年 9 月14日 .

「歌うことは祈ること

鎌田東二他「人体科学と身心変容」人体科学会第24回学術大会シン

『中外日報』2014年 4 月18日 .

苦悩を浄化する力 ― 京都大の鎌田教授」

ポジウム（京都大学 , 京都市）2014年11月29日 .

鎌田東二編著『究極

日本の聖地』書評：嵐山光三郎「リレー読書

招待講演

日記」『週刊現代』2014年 6 月 2 日号 , 小学館 .

鎌田東二「スサノヲという爆発」
『スサノヲの到来展』足利市立美術

鎌田東二企画・編『講座スピリチュアル学第 1 巻スピリチュアルケ

館 , 2014年11月 9 日 .

ア』書評：京都新聞2014年 9 月28日 , 徳島新聞同年11月13日「人間存

鎌田東二「スサノヲ力の探究と表現―その爆発の形を考える」
『ス

在を総合的に探究」, 河北新報同年12月13日「悲嘆と向き合う 京大

サノヲの到来展』DIC 川村記念美術館 , 2015年 2 月 1 日 .

教授『スピリチュアル学』刊行」.

鎌田東二「神道と仏教から見たこころのワザ学と日本文化」
『第57回
品川セミナー』京都大学東京オフィス , 2015年 3 月 6 日 .

指導者が精神を開陳

荒行シンポ」佛教タイムス社 .

鎌田東二監修「悲とアニマ―モノ学・感覚価値研究会展」評：
「鎮

新聞掲載
鎌田東二「ふるさとづくり会議

生活の場活性化へ提言

国づくり

との連動が鍵」徳島新聞2014年 4 月 1 日 .
鎌田東二「今を生きる宗教の意義と力

心の平安に大きな役割

被

災者と地域を支える」徳島新聞2014年 5 月 1 日 .
鎌田東二「
『老いと踊り』国際シンポジウム 西洋は若さが至上価値
日本では経験・年齢重要」徳島新聞2014年 6 月 2 日 .
鎌田東二「日本は『大人』なの？

守るべきものと少年」徳島新聞

2014年 7 月 1 日 .
鎌田東二「和合して新しい実となったつぶてソング」徳島新聞2014
年 8 月 1 日.
鎌田東二「
『分断』どう向き合う 震災後の自然と社会 いのちの連
環 再構築を」徳島新聞2014年 9 月22日 .
鎌田東二「痛ましさの中の希望
土』の水俣から福島へ

『週刊仏教タイムス』2014年12月 4 日 .「修験・回峰行・瀧行・水行

福島から水俣へ , そして『苦海浄

祈りのような『福音』聴く」徳島新聞2014

年10月 1 日 .
鎌田東二「環境に即した知恵必要

半農半 X 人と環境再生医のメッ

セージ」徳島新聞2014年11月 1 日 .
鎌田東二「スサノヲの到来展」徳島新聞2014年12月 1 日 .
鎌田東二「阪神大震災から20年」徳島新聞2015年 1 月 3 日 .
鎌田東二「安心なき時代の安心」徳島新聞2015年 2 月 2 日 .
鎌田東二「二宮尊徳に学ぶ」徳島新聞2015年 3 月 2 日 .
鎌田東二「御嶽山 心の痛みに向き合うには」朝日新聞2014年11月10
日.
鎌田東二「日本の神話『古事記』―敗残者の系譜をどうやって鎮
めるのか」
『月刊シアターΧ批評通信』51号 , シアターΧ , 2014年12月.
鎌田東二「天神信仰と『悲とアニマ展』開催に寄せて」
『北野天満宮
社報』平成27年新年号 , 2015年 1 月 .
鎌田東二「神道と仏教から見た心のワザ学と日本文化」読売新聞2015
年 3 月23日朝刊 .
ラジオ・テレビ出演
鎌田東二「私の聖地発見」, NHK ラジオ第 2 「宗教の時間」2014年

5 月 4 日出演 .
鎌田東二「京都遊空間〜遊プロジェクト京都の『おもしろ発見・ま
ち・京都』」, 京都 FM「ラジオ・カフェ」2015年 2 月26日出演 .

魂の能舞

北野天満宮」朝日新聞2015年 3 月12日朝刊 .

内田由紀子
論文

Ogihara, Y., & Uchida, Y.(2014). Does individualism bring happiness? Negative
effects of individualism on interpersonal relationships and happiness. Frontiers in
Psychology, 5 :135. doi: 10.3389/fpsyg.2014.00135.
Uchida, Y., Ueno, T., & Miyamoto, Y. (2014). You were always on my mind:
The importance of “significant others” in the attenuation of retrieval-induced
forgetting in Japan. Japanese Psychological Research, 56, 263–274.
内田由紀子（2014）
「東日本大震災後の幸福―震災がもたらした人
.
生観と幸福感の変化」『季刊環境研究』172, 83-91.
Uchida, Y., Takahashi, Y., & Kawahara, K. (2014). Changes in hedonic and
eudaimonic well-being after a severe nationwide disaster: The case of the Great
East Japan Earthquake. Journal of Happiness Studies, 15, 207-221. 10.1007/s10902013-9463-6.
Takemura, K., Uchida, Y., & Yoshikawa, S. (2014). Roles of extension officers to
promote social capital in Japanese agricultural communities. PLOS ONE 9 :
e91975. doi:10.1371/journal.pone.0091975.
Ikeda, K., Fujimoto, S., Morling, B., Ayano-Takahara, S., Carroll, A. E., Harashima,
S., Uchida, Y., & Inagaki, N. (2014). Social orientation and diabetes-related
distress in Japanese and American patients with type 2 diabetes. PLOS ONE
9 : e109323. doi:10.1371/journal.pone.0109323.
Ishii, K., Kitayama, S. & Uchida, Y. (2014). Voluntary settlement and its
consequences on predictors of happiness: the influence of initial cultural context.
Frontiers in Psychology. 5 :1311. doi: 10.3389/fpsyg.2014.01311.
内田由紀子（2014）
「日本の『幸福』を考える」
.
『人間生活工学』15巻
2 号 , p 1 -3.
内田由紀子（2014）
「つなぐ存在としての普及指導員」
.
『農業と経済』
80, 52-53.
Hitokoto, H. & Uchida, Y. (2015). Interdependent Happiness: Theoretical
Importance and Measurement Validity. Journal of Happiness Studies, 16, 211-239.
Norasakkunkit, V., & Uchida, Y. (2014). To conform or to maintain self63
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consistency? Hikikomori risk in Japan and the deviation from seeking harmony.
Journal of Social and Clinical Psychology, 33, 918-935.
内田由紀子（2015）.「農業者・農業普及指導員調査から見る人の心
をつなぐ力へのアプローチ」『技術と普及』2015年 3 月号 .
Uchida, Y., Ogihara, Y., & Fukushima, S. (2015). Cultural construal of wellbeing Theories and empirical evidence. In Glatzer, W., Camfield, L., Moller, V., &
Rojas, M. (Eds.), Global Handbook of Quality of Life: Exploration of Well-Being of
Nations and Continents. (pp. 823-837). Springer Netherlands. DOI: 10.1007/97894-017.
Park, J., Uchida, Y., & Kitayama, S. (2015). Cultural variation in implicit
independence: An extension of Kitayama et al. 2009. International Journal of
Psychology. Online Version DOI: 10.1002/ijop.12157.
Nagaoka, C., & Uchida, Y. (in press). Preliminary study on the relation between
the coping patterns and the mental health of radiation control personnel and
non-destructive inspectors engaged in the periodic inspections of nuclear plants.
Journal of Occupational Health.
Savani, K., Wadhwa, M., Uchida, Y., Ding, Y., & Naidu, N. V. R. (in press).
When Norms Loom Larger Than the Self: Susceptibility of Preference-Choice
Consistency to Normative Influence Across Cultures. Organizational Behavior
and Human Decision Processes.
京野千穂 , 内田由紀子 , 吉成祐子（印刷中）
「援助行動に対する話者の
認知が授受補助動詞テモラウ・テクレルの使用に与える影響―質

2014.5.24.
Ogihara, Y., Fujita, H., Tominaga, H., Ishigaki, S., Kashimoto, T., Takahashi,
A., Toyohara, K., & Uchida, Y. (2014, 7.16). Are unique names increasing?
Individualization in Japan. The 22nd International Congress for Cross-Cultural
Psychology, Reims, France.
内田由紀子 , 竹村幸祐 , 福島慎太郎「生業コミュニティ文化の検証：
農業・漁業・都市地域比較」 ワークショップ：文化の単位を問う：
地域・生業・国家比較を通じた検証 日本社会心理学会第55回大会
（北海道大学 , 札幌市）2014.7.26.
内田由紀子「文化変容と心の適応」 ワークショップ：文化変容と維
持：
「こころの性質」の変化についての社会・文化心理学的考察 日
本社会心理学会第55回大会（北海道大学 , 札幌市）2014.7.27.

Tominaga, H., Yamasaki, T., Uchida, Y., & Miyamoto, Y. Effects of Pair Ensemble
on Attention and Affective Experience. International Conference on Music
Perception and Cognition and 5 Conference for the Asia-Pacific Society for
Cognitive Sciences of Music, Yonsei University, Seoul, South Korea, 2014, 8.5.
Uchida, Y.（ 基 調 講 演 ）Cultural Construal of “Interdependent Happiness”
in Japan: Cultural Psychological theories and empirical evidence. The 14th
European Association for Japanese Studies. Slovenia, Ljubljana, 2014.8.28.
荻原祐二 , 内田由紀子 , 楠見孝（2014）
「日本の個人主義者は孤独か？
日本における個人主義と対人関係」日本グループ・ダイナミック

問紙調査による分析」『社会言語科学』.

ス学会第61回大会 .

Ogihara, Y, Uchida, Y., & Kusumi, T. (in press). How do Japanese perceive
individualism? Examination of the meaning of individualism in Japan. Psychologia.
Uchida, Y., & Takemura, K. (in press). Regional communities. Psychologia.
Takemura, K., Uchida, Y., & Fujino, M. (in press). Extension officers as social
coordinators: Comparison between agricultural and fishing communities in
Japan. Psychologia.
長岡千賀 , 内田由紀子（印刷中）
「原子力発電所の定期検査における

内田由紀子「日本におけるニート・ひきこもりとグローバリゼーシ
ョン」 ワークショップ：変容する日本社会と組織：職場のメンタル
ヘルスと幸福感の検証 日本心理学会第78回大会（同志社大学 , 京都
市）2014.9.10.
荻原祐二 , 内田由紀子 , 楠見孝（2014）
「ユニークになりたい親は子ど
もにユニークな名前を与えるか？

個人主義指標としての個性的な

名前の検討」日本心理学会第78回大会発表論文集 , 235.（同志社大学 ,

労働職場環境のストレッサーと精神的健康の構造 ―放射線管理員

京都市）2014.9.11.

と非破壊検査員を例とした予備的検討」『計画行政』.

内田由紀子「子育てと研究生活」 ワークショップ：研究者のワーク

著書・事典

ライフ・バランス：キャリアを積むことと家庭を持つこと 日本心

.「文化の変容と心の適応」山岸俊男（編著）『社
内田由紀子（2014）

理学会第78回大会（同志社大学 , 京都市）2014.9.12.

会行動の文化・制度的基盤』勁草書房 , pp. 63-90.

内田由紀子「若者の幸福感と文化的基盤：個人主義と関係志向の狭

内田由紀子（2014）
.「遠距離結婚生活の中での育児と研究生活」仲

間で」日本社会病理学会第30回大会シンポジウム招待講演（下関市

真紀子 , 久保（川合）南海子編『女性研究者とワークライフバラン

立大学 , 下関市）2014.10.5.

ス― キャリアを積むこと , 家族を持つこと』新曜社 , pp. p19-38.
Uchida, Y., Ogihara, Y., & Fukushima, S. (in press). Interdependently achieved
happiness in East Asian cultural context: A Cultural Psychological point of view.
In Trommsdorff, G. & Assmann, W. R. (Eds.), Engaging in interdisciplinary research.
Quality of life in cultural context. Universitatsverlag Konstanz, UTB., Germany.
内田由紀子（2014）
「感情と文化」『誠信心理学辞典』誠信書房 .
内田由紀子（2014）「文化と自己」『誠信心理学辞典』誠信書房 .
Uchida, Y., & Norasakkunkit, V. (2014). Asian versus Western views. In:
Michalos A.C. (Ed.). Encyclopedia of Quality of Life and Well-Being Research.
Dordrecht, Netherlands: Springer, pp 248-253.
編集

Frontiers in Psychology, Research Topic “Cultural change: Adapting to it, coping
with it, resisting it, and driving it” Topic Editor (with Vinai Noraskkunkit and
Tuukka Toivonen).
Psychologia, Special issue “Regional studies” (with Kosuke Takemura, 2015) .
学会発表

内田由紀子「文化と幸福 , 指標作成」第87回日本産業衛生学会（メイ
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ンシンポジウム）招待講演（岡山コンベンションセンター , 岡山市）

富永仁志 , 阿部修士 , 内田由紀子「相互協調的自己観は利他行動傾向
を高めるか」平成26年度生理研研究会 , 第 4 回社会神経科学研究会抄
録集 , 31.（岡崎コンファレンスセンター , 岡崎市）2014. 10.30.
内田由紀子「こころと幸福：日本的幸福観考察」第36回全国大学メ
ンタルヘルス研究会招待講演（龍谷大学 , 京都市）2014.12.11.

Uchida, Y., Takemura, K., Fukushima, S., Saizen, I., Koizumi, N., Kawamura, Y.,
& Yoshikawa. S. (2015.2.26). Farming, but not fishing, cultivates shared culture
within a community. The 11th Cultural Psychology Preconference (at the 16th
Annual Meeting of Society for Personality and Social Psychology), Long Beach,
California, USA.
Ogihara, Y., Fujita, H., Tominaga, H., Ishigaki, S., Kashimoto, T., Takahashi,
A., Toyohara, K., Uchida, Y., & Kusumi, T. (2015, 2.26). Are unique names
increasing? Rise in uniqueness and individualism in Japan. The 11th Cultural
Psychology Preconference (at the 16th Annual Meeting of Society for
Personality and Social Psychology), Long Beach, California, USA.
Ogihara, Y., Uchida, Y., & Kusumi, T. (2015, 2.27). Does individualism damage
interpersonal relationships and subjective well-being in Japan? Longitudinal

仕事再考」慶應義塾大学（東京都）2014.12.3.

examination for a causal link. The 16th Annual Meeting of Society for
Personality and Social Psychology, Long Beach, California, USA.（ポスターア

内田由紀子 , 福島慎太郎「農業者・農業普及指導員調査から見る人の

ワード）

心をつなぐ力へのアプローチ」平成26年度近畿ブロック提案型研修

Katsumura, F., Akutsu, S., Uchida, Y., Kitayama, S., & Ogihara, Y. (2015, 2.27).
Differential Impacts of Employeesʼ Cultural Self-Construals on Job Satisfaction
and Workplace Social Relationship Between Japanese Companies and Foreignowned Companies in Japan. The 16th Annual Meeting of Society for Personality
and Social Psychology, Long Beach, California, USA.
Akutsu, S., Uchida, Y., Katsumura, F., Ogihara, Y. & Kitayama, S. (2015, 2. 26). Do
Japanese workers feel lonelier in local Japanese companies than in foreign-owned
multinational companies in Japan? If so, why? - A cultural psychological inquiry.
The 11th Cultural Psychology Preconference (at the 16th Annual Meeting of
Society for Personality and Social Psychology), Long Beach, California, USA.
Fukushima, S., Uchida, Y., & Saizen, I. (2015, 2.28). Effects of social norms
on cooperative behavior in corrleation with geographical network size: An
empirical approach to cultural unit and transmission. The 11th Cultural
Psychology Preconference (at the 16th Annual Meeting of Society for
Personality and Social Psychology), Long Beach, California, USA.
講演・ワークショップ等
内田由紀子「人が育つ組織」研究会

近畿農政局 2015.1.29.
内田由紀子 話題提供

Women and Wish フォーラム第 1 回「男女

共同参画推進センターのサービスを利用して」（芝蘭会館別館 , 京都
市）2015.1.26.
内田由紀子「日本における幸福感―国際比較と地域比較」デンソ
ー基礎研究所

2015.2.4.

内田由紀子「文化と幸福― 日本における関係志向的幸福について
の文化心理学的実証研究」たちばな賞授賞式（京都大学楽友会館 , 京
都市）2015.3.3.
内田由紀子「日本における

リスク

の文化・社会心理学的考察」

朝日新聞社未来への発想委員会 , 2015.3.16.
ワークショップ企画・運営

.
持続可能性と幸福研究ネットワーク（2012年 5 月より継続）
「人が育つ組織」
（NPO 法人ミラツク , 株式会社ウエダ本社との共催）
（2014年 4 月より）.
メディア・冊子等掲載

パネリスト（京都大学 , 京都

冊子「未来に繋がる青いリボンのエトセトラ」
（京都大学男女共同参

市）2014.5.27.

画推進センター）2014年 4 月発行 .

内田由紀子「日本文化における主体性とは何か―日本人の意識 , 感

内田由紀子「日々の暮らしをごきげんに」リビング京都中央2014年

「東京で学ぶ 京大の知」シリーズ15 こころの
情 , 関係性からの考察」
未来―私たちのこころは何を求めているのか

第 1 回（京都大学東

5 月31日 .
内田由紀子「いい人間関係が築けているかが満足度を大きく左右」

京オフィス , 東京都）2014.5.28.

サンケイリビング2014年 8 月29日 .

内田由紀子「仕事と組織における幸福とは何か ― GNH を手がか

西日本経済同友会合同懇談会における基調講演発言の紹介「幸福度

りに」盛和塾北大阪例会 2014.6.24.

で地方発展を」高知新聞2014年10月 4 日 .

内田由紀子「教師の働きがい , 子どもたちの自己肯定感を育てる」姫

選択する未来シンポジウム（2014年10月14日 , 内閣府主催 , 松江市）

路市立前之庄小学校（姫路市）2014.8.4.

内田由紀子「日本における組織と地域のメンタルヘルス」京都農協

における発言紹介（山陰中央新報2014年10月15日 , 日本海新聞2014年
10月20日 , 日本経済新聞島根版2014年10月15日 , 読売新聞島根版2014
年10月15日 , 読売新聞全国版2014年10月21日 , 毎日新聞島根版2014年
10月16日）.
書評「女性研究者とワークライフバランス」京都新聞2014年10月19
日.
内 田 由 紀 子「 京 大 人 間 図 鑑 Vol.5」2014 年 10 月 31 日 . http://research.
kyoto-u.ac.jp/people/uchida/01/
内田由紀子「しあわせ予報2015」インタビュー記事掲載 , 千寿会 , 2014
年12月17日 . http://www.belle-desse.jp/cocoro/index.htm
池田香織 , 内田由紀子「日本人特有の協調性が糖尿病患者の心の負担
になる」研究紹介「大学受験パスナビ」2015年 1 月20日 . http://passnavi.
evidus.com/news/20150120/html/1
内田由紀子「内田由紀子博士の未来教育論」『N キューブ』vol.19巻
頭インタビュー , 2015年 2 月15日 .

健康保険組合

メンタルヘルス講習会 基調講演2014.11.6.
Uchida, Y. Cultural models of social relationships and well-being in Japan. 国際
（稲盛財団記念館 ,
協力基金「日中韓次世代リーダーフォーラム2014」
京都市）2014.11.7.

受賞

内田由紀子「農業者・農業普及指導員調査から見る人の心をつなぐ

荻原祐二 , 内田由紀子 , 楠見孝（2014）
「日本の個人主義者は孤独か？
.

Uchida, Y. (2014.8.25) How do we construct happiness and social capital?
Evidence from community research in Japan. University of Vienna, Japanese
studies.
Uchida, Y. “The social and emotional context of aging in rural areas.” 京 都 工
芸繊維大学「超高齢社会における農村・農家の将来像」（京都市）

2014.9.19.
内田由紀子「日本の地域における幸福感」第112回西日本経済同友会
会員合同懇親会（高知市）2014.10.3.
内田由紀子「文化と幸福― ソーシャル・キャピタルとの関連」東
洋大学大学院社会学研究科院生セミナー（東洋大学 HIEC21共催）
（東京都）2014.10.10.
内田由紀子

パネルディスカッション「選択する未来」シンポジウ

ム（内閣府主催 , 松江市）2014.10.14.

力へのアプローチ」農業普及活動高度化全国研究大会基調講演（東
内田由紀子

第 7 回たちばな賞（京都大学優秀女性研究者賞）研究

者部門 2015.3.3.
内田由紀子 , 竹村幸祐

日本農業普及学会奨励賞 2015.3.6.

日本における個人主義と対人関係」日本グループ・ダイナミック
ス学会第61回大会（優秀学会発表賞受賞 , 2014.9.7）.

京都）2014.11.26.
ディスカッサント「当事者主催―自分のことは自分

で決める」第 6 回クオリア AGORA

内田由紀子

京都クオリア研究所（京都大

学楽友会館 , 京都市）2014.11.27.
内田由紀子「地域の幸福とソーシャル・キャピタル―『つなぐ』

Ogihara, Y., Uchida, Y., & Kusumi, T. (2015, 2 ). Does individualism damage
interpersonal relationships and subjective well-being in Japan? Longitudinal
examination for a causal link. The 16th Annual Meeting of Society for
Personality and Social Psychology, Long Beach, California, USA. (granted SPSP
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2014年度仕事一覧
Student Poster Award & SPSP Diversity Fund Graduate Travel Award) .

を高めるか」第 4 回社会神経科学研究会（岡崎コンファレンスセン

社会活動

ター , 岡崎市）2014.10.30-31.

ドイツ日本研究所顧問 .

Nishio, Y., Abe N., Shigemune Y., Mugikura S., Fujii T., Mori E. “Cholinergic
modulation of emotion and memory in humans: a pharmacological f MRI
study.” Society for Neuroscience 44th Annual Meeting (Walter E. Washington
Convention Center, Washington DC, USA) November 15-19, 2014.
Kajimura S., Kochiyama T., Nakai R., Abe N., Nomura M. “Subtype- and
phenotype-specific altered functional connectivity of social anxiety. ” Society
for Neuroscience 44th Annual Meeting (Walter E. Washington Convention
Center, Washington DC, USA) November 15-19, 2014.
Suzuki M., Kawagoe T., Nishiguchi S., Abe N., Otsuka Y., Nakai R., Yamada M.,
Yoshikawa S., Sekiyama Y. “Neural correlates of working memory in advanced
aging: an f MRI study” 2015 Ageing Summit (The O2, London, England)
February 10-12, 2015.
Yanagisawa K., Abe N., Kashima ES., Nomura M. “ Amygdala-VLPFC
interaction predicts the response to anger provocation elicited by mortality
threats. ” The 16th Annual Meeting of the Society for Personality and Social
Psychology (Long Beach Convention Center, Long Beach, USA) February 2628, 2015.
Ueda R., Ashida H., Abe N. “Neural basis of inhibiting socially unacceptable
love.” Cognitive Neuroscience Society 2015 Annual Meeting (San Francisco
Hyatt Regency, San Francisco, USA) March 28-31, 2015.

農林水産政策研究所客員研究員 .
土佐経済同友会 GKH 委員会 .
文部科学省安全・安心科学技術及び社会連携委員会委員

阿部修士
論文

Abe, N., Greene JD. (2014) “Response to anticipated reward in the nucleus
accumbens predicts behavior in an independent test of honesty, ” Journal of
Neuroscience, 2014, 34 (32): 10564-10572.
Abe N., Fujii T., Ito A., Ueno A., Koseki Y., Hashimoto R., Hayashi A., Mugikura
S., Takahashi S., Mori E. (2014) “The neural basis of dishonest decisions that serve
to harm or help the target, ” Brain and Cognition, 2014, 90: 41-49.
Hayashi A., Abe N., Fujii T., Ito A., Ueno A., Koseki Y., Mugikura S., Takahashi S.,
Mori E. (2014) “Dissociable neural systems for moral judgment of anti- and prosocial lying, ” Brain Research, 2014, 1556: 46-56.
阿部修士（2015）「不正直さの個人差を生み出す脳のメカニズム」
Clinical Neuroscience, 中外医学社 , 2015, 33 ( 2 ): 159-161.
学会発表・ワークショップ等

西口周 , 山田実 , 谷川貴則 , 積山薫 , 川越敏和 , 𠮷川左紀子 , 阿部修士 ,

「日々の暮らしを

グメモリ課題中の脳活動の関連性 ―機能的 MRI を用いた検討」第

「うそつき , 脳で分かる？ 京大 , 活動領域で解明」日本経済新聞2014

49回日本理学療法学術大会（パシフィコ横浜 , 横浜）2014.5.30 -6.1.
阿部修士「自分の意思で決めるとはどういうことか？― 心理学と
脳科学の視点から」「東京で学ぶ 京大の知」シリーズ15 こころの未
第 2 回（京都大学東京

に」リビング京都2014年 5 月31日 .

ごきげん

年 8 月 6 日夕刊 .
「うそつき , 脳で分かる？ 活動領域で解明 - 京大」時事通信2014年 8
月 6 日.

Abe N., Greene JD. “Reward sensitivity in the nucleus accumbens predicts
dishonest behavior” International Symposium: Adolescent brain & mind and
self-regulation (The University of Tokyo, Tokyo) July 5, 2014.
柳澤邦昭 , 阿部修士 , 嘉志摩江身子 , 野村理朗「扁桃体 ― 前頭前野

京大研究 G 発表」日テレ NEWS24・
NNN ストレイトニュース2014年 8 月 6 日 .
「〔解明〕正直者とうそつきの「個人差」 京大が研究」ABC 朝日放
送 ABC WEB NEWS（関西ニュース）2014年 8 月 6 日 .
「嘘つきのメカニズム 脳の『側坐核』が関係」関西テレビ KTV ニ
ュース2014年 8 月 6 日 .

腹外側部の相互作用が文化的世界観防衛を予測する」日本社会心理

「 正直者

来―私たちのこころは何を求めているのか
オフィス , 東京都）2014.6.4.

学会第55回大会（北海道大学 , 札幌市）2014.7.26 -27.
柳澤邦昭 , 阿部修士 , 嘉志摩江身子 , 野村理朗「情動刺激に対する感受
性と文化的世界観防衛の関連」日本グループ・ダイナミックス学会

「” ウソつき ” は脳で分かる

と

ウソつき

脳に違い」日本テレビ「ヒルナンデス」

2014年 8 月 6 日 .
「 嘘つき の人・脳の活動に違い」日本テレビ「情報ライブ ミヤネ
屋」2014年 8 月 6 日 .

第61回大会（東洋大学 , 東京都）2014.9.6 -7.

「ウソつきの始まりは ” 脳 ”」朝日放送「キャスト」2014年 8 月 6 日 .

柳澤邦昭 , 阿部修士 , 嘉志摩江身子 , 野村理朗「死関連脅威に対する扁

「 うそつき

桃体活動が快情動刺激の感受性を高める」日本心理学会第78回大会
（同志社大学 , 京都市）2014.9.10 -12.
阿部修士「正直な行動を選択する脳のメカニズム」公開シンポジウ
ム「インタラクションを通じた相互信頼感形成」
（東京大学 , 東京都）

2014.9.21.
Abe, N., Fujii, T., Ito, A., Ueno, A., Koseki, Y., Hashimoto R., Hayashi A.,
Mugikura S., Takahashi S., Mori E. “Neural basis of dishonest choices for harmful
and helpful stories” 17th World Congress of Psychophysiology (International
Conference Center Hiroshima, Hiroshima) September 23-27, 2014.
Abe, N. “Reward sensitivity in the nucleus accumbens predicts dishonest
behavior” (symposium: functional neuroimaging of deception) 17th World
Congress of Psychophysiology (International Conference Center Hiroshima,
Hiroshima) September 23-27, 2014.
富永仁志 , 阿部修士 , 内田由紀子「相互協調的自己観は利他行動傾向
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メディア掲載

大塚結喜 , 中井隆介 , 青山朋樹 , 坪山直生「脳萎縮と視空間性ワーキン

は脳でわかる・京大が発表」日本テレビ「Oha ！ 4

NEWS LIVE」2014年 8 月 7 日 .
「うそつき 脳で分かる？」日本テレビ「スッキリ !!」2014年 8 月 7 日 .
「京都大学が脳の違い発見」日本テレビ「ウェークアップ！ぷらす」

2014年 8 月 9 日 .
「うそと脳活動に関係」京都新聞2014年 8 月23日朝刊 .
「なぜ正直者と嘘つきがいる？

脳活動からその原因を解明」『蛍雪

時代』2014年11月号 , p178.
「ウソと真の境界線」日本テレビ「ウェークアップ！ぷらす」2014年

12月27日 .

熊谷誠慈
著書

Kumagai, S. (2014). Bhutanese Buddhism and Its Culture. Kathmandu Vajra

熊谷誠慈（印刷中）
「ボン教の歴史的概要」
.
『仏教史研究ハンドブッ
ク』法蔵館 .
論文

.「ブータンにおける仏教と国民総幸福（GNH）」
『宗
熊谷誠慈（2014）
教研究』380, 25-52.

Kumagai, S. (2014). “History and Current Situation of the Sa skya pa school in
Bhutan.” Bhutanese Buddhism and Its Culture, Kathmandu: Vajra Publications, 127139.
研究発表・講演等
熊谷誠慈「求めるべき幸福とは―ブータンの国民総幸福政策とそ
の根底に横たわる精神性」「東京で学ぶ 京大の知」シリーズ15 ここ
ろの未来―私たちのこころは何を求めているのか

ブータンと精神文化交流を」京都新聞2014年 8 月23日 .
Kumagai, S. “Book titled ‘Bhutanese Buddhism and Its Culture’ launched” BBS
News. 2015.2.27.
Kumagai, S. “Book titled ‘Bhutanese Buddhism and Its Culture’ launched” BBS
ウェブ版 (http://www.bbs.bt/news/?p=48839). 2015.2.27.
のヒント

Publications.

第 3 回（京都大

学東京オフィス , 東京都）2014.6.11.
熊谷誠慈「ブータンの仏教と文化― ブータン仏教の歴史とその現

畑中千紘
学会発表

Hatanaka, C. “ Dreams of an Adult Developmental Disorder Woman ”
Psychological Seminar (Dream Interpretation and Psychological Theory) (City
West Raum Berlin, Berlin) 2014.7.24.
畑中千紘「2000年代における大学生の心理学的変化― 2003年と
2013年のロールシャッハ・テストの比較から」日本ユング心理学会
第 3 回大会（文京学院大学 , 東京都）2014.6.7-8.

,
, 京都市）2014.6.12.
状」（龍谷大学

畑中千紘「
『語り』の欠如した心理療法の展開可能性―身体と夢を

熊谷誠慈「ボン教文献中の認識機序記述にみられる仏教思想の影響」
,

通じた空虚さとの関わり」日本箱庭療法学会第28回大会（東洋英和

「仏典における認識機序記述の研究」研究会（京都大学, 京都市）

2014.7.13.
熊谷誠慈「悩みと不安のむかし：古き仏教は悩みや苦しみとどう向き
』
合ってきたか」
『第13回こころの広場「悩みと不安のイマ , むかし」
（京都大学 , 京都市）2014.8.6.

Seiji Kumagai “Bonpoʼs Absorption and Development of the Buddhist Theory:
with a Focus on Abhidharma Theory,” 17th International Conference of the
International Association for Buddhist Studies, Wien: University of Wien.
2014.8.22.
Seiji Kumagai “How did the Mādhyamika Tradition Universalize the Concept
of Emptiness?” Bouddhisme et universalisme, Colloque international à Kyōto,
Kyoto: Kyoto University. 2014.10.4.

女学院大学 , 東京都）2014.10.4-5.

Hatanaka, C. “Dreams of 20ʼs woman who speaks as an autistic spectrum
disorder patient ” Psychological Seminar (Dream Interpretation and
Psychological Theory)（Hotel NH Berlin City West, Berlin）2015.3.11-12.
講演
畑中千紘「悩みと不安のイマ：現代の悩みのかたちを考える」京都
府・京都大学こころの未来研究センター共同企画第13回こころの広
場

悩みと不安のイマ , むかし（稲盛財団記念館大会議室 , 京都市）

2014.8.6.
畑中千紘・土井奈緒美「子どもの発達障害への心理療法的アプロー
チからの実践報告」『先生のためのこころ塾2014』（稲盛財団記念館
大会議室 , 京都市）2014.9.21.

熊谷誠慈「仏教はこころをどうとらえてきたか―存在論的・認識

畑中千紘「こころを知り , こころとつきあう仕事とは―こころの古

論的視点から」, こころの古層と現代の意識研究会 . 2014.10.22.

層から最新の心理学研究まで」SGH（スーパーグローバルハイスク

熊谷誠慈「ブータンの仏教思想と社会制度に学ぶ」第25回日本老年

ール事業）同窓生による特別授業（金沢大学教育学部附属高等学校 ,

医学会北陸地方会同時開催市民講座：日本社会の超高齢化に向けて

金沢市）2015.3.14.

「高齢者のこころに向き合う」
（近江町交流プラザ , 金沢市）2014.10.26.

Seiji Kumagai “Significance of Preservation of Spiritual Heritage and Traditional
Culture, ” Shergawong (Arnachar Pradesh State in India): Vivekananda Kendra
Vidalaya (VKV) school. 2014.11.7.
Seiji Kumagai “Balance between Spirituality and Materiality,” Bomdila (Arnachar
Pradesh State in India): Bomdila Government school. 2014.11.8.
熊谷誠慈「チベット・ブータンの宗教文化研究の紹介：文献研究お
よびフィールド研究の両側面から」Lecture Series 第 4 回（京都大学 ,
京都市）2014.11.27.
熊谷誠慈「苦とどう向き合うか：仏教思想とブータンの国民総幸福
」生きづらさ学旗揚げワークショップ（京都大学 , 京都
政策（GNH）

清家理
論文・著書
清家理『医療ソーシャルワーカーの七転び八起きミッション』メジ
カルビュー社 , 2015.3.

Aya Seike, Takashi Sakurai, Chieko Sumigaki, Akinori Takeda, Hidetoshi Endo
and Kenji Toba, “Verification Study of Educational Support Intervention for
Family Caregivers of Person with Dementia, ” International Journal of American
Geriatric Society, 2015, (in press) .
学会発表・講演

市）2014.12.20.

清家理 , 住垣千恵子 , 武田章敬 , 櫻井孝 , 鳥羽研二「認知症家族介護者

熊谷誠慈「こころ観の変遷とこころの未来―仏教学からみたここ

の教育的支援におけるエコマップの有用性 ―ソーシャルワーク ア

ろ観の時代的展開と地域的展開」（京都大学 , 京都市）2014.12.21.

セスメントスキルの応用」第15回認知症ケア学会（東京国際フォー

Seiji Kumagai “ Bhutanese Buddhism Research Project and Its Future
Perspective,” Tashigang (Bhutan): Royal University of Bhutan (Sherubtse
College). 2015.3.4.
Seiji Kumagai “Bhutanese Buddhism and Japanese Buddhism,” Trongsa (Bhutan):
Institute of Language and Culture Studies, Royal University of Bhutan. 2015.3.7.

ラム , 東京都）2014.5.31.

メディア

連携強化』の方策と意義 ―医療介護連携セミナーからのアプロー

熊谷誠慈「探究人 『幸せの国』の仏教思想に迫る よりよい社会へ

チ」第56回日本老年医学会学術集会（同上）.

銘苅尚子 , 住江浩美 , 武田章敬 , 清家理「高齢者の意思決定支援のあり
方 ― 退院調整看護師による退院支援からの考察」第56回日本老年
医学会学術集会（福岡国際会議場 , 福岡市）2014.6.13.
住江浩美 , 銘苅尚子 , 武田章敬 , 清家理「病院発信型『医療と介護の
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清家理 , 銘苅尚子 , 住江浩美 , 武田章敬 , 鷲見幸彦 , 鳥羽研二「エンディ

大会（同上）.

ングライフの備えと意識に関するパイロットスタディー」第56回日

Ueda, Y., Kikuno, Y., Yamamoto, H., & Saiki, J., “Higher affinity state allele
variants in DRD 4 and CHRNA 4 lead to increased executive attention and
related brain activations, ” Society for Neuroscience, Washington DC, USA.
2014.11.19.
上田祥行 , 黒須慎吾 , 齋木潤「複数の刺激セットで探る探索非対称性
のメカニズム」日本基礎心理学会第33回大会（八王子市）2014.12.7.
横澤一彦 , 金谷翔子 , 橡谷英幸 , 上田祥行「顔と声の結びつけを規定す
る要因についての検討」日本心理学会「注意と認知」研究会第13回
合宿研究会（名古屋市）2015.3.15.
上田祥行 , 黒須慎吾 , 齋木潤「探索非対称性の一貫性から探索のメカ
ニズムを探る」日本心理学会「注意と認知」研究会第13回合宿研究
会（名古屋市）2015.3.16.

本老年医学会学術集会（福岡国際会議場 , 福岡市）2014.6. 13.
清家理 , 住垣千恵子 , 武田章敬 , 鷲見幸彦 , 櫻井孝 , 鳥羽研二「認知症介
護 QOL スケールの構成要素抽出研究 第 1 報」第56回日本老年医
学会学術集会（福岡国際会議場 , 福岡市）2014.6.14.

Aya Seike, Takashi Sakurai, Chieko Sumigaki, Akinori Takeda, Kenji Toba, “Study
on the needs for educational support programs for family caregivers of person
with dementia- For effective implementations of inter-disciplinary programs-, ”
Alzheimerʼs Association International Conference, Denmark, Copenhagen. 1216 July 2014.
清家理「認知症を持つ人の介護と負担を考える―介護者の私をい
たわることの 5 W 1 H」（中日文化センター , 名古屋市）2014.7.17.
清家理「コメディカルに医療・保健・福祉政策って必要ですか？」
信州大学医学部医療保健福祉政策論講演（松本市）2014.7.24.
清家理「家族・介護者のケア―どこまで聖人君子で存在できるの
でしょうか」第 1 回老人保健施設管理医師研修会（第Ⅱ期）（東京

論文

都）2014.9.27.

奥井遼「知識の参照点としての身体― 淡路人形座の稽古場面にお

清家理「学びあいから生まれる新たな価値と力―孤立防止のため

ける『ままならなさ』の現象学的記述」『学ぶと教えるの現象学』

の互助・自助強化プログラム開発研究より」, 平成26年度上廣こころ

,
ているもの」「孤立防止のための互助・自助強化プログラム開発」プ

16, 2015, 41-54.
奥井遼訳（Bernard Andrieu 著）「現象学から顕現学へ― 1990年以降
フランス哲学における『生ける身体 living body』の誕生」『身心変容
技法研究』4, 2015, 207-211.

ロジェクトシンポジウム：超高齢社会を健やかに幸せに生きる（稲

著書

盛財団記念館大会議室 , 京都市）2015.3.21.

奥井遼『
〈わざ〉を生きる身体 ―人形遣いと稽古の臨床教育学』ミ

社会貢献

ネルヴァ書房 , 2015年 .

平成26年度老人保健健康増進等事業「認知症の早期診断 , 早期対応

学会発表

につながる初期集中支援チーム設置・運営に関する調査研究事業」

Okui, Haruka. “Lived Experience of Master and Novice: A Phenomenological
Description of a Training Session at the Awaji Puppet Theatre. ” 33rd
International Human Science Research Conference (St Francis Xavier
University, Canada) 2014.8.13.
Okui, Haruka, Peralta, Alicia, Vargas, Francisco, and Yin, Yin. “The World of
Thinging Thing: Several Phenomenological Snapshots” 33rd International
Human Science Research Conference (St Francis Xavier University, Canada)
2014.8.13.
奥井遼「身体の知 , 生きられた身体―湯浅泰雄とメルロ = ポンティ」
（京
人体科学会第24回大会若手パネル「湯浅泰雄の問いかけたもの」
都大学 , 京都市）2014年11月30日 .
Okui, Haruka. “Investigation for Philosophy of the body in Japan.” 32nd Research
Meeting on Arts and Principles of Body-Mind Transformation, 1st Research
Meeting, Philosophy of the Body (Kyoto University, Japan) 2015.1.22.

学研究部門研究発表会（稲盛財団記念館大会議室 , 京都市）2014.12.21.
清家理 , 𠮷川左紀子「くらしの学び庵の歩み ―学びあいから生まれ

外部委員 .
社会貢献人材育成事業プロジェクト企画・運営（𠮷川左紀子と協働）
「孤立防止のための互助・自助強化プログラム開発」プロジェクト ,
くらしの学び庵 .

上田祥行
学会発表・ワークショップ等

Ueda, Y., Nunoi, M., Ichimura, K., Shirasuna, Y., & Fujino, M., “ Saccade
trajectories are immediately curved in accordance with the degree of threat from
task-irrelevant stimuli, ” Vision Sciences Society 14th Annual Meeting, St. Pete
Beach, USA. 2014.5.18.
Ueda, Y., Nagoya, K., Yoshikawa, S. & Nomura, M., “ Observer ʼ s Facial
Expressions Affected Perceived Dominance.” 日本認知心理学会第12回大会
（仙台市）2014.6.28.
Ueda, Y., & Yoshikawa, S. “Perceived dominance of facial expression.” British
Academy Early Career Networking Event, The Mind Across Cultures
（University of York, U.K.）2014.8.6.
上田祥行「創造的思考を支えるメカニズム」企画シンポジウム 創
造的思考・洞察的問題解決のメカニズムを探る

日本心理学会第78

回大会（同志社大学 , 京都市）2014.9.11.
藤野正寛 , 上田祥行 , 齋木潤 , 野村理朗「瞑想技法の違いが脳の機能的
結合性に与える効果」日本心理学会第78回大会（同志社大学 , 京都
市）2014.9.12.
上田祥行 , 菊野雄一郎 , 山本洋紀 , 齋木潤「機能的脳イメージングと遺
伝子多型解析による実行注意の個人差の解明」日本心理学会第78回
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奥井遼

エッセイ
奥井遼「前のめりに議論する」『こころの未来』13, 2014, 43.
奥井遼『パドマ幼稚園アニュアル・レポート』パドマ幼稚園 , 2014.

