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野村光江 , 布井雅人 , 𠮷川左紀子「表情・音声による複雑な感情メッ

Nunoi, M., & Yoshikawa, S. “Do gaze direction and facial attractiveness
of others modulate the preference for objects?” International Society for
Research on Emotion 2011（京都ガーデンパレス
.
, 京都市）2011.7.27.
Minemoto, K., Nakashima, S., & Yoshikawa, S. “Intensity of fearful and sad
facial expressions affects our judgment of helping.” International Society for
Research on Emotion 2011（京都ガーデンパレス
.
, 京都市）2011.7.28.
Minemoto, K., & Yoshikawa, S. “ Face identity adaptation facilitates the
recognition of facial expressions.” European Conference on Visual Perception
2011.” Toulouse, France. 2011.8.28.

セージの理解 ― 2者対話刺激を用いた検討」『認知科学』2011,18,

講演

1-12.

𠮷川左紀子「ゆっくり話を聴くということ：臨床対話の認知科学」

長岡千賀, 小森政嗣, 桑原知子, 𠮷川左紀子, 大山泰宏, 渡部幹, 畑中千

品川セミナー（京都大学品川オフィス, 東京）2011.7.1.

紘「心理臨床初回面接の進行：非言語行動と発話の臨床的意味の分

𠮷川左紀子「『機嫌のいい職場』をつくる」京都大学専門職員研修（京

析を通した予備的研究」『社会言語科学』2011, 14, 188-197.

都大学芝蘭会館山内ホール, 京都市）2011.11.17.

𠮷川左紀子
論文
『人
伊藤美加, 𠮷川左紀子「表情認知における顔部位の相対的重要性」
間環境学研究』2011, 9, 89-95.
内田由紀子, 竹村幸祐, 𠮷川左紀子「農村社会における普及指導員の
コーディネート機能」『社会技術研究論文集』2011, 8, 194-203.

石田彩夏 , 上田裕行 , 布井雅人 , 𠮷川左紀子「直接対面はポジティブ

𠮷川左紀子「心をつなぐ仕事：2 種類の共感力を育てる」京都市教

な表情表出を促進する」『電子情報通信学会技術研究報告』2012,

育委員会「親と子のこころの電話」相談員全体研修（京都市アスニー）

111（464）, 29-34.
Nakashima, S., Langton, S., & Yoshikawa, S., “The effect of facial expression and
gaze direction on memory for unfamiliar faces,” Cognition and Emotion, in press.
Nomura, M., & Yoshikawa, S., “Gaze and facial expressions when talking
about emotional episodes,” Psychologia, 2011, 54, 15-26.
𠮷川左紀子「ブータンの日常風景」『科学』2011,86（no.6）
,524, 岩波
書店 .

2012.1.23.

Academic Talk. 2011.12.14.

著書

論文

」
,子
長岡千賀, 𠮷川左紀子「カウンセリング対話における『聴き方』

𠮷川左紀子「顔や表情からみえる “ こころ”
」FM 京都, Kyoto University

船橋新太郎

日本心理学会第 75 回大会（日本大学, 東京）2011.9.15.

Funahashi, S., “Brain mechanisms of happiness,” Psychologia, 2012, 54, 222233. in press.
Watanabe, Y., & Funahashi, S., “Thalamic mediodorsal nucleus and working
memory,”Neuroscience and Biobehavioral Reviews, 2012, 36: 134-142.
Funahashi, S., & Tanaka, A., “Metacognition: a new method for studying the
nature of the mind,” P. Swanson（ed.） Brain Science and Kokoro: Asian
perspectives on science and religion, Nanzan Institute for Religion & Culture,
2011, Nagoya, Japan, 51-67.
Andreau, J. M., & Funahashi, S., “Primate prefrontal neurons encode the
association of paired visual stimuli during the pair-association task,” Brain and
Cognition, 2011, 76: 58-69.

上田祥行, 𠮷川左紀子「課題非関連な情動刺激による視覚探索課題

学会発表

中の眼球運動の変化」日本心理学会第 75 回大会（日本大学, 東京）

Takebayashi, M., & Funahashi, S. “orbitofrontal neurons encode preference for
an intrinsic reward that is produced when artificial visual stimuli are seen. ”
41st Annual Meeting of Society for Neuroscience（Neuroscience 2011）,
Washington, D.C., 2011.11.13.
Watanabe, K., & Funahashi, S. “Prefrontal neuronal correlates of cognitive
capacity limitation and its adaptive allocation revealed by a dual-task
paradigm.” 41st Annual Meeting of Society for Neuroscience（Neuroscience
2011）, Washington, D.C., 2011.11.14.
Harish, O., Mochizuki, K., Mongillo, G., Hansel, D., & Funahashi, S. “Patterns
of errors in oculomotor delayed-response tasks: a window into working
memory role in action selection. ” 41 st Annual Meeting of Society for
Neuroscience（Neuroscience 2011）, Washington, D.C., 2011.11.14.
Tanaka, A., & Funahashi, S. “Neural correlates of explicit memory in the
macaque lateral prefrontal cortex. ” 41 st Annual Meeting of Society for
Neuroscience（Neuroscience 2011）, Washington, D.C., 2011.11.14.
Goto, K., Kanazu, M., Yamamoto, H., Sawamoto, N., Fukuyama, H., &
Funahashi, S. “Prefrontal activation associated with the top-down signal in
memory retrieval.”第 34 回日本神経科学大会（横浜）2011.9.15.

安増生・杉本均編『幸福感を紡ぐ人間関係と教育』ナカニシヤ出版,

2012 年, 100-116 頁 .
学会発表, ワークショップ等
中嶋智史, 森本裕子, 𠮷川左紀子「未知顔の記憶における表情, 性別お
よび呈示時間の影響」日本認知心理学会第 9 回大会（学習院大学,
東京）2011.5.29.
嶺本和沙, 𠮷川左紀子「人物への順応が同じ人物の表情認知に与え

.
る影響」日本認知心理学会第 9 回大会（同上）
中嶋智史, 𠮷川左紀子「未知顔の再認記憶における自尊感情の影響」

2011.9.17.
野口素子, 𠮷川左紀子「表情表出による情動調整が受け手の表情表
出および 2 者関係に及ぼす影響」日本心理学会第 75 回大会（同上）.
𠮷川左紀子「実験室の中の〝社会性〟：表情同調研究から」社会神
経科学研究会（生理学研究所, 岡崎市）2011.10.6.
𠮷川左紀子「こころの調整機能と〝きずな〟
」こころの未来研究セン
ター研究報告会 2011（京都大学稲盛財団記念館中会議室）2011.12.10.
𠮷川左紀子「『気遣い』を伝える：看護師―患者間コミュニケー
ションの研究」京都大学グローバル COE「心が活きる教育のた
めの国際的拠点」総括シンポジウム（京都大学国際交流ホール）

2011.12.11.
Ueda, Y., & Yoshikawa, S. “Task-Irrelevant Happy Faces Facilitate Processing
Speed in Visual Search Task.” 23th Association for Psychological Science.
Washington, D.C., USA. 2011.5.28.
Nunoi, M., Nakashima, S., F., & Yoshikawa, S. “Affective evaluations of objects are
influenced by associated faceʼs attractiveness.” Association of Social Psychology
16th General meeting. Stockholm, Sweden. 2011.7.14.
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Takebayashi, M., & Funahashi, S. “Response patterns of primate orbitofrontal
neurons and preference for visual stimuli.” 第 34 回日本神経科学大会（横
浜）2011.9.16.
Mochizuki, K., & Funahashi, S. “Neuronal activity in the prefrontal cortex
during instructed and free choice oculomotor tasks.” 第 34 回日本神経科学
大会（横浜）2011.9.17.
Takahashi, H., Andreau, J.M., & Funahashi, S. “Behavioral analysis of monkeys
performing visual pair-association task.” 第 34 回日本神経科学大会（同上）.
Tanaka, A. & Funahashi, S. “Neural correlates of explicit memory in monkeys
performing an oculomotor delayed-response task.” 第 34 回日本神経科学大会
.
（同上）
Watanabe, K. & Funahashi, S. “Neuronal correlates of cognitive resource allocation
revealed by a dual-task paradigm.” 第 34 回日本神経科学大会（同上）.
Watanabe, K. & Funahashi, S. “ Prefrontal neural correlates of cognitive
capacity limitation and its adaptive allocation revealed by a dual task
paradigm.” 2011 年度包括型脳科学研究推進支援ネットワーク「夏の
ワークショップ」ポスター発表 2011.8.23.
Takebayashi, M. & Funahashi, S. “Primate orbitofrontal activity represents
strength of preference for artificial visual stimuli.” International Society for
Research on Emotion（ISRE）
（Kyoto）2011.7.28.
Tanaka, A. & Funahashi, S. “Activity of macaque prefrontal neurons during
oculomotor delayed-response performance may reflect explicit memory
processes.” ASSC15（Kyoto）2011.6.9-12.
Tanaka, A. & Funahashi, S. “ Prefrontal neuronal activity in monkeys
performing a metamemory task.” Satellite Symposium of ASSC15 on
Metacognition 2011.6.8.

カール・ベッカー
論文

Carl Becker, “Aging, Dying, and Bereavement in Contemporary Japan, ” [in
Slovenian], Zivljenje, smrt in umiranje v medkulturni perspektivi. Ed. Maja
Milcinski. Lubljana, Slovenia: Razprave Filozofska Faculteta, 2011, 29-40.
講演

Carl Becker, “Philosophy Implicit in Japanʼs Value System.” 上廣 Cross-Currents
哲学会議（ハワイ大学）2011.3.17.
Carl Becker, “Justice and Economics in Globally Responsible Bioethics – One
Buddhist Perspective.” 東西哲学者会議（ハワイ大学）2011.5.18.
Carl Becker, “Hospice/End-of-Life Care: Yesterday, Today and Tomorrow.”
International Conference on Grief & Bereavement（Miami Intercontinental
Hotel）2011.6.23.
Carl Becker, “Cultural Considerations in Dying, Death and Bereavement.”
International Conference on Grief & Bereavement（Miami Intercontinental
Hotel）2011.6.24.
Carl Becker, “ Teaching That Matters: International Death Education.”
International Conference on Grief & Bereavement（Miami Intercontinental
Hotel）2011.6.25.
カール・ベッカー「死と終末期にどう向き合うか」日本ホスピス在
宅ケア研究会沖縄大会（沖縄コンベンションセンター）2011.7.17.
カール・ベッカー「死別悲嘆に対する日本人の経験智」佛教大学四
条センター, 2011.7.19.
カール・ベッカー「日本文化と医療」島根大学医学部附属病院主催
「事前要望書広報」市民フォーラム（ビッグハート出雲）2011.7.31.
カール・ベッカー「生と死を見つめ, 今を大切に生きるために」人権
啓発指導者養成研修会（ルビノ京都堀川）2011.8.8. ルビノ京都堀川.
カール・ベッカー「日本人のスピリチュアリティ」スピリチュアル
ケア協会特別講演, 兵庫県看護協会 , 2011.9.3.
カール・ベッカー「新たな知の統合に向けて」京都大学国際フォー
ラム（京都大学百周年時計台記念館）2011.10.15.
カール・ベッカー「
『人生の意味』の測定法 Sense of Coherence とその

カール・ベッカー「日本仏教の現代的役割」『寺門興隆』興山社,

応用」国際統合医療学会（新宿明治安田生命ホール）2011.10.22.

2011 年 3 月, 50-53.
近藤恵 , カール・ベッカー「死の受容」『心理学概論』ナカニシヤ
出版（京都）2011 年 3 月, 229-235.
濁川孝志, 大石和夫, カール・ベッカー, 飯田史彦「教育とスピリチュ
アリティ」
『立教大学コミュニティ福祉学部紀要』13 号, 2011 年 3 月,
184-195.
島薗進, カール・ベッカー, 高橋義人「生と死のあいだ」『教養のコ
ンツェルト』高橋義人編, 人文書館, 2011 年 3 月, 293-319.
Becker, Carl, “Neuroethics, Bioethics, and Health,” Journal of Philosophy and
Ethics in Health Care and Medicine. 2011 年 5 月, 5-38.

カール・ベッカー「日本人の死生観と超越」仏教文化講演会（龍谷
大学アバンティ響都ホール）2011.12.5.
カール・ベッカー「看護に於ける倫理」京都府看護協会 , 2011.12.19.
カール・ベッカー「 “ 死 ” って怖いですか ?」第 18 回日本死の臨床
研究会（和歌山ビッグ愛ホール）2012.2.19.

河合俊雄
論文
河合俊雄「国際分析心理学会」『心理臨床の広場』2011, Vol.4, No.1,

カール・ベッカー「日本の叡智に学ぶストレス軽減法」
『日本人にとっ

30 頁.

ての看取りとその意味』ABC ラジオ「ちょっといい話」10, 2011 年 8 月,

河合俊雄「分析的心理療法をはじめる前に」
『こころの科学』160 号,

62-65, 87-90.

2011, 43‐47 頁.

カール・ベッカー「死と終末期とどう向き合うか」
『精神医学史研究』

河合俊雄「ユング再考：没後 50 周年を記念して」『こころの科学』

15巻1号, 2011年10月, 18-28.

161 号, 2012 年 1 月, 6 –10 頁.

カール・ベッカー「生と死を通じて浄土を理解する」
, 戸松義晴編『寄

著書

り添いの死生学』2011年10月, 89-129.

河合俊雄『村上春樹の「物語」
：夢テキストとして読み解く』新潮社,

カール・ベッカー他「臨死体験であの世を考える」
『だから死ぬのは

2011 年.

怖くない』週刊朝日ムック65巻, 2011年11月, 146-150.

河合俊雄「心理療法の技法」, 京都大学心理学連合編『心理学概論』

カール・ベッカー「医療が癒せない病」
, 窪寺俊之編『スピリチュアル

ナカニシヤ出版, 2011 年, 325-331 頁.

ペインに向き合う』聖学院大学出版会 , 2011年11月, 13-70.

河合俊雄「『遠野物語』における場所とこころの接点」, 鎌田東二編

カール・ベッカー「臨床における意味と物語の復権」
『仏教看護・ビ
ハーラ』6号, 2011年11月, 11-41.

『遠野物語と源氏物語 ― 物語の発生する場所とこころ』創元社,

2011 年, 99-108 頁.
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翻訳

68 ～ 71 頁.

シャムダサーニ（河合俊雄, 田中康裕, 竹中菜苗, 小木曽由佳訳）『ユ

鎌田東二「神社が語る神々の世界」『歴史読本』2012 年 2 月号, 新

ング伝記のフィクションと真相』創元社, 2011 年.

人物往来社, 54 ～ 59 頁.

その他

鎌田東二「神社の起源と聖地の確立」
, 歴史読本編集部編『呪術と怨

山極寿一, 河合俊雄, 宮野素子「暴力の由来」『ユング心理学研究 3』

霊の天皇史』新人物往来社, 2012 年, 24 ～ 42 頁.

創元社 , 2011 年, 41-56 頁.

鎌田東二「出羽三山松例祭の霊性とコスモロジー」『月刊京都』

河合俊雄「序文」
, 畑中千紘『話の聴き方からみた軽度発達障害』創

2011 年 3 月号, 白川書院, 68 ～ 71 頁.

元社, 2011 年, ⅰ- ⅲ頁.

鎌田東二「古史古伝を生み出す構造を解明するフェイクロアを」
『「古

河合俊雄「解説」
, 河合隼雄, 茂木健一郎『こころと脳の対話』新潮文

史古伝」と「偽書」の謎を読む』新人物往来社, 2012 年, 44 ～ 64 頁.

庫, 2011 年, 201-207 頁.

鎌田東二「身心変容技法生成の場としての洞窟」
『身心変容技法研究』

河合俊雄「ユング『心理学的類型論』解説」ユング（吉村博次訳）
『心

第 1 号, 京都大学こころの未来研究センター, 2012 年 3 月, 4 ～ 14 頁.

理学的類型』中央公論新社, 2012 年, 1-19 頁.

鎌田東二「こころの練り方探究事始め

河合俊雄「ジェイムズ・ヒルマン追悼」
『新潮』2012 年 2 月号, 236-237 頁.
学会発表
鍛治まどか, 梅村高太郎, 谷垣紀子, 長谷川千紘, 河合俊雄, 田中美香,
金山由美 , 桑原晴子, 深尾篤嗣「甲状腺疾患患者の心理的特徴（1）」

の中世から『性命』と『もののあはれ』の近世へ」『モノ学・感覚

価値研究』第 6 号, 京都大学こころの未来研究センター, 2012 年 3 月,

2 ～ 15 頁.

鎌 田 東 二「 東 北 の 神 社 と 神 楽 の 復 興 」『 宗 教 と 現 代が わ か る 本

第 30 回日本心理臨床学会（九州大学）2011.9.3.

2012』平凡社 , 2012 年 3 月, 62 ～ 67 頁.

谷垣紀子, 梅村高太郎, 鍛治まどか, 長谷川千紘, 河合俊雄, 田中美香,

鎌田東二「スパイラル史観と霊性的想像力」『臨床心理学研究』49

金山由美, 桑原晴子, 深尾篤嗣「甲状腺疾患患者の心理的特徴（2）」

卷 3 号, 日本臨床心理学会, 2012 年 3 月.

.
第 30 回日本心理臨床学会（同上）
田中美香, 金山由美, 河合俊雄, 桑原晴子, 窪田純久, 宮内昭「甲状腺

鎌田東二「宇宙体験と宗教体験、そして、宇宙研究と宗教研究の間」
『宇宙航空研究開発機構（JAXA）研究開発報告

宇宙時代の人間・

専門病院でのカウンセリングを依頼されるバセドウ病患者の特徴に

社会・文化』宇宙航空研究開発機構, 2012 年 3 月, 1 ～ 13 頁.

ついて」第 54 回日本甲状腺学会（関西医科大学）2011.11.22.

著書

国際学会・講演

鎌田東二「幸の世界観」, 子安増生・杉本均編『幸福感を紡ぐ人間関

Kawai, T. “The Red Book and pre-modern cultures: The dead and sacrifice.”
In: C.G. Jungʼs Red Book in Contexts. Museum Rietberg, Zurich.2011.3.12.

係と教育』ナカニシヤ出版, 2012 年 1 月, 40 ～ 41 頁.

（招待講演）

鎌田東二『現代神道論 ― 霊性と生態智の探究』春秋社, 2011 年

11 月, 1 ～ 254 頁.

Kawai, T. “ Beyond the subjective happiness. ” The 9 th Global COE
International symbposium “Happiness,” Kyoto University, 2011.10.11.
Kawai, T.“Big story and small stories after traumatic natural disaster: From
psychotherapeutic point of view.” Hazardous Future Conference. Lisbon,
2011.11.18.（招待講演）

鎌田東二編著『遠野物語と源氏物語 ― 物語の発生する場所とこ
ころ』創元社, 2011 年 12 月, 1 ～ 209 頁.
鎌田東二編著『日本の聖地文化 ― 寒川神社と相模国の古社』創
元社, 2012 年 3 月, 1 ～ 274 頁.
玄侑宗久・鎌田東二『原子力と宗教』角川 ONE テーマ新書, 角川学

インタビュー

芸出版, 2012 年 3 月, 1 ～ 256 頁.

河合俊雄「幻の日記 ユング『赤の書』ユングは今, 何を伝えるのか」

対談

『美術の窓』2011 年 1 月号, 139-146 頁.

鎌田東二

『現
,
鎌田東二・安藤礼二「神話を生きなおす～古事記が語るもの」
代思想』2011 年 5 月臨時増刊号「総特集

古事記

1300 年目の真実」

青土社, 102 ～ 123 頁.
テレビ出演

論文

鎌田東二「名著100 分

鎌田東二「『乱世』と鴨長明と後白河上皇」
『月刊京都』2011 年 4 月号,

ゲスト出演, NHK・E テレ, 2011 年12 月28 日22 時～22 時25 分.

白川書院, 66 ～ 69 頁.

鎌田東二「3・11 その後

鎌田東二「『古事記』と聖地」
『現代思想』2011 年 5 月臨時増刊号「総

2012 年 3 月 18 日 15 時 ～ 15 時 50 分.

特集

古事記

1300 年目の真実」132 ～ 141 頁, 青土社.

鎌田東二「宗教的身体知と生態智の考察 ―『滝行』を中心として」
『宗教研究』369 号, 日本宗教学会, 193 ～ 220 頁.

銀河鉄道の夜第4 回

ほんとうの幸い」特別

ふるさとの祭りはいま」, NHK・E テレ,

内田由紀子

鎌田東二「孤独によって孤独を超える ― 修羅と菩薩を行き来す

論文

る宮沢賢治の世界」
『MOKU』2011 年 9 月号, MOKU 出版, 54 ～ 61 頁.

Wilken B., Miyamoto Y., & Uchida Y., “Cultural influences on preference
consistency: Consistency at the individual and collective levels,” Journal of
Consumer Psychology, 2011, 21, 346-353.
Bastian B., Kuppens P., Hornsey M. J., Park J., Koval P., & Uchida Y., “Feeling
bad about being sad: The role of social expectancies in amplifying negative
mood,” Emotion, 2011 online.
Toivonen T., Norasakkunkit V., & Uchida Y., “Unable to conform, unwilling
to rebel? Youth, culture and motivation in globalizing Japan, ” Frontiers in

鎌田東二「神話が人間の生存を支えている」『広告』387 号, 博報堂,

2011 年 9 月, 8 ～ 13 頁.
鎌田東二「『3・11』後の精神史の構築に向けて」『月刊京都』2011
年 10 月号, 白川書院, 68 ～ 71 頁.
鎌田東二「モノ学と芸術 — 21 世紀の文明に向けて」『比較文明』
第 27 号, 比較文明学会, 2011 年 11 月, 110 ～ 113 頁.
鎌田東二「無縁と絆と無常」『月刊京都』2011 年 2 月号, 白川書院,
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Cultural Psychology, 2011, 2, online.

の心理学を学ぶ人のために』世界思想社, 2012 年, 25-40 頁.

Social Psychology, San Diego, USA. 2012.1.26.
Norasakkunkit, V., & Uchida Y., “Mainstream Japanese Conform While
Marginalize Japanese Comply: Divergent Motives for Compliance in PostIndustrial Japan .” The 13th Annual Meeting of the Society for Personality and
Social Psychology, San Diego, USA. 2012.1.26.
Endo, Y., & Uchida, Y. “ The role of online interpersonal relationships in faceto-face interpersonal relationships and psychological well-being in young
adults.” The 13th Annual Meeting of the Society for Personality and Social
Psychology, San Diego, USA. 2012.1.27.
Ogihara, Y., & Uchida, Y. “Does personal achievement orientation have
negative effect for Japanese? Cultural analysis of personal achievement versus
relationships orientation.” The 13th Annual Meeting of the Society for
Personality and Social Psychology, San Diego, USA. 2012.1.28.
Norasakkunkit, V., & Uchida Y. “Does personal achievement orientation
have negative effect for Japanese? Cultural analysis of personal achievement
versus relationships orientation.” The 13th Annual Meeting of the Society for
Personality and Social Psychology, San Diego, USA. 2012.1.28.
Morling, B., Uchida, Y., Frentrup, S., & Yano, Y. “Helped, but not helpless:
How Americans and Japanese construct social support situations.” The 13th
Annual Meeting of the Society for Personality and Social Psychology, San
Diego, USA. 2012.1.28.

内田由紀子, 今田俊恵「文化：比較文化研究と文化心理学」, 大山正

講演

監修 , 岡隆編『心理学研究法 5

Uchida, Y., “Emotions as within or between people?: Cultural variation
in emotion and subjective well-being. ” Accommodating culture into
psychological research: A forum of cultural and cross-cultural psychologists,
Kwansei Gakuin University, 2011. 6.25.

内田由紀子「日本文化における幸福感 ― 東日本大震災後の復興
を支える心理と社会システム」『計画行政』2011, 34, 11-26.
内田由紀子, 高橋義明, 川原健太郎「東日本大震災直後の若年層の生
活行動及び幸福度に対する影響」『内閣府経済社会総合研究所ワー
キングペーパー』2011 年 12 月.
Norasakkunkit V., & Uchida Y., “ Psychological consequences of postindustrial anomie on self and motivation among Japanese youth,” Journal of
Social Issue, 2011, 67, 774-786.
内田由紀子, 竹村幸祐「普及指導員の行動に関する研究調査：地域
ネットワークを支える普及活動」
『技術と普及』2012 年 2 月号, 20-31.
内田由紀子, 遠藤由美, 柴内康文「人間関係のスタイルと幸福感：つ
.
きあいの数と質からの検討」
『実験社会心理学研究』
（印刷中）
Norasakkunkit V., Kitayama S., & Uchida Y., “Social anxiety and holistic
cognition: Self-focused social anxiety in the United States and Other-focused
social anxiety in Japan,” Journal of Cross-Cultural Psychology, in press.
内田由紀子, 荻原祐二「文化的幸福観：文化心理学的知見と将来へ
の展望」『心理学評論』（印刷中）.
著書
内田由紀子「北山忍の文化的自己観」, 梶田叡一, 溝上慎一編『自己

社会心理』
, 誠信書房, 2012 年, 286-

312 頁.
報告書
内閣府 幸福度に関する研究会委員「幸福度に関する研究会報告 ―
幸福度指標試案」2011 年 12 月.

内田由紀子「文化と幸福感：幸福度指標についての考察」東北活

内田由紀子, 竹村幸祐, 𠮷川左紀子「農村社会における普及指導員の

性化研究センター, 幸福度の定量化に関する調査研究会（仙台市）

『つなぐ』役割に関する調査研究：社会関係資本と普及活動」2012

2011.9.27.
Uchida, Y., & Norasakkunkit, V. “ NEET and Hikikomori spectrum in
Japan : A cultural psychological perspective.” France-Japan Cross-Cultural
Perspectives on Social Withdrawal（Hikikomori）, Kyoto, 2011.10.31.
内田由紀子, 竹村幸祐「普及指導員の行動に関する調査研究：地域
ネットワークを支える普及活動」平成 23 年全国普及活動研究大会
記念講演（東京大学）2011.11.16.
Uchida, Y., “ Meanings of happiness in cross-cultural comparison, ” In
Happiness - Does culture matter?, Berlin, Germany, 2011.11.21.
Uchida, Y., “Happiness before and after a severe nation-wide disaster: The case
of the Great East Japan Earthquake,” In Happiness - Does culture matter?,
Berlin, Germany, 2011.11.21.
Uchida, Y.,“Happiness before and after a severe nation-wide disaster: The case
of the Great East Japan Earthquake,” In Asia-Pacific Conference on Measuring
Well-being and Fostering the Progress of Societies, Tokyo. 2011.12.5.
内田由紀子「農業地域を支える営農指導活動とは」平成 23 年度 JA
福井営農指導員全体研修会（福井県あわら市）2011.12.7.

年 2 月.
学会発表

Uchida, Y. “Emotions as within or between people? : Cultural variation in
subjective well-being, emotion expression, and emotion inference.” Plenary
meeting of the International Society for Research on Emotion. Kyoto.
2011.7.26.
Hitokoto H., Uchida Y., & Kitayama S. “Interdependent happiness: Meaning
of happiness in Japanese cultural context.” Plenary meeting of the International
Society for Research on Emotion. Kyoto. 2011.7.26.
Yano Y., Frentrup S., Morling B., & Uchida Y. “Will you help me? Cultural
differences in feelings of obligation and choice in social support situations.”
Plenary meeting of the International Society for Research on Emotion. Kyoto.
2011.7.26.
内田由紀子, 竹村幸祐「コミュニティにおける社会関係資本：社会
的絆の生成と維持」日本心理学会第75 回大会（日本大学文理学部,
東京）
2011.9.17.
内田由紀子, 上野泰治「検索誘導性忘却を用いた自己・他者概念の
比較文化的検証」日本社会心理学会第52 回大会（名古屋大学, 名古
2011.9.18.
屋市）
荻原祐二, 内田由紀子, 楠見孝「友人関係における影響行動・調整
行動の認知」社会心理学会第52 回大会（名古屋大学, 名 古 屋 市 ）
2011.9.19.
Yano, Y., & Uchida, Y. “How marginalized Japanese recognize emotion in facial
expression? The case of social withdrawal spectrum.” Cultural Psychology
Preconference, The 13th Annual Meeting of the Society for Personality and

内田由紀子「農業コミュニティの社会関係資本：〝 つなぐ〟役割の検
証」京都大学こころの未来研究センター研究報告会 2011. 2011.12.10.
内田由紀子「日本的幸福のあり方と幸福度指標」第 12 回京都大学
地球環境フォーラム, 2012.2.4.
内田由紀子「日本の幸福度指標：文化的幸福観からの考察」ハピネ
ス特別委員会第 7 回, 京都経済同友会, 2012.2.21.
内田由紀子「北山忍の文化的自己観」第 60 回自己意識研究会企画,
出版記念「自己論」連続セミナー, 2012.2.22.
ワークショップ企画・指定討論
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社会と個人のダイナミクス』誠信

現代の社会心理学

内田由紀子「『扉のむこう』上映会～ひきこもりに迫る」京都大学

学会発表, ワークショップ等

こころの未来研究センター, 2011.5.31.

Hiraishi, K., Shikishima, C., Yamagata, S., Takahashi, Y., & Ando, J.
“ Heritability of Decisions and Outcomes on Public Goods Games, ”
Human Behavior and Evolution Society 23th Annual Conference, France,
Montpellier, June, 2011.
Hiraishi, K. “Inference from a Social Brain Point of view,” 日本心理学会第75
回大会ワークショップ（日本大学）2011.9.15.
平石界 , 佐々木掌子, 敷島千鶴 , 安藤寿康「指比（2D : 4D）の双生児
データ分析：遺伝率, 出生前ホルモン移動, 性的指向との関係」日本
心理学会第75回大会（日本大学）2011.9.16.
齋藤慈子, 中村敏健, 平石界, 長谷川寿一「ネコ好きとイヌ好きでパー
,
ソナリティは異なるか（2）」日本心理学会第75回大会（日本大学）
2011.9.17.
中村敏健 , 平石界「サイコパシー傾向と利他行動の関係」日本社会
心理学会第52回大会（名古屋大学）2011.9.18.
Hiraishi, K. “Reasoning from two biological points of view: Evolutionary
psychology and behavioral genetics,” Lancaster-Kyoto Joint International
Symposium: Towards an empirical understanding of cultural, social and
evolutionary perspectives in psychological science, Lancaster University, UK,
2011.11.24.
丹羽雄輝 , 平石界 , 小田亮「鏡は人を利他的にするのか：テイキング
型独裁者ゲームによる検討」第4回日本人間行動進化学会（北海道
大学）2011.11.19.
瀧本裕太 , 小田亮 , 平石界「最後通牒か独裁か, それが問題だ」第4回
日本人間行動進化学会（同上）.
古田大貴 , 平石界 , 小田亮「利他行動に及ぼす目の効果：視線の違い
.
による検討」第4回日本人間行動進化学会（同上）

テレビ出演・新聞等掲載
内田由紀子「普及指導員の資質向上

職場内教育が重要

京大が全

国調査」『日本農業新聞』2011 年 5 月 25 日.
内田由紀子「あなたはどのくらい幸せ？

～幸福度指標作りの模索

～」『クローズアップ現代』NHK, 2011 年 6 月 2 日放送.
内田由紀子「震災で変わる若者の人生観, 幸福度」『京都新聞』2011
年 9 月 21 日.
内田由紀子「幸せ度

北海道なぜ 43 位」『北海道新聞』2011 年 11

月 16 日.
内田由紀子「発言小町大賞 2011 ラジオ童話の作品名探し

被災地

の母へ励まし広がる」『読売新聞』2012 年 12 月 18 日.
内田由紀子「ニート・ひきこもり傾向の若者

失敗後, やる気失い

がち」『京都新聞』2012 年 12 月 27 日.
内田由紀子「ニートにあきらめ傾向強く：京大など大学生で調査」
『高
知新聞』2012 年 12 月 27 日.
内田由紀子「いま, あなたは幸せですか？～大震災『以後』の生き方
を考える～」『週刊朝日』2012 年 1 月 6 日／ 13 日号, 18-21 頁.
内田由紀子「ニート・引きこもり：『あきらめやすい』傾向大
敗時に意欲喪失

失

米と京大の准教授研究発表」『毎日新聞』2012 年

1 月 10 日.
内田由紀子「結びつき求める若者

社会の福音」『毎日新聞』リア

ル 30ʼs , 2012 年 1 月 18 日.
社会活動

.
内田由紀子「内閣府 幸福度に関する研究会委員」
（ 内閣府, 東京都）

平石界

書房, 2011 年.

講演
平石界「行動遺伝学は進化適応を語るか」北海道大学 CERSS 若手

論文

スピーカーシリーズ（北海道大学）2011.7.13.

Hiraishi, K., Sasaki, S., Shikishima, C. & Ando, J. “ The Second to Fourth Digit
Ratio（2D: 4D）in a Japanese Twin Sample: Heritability, Prenatal Hormone
Transfer, and Association with Sexual Orientation, ” Archives of Sexual
Behavior, 2012, online first publication.
Niwa, Y., Hiraishi, K., & Oda, R.“A mirror has no effect on dictator game
giving,” Letters on Evolutionary Behavioral Science, 2011, 2, 16-19.
小田亮, 山内新作, 永縄拓也 , 平石界, 松本晶子「利他性の進化認知科
学的研究のための尺度の研究」『観光科学』, 2011, 3, 23-33.
Oda, R., Hiraishi, K., Fukukawa, Y. & Matsumoto-Oda, A. “ Human
Prosociality in Altruism Neche,” Journal of Evolutionary Psychology, 2011, 9,
283-293.

平石界「進化心理学における遺伝と個人差」九州大学人間環境学府

中村敏健・守谷順・平石界・長谷川寿一「ドットプローブ課題を用
いた BIS ／ BAS 尺度日本語版の構成概念妥当性の検討」『パーソナ
リティ研究』2011, 19, 278-280.
中村敏健，平石界, 小田亮, 齋藤慈子, 坂口菊恵, 五百部裕, 清成透子, 武
田美亜, 長谷川壽一「マキャベリアニズム尺度日本語版の作成とそ

.
の信頼性・妥当性の検定」『パーソナリティ研究』（印刷中）
著書

平石界「生物・進化理論との関係で見た研究法」, 発達心理学会

, 新曜社, 2011 年,
編『発達科学ハンドブック 第 2 巻 研究法と尺度』

244-265 頁.

平石界「人間行動への進化的視点」, 唐沢穣, 村本由紀子編著『展望・
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Uchida, Y., “Workshop on Culture, Self, and Social Relationships, ” Kyoto
University, 2011.6.28.

多分野連携プログラム「人間諸科学における『進化心理学』の位置」
研究会（九州大学）2011.7.26.

上田祥行
論文
石田彩夏, 上田祥行, 布井雅人, 𠮷川左紀子「直接対面はポジティブ
な表情表出を促進する」電子情報通信学会ヒューマンコミュニケー
ション基礎研究会（印刷中）
学会発表, ワークショップ等

Ueda, Y., & Yoshikawa, S., “Task-irrelevant Happy Faces Enhances Processing
Speed in Visual Search Task,” 23th Annual Convention of Association for
Psychological Science, Washington D.C., USA. 2011.5.28.
上田祥行, 𠮷川左紀子「課題非関連な情動刺激による視覚探索課題
中の眼球運動の変化」日本心理学会第 75 回大会（日本大学 , 東京都）
2011.9.17.
上 田 祥 行, 𠮷 川 左 紀 子 “Happy Face Effect on Attention: Task-irrelevant
Happy Faces Facilitate Visual Search Performance,” 関西若手実験心理学研
究会（京都大学, 京都市）2011.11.26.
樋口洋子, 小川洋和, 上田祥行, 齋木潤「時空間的な視覚情報に対す
る潜在学習の検討」日本基礎心理学会第 30 回大会（慶応義塾大学 ,

2011年度仕事一覧

横浜市）2011.12.4.
Komiya, A., & Ueda, Y., “Cultural adaptation of visual attention: An eye
movement study, ” Cultural psychology pre-conference at the 10th annual
meeting of Society for Personality and Social Psychology, San Diego, USA.
2012.1.26.
Higuchi, Y., Ogawa, H., Ueda, Y., & Saiki, J., “Mechanisms of implicit learning
of visual event sequences investigated by eye movement,” 10th Tsukuba
International Conference on Memory, Tokyo, Japan. 2012.3.5.
石田彩夏, 上田祥行, 布井雅人, 𠮷川左紀子「直接対面はポジティブな
表情表出を促進する」電子情報通信学会ヒューマンコミュニケーショ

金山由美, 桑原晴子, 深尾篤嗣「甲状腺疾患患者の心理的特徴（1）
― NEO-FFI およびバウムテストを用いた神経症群との比較から」
.
心理臨床学会第 30 回秋期大会（福岡国際会議場）2011.9.3.
谷垣紀子, 鍛治まどか, 梅村高太郎, 長谷川千紘, 河合俊雄, 田中美香,
金山由美, 桑原晴子, 深尾篤嗣「甲状腺疾患患者の心理的特徴（2）
― 半構造化面接の質的分析による神経症群との比較から」. 心理臨

.
床学会第 30 回秋期大会（同上）

長岡千賀

ン基礎研究会（浜松市）2012.3.5.

論文

上田祥行, 𠮷川左紀子「課題非関連な笑顔による視覚探索の促進」

長岡千賀, 小森政嗣, 桑原知子, 𠮷川左紀子, 大山泰宏, 渡部幹, 畑中千

Technical Report on Attention and Cognition. 2012.3.18.
樋口洋子, 小川洋和, 上田祥行, 齋木潤「時空間的文脈手がかり効果の
メカニズム：眼球運動による検討」Technical Report on Attention and
Cognition. 2012.3.19.

紘「心理臨床初回面接の進行 ― 非言語行動と発話の臨床的意味

, 2011, 14（
, 9）, 188-197.
の分析を通した予備的研究」『社会言語科学』

酒井浩二 , 山本哲也 , 山本嘉一郎「全学必修科目『シチズンシップ』

Komori,M., & Nagaoka, C., “The Relationship between classroom seating
locations and instructor-student entrainment: A video analysis study,” Proc. of
International Conference on Biometrics and Kansei Engineering（ICBAKE）
2011, 106-111.
勝間田剛, 長岡千賀, 小森政嗣「引き込み現象に基づく講義関心度評
,
価手法」『ヒューマンインターフェース学会論文誌』2011, 13（3）
275-282.
小森政嗣, 長岡千賀「対面場面における表情の同調的表出に関する
形態測定学的検討」『対人社会心理学研究』, 2011, 11, 73 - 80.
長岡千賀, 佐々木玲仁, 小森政嗣「心理臨床実践における描画に関す
る予備的検討（2）描き手の動作を指標として（ヒューマンコミュ
ニケーション基礎）」『電子情報通信学会技術研究報告』, 2011, 111
（190）, 11-16.
長岡千賀, 佐々木玲仁, 小森政嗣「心理臨床実践における描画に関す

のグループ演習の運営法」『日本教育工学会研究報告集』2011, JSET

る予備的検討（ヒューマン情報処理）」『電子情報通信学会技術研究

11-4, 51-58.

, 143-148.
報告』, 2011, 111（60）

山本哲也
論文

Urayama, S., Yamamoto, T., Aso, T., Fukuyama, H., & Le Bihan, D., “Theoretical
solution for cross-term suppression in twice-refocusing DW sequence.” The
17th Annual Meeting of the Organization on Human Brain Mapping, Centre
des Congrès de Quèbec, Quèbec, Canada. 2011.6.28.
山本哲也 , 山本洋紀 , 眞野博彰 , 梅田雅宏 , 田中忠蔵 , 齋木潤「ヒト視
運動野の単眼性奥行き視への関与」『電子情報通信学会技術研究報
告』2011, NC111（96）, 79-84.

学会発表,ワークショップ等

小森政嗣, 長岡千賀「講義における引き込み現象と着座位置の関係

山本哲也「レチノトピーに基づいた高次視覚野の同定：大きな受容
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