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プロジェクトの成果 1
〈発達障害の本質を捉える〉̶̶
主体のない世界
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この成果は「話の聴き方からみた
軽度発達障害―対話的心理療法の可
能性―」として京都大学大学院教育
学研究科に博士学位請求論文として
提出され、受理されている。

プロジェクトの成果 2
〈心理療法的アプローチのポイント〉̶̶
主体の発生に立ち会う
従来、心理療法はクライエントの
事例検討会のようす
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“主体” を前提としてきた。“主体”

研究プロジェクト◆発達障害への心理療法的アプローチ
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次 に 大人 のケースの 場合 である
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