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日 会  大会（   大 ） 大会プログラム
11月29日（土）

ポスター
発　表

大会シンポジウム
「学びに再生する看護研究
―実践の可視化と質的研究―」
　企画・司会・話題提供：櫻井利江（筑波大学）
　話題提供者：杉万俊夫（京都大学）
　　　   　　　西阪　仰（明治学院大学）
　　　　   　　佐居由美（聖路加看護大学）
　　　　   　　中山久子（聖路加看護大学）

会員企画シンポジウム
「イアン・パーカーの“ラディカル質的心理学”
―変化を生み出すアクションリサーチの理論と方法
―」
　企画・話題提供：八ッ塚一郎(熊本大学）
　話題提供：永田素彦（京都大学）
　　　　　　 東村知子（奈良女子大学）
　　　　　 　矢守克也（京都大学）

「教育実践場面の分析におけるバフチン理論の可能性
―具体的なデータ分析をもとに―」
企画・話題提供：田島充士(高知工科大学共通教育教室)
話題提供：西口光一（大阪大学留学生センター）
　　　　　鈴木栄幸（茨城大学人文学部）
指定討論：茂呂雄二（筑波大学大学院人間総合科学研究科）
　　　　　朴　東燮（釜山大学大学院教育学科）

会員企画シンポジウム
「若手フィールド情報学者、質的研究への挑戦」
　企画・話題提供：辻高明（京都大学大学院）
　話題提供：高崎俊之（京都大学大学院）
　　　　　  本吉達郎（京都大学大学院）
　　　　　  水町衣里（京都大学大学院）
　指定討論：やまだようこ（京都大学大学院）

11:30 - 13:0011:30 - 13:0011:30 - 13:0011:30 - 13:00
昼食昼食昼食昼食

会員企画シンポジウム
「社会文化的アプローチからの道徳性研究の
提案」
　企画・話題提供：吉國陽一（東京大学）
　　　　　　　　　臼井　東（筑波大学）
　話題提供：湯浅周子（愛育養護学校）
　　　　　　山下俊幸（関東学院大学）
　指定討論：當眞千賀子（茨城大学）

懇親会懇親会懇親会懇親会　　　　１８１８１８１８：：：：３０３０３０３０～～～～２０２０２０２０：：：：３０３０３０３０（（（（１８１８１８１８：：：：００００００００受付開始受付開始受付開始受付開始））））
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　オークラフロンティアホテルつくばオークラフロンティアホテルつくばオークラフロンティアホテルつくばオークラフロンティアホテルつくば
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　地図地図地図地図（（（（http://www.okura-tsukuba.co.jp/summary/access.htmlhttp://www.okura-tsukuba.co.jp/summary/access.htmlhttp://www.okura-tsukuba.co.jp/summary/access.htmlhttp://www.okura-tsukuba.co.jp/summary/access.html））））

大会シンポジウム
「ライフとケアのデザイン
―新しい医療モデルと質的研究の可能性―」
  企画・司会：やまだようこ（京都大学大学院）
　話題提供：サトウタツヤ（立命館大学）
　　　　   　山崎浩司（東京大学）
　　　　　   行岡哲男（東京医科大学）
　　　　   　斉藤清二
　　　　　　　（富山大学保健管理センター）
　指定討論：下山晴彦（東京大学）

大会シンポジウム
「テクノロジーと質的研究」
企画：山崎敬一（埼玉大学）
　　　 茂呂雄二（筑波大学）
登壇者：葛岡英明（筑波大学）
　　　   久野義徳（埼玉大学）
　　   　綿貫啓一（埼玉大学）
指定討論：上野直樹（武蔵工業大学）
　　　　　佐伯　胖（青山学院大学）
司会：岩木　穣（筑波大学）

会員企画シンポジウム
「教育フィールドにおける観察者の省察
―観察者の実践経験の投影としてのフィールド理解―」
　企画：上渕　寿（東京学芸大学）
　企画・話題提供：本山方子（奈良女子大学）
　話題提供：松本健義（上越教育大学）
　               若山育代（広島大学）
　指定討論：野坂祐子（大阪教育大学）

チュートリアル②
「分析からデザインへ
―学習科学に質的研究をどう生かすか―」
   講師：白水　始（中京大学）

大会記念シンポジウム
「アートな学び
―アートを介して生の質を転回する―」
企画：山口（中上）悦子（大阪市立大学）
　　　茂呂雄二（筑波大学）
企画・司会：伊藤崇（北海道大学）
話題提供者：土佐信道（明和電機）
　　　　　　宮崎清孝（早稲田大学）
　　　　　　山口（中上）悦子（大阪市立大学）
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ポスター
発　表

研究交流委員会企画
「ナラティブ・アプローチの向こう側：
質的研究の豊饒化に向けて」
企画・司会：永田素彦（京都大学）
登壇者：上野直樹（武蔵工業大学）
　　　　辻本昌弘（東北大学）
　　　　作道信介（弘前大学）
指定討論：やまだようこ（京都大学）

会員企画シンポジウム
「インターローカリティについて考える
　―複数の現場を架橋する質的研究―」
企画：矢守克也（京都大学）
　   　 伊藤哲司（茨城大学）
話題提供：伊藤哲司（茨城大学）
　　　　   矢守克也（京都大学
　　　　   渥美公秀（大阪大学）
指定討論：南　博文（九州大学）

会員企画シンポジウム
「ワークショップで人は何を学ぶのか」
企画：佐伯　胖（青山学院大学）
話題提供：苅宿俊文（青山学院大学）
　　　　　茂木一司（群馬大学）
　　　　　植村朋弘（多摩美術大学）
指定討論：高木光太郎（青山学院大学）
　　　　　刑部育子（お茶の水女子大学）

会員企画シンポジウム
「ライフエスノグラフィとサービスラーニングの出会い
　―難病患者のライフとそれを支える多層システムに注目して―」
企　　　画：日高友郎（立命館大学大学院文学研究科）
　　　　　　水月昭道（立命館大学衣笠総合研究機構）
　　　　　　サトウタツヤ（立命館大学文学部）
話題提供者：竹内　聡（日本ＡＬＳ協会茨城県支部）
　　　　　　日高友郎（立命館大学大学院文学研究科）
　　　　　　市山雅美（湘南工科大学総合文化教育センター）
　　　　　　海野幸太郎（日本ＡＬＳ協会茨城県支部）
指定討論者：福田茉莉（岡山大学大学院社会文化科学研究科,
　　　　　　　　　　　　国立病院機構新潟病院臨床研究部）
　　　　　　田坂さつき（立正大学文学部）
　　　　　　韓　星民（立命館大学大学院先端総合学術研究科）

「質的心理学と会話分析の接点を探る
―母子相互行為の事例分析を通して―」
企画：野村侑加(筑波大学)
司会：太田礼穂（筑波大学）
話題提供：野村侑加(筑波大学)
　　　　   高木智世(筑波大学)
指定討論：高梨克也(京都大学)
　　　　　鬼界彰夫(筑波大学)

9:30

11:30 - 13:0011:30 - 13:0011:30 - 13:0011:30 - 13:00
昼食昼食昼食昼食

大会記念企画講演
「質的心理学者への祈り、そして、願い
―＜学び＞の意味と構造を考えつつ、心理学研究者と
しての彷徨の跡を省みて―」
  講演：吉田章宏（淑徳大学）

15:15 - 17:1515:15 - 17:1515:15 - 17:1515:15 - 17:15

大会シンポジウム
「学習・発達論の最前線
―質的研究はいかに学習・発達を捉えるべきか―」
企画・司会：香川秀太（筑波大学）
話題提供：鯨岡　峻（中京大学）
　　　　　能智正博（東京大学）
　　　　　森　直久（札幌学院大学）
指定討論：三宅なほみ（中京大学）
　　　　　無藤　隆（白梅学園大学）

会員企画シンポジウム
「変化を問う質とは何か
　―モデル化できる質、できない質―」
企画：大倉得史（九州国際大学）
　　　有田　恵（京都大学）
話題提供：大倉得史（九州国際大学）
　　　　　有田　恵（京都大学）
　　　　　勝浦眞仁（京都大学大学院）
指定討論：サトウタツヤ（立命館大学）
　　　　　西平　直（京都大学）

会員企画シンポジウム
「主体性のデザイン」
企画：有元典文（横浜国立大学）
　　　岡部大介（慶應義塾大学）
話題提供：文野　洋（首都大学東京）
　　　　   青山征彦（駿河台大学）
　　　   　藤田悟郎（科学警察研究所）
　　　　   高木光太郎（青山学院大学）
指定討論：有元典文（横浜国立大学）
　　　　   鈴木栄幸（茨城大学）

研究交流委員会企画
「映像データの質的研究の技法と実践
―身振りの分析を例に―」
     企画・司会：荒川　歩（名古屋大学）
     登壇：細馬宏通(滋賀県立大学)
              古山宣洋(国立情報学研究所)
              砂上史子(千葉大学)

チュートリアル①
「質的研究の“質”を問い直す」
　講師：好井裕明（筑波大学）


