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Can the image of a person

2011

8

15th European
Conference on
Devetopmental

24

on TV Wsee"what is
h2ppening in front of the

TV?― Young children s
understanding of the

Psychology

4歳 か ら 6歳 の子 どもを対象 に、実物の人物
とその人物 を映 し出 した映像 の両方 を眼前 に
見 ることので きる場面 を設定 し、映像 の人物
が外界 の出来事 を見て いて実物が見ていない
とはつ きりわかる場合、その出来事の認識が

representational nature of

そ もそ も映像の人物 に成立す るか否か、成立

TV iHlages

す るとした ら、その認識 は実物 に転移す るか
否かについて、幼児 は どの よ うに考 えるかを
調べ た。

幼 児 にお け る童 さの

2012

3

10

property re』 ism一 写 真 の

日本発 達 心理学 会 大 23

4歳 か ら 6歳 の子 どもを対象に、写真 に「重 さ」

回大会発表論文集 p533

の property realttmを 付与するか否かを調べ
た。同 じ大 きさの フレームの 2つ の写 真 を天

表象性理解 の発達一

秤量 りに載せた とき、子 どもの反応が、指示
対象 の実 際 の大 きさの違 い と、写真画紙上の
被写体の大 きさの違 いの 2つ の変数 によって
どのよ うに影響 を受けるか を検討 した。

者書】
〔
映像 やメデイア理解 をめ ぐ

2011

9

20

るゆれと発達

F子

どもの心的世界 のゆ
らぎと発達―「幼児の表

共著者 :木 村美奈子ほか 6名
子 どもが映像世界 をどの ように楽 しんだ り理

象世界」論』5章 担当

解 した りしているのか、 また、それ らは発達
に伴 って どの ように変 化 して い くのか、表象
機能の発達 と絡めて論 じた。

講演】
【
県大で学んだことを 次世代
￨こ イ
云える

2011

11

教 育福祉 学 部 60周 年記
念学術 シンポジウム

6

筆者 の母校 である愛知県立大学で、筆者 は何
を学び、 どの よ うな未来が開けたか、また今
後、県立大学 にどの ような教育 を期待するか、
「教 育 と福祉」 とい う語 をキー ヮー ドに展開
した。

2.教 育活動

(教 育実践 上の主 な業績

)

大学院授業担当 □有 ■無

授業科 目 心理学

◆前期

◆後期

工夫の概要

教材 ・資料等の概要

様 々な分野の心理学 を扱 う授業 なので、
ともすれば、一貫性 のない授業展開にな

ビデオ、パ ワーポイン トなど視覚的な教
材 を豊富 に使用 した。特にパ ワーポイン
トではアニ メー シ ョンをで きる限 り利
、
と
が
用 し、飽 きの こないスライ ド作 りを′

りやすいが、本講義ではそれぞれの心理
学の主要な トピックスを、二つの大 きな
テ ーマ にそ って展 開 した。 また、学生

けた。

自身が実験 に参加 で きるよう工夫 した。
さらに、学生 には、毎回、授業 の感想・
質問を書かせ、授業 の最初 にそれに答え
る時間を設けた。
授業科 目 学習心理学

◆前期

◆後期

工夫の概要

教材・資料等の概要

本科 目は教職科 目で もあるため、学習心
理学の基本か ら、学校現場で も役 に立つ

毎回、パ ワーポイン トを用いて授業 を
行 った。学生にはパ ワーポイント資料の

(138)

知識 まで、
幅広 く授業 を展開 した。また、
教員採用試験 に対応で きるよう、試験対
策 もで きるだけ授業 に盛 り込 む よ う心
掛 t)た 。

重要点が抜 けて いる ところを穴埋 め記
述 させ、重要点が分か りやす いように工
夫 した。 ビデオ教材 もで きるだけ活用
し、飽 きの来ない授業 を′
いがけた。

授業科 目 教育相談

◆前期

◆後期
資料等 の概要

工夫 の概要

教材

本科 目も教職科 目であるので、今、学
校現場 で何が起 きて い るのか を、具体

毎 回、パ ワー ポイ ン トを用 い て授業 を
行 った。学生にはパ ワーポイン ト資料 の

的に考 えさせ る授業 を展開 した。 また、

重要点が抜 けて いる ところを穴埋 め記
述 させ、重要点が分か りやす い ように工

実戦的 な観点か ら、実際 に学生 同士 で
カウンセ ラー とクライアン トに分かれ、
カウンセ リングの練習 を行った。授業内
容 によつては、学生 をグルー プ分 け し、

夫 した。 ビデオ教材 もで きるだけ活用 し
た。

グルー プ討論 を実施 した。

3.学 会等お よび社会 における主 な活動
日本発達心理学会

2002 4〜 現在

研究発表、論文の投稿

日本心理学会

2004 4〜 現在

研究発表

日本教育心理学会

211(18 12〜 現在

研究発表
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