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文献
題目

出版年

出典

離 婚 を 経 験 す る 子 ど も と 家 族 へ の 支 援 ――

2012

明治安田こころの健康財団研究

著者
福丸由佳ほか

助成論文集, 47, 65-74

FAIT(Family In Transition)の導入と実践

離婚が子どもと家族に及ぼす影響について――援

2012

東京大学大学院教育学研究科紀

本田麻希子ほか

要，51，269-286．

助実践を視野に入れた文献研究

離婚をめぐる親子への心理援助プログラムの導

2012

東京大学大学院教育学研究科臨

入(1)――専門家へのインタビュー調査から、臨床現

床 心 理 学 コ ー ス 紀 要 ， 35 ，

場で生じている問題

123-129．

離婚をめぐる親子への心理援助プログラムの導

2012

東京大学大学院教育学研究科臨

入(2)――フォーカスグループから探る日米の文化

床 心 理 学 コ ー ス 紀 要 ， 35 ，

的・制度的違いについて

130-139．

大瀧玲子ほか

山田哲子ほか

離婚を経験する移行期の家族への心理教育

2013

家族心理学年報 31

福丸由佳

離 婚を経 験す る家族 への 心理教 育プ ログラ ム

2014

明治安田こころの健康財団研究

福丸由佳ほか

FAIT の実践――移行期にある家族を支援する取り

助成論文集, 49

組みとその効果の検討

学会発表
題目

発表年

離婚を経験する子どもと家族への心理的支援(1)

2011

離婚を経験する子どもと家族への心理的支援(2)

2011

離婚を経験する子どもと家族への心理的支援(3)

2011

移行期の家族を支える心理援助とは(1)――離婚を

2012

移行期の家族を支える心理援助とは(2)――離婚を

2012

対人援助学会第 3 回年次大会

福丸由佳ほか

日本心理臨床学会第 31 回大会

大瀧玲子ほか

日本心理臨床学会第 31 回大会

山田哲子ほか

（発表論文集 p.316）

めぐる日米の文化的・制度的違いについて

application

大瀧玲子ほか

（発表論文集 p.315）

めぐり、いま臨床現場で起きている問題

the

対人援助学会第 3 回年次大会

（大会抄録集 p.24）

――FAIT プログラムによる心理的支援の実践

for

本田麻希子ほか

（大会抄録集 p.23）

――いま現場で起きていること

study

対人援助学会第 3 回年次大会

発表者

（大会抄録集 p.22）

――文献レビューから見えてくること

The

学会名

of

the

2012

The 3rd Regional Symposium

FUKUMARU, Y.

psycho-educational program to the children

of CIFA

et al.

and families in transition(1) ――The situation

(Consortium of institutes on

and problem in Japan

Family in the Asian Region)

The

study

for

psycho-educational

the

application

of

the

2012

program to the children

The 3rd Regional Symposium

SOYAMA, I. et

of CIFA

al.

and families in transition(2) ――Evaluation and

(Consortium of institutes on

task

Family in the Asian Region)

for

the

FIT-Program

from

Japanese

perspective

離婚を経験した家族への FAIT プログラムの試行

2013

山田哲子ほか

（発表論文集 p.74-75）

実践(1)――実践報告と日本に導入する際の課題
離婚を経験した家族への FAIT プログラムの試行

日本家族心理学会 30 周年大会

2013

日本家族心理学会 30 周年大会

大西真美ほか

（発表論文集 p.76-77）

実践(2)――参加者からのフィードバックと今後の課
題について

移行期の家族を支える心理援助とは(3)――FAIT

2013

日本心理臨床学会第 32 回大会

大瀧玲子ほか

（発表論文集 p.574）

プログラムの WS 実施から、日本への導入可能性に
ついて検討する

移行期の家族を支える心理援助とは(4)――FAIT

2013

日本心理臨床学会第 32 回大会

平良千晃ほか

（発表論文集 p.575）

プログラムの日本導入に向けた WS 後のインタビュ
ーから

離婚を経験した家族への FAIT プログラムの試行

2014

日本家族心理学会第 31 回大会

大瀧玲子ほか

（発表論文集 p.78-79）

実践(3) ――視察から学ぶ、アメリカの離婚をめぐる
制度と現状

離婚を経験した家族への FAIT プログラムの試行

2014

日本家族心理学会第 31 回大会

曽山いづみほか

（発表論文集 p.80-81）

実践(4) ――米国ルイビルでの研修から我が国への
導入を目指して

離婚家庭の関係性支援における現状と課題――子

2014

日本心理臨床学会第 33 回大会

福丸由佳ほか

（発表論文集 p.623）

どもの視点から離婚について考える

（自主シンポジウム）
離婚という移行期にある家族を支える心理援助

2014

日本心理臨床学会第 33 回大会

渡辺美穂ほか

（発表論文集 p.325）

とは(5) ――FAIT プログラム試行実践前後のアンケ
ート調査から

離婚という移行期にある家族を支える心理援助
とは(6) ――FAIT プログラム試行実践前後のアンケ
ート・インタビューから

2014

日本心理臨床学会第 33 回大会
（発表論文集 p.326）

曽山いづみほか

