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【2015年度実績】

１．研究業績

著作・論文・学会発表等の名称 単著・共著の別

(1)発行所、全ページ数
(2)雑誌名、巻（号）、開始-終了
ページ
(3)学会名、開催都市

(1)(2)著者、編者名
(3)発表者（発表者は○印）

発行・発表年月

（１）著作

1 単著
(1)日本加除出版，p78，
(２)住民行政の窓，
No.416，pp70-73

市村彰英 2015.06

2 単著
(1)日本加除出版，p88，
(２)住民行政の窓，
No.426，pp81-85

市村彰英 2016.03

3 共著 福村出版，p1004
田島信元・岩立志津
夫・長崎勤編，市村
彰英

2016.07

4 共著 丸善出版
日本犯罪心理学会編
集，市村彰英

2016.09

（２）論文

1

（３）学会発表

1 共著

(2)家族療法研究，
32(2)110　　　　　(3)第32
回日本家族研究家族療
法学会，東京都

市村彰英，北島歩
美，平山史郎，石井
慶子，水森咲希，鬼
澤平隆

2015.09

2 共著

(2)家族療法研究，
32(2)149　　　　　(3)第32
回日本家族研究家族療
法学会，東京都

市村彰英，浅野藤
也，入倉俊昭，川畑
則彦

2015.09

（４）その他

1 単著

(1)埼玉ホームスタート推
進協議会，p35，(2)共助
と訪問でニーズにこたえ
る子育て支援を，pp24-
25

市村彰英 2016.02

２．競争的資金等の研究

研究期間

1

３．教育業績

講義・演習・実習・論文指導等の名称 期間

（１）講義

1 2015.04-07

2 2015.04-07

3 2015.04-07

4 2015.10-2016.01

5 2015.10-2016.01

6 2015.10-2016.01

7 2015.10-2016.01

新・発達心理学ハンドブック　「非行の背
景理解と防止に向けた取り組み」

研究名、研究代表者・研究分担者の別

犯罪心理学事典　「少年保護手続の概要
（処遇の流れ）」

家族臨床心理学，非行臨床心理学，システムズアプローチ，コミュニケーション論

心理学士

日本大学文理学部心理学科卒業，日本大学文学研究科博士前期課程中退

1983年～2003年家庭裁判所調査官，2003年本学教員（専任講師）として就任，現在に至る

日本家族研究家族療法学会（選挙管理委員長），日本犯罪心理学会（編集委員，研究委員），日本心理臨
床学会

児童虐待や非行におけるシステム論的認識論を講義した。

ﾌｧﾐﾘｰｶｳﾝｾﾗｰの窓から第187話　「広場
に参加できない子育てに悩む母親へのサ
ポート」

該当なし

大会企画シンポジウム「夫婦が子どもを
持つこと」

ホームスタートを立ち上げる時

競争的資金等の名称

ﾌｧﾐﾘｰｶｳﾝｾﾗｰの窓から第178話　「ある夫
婦のカウンセリング風景」

自主シンポジウム「虐待をしてしまった父
親たちのグループ」

該当なし

人間関係とコミュニケーション 対人支援コミュニケーションに関し視聴覚教材を用い講義した。

概要（教育内容・方法等において工夫した点）

保育の心理学Ⅰ 保育関連の心理学の基礎知識を視聴覚教材を用い講義した。

小児保健医療福祉論（大学院）

コンサルテーション論（大学院） 児童虐待や家族支援に関するコンサルテーションを講義した。

臨床心理学の基礎知識を視聴覚教材を用いながら講義した。

家庭裁判所調査官のケースワーク的機能を中心に抗議した。

家族，夫婦へのカウンセリング理論と実践を講義した。

臨床心理学

司法福祉

健康支援カウンセリング論（大学院）



（２）演習

1 2015.04-07

2 2015.04-07

3 2015.04-07

3 2015.04-07

4 2015.10-2016.01

5 2015.04-2016.03

（３）実習

1 2015.06-07

2 2015.08-09

3 2015.10-12

（４）論文指導

1 2015.04-2016.03

2 2015.04-2016.03

（５）その他

1 2015.04-2016.03

2 2015.04-2016.03

3 2015.04-07

４．社会貢献活動

（１）講演会、研修会等の講師

講演会、研修会等の名称 主催 講演、研修等のテーマ 開催年月

1
足立区障害福祉
センター

平成27年６月

2
東京家庭裁判所
立川支部

平成27年９月

3
埼玉ホームスター
ト推進協議会

平成27年10月

4 長野家庭裁判所 平成27年11月

5
東京都心障セン
ター

平成28年１月

6 法務省 平成28年２月

7 越谷児童相談所 平成28年２月

8 蕨市学校保健会 平成28年２月

9
ふじみ野市保健セ
ンター

平成28年３月

（２）国、自治体、財団法人等における委員等

国、自治体、財団法人等の名称 委員等の名称 任期

1 平成17年～

1 平成22年～

2 平成22年～27年

2 平成25年～29年

2 平成26年８月～

3 平成27年～

（３）ジャーナリズムでの発言

メディア等の名称 内容 年月

1 2015.03.20

５．学内運営（委員会委員）

1

2

3

4

ハラスメント委員

非行臨床心理学の理論と実践 日本女子大学非常勤講師

児童虐待重大事例検証委員（委員長）

心理学概論 専修大学非常勤講師

家庭裁判所調査官自庁研修

若年者に対する刑事法制の在り方に関す
る勉強会

児童虐待防止等に関する専門研修会

児童虐待家族再統合について

少年を含む若年者に対する処分の現状と課題

虐待事例と関係機関の連携を考える

家族再統合事業・父親グループ，家族支援スタッフ

高次脳機能障害事例検討会

NPO法人ホームスタートこしがや 運営委員

福祉カウンセリング演習 家族，夫婦への面接理論についてロールプレイを用い演習した。

NPO法人ホームスタート埼玉 推進委員

足立区職員研修会

虐待をしてしまう養育者への支援，実子以外の
子を育てる親への支援

親子の関係性についての事例検討会家庭裁判所調査官自庁研修

拡大家族造形法を用いてIPWから学ぶ事例検
討会

訪問型子育て支援ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ普及促進事
業

子育て支援家庭に寄り添う傾聴と協働

地域後援会

乳児家庭全戸訪問事業研修会

学齢期の子どもと家族関係の心理

社団法人権利擁護センターぱあとなあ埼
玉事務局

業務査察委員

マンパワー研修会

東京都児童相談センター治療指導課

大学院教務委員

丸山一郎記念研究・活動運営委員

健康支援カウンセリング演習（大学院） ３人の学生の修論作成の文献研究とディスカッションをした。

大学院FD企画部会長

朝日新聞朝刊教育面 川崎少年殺人事件の共犯少年事件のメカニズムについて

埼玉県福祉部子ども安全課 児童福祉審議会委員（児童養護部会副部長）

埼玉県福祉部子ども安全課

９人の学生の児童相談所実習の事前指導

６人の学生の卒業論文作成指導卒業課題研究

ソーシャルワーク実習指導Ⅳ

家族心理学 専修大学非常勤講師

社会福祉専門演習Ⅰ ９人の学生の興味関心分野の文献研究とディスカッションをした。

社会福祉専門演習Ⅲ ６人の学生の興味関心分野の文献研究とディスカッションをした。

ソーシャルワーク演習Ⅱ

ソーシャルワーク実習Ⅱ

健康福祉科学特別研究（大学院）

司法福祉におけるケースワーク理論を踏まえた演習を行った。

９人の学生の児童相談所実習の巡回指導

社会福祉専門演習Ⅳ ６人の学生の興味関心分野の文献研究とディスカッションをした。

３人の学生の卒業論文作成指導

ソーシャルワーク実習指導Ⅲ

９人の学生の児童相談所実習の事後指導



６．受賞（研究、教育、社会貢献活動に関するもの）

受賞名 主催 受賞年月

1

７．特許の保有状況

特許名 特許番号 登録年月

1

８．特記事項

該当なし

該当なし

該当なし


