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２００３年１月以降に公刊されたものや公刊予定のものを、著書、訳書、査読付き学術誌掲載論

文、総説、報告その他(紀要論文を含む)の順に並べた。これは京都大学心理学連合の活動記録の１

つと位置づけられるものであり、必ずしも２１世紀ＣＯＥプログラムにより直接的な補助を受けた

ものではない。アンダーラインは、拠点形成事業担当者ならびに研究協力者、†は COE ポスドク研

究員である。 
 
 
○著書 
藤原勝紀 (2003). からだ体験モードで学ぶカウンセリング ナカニシヤ出版. 
東山紘久 (2003). 来談者中心療法 心理療法プリマーズ ミネルヴァ書房. 
東山紘久 (2003). 四天王寺カウンセリング講座３. スクールカウンセラーの仕事－スクールカウン

セラーと御用聞き 四天王寺監修，創元社. 
数井みゆき・遠藤利彦（編） (印刷中). アタッチメント：生涯にわたるきずな ミネルヴァ書房. 
小口孝司・楠見 孝・今井芳昭 (編) (2003). エミネントホワイト：ホワイトカラーへの産業・組

織心理学からの提言 北大路書房. 
子安増生・田中俊也・南風原朝和・伊東裕司(編著) (2003). [新版] 教育心理学. 有斐閣.  
桑原知子・滝口俊子(2003). 心理臨床の世界 放送大学教育振興会 
松村道一・小田伸午・石原昭彦(編著)(2003). 脳百話 －動きの仕組みを解き明かす－. 市村出版.   
溝上慎一 (編)(印刷中). 学生の学びを支援する大学教育. 東信堂. 
溝上慎一 (印刷中). 現代大学生論－ユニバーシティ・ブルーの風に揺れる－. NHK ブックス  
無藤 隆・やまだようこ・麻生 武・南 博文・サトウタツヤ(編)(印刷中). ワードマップ質的心理

学. 新曜社. 
明和政子† (2004). なぜ「まね」をするのか 河出書房新社. 
Osaka, N. (Ed.) (2003). Neural basis of consciousness. Amsterdam: John Benjamin. 
やまだようこ(編)(印刷中). この世とあの世のイメージ 金子書房. 
山中康裕 (2003). たましいの形 山中康裕著作集 5 芸術・表現療法(1). 岩崎学術出版社. 
山中康裕(編著) (2003). 表現療法. ミネルヴァ書房. 
 
 
○訳書 
藤田和生・山下博志・友永雅己(監訳)(2004). 心の理論とマキャベリ的知性の進化論－ヒトはなぜ賢

くなったか－. ナカニシヤ出版．(印刷中) 
藤原勝紀 (分担訳) (2003). 病いと癒しのプロセスにおける想像力－歴史的概観. イメージ療法ハン

ドブック.(アニーズ A.シェイク編 成瀬悟策監訳)第 1 章，Pp. 1-44. 
東山紘久 (訳)(2003). 断る!技術―この「6 つの NO」があなたの人生を変える! . 三笠書房. 
友永雅己・藤田和生(監訳) 心の理論とマキャベリ的知性の進化論－その拡張と評価(仮題). ナカニ

シヤ出版.(印刷中) 
やまだようこ・西平直(監訳)(2003). エリクソンの人生－アイデンティの探求者 上・下. 新曜社.  
山中康裕 (監訳) 国吉知子・伊藤真理子・奥田亮 (訳) (2003). 箱庭療法 イギリス・ユング派の事

例と解釈(Joel Ric-Menuhin: Jungian Sandplay; The Wonderful Therapy, 1992.) 
山中康裕 (訳) (2003). 心理学 (Gillian Butler & Freda McManus: Psychology, A very short introduction, 

Oxford University Press, London, 1998.) 岩波書店. 
 
 
○査読付き学術誌掲載論文 
Anderson, J. R., Kuroshima, H., Kuwahata, H., & Fujita, K. (2004). Do squirrel monkeys (Saimiri sciureus) 

and capuchin monkeys (Cebus apella) predict that looking leads to touching? Animal Cognition, 
in press.  

Anderson, J. R., Awazu, S., & Fujita, K. (2004). Squirrel monkeys (Saimiri sciureus) point to smaller food 
arrays: Assessment of long-term retention, choice with non-preferred food and transposition. 
Journal of Comparative Psychology, in press. 

安藤花恵・子安増生 (2004). 演劇経験の有無による味覚表情の表出ならびに演技の差異．認知科
学，(印刷中). 

Ashida, H. Action-specific extrapolation of target motion in human visual system. Neuropsychologia, 
submitted (in press). 

- 50 - 



Ashida, H., Kitaoka, A., & Sakurai, K. A new variant of the Ouchi illusion reveals Fourier-component-based 
processing. Perception, submitted (accepted with minor revision). 

Biro, D., Inoue-Nakamura, N., Tonooka, R., Yamakoshi, G., Sousa, C., & Matsuzawa, T. (2003). Cultural 
innovation and transmission of tool use in wild chimpanzees: evidence from field experiments.  
Animal Cognition, 6, 213-223. 

Celli, M. C., Tomonaga, M., Udono, T., Teramoto, M., & Nagano, K. (2003). Tool use tasks as environmental 
enrichment for captive chimpanzees. Applied Animal Behaviour Science, 81, 171-182. 

地村弘二・楠見 孝・栗山直子・松岡隆史・中川正宣 (印刷中). 漢字検索検索課題を支える類似
性空間モデル：Isomap と MDS の比較. 行動計量学, 30(2) 

Conner-Snibbe, A., Kitayama, S., Markus, H. R., & Suzuki, T. (in press). They saw a game: A Japanese and 
American field study. Journal of Cross-Cultural Psychology, 39, 581-595. 

Ehrsson H. H., Geyer S., Naito E. (2003). Imagery of voluntary movement of fingers, toes, and tongue 
activates corresponding body-part specific motor representations. J Neurophysiol, 90, 3304-3316. 

Ejima, Y., Takahashi, H., Yamamoto H., Fukunaga, M., Tanaka, M., Ebisu, T., Umeda, M. (2003). 
Interindividual and interspecies variations of the extrastriate visual cortex. Neuroreport, 14, 
1579-1583. 

遠藤信貴・齋木 潤・中尾陽子・齋藤洋典 (2003). 無意味輪郭図形の階層的特徴記述に基づく知覚
判断特性の分析. 心理学研究，74, 346-353.  

遠藤利彦 (2003). パーソナリティ発達研究の現況と課題. 日本児童研究所(編), 児童心理学の進
歩 2003, Pp.2-32. 金子書房. 

Fujita, K., Kuroshima, H., & Asai, S. (2003). How do tufted capuchin monkeys (Cebus apella) understand 
causality involved in tool use? Journal of Experimental Psychology: Animal Behavior Processes, 
29(3), 233-242. 

Fujita, K. (2004). How do nonhuman animals perceptually integrate figural fragments? Japanese 
Psychological Research, in press. 

藤原勝紀 (2003).  イメージを使いこなす. 臨床心理学, 第 3 巻 2 号，173-179. 
Hayashi, M., & Matsuzawa, T. (2003). Cognitive development in object manipulation by infant chimpanzees. 

Animal Cognition, 6, 225-233. 
東村知子(印刷中). サポート校における不登校生・高校中退者への支援：その意義と矛盾. 実験社

会心理学研究. 
Imura, T., & Tomonaga, M. (2003). Perception of depth from shading in infant chimpanzees (Pan troglodytes). 

Animal Cognition, 6, 253-258. 
Inoue, Y., Inoue, E., & Itakura, S. (in press). Use of experimenter-given directed cues by a young 

white-handed gibbon (Hylobates lar). Japaanese Psychological Research. 
Ishida, H., Kosugi, D., & Itakura, S. (2003). Mutual exclusivity and taxonomic bias combination lead 

preschoolers' word learning. Psychological Reports, 93, 649-652.  
Ishii, K., Reyes, J. A., & Kitayama, S. (2003). Spontaneous attention to word content versus emotional tone: 

Differences among three cultures. Psychological Science, 14, 39-46. 
Itakura, S. (2003). A mother chimpanzee knows her son is sick. Perceprtual and Motor Skills, 96, 1361-1362.  
Itakura, S. (in press). Gaze following and joint visual attention in nohuman animals. Japanese Psychological 

Research. 
伊藤良子  (2003). 境界例と心的外傷 .(特集：心的外傷)臨床心理学  第３巻第６号 金剛出版 

799-805. 
伊藤良子 (2003). 心理教育相談室における心理療法 (特集：治療の場と精神療法ー治療空間とその

治療特性) 精神療法 第２９巻第６号 金剛出版 698-704. 
皆藤 章 (2003).  森山論文に関するコメント. 上智大学臨床心理研究，第 25 巻，142-145. 
上市秀雄・楠見 孝 (2004). 後悔の時間的変化と対処方法：意思決定スタイルと行動選択の関連性 

心理学研究, 74(6), 487-495. 
河原利和・杉万俊夫 (2003). 過疎地域における住民自治システムの創造：鳥取県智頭町「ゼロ分の

イチ村おこし運動」に関する住民意識調査. 実験社会心理学研究，42(2)，101－119． 
河合俊雄 (2003).  カウンセリングと心理療法. 精神療法，29, 8-13. 
河合俊雄 (2003).  概念の心理療法. 臨床心理学，3(2) ， 167-172. 
河合俊雄 (2003). Die Wahrheit in der Psychotherapie. Gorgo, 44, 47-68. 
川喜田二郎・松沢哲郎・やまだようこ (2003). KJ 法の原点と核心を語る－川喜田二郎さんインタ

ビュー. 質的心理学研究, 2,  6-28. 新曜社   
金田茂裕 (2003). 小学生は答えが複数ある文章題をどのように解くか. 教育心理学研究, 51, 
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187-194. 
Kinhara,K.,Osaka,N.,& Nakajima,Y. (2003). Attentional blink with negative stimuli: Serial or parallel 

processing?-, Japanese Journal of Psychonomic Science, 22, 53-54. 
Kitada R., Kochiyama T., Hashimoto T., Naito E., Matsumura M. (2003). Moving tactile stimuli of fingers are 

integrated in the intraparietal and inferior parietal cortices. Neuroreport, 14,1-6. 
Kitayama, S., Duffy, S., Kawamura, T., & Larsen, J. T. (2003). A cultural look at New Look: Perceiving an 

object and its context in two cultures. Psychological Science, 14, 201-206. 
Kitayama, S., & Uchida, Y. (2003). Explicit self-criticism and implicit self-regard: Evaluating self and friend 

in two cultures. Journal of Experimental Social Psychology, 39, 476-482. 
Kitayama, S., Snibbe, A. C., Markus, H. R., & Suzuki, T. (in press). Is there any “free” choice? Self and 

dissonance in two cultures. Psychological Science. 
小池耕彦・齋木 潤 (2003). 確率的顕著性マップモデルによる注意の移動メカニズム. 認知科学，

10, 401-417. 
小池耕彦・伊丸岡俊秀・齋木 潤 (2003). 顕著性マップ. 心理学評論, 46, 391-411. 
Kondo, H., & Osaka, N. (2003). Susceptibility of spatial and verbal working memory to demands of central 

executive. Japanese Psychological Research, In press. 
Kondo, H.,Morishita, M., Osaka, N.,Osaka, M.,Fukuyama, H.,& Shibasaki, H. (2003). Functional role of 

cingulo-frontal network in performance on working memory. NeuroImage, 21, 2-14.. 
近藤洋史・森下正修・蘆田佳世・大塚結喜・苧阪直行 (2003). 読解力とワーキングメモリ：構造方

程式モデリングからのアプローチ、心理学研究、73, 480-487. 
Kosugi, D., Ishida, H., & Fujita, K. (2003). 10-month-old infants' inference of invisible agent: distinction in 

causality between object motion and human action. Japanese Psychological Research, 45(1), 
15-24. 

Kubota, Y., Querel, C., Pelion, F., Laborit, J., Laborit, M F., Gorog, F.,Okada, T., Murai, T., Sato, W., 
Yoshikawa, S., Toichi, M., & Hayashi, T. (2003).  Facial affect recognition in pre-lingually deaf 
people withschizophrenia. Schizophrenia Research, 61, 265-270. 

Kumashiro, M., Ishibashi, H., Uchiyama, Y., Itakura, S., Murata, A., & Iriki, A. (2003). Natural imitation 
induced by joint attention in Japanese monkeys. International Journal of Psychophysiology, 50, 
81-99.  

Kuriyama, N．，Yamagishi，K．,＆ Kusumi，T． (2003). Effects of instructions and representation 
on mathematical problem solving，Psychological Reports, 93, 603-609． 

Kuroshima, H., Fujita, K., Adachi, I., Iwata, K., & Fuyuki, A. (2003). A capuchin monkey (Cebus apella) 
understands when people do and do not know the location of food. Animal Cognition, 6, 283-291. 

Kuwahata, H., Adachi, I., Fujita, K., Tomonaga, M., & Matsuzawa, T.  Development of schematic face 
preference in macaque monkeys. Behavioural Processes, in press.  

Masuda, T., & Kitayama, S. (in press). Perceiver-induced constraint and attitude attribution in Japan and the 
US: A case for culture-dependence of correspondence bias. Journal of Experimental Social 
Psychology. 

松田 憲・太田信夫・楠見 孝 (2003). 偶発学習における潜在記憶のレミニッセンス効果 認知科
学, 10(2), 207-222. 

Matsumoto-Oda, A., Oda, R., Hayashi, Y., Murakami, H., Maeda, N., Kumazaki, K., Shimizu, K. & 
Matsuzawa, T. (2003). Vaginal fatty acids produced by chimpanzees during menstrual cycles.  
Folia Primatologica, 74, 75-79. 

Matsuno, T., Kawai, N., & Matsuzawa, T. (2004). Color classification by chimpanzees (Pan troglodytes) in a 
matching-to-sample task. Behavioural Brain Research, 148, 157–165. 

Matsuzawa, T. (2003). The Ai project: historical and ecological contexts. Animal Cognition, 6, 199-211. 
溝上慎一  (2003).  学生を能動的学習者へと導く講義型授業の開発－学生の内面世界のダイナミッ

クスをふまえた教授法的視点－. 教育学研究, 70 (2), 165-175.  
溝上慎一・田口真奈  (2003).  授業者の成長を促す大学の授業参観方式. 日本教育工学雑誌, 27 (2), 

165-174. 
溝上慎一 (印刷中).  大学生の自己形成教育における自己の発現過程 -同一性の場を差異化する他

者-. 質的心理学研究, 3. 
Morita T., Kochiyama T., Okada T., Yonekura Y., Matsumura M., and Sadato N. (in press). The neural 

substrates of conscious color perception demonstrated using fMRI. Neuroimage 
Morling, B., Kitayama, S., & Miyamoto, Y. (2003). American and Japanese women use different coping 

strategies during normal pregnancy. Personality and Social Psychology Bulletin. 29, 114-128. 
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Myowa-Yamakoshi, M.†, Tomonaga, M., Tanaka, M., & Matsuzawa, T. (2003). Preference for human direct 
gaze in infant chimpanzees (Pan troglodytes). Cognition, 89, B53-64. 

Myowa-Yamakoshi,M.†, Tomonaga, T., Tanaka, M., & Matsuzawa, T. (in press). Neonatal imitation in 
chimpanzee neonates (Pan troglodytes), Developmental Science. 

Naito E. (2004). Sensing limb movements in the motor cortex: How humans sense limb movements. 
Neuroscientist, 10, 73-82. 

Naito E. Sadato N. (2003). Internal simulation of expected sensory experiences before movements get started. 
Rev Neurosci, 14, 387-399. 

Naito E., Roland P. E., Geyer S., Ehrsson H. H. (2004). Involvement of cytoarchitectonic area 2 and right 
hemisphere dominance during kinesthetic illusions of right and left hand. J Neurophysiol 
(submitted). 

仲間大輔・渡部 幹 個々人の予想が社会制度に及ぼす影響：模擬市場を用いた集団実験研究(投稿
中) 

中本敬子†・楠見 孝 (印刷中) 比喩材料文の心理的特性と分類－基準表作成の試み．読書科学. 
Nakayachi, K. &  Watabe, M.   Building of Trust in Risk Management: The Signaling Effects of Voluntary 

Hostage Posting on Trust. (投稿中) 
中谷内一也・渡部 幹 人質提供による信頼の構築：リスクマネジメントにおける自発的供出，強

制的供出および行為実績の比較 (投稿中) 
Nishimura, T., Mikami, A., Suzuki, J. & Matsuzawa, T. (2003).  Descent of the larynx in chimpanzee infants.  

PNAS, 100(12), 6930-6933. 
Osaka,M.,Osaka,N.,Kondo,H.,Morishita,M.,Fukuyama,M.,,Aso,T., & Shibasaki, H. (2003). Neural basis of 

individual differences in working memory: An fMRI study. NeuroImage, 18, 789-797. 
Osaka, N.,Osaka,M.,Morishita, M.,Kondo, M.,Fukuyama, H., & Shibasaki, H. (2004). The neural basis of 

executive function of working memory: An fMRI study based on individual differences. 
NeuroImage, 21, 623-631. 

Osaka, N.,Osaka, M.,Morishita, M.,Kondo, & Fukuyama, H. (2003). Word expressing pain activates anterior 
cingulated cortex in the human brain: An fMRI study. Behavioral Brain Research, In press.. 

Osaka, N. (2004). How does the attentional pointer workin prefrontal cortex? 2003. Behavioral & Brain 
Sciences, In press. 

Osaka, N. (2004). On the perceptual and neural correlates of reading models. Behavioral & Brain Sciences, In 
press. 

Osama Abu Zeid Nogid and Sugiman, T. (2003). (投稿中). An attempt of non-governmental organizations to 
nurture the culture of peace in an extended civil war society: A case study of Sudanese Youth 
Peace Building Initiative.  

Otani, H. Kusumi,T. Kato, K. Matsuda, K.，Kern, R.P. Widner, R. Jr., Ohta, N. (In press). Remembering 
a Nuclear Accident in Japan: Did It Trigger Flashbulb Memories? Memory 

大塚結喜・森下正修・近藤洋史・苧阪直行 (2003). 読解力とワーキングメモリにおける抑制のメカ
ニズムの関係性、基礎心理学研究、21, 131-136. 

Paukner, A., Anderson, J. R., & Fujita, K.  Reactions of capuchins to multiple mirrors. Behavioural 
Processes, in press.  

樂木章子 (2003). 乳児院の集団的・組織的特徴と乳児の発達. 実験社会心理学研究，42(1)，23-39． 
樂木章子 (2003). 施設で育てられた乳幼児との養子縁組を啓発する言説戦略：ある養親講座の事例

研究. 実験社会心理学研究，42(2)，146-165． 
Sato W., Kochiyama T., Yoshikawa S., Naito E. and Matsumura M. (2004). Enhanced neural activity in 

response to dynamic facial expressions of emotion: an fMRI study. Cognitive Brain Research. 
Saeki, E. & Saito, S. (in press). Effect of articulatory suppression on task switching performance: Implications 

for models of working memory. Memory. 
Saiki, J. (2003). Feature binding in object-file representations of multiple moving items. Journal of Vision, 3, 

6-21.  
Saiki, J. (2003). Spatiotemporal characteristics of dynamic feature binding in visual working memory. Vision 

Research, 43, 2107-2123. 
Saiki, J. (2003). Effects of modally completed surfaces on change detection.  Visual Cognition, 10, 651-681. 
Saito, S. & Miyake, A. (in press). On the nature of forgetting and the processing-storage relationship in 

reading span performance. Journal of Memory and Language. 
Saito, S. & Baddeley, A. D. (in press). Irrelevant sound disrupts speech production: Exploring the relationship 

between short-term memory and experimentally induced slips of the tongue. Quarterly Journal of 
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Experimental Psychology, A. 
Sato, W., Yoshikawa, S., Kochiyama, T., & Matsumura, M. (in press) The amygdala processes the 

emotional significance of facial expressions: an fMRI investigation using the interaction 
between expression and face direction. NeuroImage. 

Sato, W., Kochiyama, T., Yoshikawa, S., Naito, E. & Matsumura, M. (in press) Enhanced neural activity in 
response to dynamic facial expressions of emotion: an fMRI study. Cognitive Brain Research. 

Shimizu, K., Douke, C., Fujita, S., Matsuzawa, T., Tomonaga, M., Tanaka, M., Matsubayashi, K., Hayashi, M. 
(2003). Urinary steroids, FSH and CG measurements for monitoring the ovarian cycle and 
pregnancy in the chimpanzee. Journal of Medical Primatology, 32, 15-22. 

Sousa, C., Okamoto, S. & Matsuzawa, T. (2003).  Behavioural development in a matching-to-sample task 
and token use by an infant chimpanzee reared by his mother.  Animal Cognition, 6, 259-267. 

杉森絵里子・楠見 孝 (2003). リアリティモニタリングにおけるソース帰属バイアス：質的判断
と日付判断 認知科学, 10(4), 486-496. 

鈴木亜由美・子安増生・安 寧 (2004). 児の意図理解と社会的問題解決能力の発達：「心の理論」
との関連から．発達心理学研究，(印刷中). 

田口真奈・藤田志穂・神藤貴昭・溝上慎一(印刷中).  ＦＤとしての公開授業の類型化－13 大学の事
例をもとに－. 日本教育工学雑誌, 27 (Suppl.). 

Takahashi, M. & Saito, S. (in press). Does test delay eliminate collaborative inhibition? Memory 
Takahashi, S., Anzai, Y., and Sakurai, Y. (2003). A new approach to spike sorting for multi-neuronal activities 

recorded with a tetrode - how ICA can be practical. Neuroscience Research, 46, 265-272. 
Takahashi, S., Anzai, Y., and Sakurai, Y. (2003). Automatic sorting for multi-neuronal activity recorded with 

tetrodes in the presence of overlapping spikes. Journal of Neurophysiology, 89, 2245-2258. 
高橋真・藤田和生 (2003). ラット(Rattus norvegicus)における視覚刺激に対する推移的反応(Transitive 

Responding)．動物心理学研究, 53(1), 17-22. 
竹田和良、船橋新太郎 (2003). 霊長類を用いた研究を通して精神疾患の病態にせまる －統合失調

症とワーキングメモリ. 実験医学 21: 1309-1314  
Takeda, K. and Funahashi, S. (in press). Population vector analysis of primate prefrontal activity during 

spatial working memory. Cerebral Cortex. 
Tanaka, M. (2003). Visual preference by chimpanzees (Pan troglodytes) for photos of primates measured by a 
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