
 
論文・寄稿等 

 

■ 論文 ■ 

 

西脇 良（2020）．児童学者・関寛之の生涯――宗教性発達研究の先駆者の生涯―― 南山神学，43， 

99-124． 

 

西脇 良（2012）．関寛之の宗教性発達理論について 南山神学，35．135-156． 

 

西脇 良（2007）．子どもの宗教性発達に及ぼす祖父母および親の影響 白百合女子大学キリスト教文化

研究論集，8，112-140． 

 

西脇 良（2005）．子どもを取り巻く宗教的環境――自由記述の分析による整理―― 白百合女子大学キ

リスト教文化研究論集，6，72-122． 

 

西脇 良（2004）．自然体験における自己の“小ささ・無力さ”の認識――宗教性の一側面として―― 白

百合女子大学キリスト教文化研究論集，5，60-84． 

 

西脇 良（2004）．宗教性測定尺度の文化間比較――使用された宗教用語の分析を通して―― 百合女子

大学キリスト教文化研究論集，4，92-140． 

 

西脇 良（2002）．カトリック大学に通う学生の宗教意識に関する調査 カトリック教育研究，19，72-83． 

［査読付論文］ 

 

西脇 良（2002）．カトリック学校に通う学生の宗教意識――宗教意識調査の結果報告―― 白百合女子

大学キリスト教文化研究論集，3，85-104． 

 

西脇 良（2001）．ファウラーの信仰論について 白百合女子大学キリスト教文化研究論集，2，77-102． 

 

西脇 良（2000）．J.W.ファウラーの信仰発達理論をめぐるその後の研究動向 カトリック教育研究，17，

39-50．［査読付論文］ 

 

西脇 良（2000）．カトリック信徒調査にみる生活と信仰 白百合女子大学キリスト教文化研究論集，1，

7-23． 

 

Nishiwaki, R．（1999）．A Pastoral Psychology Survey of Japanese Catholics’ Life and Faith，The Japan 

Mission Journal，53(3)，176-186． 

 

西脇 良（1998）．J.W.ファウラーの信仰発達理論に関する文献研究 カトリック教育研究，15，21-30． 

［査読付論文］ 

 

 

 

■ 科学研究費補助金研究 ■ 

 

2005 年度（平成 17 年度）科学研究費補助金（基盤研究 (C) 企画調査）研究代表者 

課題番号 17633006「宗教心理学の体系化に関する研究」 

 

2012 年度～2014 年度（平成 24 年度～26 年度）科学研究費補助金（基盤研究 (Ｂ) ）分担研究者 



課題番号 24330185「宗教性／スピリチュアリティと精神的健康の関連－苦難への対処に関する実証

的研究－」 

 

 

 

■ 寄稿（分担執筆含む）■ 

 

齋藤浩二・西脇 良（2013）．宗教性の発達心理学  田畑邦治・宮澤健太郎他（編） 祈りの諸相（白百

合女子大学キリスト教文化研究論集，14）（pp.83-107）弘学社 ［分担執筆率 80％］ 

 

西脇 良（2012）．子どもの宗教性およびスピリチュアリティの発達をめぐって 心理学ワールド，No.59，

17-20． 

 

齋藤浩二・西脇 良（2010）．宗教性の社会化 菊池章夫・堀毛一也・斎藤耕二・二宮克美（編著）社会

化の心理学／ハンドブック――人間形成への多様な接近―― （pp.83-107） 川島書店 ［分担執

筆率 86％］ 

 

西脇 良（2008）．家族と宗教 柏木惠子（監修）塘利枝子・福島朋子・永久ひさ子・大野祥子（編） 発

達家族心理学を拓く（pp.132-135）ナカニシヤ出版 

 

西脇 良（2008）．特定のトピックにおける発達 浦上昌則・神谷俊次・中村和彦（編著）心理学 第 2

版 （pp.118-127）ナカニシヤ出版 

 

西脇 良（2006）．書評へのリプライ 宗教と社会，12，146-151．  

 

西脇 良（2005）．宗教性発達の研究動向 浦上昌則・神谷俊次・中村和彦（編著）心理学 （pp.122-123）

ナカニシヤ出版 

 

西脇 良（2000）．「ファウラー」「信仰」 斎藤耕二（監修）福富 護・高木秀明・白井利明・二宮克美他

（編） 青年心理学事典 （pp.41, 201.）福村出版 

 

 

 

■ 文献紹介・書評 ■ 

 

藤原聖子（2017）．ポスト多文化主義が描く宗教――イギリス＜共同体の結束＞政策の功罪―― 岩波

書店 

カトリック教育研究，37，52-54． 

 

聖心女子大学キリスト教文化研究所（編）（2013）．宗教なしで教育はできるのか 春秋社 

 カトリック教育研究，32，88-89． 

 

教皇ベネディクト十六世（2011）．カトリック中央協議会司教協議会秘書室研究企画（編訳） 中世の神

学者 カトリック中央協議会 

カトリック教育研究，29，99-100． 

 

松島公望（2011）．宗教性の発達心理学 ナカニシヤ出版 

宗教と社会，18，101-104． 

 

世界の宗教教科書プロジェクト（編）（2009）．世界の宗教教科書（DVD） 



 宗教研究，83(3)号，（362 号），235-239． 

 

教皇庁文化評議会・教皇庁諸宗教対話評議会（2007）．カトリック中央協議会司教協議会秘書室研究企画

（訳） カトリック中央協議会 

 カトリック教育研究，25，127-128． 

 

田畑邦治（2005）．悲しみを支える言葉――古事記から芭蕉まで―― 佼成出版会 

 カトリック教育研究，23，76-77． 

 

 

 

■ 学会発表・シンポジウム・講演等 ■ 

 

年度 発表内容 

2018 ｢祈りから見る『無心』｣（話題提供） 

 公募シンポジウム「『無心』の心理学」 

日本心理学会第 82 回大会 

2017 ｢寛之の研究から見えてきたもの｣（講演） 

雲仙市生涯学習講座ジャカランダフェスタ記念講演会（2017 年 6 月） 

2016 ｢児童の宗教性およびスピリチュアリティ発達について｣（講演） 

聖心小学・南山大学附属小学校 姉妹校提携記念講演（2017 年 3 月） 

2015 ｢宗教的自然観から見えてくるもの｣（話題提供） 

テーマセッション「調査データから見えてくる日本人の宗教性／スピリチュアリティの諸相 

――実証的宗教心理学的研究をベースとした科研費研究プロジェクトからの提案――」 

 

｢宗教と社会｣学会第 23 回学術大会 

2015 ｢宗教的自然観と精神的健康との関連｣（話題提供） 

パネル発表「宗教性／スピリチュアリティと精神的健康の関連」 

日本宗教学会第 73 回大会 

2013 ｢宗教的自然観から精神的健康との関連への展開｣（話題提供） 

ラウンドテーブル「宗教性発達研究の展開（6）―実証的宗教心理学的研究における新たな

挑戦―」 

日本発達心理学会第 25 回大会 

2013 ｢関寛之の業績を振り返る｣（話題提供） 

 ラウンドテーブル「宗教性発達研究の展開（5）――子どもの宗教性を考える――」 

日本発達心理学会第 24 会大会 

2012 ｢研究会発足時の様子および 2005 年度科研費プロジェクトに関する報告｣（話題提供） 

ワークショップ「宗教心理学的研究の展開（10）――宗教心理学研究会発足 10 年目を迎え

て―― 

  日本心理学会第 76 回大会 

2010 ｢いのちをつなぐ人間教育―女子教育の立場から」（話題提供） 

シンポジウム「いのちをつなぐ人間教育―女子教育の立場から―」 

聖心女子学院カトリック女子教育研究所 

2009 ｢日本における宗教性発達のあり方」（話題提供） 

ラウンドテーブル「宗教性発達研究の展開(2)――日本人の宗教性発達を考える――」 

日本発達心理学会第 20 回大会 

2008 ｢子どもを取り巻く宗教的環境」（研究発表） 

テーマセッション 2：「宗教心理学を考える」 

「宗教と社会」学会第 16 回学術大会 



2006 ｢南山大学の宗教教育の現状と課題――大学生に対するアンケート調査の結果分析を中心に―

―｣（研究発表） 

日本カトリック教育学会第 30 回記念全国大会 

2006 ｢子どもの宗教性発達に及ぼす祖父母および親の影響――大学生に対する質問紙調査から―

―」（研究発表） 

日本心理学会第 70 回大会 

2005 ｢日本人の宗教性―宗教教育への一視座」（講演） 

青山学院女子短期大学総合文化研究所（2005 年 12 月） 

2005 ｢日本人の宗教的自然観に関する調査研究｣（研究発表） 

｢社会的コンテクストの中のキリスト教」研究会 

2005 ｢子どもを取り巻く宗教的環境」（研究発表） 

日本心理学会第 69 回大会 

2005 ｢日本人の宗教的自然観」（話題提供） 

シンポジウム「現代日本人の宗教性を考える」 

國學院大學 21 世紀ＣＯＥプログラム 

2004 Religious development in Japanese children from a point view of religious environment. 

Congress secretariat of the 19th world congress of IAHR 

2004 ｢形態素解析ソフトを用いた自由記述回答の分析｣（話題提供） 

ワークショップ「宗教心理学的研究の展開（2）――宗教心理学の研究方法の検討――」 

日本心理学会第 68 回大会 

2004 ｢中学・高校生の自然体験に関する調査研究｣（研究発表） 

日本カトリック教育学会第 28 回全国大会 

2002 ｢日本人の宗教意識に関する一考察」（研究発表） 

日本カトリック教育学会第 26 回大会 

2001 ｢“自然観における宗教性”について」（研究発表） 

日本青年心理学会第 9 回大会 

2001 ｢現代学生の宗教的自然観に関する調査研究」（研究発表） 

日本カトリック教育学会第 25 回全国大会 

2000 ｢青年女子の自然観に関する調査研究」（研究発表） 

日本カトリック教育学会第 24 回全国大会 

2000 ｢自然観についての予備的研究」（研究発表） 

日本教育心理学会第 42 回総会 

1999 ｢カトリック信徒調査にみる生活と信仰」（研究発表） 

日本カトリック教育学会第 23 回全国大会 

1997 ｢J.W.ファウラーの信仰発達理論に関する若干の文献研究｣（研究発表）  

日本カトリック教育学会第 21 回全国大会 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上 


