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取得学位 博士（心理学） ・明星大学大学院人文学研究科  

学  歴 明星大学大学院人文学研究科 

所属学会 
Association for behavior analysis international Membership 

日本行動分析学会、日本 LD 学会、日本特殊教育学会、日本教育心理学会 

 

教 育 活 動 

（主な担当科目） 

2020年：発達心理学、障害者・障害児心理学、心理学検査実習、専門演習ⅠA、専門演習ⅡA 

    臨床心理実習Ⅱ 

 

（その他） 

・研究活動：埼玉県立高校 共生社会の実現を目指す遠隔コンサルテーション研究会 企画・運営 

・社会活動：埼玉県保育士キャリアアップ研修会 講師（障害児保育領域） 

 

研 究 活 動 

（著書等） 

・みんなで考える特別支援教育. 北樹出版. 編著者：梅永, 雄二,島田, 博祐,森下, 由規子 
担当執筆部分：『第 19 章 行動分析による適応行動の促進』. 2019/10 

・公認心理士・臨床心理士のための発達障害論：インクルージョンを基盤とした理解と支援. 学苑社 著

者：山崎晃史,大石幸二,榎本拓哉,若林 功. 担当執筆部分：『第 10 章 児童期 1：特別なニーズ教育

とインクルーシブ教育』、『第 11章 児童期 2：学習支援の実際』。『第 12章 移行期の支援』.2019/04 

・理論と実践をつなぐ教育心理学. 編著者：杉本明子、西本絹子. 担当執筆部分：『第 8章 アセスメント

と教育評価』 2019/04 

・みるみるわかる心理アセスメント：やわらか心理検査集. 著者：黒岩 誠、高下 梓、榎本拓哉、岡田 あ

ずさ、桑原正修、中村 有、油谷元規. 『心理検査で扱う発達の概要』、『インフォーマルアセスメント：

行動観察』、『知能検査』、『発達検査』. 2015/04 

 

（論文等） 

・Modeling and Quantitative Measurement Method of the Tripartite Interpersonal Distance 

Dynamics for Children with ASD. Computers Helping People with Special Needs. ICCHP 2018. 

Lecture Notes in Computer Science, vol 10896, p523-p526. 著者：Tsuji, A., Enomoto, T., Mastuda, 

S., Yamamoto, J. & Suzuki, K. 2018/06 

・Visualizing Gaze Direction to Support Video Coding of Social Attention for Children with Autism 

Spectrum Disorder. IUI '18 23rd International Conference on Intelligent User Interfaces. 

p571-p582. 著者：Higuchi, K., Matsuda, S.,Kamikubo, R., Enomoto, T., Sugano, Y., Yamamoto, J. 

& Sato, Y. 2018/03 

・発達教育支援に着目した多視点映像閲覧インタフェースの開発. 電子情報通信学会技術研究報告, 



  
 

117(392), p175-p182. 著者：北村誠之、宍戸英彦、榎本拓哉、亀田能成、山本淳一、北原 格. 2018/1 

・生徒画像のセンシングによるプライバシー問題に関する教育現場の声 : 学外持ち出し可能なデータ形

態のありかたに関する調査. 2017/09 著者：小篠裕子、榎本拓哉 

・Modeling of the chasing behaviors for developmental program of children with autism spectrum 

disorders. 2017 IEEE 16th International Conference on Cognitive Informatics & Cognitive 

Computing (ICCI*CC). p115-p120. 著者：Tsuji, A., Sekine, S., Enomoto,T.,  Matsuda, S., 

Yamamoto, J. & Suzuki, K. 2017/07 

・注釈情報を3次元的にAR提示可能な多視点映像閲覧方式. 電子情報通信学会技術研究報告, 116(496), 

p107-p112. 著者：志田全弘、亀田能成、石塚祐香、辻愛里、榎本拓哉、山本淳一、鈴木健嗣、北原 格

. 2017/3 

・ビデオモデリングおよびビデオフィードバックを用いた自閉症スペクトラム障害児への行動支援. 明

星大学大学院人文学研究課 博士論文. 著者：榎本拓哉. 2014/03 

・重度知的障害児へのビデオフィードバックを用いた行動支援：自由遊び場面での不適切行動の修正か

ら. 明星大学心理学年報第32号. p19-p23. 著者：榎本拓哉、竹内康二. 2014/02 

  

（研究発表等） 

・発達障害児における知的行動の促進に向けた新しいアセスメントと訓練アプリ. 日本 LD 学会第 28 回

大会（東京）. 発表者：竹内康二, 刎田文記, 近藤健太, 旭岡善介, 榎本拓哉. 2019/11.    

・The effect of group activity on social interaction of children with autism spectrum disorder: 

Quantifying with motion capture system. ABAI 12th Annual Autism Conference, Miami, FL. 発

表者：Enomoto, T., Tsuji, A., Suzuki,K., Yamamoto, J. 2018/01 

・発達行動コンサルテーションの定式化：フィデリティ確立のための探索的研究. 日本行動分析学会第

35 回年次大会 発表者：松岡里沙,松﨑敦子,榎本拓哉,山本淳一. 2017/10   

・応用行動分析学における新たな「定量化」方法の開発と実証（公募企画シンポジウム 3）. 日本行動

分析学会第35回年次大会. 発表者：石塚祐香,大森圭貢,榎本拓哉,梶谷 勇,米山直樹,山本淳一. 2017/10 

・The effect of play activity on social interaction of children with autism spectrum disorder: 

Quantifying with motion capture system. The 11th Annual Autism Conference, San Juan, Puerto 

Rico, Jan. 発表者：Enomoto, T.,Tsuji, A.,Matsuda, S.,Sekine, S.,Suzuki, K.,Yamamoto, J. 

2017/02.  

・特別支援学校教員の省察的実践を支える職能発達プログラム. 日本特殊教育学会第 54 回年次大会.  

発表者：脇 貴典, 太田 研, 榎本拓哉, 大石幸二, 春木美紀. 2016/09 

・The effect of parent training program for young children with autism spectrum disorder : A 

decision making model for selecting training procedures. 8th World congress of behavioral and 

cognitive therapies, Melbourne. 発表者：Yamamoto,J.,Mastuzaki, A.,Enomoto,T. 2016/06. 

・Evaluation and intervention of the visual attention in children with autism spectrum disorder 

using Head Mounted Camera. 42nd ABAI Annual Convention, Cicago. 発表者：Enomoto, 

T.,Sekine, S.,Yamamoto, J. 2016/05. 



  
 

・自閉スペクトラム症児の運動発達の特徴および発話明瞭度と座位姿勢の関係. 行動リバビリテーショ

ン研究会第 5 回大会. 発表者：大森圭貢,石塚祐香,関根 悟,榎本拓哉,,山本淳一. 2016/04. 

・モーションキャプチャを使用した自閉スペクトラム症児の対人相互作用場面の分析. 行動リバビリテ

ーション研究会第 5 回大会. 発表者：榎本拓哉, 辻 愛里, 鈴木健嗣, 山本淳一. 2016/04. 

・Behavioral Consultation to a Special Support School Using Video Feedback. The 8th International 

Conference of Association for Behavior Analysis. 発表者：Enomoto,T.,Takeuchi,K. 2015/09. 

・Examining the Effectiveness of a Parent Training as a Part of a Newly Developed University-based 

Comprehensive Intervention Program. The 8th International Conference of Association for 

Behavior Analysis. 発表者：Matsuzaki, A.,Enomoto, T.,Matsuda, S,Ishizuka, Y.,Naoi, 

N.,Minagawa, Y.,Yamamoto, J. 2015/09. 

 

・Video Feedback 手続きによる行動コンサルテーション : 特別支援学校小学部での介入研究から(ポス

ター発表) 日本行動分析学会年次大会プログラム・発表論文集 発表者：榎本 拓哉,竹内 康二. 

2015/09 

・Behavioral consultation to a special support school: From the increase in a behavioral repertoire. 

7th Conference of the European Association for Behavior Analysis, Stockholm, Sweden. 発表者：

Enomoto,T.,Takeuchi,K. 2014/09. 

・ビデオモニタリング手続きを用いた小集団会話場面への支援：自閉性障害児の適切なディスカッショ

ンスキルの形成行動分析学会第 32 回年次大会. 発表者：榎本拓哉, 竹内康二.  2014/09 

 

社 会 活 動 

・2019 年 12 月 東京都委託助産師指導講習会『発達障害の子を持つ母親への支援：乳幼児の子どもに

焦点をあてて』講師 

・2019 年 11 月桶谷式母乳育児推進協会サポートセミナー『発達障害を持つ子の母親への支援：子ども

と母親の関係から支える』 招待公演（国際ラクテーション・コンサルタント資格試験国際評議会）継

続教育単位認定セミナー） 

・2018 年 4 月〜 埼玉県教育委員会指導部 県立高校通級指導教室モデル事業 高校通級専門委員 

・2014 年〜2020 年 3 月 東京都あきる野学園 教育支援専門員（外部専門家） 

 


