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一般・原理（3201 教室）

14P-01 文系理系概念の変遷と知能・性格概念への変転 ○廣島　克佳 （航空自衛隊航空開発実験集団航空
医学実験隊）

介護・福祉（3201 教室）

14P-02 大学生の障害者に対する意識調査（1）
―横断法による検討―

○豊村　和真 
西館　裕子

（北星学園大学社会福祉学部）
（北星学園大学社会福祉学研究科）

14P-03 大学生の障害者に対する意識調査（2）
―横断法による検討―

○西館　裕子 
豊村　和真

（北星学園大学社会福祉学研究科）
（北星学園大学社会福祉学部）

14P-04 「障害者総合支援法」施行後の問題点
―障害者施設現場からの現状報告―

○柴田　裕之 （日本デイケア学会）

14P-05 障害者を表わす語のイメージ ○樋口　花美 
豊村　和真

（北星学園大学社会福祉学研究科）
（北星学園大学社会福祉学部）

看護（3201 教室）

14P-06 がん専門外病棟における看護の困難さ ○阿児　馨 
武士　由美 
國宗　多恵

（神戸常盤大学）
（甲南女子大学）
（甲南女子大学）

14P-07 精神障害者に対する塗り絵の効果―看護学生が
コミュニケーションツールとして使ってみて―

○堀　　順子 
新津　律子

（埼玉医科大学短期大学看護学科）
（帝京大学医療技術学部看護学科）
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14P-08 看護師にとっての患者理解の内容
― 一般科看護師と精神科看護師との比較―

○山本　勝則 
多久島　寛孝

（札幌市立大学看護学部）
（熊本保健科学大学保健科学部看護学
科）

14P-09 看護学生の職業的アイデンティティに影響を及
ぼす要因―達成動機との関連―

○関口　恵子 （埼玉医科大学短期大学看護学科）

14P-10 精神科看護におけるコミュニケーションの実際
―精神科看護師に対する患者の話を聴きだす方
法に関する主観的調査から―

○小西　奈美 （京都大学大学院医学研究科人間健康
科学系専攻）

14P-11 看護学生の皮下注射技術修得度と学習スキルの
関係

○宮﨑　素子 
玉木　ミヨ子 
今野　葉月 
蒲生　澄美子 
関口　恵子 
亀田　芙蓉 
八木原　里美

（埼玉医科大学短期大学看護学科）
（埼玉医科大学短期大学看護学科）
（埼玉医科大学短期大学看護学科）
（埼玉医科大学短期大学看護学科）
（埼玉医科大学短期大学看護学科）
（埼玉医科大学短期大学看護学科）
（埼玉医科大学短期大学看護学科）

14P-12 看護学生の私語と社会的スキルとの関連
―2年次後期終了後の検討―

○鈴木　恵 
戸塚　智美 
澤田　和美 
椎野　雅代

（横浜創英大学看護学部）
（横浜創英大学看護学部）
（横浜創英大学看護学部）
（横浜創英大学看護学部）

矯正・非行・犯罪（3201 教室）

14P-13 インターネット掲示板における加害者非難
―加害者非難における時系列分析（1）―

○早川　裕矢 
 
桐生　正幸

（関西国際大学大学院人間行動学研究
科）
（関西国際大学人間科学部）

14P-14 女子刑務官の仕事継続意向と就労意識―仕事継
続意向に影響を及ぼす職業意識要因の分析―

○上瀬　由美子 
矢野　恵美

（立正大学心理学部）
（琉球大学法科大学院法務研究科）

14P-15 マス・メディアにおける犯罪報道の検討（1） ○桐生　正幸 （関西国際大学人間科学部
人間心理学科）

検査・測定（3201 教室）

14P-16 自己記入式無気力尺度の比較の試み ○長内　優樹 （駿河台大学非常勤講師・法政大学
兼任講師）
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14P-17 TPIによる背景分析尺度の信頼性 ○外島　裕 
保野　直樹

（日本大学商学部）
（日本化薬株式会社人事部）

14P-18 ペン先位置座標を用いた筆者識別 ○関　　陽子 （科学警察研究所）

交通（3201 教室）

14P-19 地域の交通教育グループ「交通新時代・新潟」
30年の活動―応用心理学的研究の実践と成果―

○長塚　康弘 （新潟大学名誉教授）

14P-20 事故映像と HazardTouchを用いた危険予測訓練
ツールの職業運転者向け運用事例

○島崎　敢 
中村　愛 
石田　敏郎

（早稲田大学人間科学学術院）
（早稲田大学大学院人間科学研究科）
（早稲田大学人間科学学術院）

14P-21 トラックドライバーへの教育プログラムの有効
性について
―運転技能評価システム Objetを用いて―

○阪井　俊範 
蓮花　一己

（帝塚山大学心理科学研究科）
（帝塚山大学心理学部）

産業・職業（3201 教室）

14P-22 フォロワー行動が対人的市民行動と満足感、組
織コミットメントに及ぼす影響

○三木　博文 
松田　幸弘

（大阪経済大学大学院人間科学研究科）
（大阪経済大学人間科学部）

14P-23 交通取締り中における警察官の受傷事故の
類型化

○小菅　律 （科学警察研究所交通科学部・筑波大
学大学院）

14P-24 アルバイト経験によるキャリア形成が将来の
ワーク・ライフ・バランス観に与える影響

○須賀　絵美 
井上　孝代

（帝塚山大学大学院心理科学研究科）
（明治学院大学）

14P-25 職場における若者のストレス反応と関連する
要因

○佐藤　舞 
松本　真作

（労働政策研究・研修機構）
（労働政策研究・研修機構）
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14P-26 大学生の主体的キャリア形成におよぼす要因の
検討―キャリア教育・支援実践の視点から―

○石橋　里美 
林　　潔 
内藤　哲雄

（芝浦工業大学システム理工学部）
（白梅学園短期大学）
（福島学院大学福祉学部）

14P-27 重層的産業組織における安全文化醸成方法の実
践的研究
―改善提案制度の機能化と阻害要因の検討―

○余村　朋樹 
藤掛　和広 
施　　桂栄 
細田　聡 
井上　枝一郎

（労働科学研究所）
（労働科学研究所）
（関東学院大学・労働科学研究所）
（関東学院大学・労働科学研究所）
（関東学院大学・労働科学研究所）

14P-28 現代の労働価値観、“働くこと”を再考する
―ストレス反応、ライフ・エンゲイジメントと
の関りから―

○松尾　哲朗 
森下　高治

（帝塚山大学大学院心理科学研究科）
（帝塚山大学大学院）

14P-29 超臨場感テレワークシステムに関する評価グ
リッド法を用いた分析

○櫻井　広幸 （立正大学心理学部）

社会・文化（3201 教室）

14P-30 募金行動とお金に対する信念および援助特性の
関連―東日本大震災の場合―

○渡辺　伸子 （筑波大学大学院人間総合科学研究科）

14P-31 携帯メール依存と性格特性及びアサーションの
関連

○高倉　巧 （帝塚山大学大学院心理科学研究科）

14P-33 祇園囃子の太鼓方における身体技法―演奏時の
コツに関するインタビュー調査―

○山田　勝真 
 
大桐　将 
 
来田　宣幸

（京都工芸繊維大学大学院工芸科学研
究科）
（京都工芸繊維大学大学院工芸科学研
究科）
（京都工芸繊維大学大学院工芸科学研
究科）

14P-34 震災と犯罪―岩手県沿岸地域を中心として―（2） ○小林　由依 
細江　達郎 
鈴木　護 
長澤　秀利

（岩手大学大学院人文社会科学研究科）
（岩手県立大学）
（岩手大学人文社会科学部）
（岩手県警科学捜査研究所）

14P-35 原子力発電のリスク認知における一般市民と専
門家との乖離感― 一般市民と専門家の評価と相
互の推測値に基づく分析―

○岡部　康成 
 
王　　晋民

（浜松学院大学現代コミュニケーショ
ン学部）
（千葉科学大学危機管理学部）
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14P-36 正当化心理の観点に基づいた違反抑制対策に
関する調査研究

○稲葉　緑 （JR東日本研究開発センター安全研究
所）

14P-37 規範逸脱の知覚と怒り表出の関係（3）
―コミュニケーションスキルとの関係性を中心
に―

○長澤　里絵 （立正大学心理学部）

14P-39 日本人他者信念の推測が対中国態度表明に及ぼ
す影響

○宮島　健 （九州大学大学院人間環境学府）

14P-40 異文化体験前の不適応想定から見る異文化
体験者の不適応感

○鉄川　大健 
谷口　淳一 
森下　高治

（帝塚山大学大学院心理科学研究科）
（帝塚山大学）
（帝塚山大学）

人格（3201 教室）

14P-41 「血液型性格学」は信頼できるか（第 30報）I
―衆議院議員に血液型の特徴が見られるか―

○大村　政男 
浮谷　秀一 
藤田　主一

（日本大学）
（東京富士大学）
（日本体育大学）

14P-42 「血液型性格学」は信頼できるか（第 30報）II
―日本・韓国のタレントの血液型分布―

○浮谷　秀一 
大村　政男 
藤田　主一

（東京富士大学）
（日本大学）
（日本体育大学）

14P-43 「血液型性格学」は信頼できるか（第 30報）III
―アスリートに血液型の特徴が見られるか―

○藤田　主一 
大村　政男 
浮谷　秀一

（日本体育大学）
（日本大学）
（東京富士大学）

14P-44 性能的性格（11）―テンポの検査結果と性能に関
する自己評定値との関連―

○川島　大司 
久米　稔

（東海学院大学人間関係学部）
（適合性評価研究所）

スポーツ（3201 教室）

14P-45 大学男子柔道選手の減量に関する基礎的研究 ○藤本　太陽 
福場　久美子 
多養　亮平 
坂部　崇政 
楠本　恭久

（日本体育大学大学院体育科学研究科）
（日本体育大学大学院体育科学研究科）
（日本体育大学大学院体育科学研究科）
（日本体育大学大学院体育科学研究科）
（日本体育大学）
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14P-46 大学生における過去・現在の運動有能感と体力
の関係

○大石　健二 （東京国際大学人間社会学部）

14P-47 大学男子テニス選手におけるアンフォースド
エラー尺度の開発

○柴原　健太郎 
 
園部　豊 
西條　修光

（日本体育大学大学院体育科学
研究科）
（日本体育大学体育学部）
（日本体育大学体育学部）

14P-48 精神生理学的測定における呼吸振幅と体格の
関係

○三村　覚 
久我　隆一

（大阪産業大学）

14P-49 バドミントン競技者の注意スタイルとピークパ
フォーマンスとの関係

○陶山　智 
大束　忠司

（亜細亜大学）
（日本体育大学）

認知・感情（3201 教室）

14P-50 同調圧力下での新人看護師の意思表示に焦点を
当てた医療安全のゲーミングシミュレーション

○兵藤　好美 
田中　共子

（岡山大学大学院保健学研究科）
（岡山大学大学院社会文化科学
研究科）

14P-51 「癒し」評価スケールを用いた児童書画鑑賞によ
る癒しの評価―世代間の特徴について―

○内田　誠也 
木村　友昭 
山岡　淳 
松本　洸

（MOA健康科学センター）
（MOA健康科学センター）
（MOA健康科学センター）
（日本大学芸術学部）

14P-53 高齢者における覚醒喚起の日内変動―警告の効
果の加齢による変化―

○櫻井　美由紀 
岩崎　祥一

（東北大学流体科学研究所）
（東北大学大学院情報科学研究科）

発達・教育（3201 教室）

14P-54 「舞台美術授業」体験は自己成長を促す要因とな
りえるか―向上心と作画の上達を目指した高校
生の学習体験報告より―

○上田　淳子 （日本大学芸術学部演劇学科）

14P-55 育児期女性の「成人」としての成熟性について
の考察―「個」と「関係性」のアイデンティティ
から―

○池田　和嘉子 （立正大学大学院心理学研究科）
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14P-56 認知症高齢者における攻撃行動と日常生活
自立度との関連

○上野　萌子 
 
田村　啓子 
内山　伊知郎

（同志社大学大学院心理学研究科／
日本学術振興会）
（乙の国福祉会）
（同志社大学心理学部）

14P-57 保育実習における指導者間の食い違い ○佐藤　菊子 
山口　智 
内藤　哲雄

（福島学院大学福祉学部）
（福島学院大学福祉学部）
（福島学院大学福祉学部）

14P-58 家庭の食育と子どもの食行動の問題との関連性 ○荒木　みさこ 
北見　由奈

（桜美林大学大学院国際学研究科）
（帝京短期大学）

14P-59 「常識心理学クイズ」から見る大学新入生の持つ
心理学知識

○山下　雅子 
木島　恒一 
野瀬　出

（東京有明医療大学看護学部）
（北陸学院大学人間総合学部）
（日本獣医生命科学大学比較発達
心理学教室）

14P-60 主体的行動力・被影響性といじめ被害との関連
―高校生を対象とした調査結果から―

○三島　浩路 （中部大学現代教育学部）

14P-61 家族の一員によるひきこもり当事者と父親への
受容の効果

　内藤　哲雄
○平塚　大智 
竹内　利光

（福島学院大学心理学研究科）
（福島学院大学心理学研究科）
（福島学院大学心理学研究科）

14P-62 幼児における自発語としての「ありがとう」の
発達―量的・質的変化―

○加藤　博己 （駒澤大学文学部）

臨床・相談（3201 教室）

14P-63 エイズ相談意図とヘルスビリーフモデルに
基づいた諸要因との関連

○飯田　敏晴 
井上　孝代

（山梨英和大学）
（明治学院大学）

14P-64 大学生の不定愁訴における背後要因の探索
―文章完成法記述のテキスト分析を通じて―

○吉田　暁 （早稲田大学大学院文学研究科）

14P-65 インターネット依存とひきこもり親和性の関係 ○東出　尚子 
神澤　創

（帝塚山大学大学院心理科学研究科）
（帝塚山大学大学院心理科学研究科）
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14P-66 抑圧された無意識をエゴグラムから見つけ内面
整理の必要性を説く
―真のカウンセラーになるために―

○柳沢　淳子 
岡村　一成

（APL・パラカウンセリング研究所）
（東京富士大学経営学部）

14P-67 主観的ウェルビーイングの測度に関する研究（7） ○角野　善司 （高崎健康福祉大学保健医療学部）

14P-68 愛着とメディア情報が体型へのこだわりおよび
ボディイメージに与える影響

○末瀬　慧 （帝塚山大学大学院心理科学研究科）
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介護・福祉（3201 教室）

15P-01 これからの社会保障について若者の意見を踏ま
えて考察する―主に介護について―

○山﨑　和夫 （城西大学）

15P-02 精神保健福祉士像と実習指導における指導内容
の食い違い

○山口　智 
佐藤　菊子 
内藤　哲雄

（福島学院大学福祉学部）
（福島学院大学福祉学部）
（福島学院大学福祉学部）

15P-03 知的障害者を看取る施設職員の意識
―語りから―

○張　　貞京 
石野　美也子

（京都文教短期大学）
（京都文教短期大学）

15P-04 触感度低下シミュレータ開発のための基礎的研
究―極薄手袋装着による触 2点閾の変化―

○布川　清彦 （東京国際大学人間社会学部）

15P-05 半構造化面接法による歩行の動作観察の比較
検討―理学療法士の経験年数による比較―

○大桐　将 
 
山田　勝真 
 
来田　宣幸

（京都工芸繊維大学大学院先端ファイ
ブロ科学専攻）
（京都工芸繊維大学大学院先端ファイ
ブロ科学専攻）
（京都工芸繊維大学大学院工芸科学研
究科）

看護（3201 教室）

15P-06 看護学生を対象としたストレスマネージメント
教育―効果的な心理教育プログラムの開発を目
指して―

○門乢　清美 （帝塚山大学大学院心理学研究科）

15P-07 精神障がい者の社会参加を支援する準備セミ
ナーの実施報告
―民生委員児童委員を対象にして―

○吉田　一子 
山本　勝則

（筑波大学大学院人間総合科学研究科）
（札幌市立大学看護学部）
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15P-08 看護学生の適応感と社会的スキル・大学生活の
目的との関連―2年次授業終了後の検討―

○椎野　雅代 
戸塚　智美 
澤田　和美 
鈴木　恵

（横浜創英大学看護学部）
（横浜創英大学看護学部）
（横浜創英大学看護学部）
（横浜創英大学看護学部）

15P-09 看護技術習得における自己調整学習方略尺度開
発の試み―首都圏の看護短期大学および専門学
校の学生を対象とした調査より―

○岩屋　裕美 （放送大学大学院）

15P-10 患者の不安感をどのように軽減するか ○林　　潔 （白梅学園短期大学）

15P-11 看護師のコミュニケーション・スキルの分析 ○荒木　晴海 
林　　潔

（欣助会吉祥寺病院）
（白梅学園短期大学）

矯正・非行・犯罪（3201 教室）

15P-12 犯罪被害リスク認知は外国人を排斥するか
―接触理論からの検討―

○玉井　航太 
中嶋　佳苗

（北海商科大学）
（国際基督教大学教育研究所）

15P-13 虚偽検出場面における質問形式および返答の
影響

○石岡　綾香 
小野　洋平 
軽部　幸浩 
谷口　泰富

（駒澤大学文学部）
（駒澤大学文学部）
（駒澤大学文学部）
（駒澤大学文学部）

交通（3201 教室）

15P-14 若年男性ドライバーは今でも自信過剰か ○中村　愛 
島崎　敢 
伊藤　輔 
石田　敏郎

（早稲田大学大学院人間科学研究科）
（早稲田大学人間科学学術院）
（早稲田大学大学院人間科学研究科）
（早稲田大学人間科学学術院）

15P-15 年代別にみる働く目的と職業性ストレス及び
ワーク・エンゲイジメントとの関連

○小畑　周介 
森下　高治

（帝塚山大学大学院心理科学研究科）
（帝塚山大学大学院）

15P-16 交通場面を対象とした学習の般化に関する予備
的検討―児童対象の小集団討論による事故リス
クの認識の変容―

○大谷　亮 （日本自動車研究所）
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15P-17 高齢者の一般モラルと身体的健康感が自転車交
通行動に及ぼす影響

○木村　年晶 
村田　浩子 
山添　詩織 
内山　伊知郎

（同志社大学大学院心理学研究科）
（同志社大学心理学部）
（わたむきの里福祉会）
（同志社大学心理学部）

産業・職業（3201 教室）

15P-18 産業組織における事故調査・分析に関する検討
―事故報告書から見た事故調査・分析の問題点
について―

○藤掛　和広 
余村　朋樹 
施　　桂栄 
細田　聡 
井上　枝一郎

（労働科学研究所）
（労働科学研究所）
（労働科学研究所・関東学院大学）
（労働科学研究所・関東学院大学）
（労働科学研究所・関東学院大学）

15P-19 あいまいな食品表示による消費者の購買行動
への影響

○花尾　由香里 （東京富士大学経営学部）

15P-20 一次予防を目標とした職場のメンタルヘルス
対策―オリジナルストレス調査票とセルフケア
研修の組み合わせ―

○枚田　香 （帝塚山大学大学院心理科学研究科）

15P-21 女子大学生の就職活動への「やる気」ついての
PAC分析（2）

○松浦　美晴 （山陽学園大学総合人間学部）

15P-22 実験室環境における選択のオーバーロード現象 ○八木　善彦 （立正大学心理学部）

15P-23 コーピングスタイルと自己効力感、ストレス、
抑うつとの関連

○林　　滋子 （帝塚山大学大学院心理科学研究科）

15P-24 伝統工芸を学ぶ学生の職業観に関する研究 ○成田　智恵子 
 
来田　宣幸

（京都工芸繊維大学大学院工芸科学研
究科）
（京都工芸繊維大学大学院工芸科学研
究科）

社会・文化（3201 教室）

15P-25 日本人との対人コミュニケーションでの違和感
―ベトナム人留学生の PAC分析―

○内藤　哲雄 （福島学院大学福祉学部）
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15P-26 伝達に伴う心理的負担と伝達手段との関連性
―キャンセルや借金依頼にメールは負担感の小
さい手段なのか―

○濱　　保久 （北星学園大学文学部心理・応用
コミュニケーション学科）

15P-27 高齢者の高次脳機能と信頼感が騙されやすさに
及ぼす影響

○八田　武俊 
八田　純子

（岐阜医療科学大学保健科学部）
（愛知学院大学心身科学部）

15P-28 異文化滞在者の食と社会文化的適応
―在日留学生にみられる食の社会性―

○田中　共子 
高濱　愛

（岡山大学大学院社会文化科学研究科）
（一橋大学法学研究科）

15P-29 褒め言葉のとらえ方に関する検討
―承認欲求および状況が及ぼす影響について―

○小島　弥生 （埼玉学園大学人間学部）

15P-30 父親のワーク・ライフ・バランスと夫婦関係
―高校生の家庭を対象として―

○尾形　和男 
坂西　友秀 
森下　葉子 
福田　佳織

（愛知教育大学）
（埼玉大学）
（文京学院大学）
（東洋学園大学）

15P-31 夫婦のワーク・ライフ・バランスと夫婦関係・
家族機能・家族成員のストレスとの関係
―高校生の家庭を対象として―

○福田　佳織 
森下　葉子 
坂西　友秀 
尾形　和男

（東洋学園大学）
（文京学院大学）
（埼玉大学）
（愛知教育大学）

15P-32 福島原発事故後 2年間での家族内会話の変化
―放射線被害への対応について―

○佐藤　洋子 
内藤　哲雄

（福島学院大学心理学研究科）
（福島学院大学心理学研究科）

15P-33 対人関係開始スキルがコミュニケーション行動
に及ぼす影響

○横山　ひとみ 
大坊　郁夫

（東北大学電気通信研究所）
（東京未来大学モチベーション行動
科学部）

15P-34 放射線影響地域に家族と暮らす被爆二世父親 ○安齋　茜 
内藤　哲雄 
藤本　要

（福島学院大学）
（福島学院大学）
（福島学院大学）

15P-35 恋愛自信度と失恋状況についての研究
―対人魅力の自己認知について―

○山田　竜平 
齊藤　勇

（立正大学心理学部）
（立正大学心理学部）
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15P-36 恋愛自信度と失恋状況の日比比較研究
―対人魅力の認知について―

○齊藤　勇 
山田　竜平

（立正大学心理学部）
（立正大学心理学部）

人格（3201 教室）

15P-37 自己意識が自己評価と他者評価の主観的相違に
およぼす影響について

○濱田　真衣 （帝塚山大学大学院心理科学研究科）

15P-38 大学生が自己を明かす際の真実性に関する
一研究

○松原　詩緒 （文化学園大学現代文化学部応用健康
心理学科）

15P-39 衝動性とセルフ・コントロールの 2次元性の
検討

○小橋　眞理子 
井田　政則

（立正大学大学院心理学研究科）
（立正大学心理学部）

15P-40 不合理な信念に及ぼす 3次元自己制御・自尊感情・
年齢の影響

○山岡　重行 （聖徳大学心理・福祉学部）

スポーツ（3201 教室）

15P-41 体罰・暴力における体育専攻学生の意識と実態
（1）―これまでの体罰研究を概観して―

○鈴木　悠介 
本間　悠也 
深見　将志 
小川　拓郎 
齋藤　雅英 
藤田　主一 
谷釜　了正

（日本体育大学研究員）
（日本体育大学）
（日本体育大学大学院）
（日本体育大学）
（日本体育大学）
（日本体育大学）
（日本体育大学）

15P-42 体罰・暴力における体育専攻学生の意識と実態
（2）―新入生の高校生活に着目して―

○本間　悠也 
深見　将志 
鈴木　悠介 
小川　拓郎 
齋藤　雅英 
藤田　主一 
谷釜　了正

（日本体育大学）
（日本体育大学大学院）
（日本体育大学研究員）
（日本体育大学）
（日本体育大学）
（日本体育大学）
（日本体育大学）

15P-43 体罰・暴力における体育専攻学生の意識と実態
（3）―新入生の自由記述に着目して―

○深見　将志 
鈴木　悠介 
本間　悠也 
小川　拓郎 
齋藤　雅英 
藤田　主一 
谷釜　了正

（日本体育大学大学院）
（日本体育大学研究員）
（日本体育大学）
（日本体育大学）
（日本体育大学）
（日本体育大学）
（日本体育大学）
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15P-44 寮・合宿所はどのようにイメージされて
いるのか

○森脇　保彦 
岡崎　祐史 
大関　貴久 
岡田　龍司 
徳安　秀正 
山内　直人 
中島　たけし 
藤田　主一

（国士館大学）
（武庫川女子大学）
（東日本国際大学）
（近畿大学）
（東京有明医療大学）
（国士舘大学）
（国士舘大学）
（日本体育大学）

15P-45 注意時における聴覚刺激が呼吸運動に及ぼす
影響

○髙井　秀明 （日本体育大学大学院トレーニング科
学系）

15P-46 体育専攻学生の競技不安と身体症状の関連 ○市川　優一郎 
三村　覚

（日本大学文理学部）
（大阪産業大学人間環境学部）

認知・感情（3201 教室）

15P-47 待機中の情報提示と行為が待機時間の知覚に
及ぼす影響

○篠原　一光 
新井田　統

（大阪大学大学院人間科学研究科）
（KDDI研究所）

15P-48 カラーとモノクロ：写真の印象の違い
―モノクロ写真は全景の広がりを感じさせるか―

○尾入　正哲 
遠山　翔子

（中京大学心理学部）
（ディマンシェ）

15P-49 臓器移植の問題点に関する日本人の文化的見解
―臓器移植に対する態度構造研究からの一考
察―

○今野　順 （横浜市立大学都市社会文化研究科）

15P-50 ポジティブな動画が生理反応におよぼす効果
― 一般感情尺度による評定と SCL の変化―

○中山　誠 
黒川　優美子

（関西国際大学人間科学部）
（関西国際大学人間科学部）

15P-51 自己評価感情が怒り制御，攻撃性，抑うつ感に
与える影響
―STAXI2による怒り制御特性を指標に―

○大久保　純一郎 
石坂　晃子

（帝塚山大学心理学部）
（帝塚山大学大学院人文科学研究科）
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発達・教育（3201 教室）

15P-52 中学校における日課的場面ごとの不安感と存在
感（1）―生徒個人を分析対象として―

○吉田　浩之 
来田　宣幸

（琉球大学教育学部）
（京都工芸繊維大学大学院工芸科学研
究科）

15P-53 中学校における日課的場面ごとの不安感と存在
感（2）―学級を分析対象として―

○来田　宣幸 
 
吉田　浩之

（京都工芸繊維大学大学院工芸科学研
究科）
（琉球大学教育学部）

15P-54 特別支援教育における教諭の役割に関する研究
（3）―養護教諭調査の概要と本務校での特別支援
教育について―

○林　　幸範 
石橋　裕子

（こども教育宝仙大学）
（帝京科学大学）

15P-55 特別支援教育における教諭の役割に関する研究
（4）―養護教諭及びそれ以外の特別支援教育の関
連教員の役割について―

○石橋　裕子 
林　　幸範

（帝京科学大学）
（こども教育宝仙大学）

15P-56 大学生のボディイメージと食行動、社会的風潮
の取り入れ―痩身願望についての「取り組み」
との関連から―

○平田　裕美 
堀井　里穂

（女子栄養大学）
（女子栄養大学栄養学部実践栄養学科）

15P-57 統計学の修学困難感を解く―その認識の構造― ○河内　和直 （群馬医療福祉大学社会福祉学部）

15P-58 大学生のアパシー傾向と対人ストレス
コーピングとの関係

○齋藤　彩 
神澤　創 
玉瀬　耕治

（帝塚山大学大学院心理科学研究科）
（帝塚山大学心理学部）
（帝塚山大学心理学部）

15P-59 成績上位者への学習法アドバイスの受容に
関する研究

○竹内　利光 
平塚　大智 
内藤　哲雄

（福島学院大学大学院心理学研究科）
（福島学院大学大学院心理学研究科）
（福島学院大学大学院心理学研究科）

15P-60 余暇活動の継続と自尊感情についての研究 ○池原　有紀 
大久保　純一郎 
神澤　創

（帝塚山大学大学院心理科学研究科）
（帝塚山大学大学院心理科学研究科）
（帝塚山大学大学院心理科学研究科）

15P-61 発達に偏りをもつ子どもの母親の心理
―定型発達児の母親との比較において―

○長谷川　千怜 （日本女子大学人間社会研究科）
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臨床・相談（3201 教室）

15P-63 青年期における対人葛藤が解決するまでの
プロセス
―複線径路・等至性モデル （Trajectory Equi�nality 
Model; TEM） に基づいて―

○岡本　悠 
 
井上　孝代 
いとう　たけひこ

（北里大学健康管理センター学生
相談室）
（明治学院大学）
（和光大学）

15P-64 子育て期夫婦における関係焦点型コーピングの
パターン

○黒澤　泰 （日本学術振興会特別研究員／
東北大学）

15P-65 ケース引き継ぎのスキーマに関する PAC分析（2）
―心理臨床実践初学者である後任セラピストの
対象児への関係性志向について―

○佐藤　佑貴 
内藤　哲雄

（福島学院大学）
（福島学院大学）

15P-66 自己受容と対人認知及び対人行動の関連性の検
討―囚人のジレンマゲームを用いて―

○井上　恵理 （日本女子大学大学院人間社会
研究科）

15P-67 大学生の「居場所のなさ」について ○向垣内　愛 
神澤　創

（帝塚山大学心理科学研究科）
（帝塚山大学心理科学研究科）

社会・文化（3201 教室）

15P-68 社会人におけるスピリチュアルな態度の評価
―大学生サンプルとの比較―

○木村　友昭 
佐久間　哲也 
内田　誠也 
伊坂　裕子 
烏帽子田　彰 
山岡　淳

（MOA健康科学センター）
（玉川会奥熱海クリニック）
（MOA健康科学センター）
（日本大学国際関係学部）
（広島大学医学部）
（MOA健康科学センター）


