
 

 

 

 

 

 

 

P1-01 中国人（山陰地方人）はどんな性格か  

    ―渡邊徹『旧新人国記』刊行 60 周年を記念して― 

○浮谷 秀一 （東京富士大学） 

 藤田 主一 （日本体育大学） 

 大村 政男 （日本大学） 

 

P1-02 中国人（山陽地方人）はどんな性格か  

    ―渡邊徹『旧新人国記』刊行 60 周年を記念して― 

○大村 政男 （日本大学） 

 浮谷 秀一 （東京富士大学） 

 藤田 主一 （日本体育大学） 

 

P1-03 四国人はどんな性格か 

        ―渡邊徹『旧新人国記』刊行 60 周年を記念して― 

○藤田 主一 （日本体育大学） 

 大村 政男 （日本大学） 

 浮谷 秀一 （東京富士大学） 

 

P1-04 「江戸しぐさ」尺度作成の試み 

○磯前 彰利 （東洋大学大学院社会学研究科） 

 杉山 憲司 （東洋大学社会学部） 

 

P1-05 社会的スキル，自己開示，ソーシャル・サポートと大学生の孤独感 

      ―知覚されたサポートと実行されたサポートの関連に注目して（２）― 

○福岡 欣治 （川崎医療福祉大学医療福祉マネジメント学部） 

 

P1-06 「サポート地図」の作成がソーシャル・サポートに及ぼす効果 

○村田 徳和 （岩手大学大学院人文社会科学研究科） 

 織田 信男 （岩手大学社会科学系） 
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P1-07 建設的な方略が建設的ではなくなるとき  

    ―接近・回避コミットメントの調整効果の検討― 

○古村 健太郎（北海道教育大学大学院教育学研究科） 

 戸田 弘二 （北海道教育大学札幌校） 

 

P1-08 「ふつう」から見た分配行動（９） ―集団主義的傾向との関連から― 

○黒石 憲洋 （日本教育大学院大学学校教育研究科） 

 佐野 予理子（国際基督教大学大学院） 

 

P1-09 高校生の学校適応に関する研究 ―社会的スキルは後の適応を予測するのか― 

○大久保 智生（香川大学教育学部） 

 菊池 浩史 （岡山県スクールカウンセラー） 

 堀 健二  （香川県立丸亀病院） 

 江村 早紀 （香川大学大学院） 

 

P1-10 個人意志決定に及ぼす集団意志決定の影響  

    ―自己制御規範とユニークネス欲求の効果― 

○山岡 重行 （聖徳大学心理学科） 

 

P1-11 社会的規範の認知スタイルが不適応におよぼす影響  

    ―規範の信奉的認知と、規範的行動への評価の関連性検討― 

○上原 依子 （大阪大学大学院人間科学研究科） 

 釘原 直樹 （大阪大学大学院人間科学研究科） 

 

P1-12 裁判員の評決の正しさについての確信度の時間的変化 

○荒川 歩  （名古屋大学大学院法学研究科） 

 

P1-13 「社会的かしこさ」に関する研究（17）  

    ―「社会的かしこさ」の因子からの生き方と生きがい感への影響― 

○久光 達也 （川崎医療福祉大学大学院医療福祉学研究科） 

 岩淵 千明 （川崎医療福祉大学医療福祉学部） 

 

P1-14 「社会的かしこさ」に関する研究（18）  

    ―社会的適応観や自尊感情との因果モデルの検討― 

○岩淵 千明 （川崎医療福祉大学医療福祉学部） 

 久光 達也 （川崎医療福祉大学大学院医療福祉学研究科） 



 

P1-15 携帯メールにみる現代青年の対人関係及び携帯電話依存に関する研究 

○小田切 亮 （防衛省技官） 

 二俣 詩織 （札幌市立満田小学校） 

 

P1-16 携帯電話の使用が家族・友人関係に及ぼす影響（２）  

    ―パネル調査による因果関係の推定― 

○赤坂 瑠以 （お茶の水女子大学大学院人間文化創成科学研究科） 

 坂元 章  （お茶の水女子大学） 

 

P1-17 自己意識が匿名情報の受・発信に与える影響に関する考察 

○畑本 久美子（早稲田大学大学院文学研究科） 

 越川 房子 （早稲田大学文学学術院） 

 

P1-18 日本語版 Experiences Questionnaire の作成と信頼性・妥当性の検討 

○栗原 愛  （早稲田大学大学院人間科学研究科） 

 長谷川 晃 （早稲田大学大学院人間科学研究科） 

 根建 金男 （早稲田大学人間科学学術院） 
 

P1-19 行動認識尺度（ＢＩＦ）の信頼性および自己制御指標との関連 

○原島 雅之 （千葉大学地域観光創造センター） 

 

P1-20 項目反応理論を用いたインターネット依存傾向尺度の検討 

○菱山 和亮 （慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科） 

 

P1-21 教育指導的側面・生徒関係的側面と中学校への適応（１）  

    ―２つの側面による生徒のタイプ分け ― 

○岡田 有司 （中央大学大学院文学研究科） 

 

P1-22 大学生の時間的展望を育てる教育実践（１）  

    ―時間的展望に対する他者との談話の影響に着目して ― 

○奥田 雄一郎（共愛学園前橋国際大学） 

 

P1-23 子どもの学校観・学力観尺度作成の試み ―自由記述分析を用いた予備的検討― 

○澤邉 潤  （早稲田大学大学院人間科学研究科・日本学術振興会） 



 

P1-24 学習しない理由が有する精神的健康との肯定的結びつき  

    ―子ども達は勉強しなくても元気に過ごせる？― 

○倉住 友恵 （筑波大学大学院人間総合科学研究科） 
 

P1-25 大学生の学習回避と否定的学習価値観 

○松岡 陽子 （大同大学教養部） 

 

P1-26 児童の自己理解と異文化理解のための教育  

    ―特に異文化理解の過程における自己理解と他者理解を中心に― 

○中田 栄  （上智大学） 

 

P1-27 在日中国人留学生の異文化適応に関する検討  

    ―リソース理論によるアプローチ― 

○孫 怡   （お茶の水女子大学大学院人間文化創成科学研究科） 

 

P1-28 大学生の自立性と依存性の検討 ―EQ・SCT・バウム・テストを利用して― 

○一條 祐樹 （桜美林大学リベラルアーツ学群） 

 橋本 泰子 （桜美林大学リベラルアーツ学群） 

 

P1-29 思春期・青年期における自己愛的甘えの程度および質についての発達的変化に  

関する研究 

○稲垣 実果 （聖母女学院短期大学） 

 

P1-30 女子青年における自己愛傾向と抑うつの関連について  

    ―原因帰属の観点から ― 

○羽川 可奈子（武庫川女子大学大学院臨床教育研究科） 

 

P1-31 自己愛傾向の下位側面と自尊心との関連についてのメタ分析 

○岡田 涼  （日本学術振興会・名古屋大学大学院教育発達科学研究科） 

 

P1-32 対人不安特性が否定感情を感じている他者に対する行動に与える影響  

    ―対人不安特性と過敏型自己愛を分離した検討― 

○落合 萌子 （筑波大学大学院人間総合科学研究科） 

 

P1-33 他者からの拒絶に対する反応と自己愛人格との関連 

○渡邉 卓也 （立命館大学大学院文学研究科） 



 

P1-34 承認欲求の賞賛獲得欲求と自己愛の賞賛獲得欲求  

    ―この２つは何が違うのか？― 

○鈴木 公啓 （東洋大学） 

 本田 周二 （神戸学院大学） 
 

P1-35 プライバシーを感じる次元と自己愛傾向との関係 

○太幡 直也 （東洋大学社会学部） 

 佐藤 広英 （産業技術総合研究所） 

 

P1-36 プライバシーを感じる次元と自己開示との関係 

○佐藤 広英 （産業技術総合研究所） 

 太幡 直也 （東洋大学社会学部） 

 

P1-37 内的作業モデルの情報処理機能と愛着行動 

○島 義弘  （名古屋大学大学院教育発達科学研究科） 

 

P1-38 児童用アタッチメント強度尺度の作成 

○村上 達也 （筑波大学大学院人間総合科学研究科） 

 

P1-39 母子関係の世代間伝達の研究（１） ―母親への質問紙と子供の母親画による― 

○橋本 泰子 （桜美林大学リベラルアーツ学群） 

 島谷 綾子 （桜美林大学文学部） 

 一條 祐樹 （桜美林大学リベラルアーツ学群） 

 

P1-40 母子関係の世代間伝達の研究（２） ―母親への質問紙と子供の母子画による― 

○島谷 綾子 （桜美林大学文学部） 

 橋本 泰子 （桜美林大学リベラルアーツ学群） 

 一條 祐樹 （桜美林大学リベラルアーツ学群） 

 

P1-41 広汎性発達障害児のごっこ遊びの形成について  

    ―描画によるイメージ課題を用いて― 

○藤石 陽子 （川崎医療福祉大学大学院医療福祉学研究科） 

 武井 祐子 （川崎医療福祉大学医療福祉学部） 

 寺崎 正治 （川崎医療福祉大学医療福祉学部） 



 

P1-42 出会いという関わりについて  

    ―螺旋的発達モデルと二者間の「内なる他者」考をもとにして― 

○秋山 幹男 （広島文教女子大学人間科学部） 

 

P1-43 育児中の母親の幸福感  

    ―育児幸福感尺度（Childcare Happiness Scale）短縮版の作成― 

○関水 しのぶ（東北女子大学家政学部） 

 清水 嘉子 （長野県看護大学） 
 

P1-44 大学生の自閉症スペクトラムに関する研究（２） ―自閉症スペクトラム指数 

10 項目短縮版(AQ-J-10)とレジリエンス，楽観性，時間的信念との関連性― 

○松田 美登子（東京富士大学学生相談室） 

 

P1-45 自己教示を用いたアクセプタンスの獲得は可能か？  

    ―社会不安傾向者を対象とした自己教示による介入に関する予備的研究― 

○松本 明生 （北里大学獣医学部） 

 

P1-46 不確実な対人場面における他者の本心についての反すうと関係妄想的認知の関連  

    ―自尊感情を統制した検討― 

○津田 恭充 （名古屋大学大学院環境学研究科） 

 

P1-47 自尊感情の高さおよび変動性の２側面と出来事経験との関連 

○阿部 美帆 （筑波大学大学院人間総合科学研究科） 

 

P1-48 自尊感情の不安定性とセルフ・ハンディキャッピングの情動制御効果  

    ―状態不安との関連― 

○丸本 奈央 （関西大学大学院社会学研究科） 

 

P1-49 継時的比較動機の検討 ―動機の構造および自尊感情との関連― 

○並川 努  （名古屋大学大学院教育発達科学研究科） 

 

P1-50 大学生の自己概念、反映的自己と自尊心の関連における重要な他者の機能 

○杉浦 祐子 （名古屋大学大学院教育発達科学研究科） 
 

P1-51 中国公務員のパーソナリティの類型化 ―クラスター分析によるタイプ化― 

○永井 隆雄 （九州大学経済学府）



 

 

 

 

 

 

 

P2-01 色彩利用性・形態利用性の２次元モデルに基づく「色・形問題」の検討  

    ―主要５因子理論の観点から ― 

○安田 傑  （関西学院大学大学院文学研究科） 

 

P2-02 女子大学生における「星と波テスト」の描画特徴とパーソナリティ特性（Ⅱ） 

○鵜木 恵子 （十文字学園女子大学人間生活学部） 

 

P2-03 性格特性の５因子と共感性および孤独感の関連 

○谷 伊織  （浜松医科大学） 

 天谷 祐子 （東海学園大学人文学部） 

 

P2-04 性格特性の５因子と変化動機・メタ認知の関連 

○天谷 祐子 （東海学園大学人文学部） 

 谷 伊織  （浜松医科大学） 

 

P2-05 小学生を対象としたＩＡＴと顕在指標による Big Five の分析（２） 

    ―信頼性と尺度特性の検討― 

○佐藤 史緒 （東洋大学大学院社会学研究科） 

 大久保 智生（香川大学教育学部） 

 杉山 憲司 （東洋大学社会学部） 

 

P2-06 人格障害をモデルにしたパーソナリティ検査に関する研究（８）  

    ―対人信頼感との関連から― 

○中澤 清  （関西学院大学文学部） 

 

P2-07 大学生の抑うつ気分と日々の出来事との関係 ―日記法（１日）による検討― 

○伊藤 直  （関西学院大学大学院文学研究科） 

 

P2-08 抑うつ者における思考抑制方略の有効性と侵入思考の関係 

○服部 陽介 （名古屋大学大学院環境学研究科・日本学術振興会） 

 川口 潤  （名古屋大学） 
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P2-09 気分の変化に関する実験的研究 ―気晴らし的活動の効果に注目して― 

○友田 貴子 （埼玉工業大学人間社会学部） 

 

P2-10 抑うつ，敵意，神経症傾向に共通する要因の検討（２）  

    ―コントロール不可能性の要因の再検討― 

○大芦 治  （千葉大学教育学部） 

 

P2-11 抑うつ的反すうとネガティブな反すうが抑うつに及ぼす影響の比較 

○長谷川 晃 （早稲田大学大学院人間科学研究科） 

 根建 金男 （早稲田大学人間科学学術院） 

 

P2-12 二分法思考を行う者の他者評価 ―容姿に注目して― 

○小塩 真司 （中部大学人文学部） 

 

P2-13 サイコパシー特性による意思決定方略の変容  

    ―報酬獲得のための合理的・非合理的リスクに関する検討― 

○大隅 尚広 （名古屋大学大学院環境学研究科・日本学術振興会） 

 大平 英樹 （名古屋大学大学院環境学研究科） 

 

P2-14 高不安者の脅威刺激への注意バイアスが記憶バイアスに及ぼす影響 

○上田 紋佳 （兵庫教育大学大学院連合学校教育学研究科） 

 

P2-15 大学生における対人不安と生きがいとの関連について  

    ―対人恐怖心性の高さが生きがい感，生活満足感に及ぼす影響― 

○福田 正人 （川崎医療福祉大学大学院医療福祉学研究科） 

 寺崎 正治 （川崎医療福祉大学医療福祉学部） 

 

P2-16 Human strengths と人生目標および主観的充実感の関連 

○堀毛 一也 （岩手大学社会科学系） 

 

P2-17 Social Anxiety-Discomfort to Others Scale 日本語版作成の試み 

○佐々木 淳 （大阪大学大学院人間科学研究科） 
 

P2-18 肯定的感情状態の時間的推移と中学生の生活満足度  

    ―学年・性別・楽観性を統制して― 

○吉武 尚美 （お茶の水女子大学大学院人間文化創成科学研究科） 



 

P2-19 潜在・顕在的なロマンティック幻想と達成動機 

○麻生 奈央子（首都大学東京人文科学研究科） 

 

P2-20 恋愛関係における関係効力性が感情体験の類似に及ぼす影響  

    ―その後の関係安定性を視野に― 

○浅野 良輔 （名古屋大学大学院教育発達科学研究科） 

 

P2-21 自己と相手の類似性評価と実際の類似性が相手の魅力に及ぼす影響 

○西浦 真喜子（大阪大学大学院人間科学研究科） 

 大坊 郁夫 （大阪大学大学院人間科学研究科） 

 

P2-22 友人との心理的距離の認知が感情表出に与える影響  

    ―女子大学生を対象として― 

○長谷川由加子（上智大学大学院総合人間科学研究科） 

 吉村 聡  （上智大学総合人間科学部） 

 

P2-23 日常生活の演技動機に他者意識，信頼感が及ぼす影響について 

○定廣 英典 （筑波大学大学院人間総合科学研究科） 

 望月 聡  （筑波大学心理学系） 

 

P2-24 ネガティブ・サポートと精神的健康の関連  

    ―サポートを望む程度，援助者への評価から― 

○亀山 晶子 （日本大学人文科学研究所） 

 坂本 真士 （日本大学文理学部） 

 

P2-25 家族・友人関係と多次元的共感性との関連 

○菊池 文音 （大阪大学大学院人間科学研究科） 

 大坊 郁夫 （大阪大学大学院人間科学研究科） 

 

P2-26 共感的感情反応尺度の作成の試み 

○葉山 大地 （筑波大学大学院人間総合科学研究科・日本学術振興会） 

 鈴木 高志 （筑波大学大学院人間総合科学研究科） 

 倉住 友恵 （筑波大学大学院人間総合科学研究科） 

 



 

P2-27 俳優の演技経験が行為者の共感性の推移に及ぼす影響 

－対人的反応性指標を用いての検討－ 

○神戸 尚子 （京都大学） 

 

P2-28 キャンプ体験をとらえる面接調査法の検討  

    ―体験の多面性を表現する試み（２）― 

○盛合 智絵 （光が丘子ども家庭支援センター） 

 相良 昌代 （札幌市教育委員会） 

 古村 健太郎（北海道教育大学大学院） 

 長谷川 香奈（江別市立病院） 

 牧野 高壮 （北海道薬科大学） 

 山元 隆子 （滝川市教育委員会） 

 平野 直己 （北海道教育大学） 

 

P2-29 感情変容過程と感情抑制傾向 ―気晴らし方略と感情抑制との関連― 

○青林 唯  （千葉大学大学院自然科学研究科） 

 

P2-30 現代青年における人生観の諸相（１）  

    ―パーソナリティ，アイデンティティ，時間的展望の関連― 

○家島 明彦 （島根大学教育開発センター） 

 浦田 悠  （名城大学大学院総合学術研究科） 

 

P2-31 現代青年における人生観の諸相（２）  

    ―人生の意味の源に関する尺度（ＩＭＩ）の信頼性・妥当性の検討 ― 

○浦田 悠  （名城大学大学院総合学術研究科） 

 家島 明彦 （島根大学教育開発センター） 

 

P2-32 ニーズ・アセスメントにおける社会的望ましさ反応の可能性  

    ―統計学の授業の場合― 

○河内 和直 （群馬社会福祉大学） 

 

P2-33 ステレオタイプ抑制による逆説的効果と平等主義の関係性について 

○河野 周  （上智大学大学院総合人間科学研究科） 

 

P2-34 パーソナリティの認知過程（６） ―根拠情報とパーソナリティ判断との関係― 

○岩熊 史朗 （駿河台大学心理学部） 



 

P2-35 賞賛獲得欲求・拒否回避欲求が企業従業員の職務満足度に与える影響  

    ―『組織力のなさ』に対する意識の違いに着目して― 

○小島 弥生 （埼玉学園大学人間学部） 

 太田 恵子 （一橋大学大学院社会学研究科） 

 

P2-36 容姿へのこだわりと賞賛獲得欲求・拒否回避欲求との関連 

○大村 美菜子（立正大学大学院心理学研究科） 
 沢宮 容子 （立正大学心理学部） 

 奥野 誠一 （山形大学地域教育文化学部） 

 小島 弥生 （埼玉学園大学人間学部） 

 

P2-37 女子大学生のライフコース選択 ―自由記述による探索的予備調査― 

○長谷川 千秋（金沢大学大学院人間社会環境研究科） 

 

P2-38 理想自己と現実自己の差異への反応様式の検討  

    ―尺度作成および適応との関連― 

○齊藤 歩美 （明治大学大学院文学研究科） 

 

P2-39 若者における一人称への意味づけに関する検討（６） ―関西地区のデータにみる，

若者カテゴリの知覚に伴って生じる若者カテゴリへの同化― 

○大和田 智文（関西福祉大学社会福祉学部） 

 

P2-40 インタラクショナル・アビリティがアイデンティティ形成に与える影響について  

    ―他者とのコミュニケーションの観点から― 

○畑野 快  （京都大学大学院教育学研究科） 

 

P2-41 対人情緒からみた苦手な他者と嫌いな他者 ―苦手と嫌いは同じか否か― 

○日向野 智子（立正大学心理学部） 

 

P2-42 怒りの表出及び抑制による友人関係の変容 

○中俣 友子 （上越教育大学大学院学校教育研究科） 

 

P2-43 シャーデンフロイデの喚起における復讐心と特性怒りの役割 

○澤田 匡人 （宇都宮大学教育学部） 

 葉山 大地 （筑波大学大学院人間総合科学研究科・日本学術振興会） 



 

P2-44 平和イメージ尺度の作成（３） 

○野中 陽一朗（広島大学大学院教育学研究科） 
 

P2-45 大学生の時間的展望におけるイメージ記述  

    ―投影法，テキストマイニング手法を利用して― 

○徳吉 陽河 （群馬大学大学院社会情報学研究科） 

 

P2-46 自己価値の随伴性が内発的動機づけ低下に影響を及ぼすプロセス  

    ―状態的自尊感情と失敗場面の感情を媒介として― 

○大谷 和大 （大阪大学大学院人間科学研究科） 

 中谷 素之 （大阪大学大学院人間科学研究科） 

 

P2-47 一般市民の自殺への態度（１）  

    ―20 代男女によるアンケート自由記述の分析から― 

○荘島 幸子 （国立精神・神経センター精神保健研究所） 

 川野 健治 （国立精神・神経センター精神保健研究所） 

 川島 大輔 （国立精神・神経センター精神保健研究所） 

 

P2-48 社会的価値と起業意識の関連 ―Schwartz の価値モデルによる検討― 

○内藤 まゆみ（高崎経済大学経済学部） 

 

P2-49 大学生における達成行動の失敗の予備的研究  

    ―失敗理由，エフォートフル・コントロール，自己決定性の観点から― 

○及川 千都子（筑波大学大学院人間総合科学研究科） 

 

P2-50 ママ友関係における役割行動期待 ―親密度・つきあい方との関連― 

○中山 満子 （奈良女子大学大学院人間文化研究科） 

 池田 曜子 （奈良女子大学大学院人間文化研究科） 

 東村 知子 （奈良女子大学文学部） 

 野村 晴夫 （奈良女子大学文学部） 

 

P2-51 短大卒業生の職務満足とキャリア教育に関する報告 

○武藤 玲路 （長崎女子短期大学） 


