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2018年 9 月25日
（火）から27日
（木）まで，日本心理学会第82回大会を仙台国際センター
にて開催することになりました。前日の24日（月）には日本心理学会会員集会を兼ねたプ
レコンベンション学術交流会も開催されます。
東北大学が開催校となって日本心理学会大会を開催するのは，1933年の第 4 回大会，
1948年の第12回大会，1970年の第34回大会，1991年の第55回大会に続きまして，今回で
5 回目，27年ぶりの開催となります。当方の心理学研究室は，1922年に千葉胤成教授に
よって創設されましたが，100周年を間近に控え，カウントダウンが始まっているところ
です。HP やポスターに載っている山高帽の紳士が千葉先生で，ご自身の直筆によるポー
トレートです。私どもの研究室では，千葉先生由来のヴント文庫や心理学実験古典機器
などを大切に保管しており，近頃は国内外から閲覧に訪れる研究者が多くなりました。82
回大会に参加される皆様にも，会場近くの東北大学附属図書館の多目的スペースにそれ
らの資料の展示室を設けましたので，できるだけ多くの方にご覧いただけばと存じます。
公認心理師制度が実際に動き出す年を迎え，科学としての心理学の意義や学際的発展
性，心理学教育や資格取得者の社会的責任などがますます重く問われてくる局面をむか
えると思います。本大会でも，これらの多面的で難しい諸問題の解決に向けて，少しで
も良いヒントが得られるように，様々な心理学関連分野からの招待講演，国際賞受賞講
演，学会企画シンポジウムや大会企画シンポジウムを鋭意，多数計画しています。
専門的なテーマ別学会が増える中，総合的にさまざまの分野の研究者が集まる日本心
理学会大会での発表は，むしろ若手にとって重要な意味を持っていると思います。実際
に大学や民間会社の研究機関などに所属すると，そこでは常に他の多くの分野の研究者
とのコミュニケーションやコラボレーションが必要とされるからです。大会への参加と
発表で，自分の隣の分野や異分野の知り合いを増やし，楽しく経験や知見を広げられる
きっかけになればと願っております。
会場の仙台国際センターは展示棟が増築され，2015年には国連防災世界会議が大規模
に開催されました。アクセスも良く，JR 仙台駅から地下鉄東西線で 5 分，国際センター
駅で下車し，徒歩 1 分です。 9 月末の仙台は，みちのくの秋の訪れを感じさせる気候に
なっていると思います。懇親会は，伊達政宗公の居城であった青葉城の本丸会館にて，眼
下に仙台の夜景をお楽しみいただきながら開催する予定です。
今回作成した大会ポスターや HP の真ん中には「ございん」という，皆様にとっては意
味不明の言葉が大きく書かれており，お問い合わせが多いのですが，
「ございん」は，仙
台弁で「いらっしゃい」の意味です。ネットで調べていただくと，宮城県のあちこちの施
設やイベントの名前に「ございん」が使われていることがおわかりになると思います。こ
の方言には，仙台地方人のおもてなしの気持ちがこもった温かい響きがあると思います。
くしくも今回の82回大会は平成時代最後の日本心理学会大会となります。是非，多数
の皆様がお誘いあわせの上，初秋のみちのく仙台に「ございん」！
日本心理学会第82回大会準備委員会
大会長
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東北新幹線
約 1 時間 30 分

【仙台国際センター フロア図】
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特別応接室

会議棟３F

日本心理学会第82回大会
ご案内
会
会

期：2018年 9 月25日
（火）
～27日
（木）
場：仙台国際センター

〒980-0856 宮城県仙台市青葉区青葉山無番地
大会準備委員会：東北大学 日本心理学会第82回大会準備委員会
〒980-8576 宮城県仙台市青葉区川内27-1 東北大学文学研究科心理学研究室
委 員 長：行場 次朗（東北大学大学院文学研究科 教授）
大会サイト：http：//jpa2018.com/
各 種 受 付：展示棟の展示室
全日程 8：30～18：00（ 3 日目：16：00まで）
ク ロ ー ク：会議棟 1 階のクローク 1 日目 8：30～18：00
2 日目 8：30～18：00
3 日目 8：30～17：40
企 業 展 示：展示棟の展示室
大 会 本 部：展示棟の応接室 1 ・ 2
休憩コーナー：展示棟の展示室，会議棟の桜 2
懇 親 会：青葉城本丸会館（仙台市青葉区天主台 青葉城址）
プログラム
セッション名

件数

時間枠

招待講演

6件

2 時間

国際賞受賞講演

6件

1 時間

日本心理学会企画シンポジウム

20件

2 時間

大会準備委員会企画シンポジウム

8件

2 時間

公募シンポジウム

99件

2 時間

チュートリアル・ワークショップ

19件

90分

小講演

41件

1 時間

公開シンポジウム

10件※

2 時間

一般研究発表

1,033件

ポスター掲示 2 時間
在席60分

※公開シンポジウム10件の内，招待講演が 1 件，日本心理学会企画が 7 件，大会準備委員
会企画が 2 件
プレコンベンション学術交流会：2018年 9 月24日
（月） 15：00～18：00
（仙台国際センター 会議棟 萩）
・国際賞・優秀論文賞・学術大会特別優秀発表賞・心理学ミュージアム優秀作品賞授賞式，
優秀論文賞・心理学ミュージアム優秀作品賞受賞講演，日本心理学会会務報告
会員親睦会：同日18：00～20：00（仙台国際センター 会議棟 桜 1 ）
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大会参加者の皆様へ
受付・参加章
1 ．大会期間中，会場では参加章をご着用ください。
2 ．名誉会員・終身会員・正会員で，予約参加登録がお済みの方には，参加章を 8 月中旬
から 9 月上旬頃に送付いたしますので，大会当日にご持参ください。
3 ．名誉会員の方には，招待状を 8 月下旬にお送りします。招待状をお持ちの上，総合受
付にお越しください。
4 ．終身会員で，事前予約参加申込をされていない方は，日本心理学会会員証をご持参の
上，発券機をご利用ください。
5 ．正会員で，大会参加費を当日納入される方は，日本心理学会会員証をご持参の上，発
券機をご利用ください。参加章を発行いたします。大会参加費（当日）は表 1 のとお
りです。大学院生の方は学生証をご準備ください。
表 1 ：大会参加費（当日）
区分

料金

名誉会員・終身会員

無料

正会員（一般）

17,000円

正会員（大学院生または学部卒 2 年以内）

14,000円

臨時会員 *（一般）

19,000円

臨時会員 *（大学院生）

17,000円

臨時会員 *（学部生・高校生）

1,000円

同伴参加者（中学生以下は無料）

2,000円

* 臨時会員とは，会員以外で大会に参加する方です。非会員のポスター発表連名発表者（参加は必須
ではありません）
・非会員の公募シンポジウム登壇者（参加必須）を含みます。

6 ．賛助会員の方には，招待状を 8 月下旬にお送りします。同封の参加章を，大会当日に
ご持参ください。
7 ．日本心理学会の非会員で，予約参加登録がお済みの方（一般・大学院生）には， 8 月
下旬に参加章およびプログラム集を送付いたします。
8 ．日本心理学会の非会員で，予約参加登録をした学部学生および高校生の方は，予約参
加登録時に送付される「参加申込受付」メールと，学生証をご持参ください。総合受
付で確認し，参加章をお渡しします。非会員の学部学生，高校生の方は，予約参加登
録をした場合に限り参加費無料となりますが，学生証をお忘れの場合には，無料とは
なりません。
9 ．日本心理学会の非会員で，予約参加登録をされていない方（一般・大学院生・学部学
生・高校生）は，総合受付にお越しください。大学院生・学部学生・高校生の方は学生
証をご準備ください。
10．参加章は受付付近にある記名台に用意しております参加章フォルダに入れ，会場内で
は常時着用ください。
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11．発表論文集の購入を希望される方は，以下にお問い合わせください。
価格は，9,180円（送料・消費税込み）となります。
日本出版貿易株式会社 海外営業二部
〒101-0064 東京都千代田区神田猿楽町1-2-1
E-mail：serials@jptco.co.jp 電話：03-3292-3753 FAX：03-3292-0410
また，企業展示会場（展示棟の展示室）の同社ブースでも，お買い求めになること
ができます。過去大会の発表論文集や，その他書籍等の割引販売も行っています。

会場関係
12．会場内の撮影については，参加者の肖像権，発表における著作権に，最大限のご配
慮をお願いします。特に，発表の録音・録画・撮影は，発表者による事前の許可の
ない場合は，厳禁とさせていただきます。また，ご自身の発表の記念撮影等では，他
の方の肖像権を侵害しないようご留意願います。なお，事務局において，大会の記
録のため，ビデオ撮影や会場内での写真撮影等を行うことがありますので，予めご
了承ください。
13．昼食につきまして，会場周辺には飲食店およびコンビニエンス・ストアがありませ
ん。会場にレストランがございますが座席数に限りがあります。そのため事前のお
弁当のご予約を受け付けます。ご予約方法につきましては 8 月下旬に大会 HP を通じ
てご案内いたします。なお，お弁当の当日販売もいたしますが，品切れになる場合
もありますので，事前のご予約をお勧めします。
14．休憩スペースは，ポスター発表会場付近（展示棟）および桜 2 （会議棟）です。
15．コピー機は，有料のコピー機が会議棟の 1 階にあります。
16．会場での呼び出しはいたしません。
17．大会会場で無線 LAN を利用できます。接続に必要な情報は大会当日にお知らせしま
す。観光者向けに提供された Sendai Free Wi-Fi も仙台市街地で利用できます。詳
しくは，以下の URL をご覧ください。
http://www.city.sendai.jp/inbound/jigyosha/kezai/gaikokujin/kankyo.html
18．会場内は全面禁煙です。喫煙は，所定の場所でお願いいたします。
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講演者および司会者の皆様へ
1 ．招待講演やシンポジウム（日心企画シンポジウム，大会準備委員会企画シンポジウム，
公募シンポジウム）
，小講演，チュートリアル・ワークショップ等の会場では，プロ
ジェクタを用意します。OHP，35mm スライド，ビデオでの発表はできませんので，
ご注意ください。なお，スクリーンの画面サイズ（アスペクト比）は，すべての会場
で「 4 ： 3 」です。
2 ．発表に必要な PC は各自でご持参ください。なお，PC と会場ディスプレイとの接続
には，通常の VGA 端子（D-Sub15 ピン・下図参照）接続となります。特に Mac を持
ち込まれる場合は，これらの接続が可能となるアダプタを必ずご持参下さい。Thunderbolt 端子や HDMI 端子などの変換アダプタは会場には備えられていません。また，
音声出力を希望された方には，ミニプラグ接続による音響装置を用意いたします。

3 ．発表されるセッションの開始前に，必ず PC とプロジェクタの接続および出力のチェッ
クをお願いいたします。
4 ．資料を配布される方は，必要部数を各自で事前にご用意ください。また，会場での配
布は各自でお願いいたします。
5 ．会場はほぼ全ての時間帯で行事が予定されております。プログラム上に定められた時
間を厳守していただきますようご協力をお願いいたします。なお，チュートリアル・
ワークショップはプログラム上120分の枠を設定しておりますが，実際にご講演いた
だく時間は90分となっております。例えば最初の10分に準備，90分の講演と質疑，残
りの20分で後片付けなど，スムーズな入れ替えができるようご協力をお願いいたしま
す。
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一般研究（ポスター）発表をされる皆様へ
1 ．ポスター発表は，展示棟の展示室で行われます。
2 ．ポスター発表は，原理・方法，人格，社会・文化，臨床・障害，犯罪・非行，数理・
統計，生理，感覚・知覚，認知，学習，記憶，言語・思考，情動・動機づけ，行動，
発達，教育，産業・交通，スポーツ・健康，ジェンダー，環境の全20部門で行われま
す。
3 ．ポスター発表は，割り当てられたセッション中（ 2 時間）ポスターを掲示し，かつ，
大会プログラムで指定された在席責任時間（パネル番号が奇数の方は前半の60分，偶
数の方は後半の60分）の間，質疑に応じることにより正式発表とみなされますが，在
席責任時間以外の時間にも在席することが望まれます。なお，それぞれの在席責任時
間中に，発表者の在不在の確認をいたします。
4 ．発表者はセッション開始10分前までに，会場前のポスター発表受付へお越しください。
発表者到着確認とともに，リボンをお渡しいたします。リボンは，セッション終了後，
発表受付にご返却ください。
5 ．発表者はセッション開始 5 分前までに発表会場に指定された番号のパネルにポスター
を貼ってください。各ポスターの掲示位置は演題番号であらかじめプログラムおよび
大会発表論文集中に指定されています。演題番号の読み方は，以下の通りです。
1 桁目…………………………大会 1 日目～ 3 日目のいずれかの日
2 桁目…………………………AM： 9 ：20－11：20，PM：13：10－15：10
E V：15：30－17：30
ハイフン後の 3 ～ 5 桁目……パネル番号
（例）1AM-041→ 1 日目の 9 ：20－11：20，パネル番号041
6 ．ポスター発表のパネルの大きさは，縦210cm，横90cm です。ポスターの最上部に大き
く，発表題目，発表者の氏名，所属を表記して下さい。大きさの目安は縦20cm，横
70cm です。
7 ．文字の大きさは特に指定しませんが，ポスターから離れた位置（約 2 ｍ）でも読める
大きさを目安にしてください。
8 ．ポスター発表者が欠席した場合には，
「発表取消」となります。連名発表の場合にお
いては，大会長の承認により連名者を発表者の代理とすることができます。ただし，
研究発表者となるのは，大会期間中 1 回に限ります。ポスター発表者の欠席，交替な
どについては，会期前は大会準備委員会に，会期中はポスター会場受付にご連絡くだ
さい。
9 ．資料を配布される方は，必要部数を各自で事前にご用意ください。また，配布も各自
でお願いいたします。
10．掲示したポスターは，発表セッション終了後10分以内に取り外してください。次の発
表予定者の準備時間を確保するために，終了後も掲示したままのポスターは大会本部
で取り外し，処分いたしますのでご注意ください。
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【優秀発表賞の審査について】
全ての一般研究発表を対象に日本心理学会優秀発表賞の審査を行います。今回より，さ
らなる公平性の向上を目指し，審査の方法を大幅に変更します。
1 つの発表セッションにつき，常務理事・理事を中心とした 3 名の審査者が担当しま
す。そして，各審査者は， 1 位から 3 位までの順位をつけて優れた発表を選びます。 2
名以上が一致して 3 位以内に選んだ発表を特別優秀発表賞とします。また，これに選ば
れた発表を除いて，各審査者が最上位に選んだ発表を，優秀発表賞といたします。特別
優秀発表賞の本数は未定ですが，優秀発表賞は， 3 本× 9 セッションで27本となります。
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プレコンベンション学術交流会のご案内
平成30年度の会員集会はプレコンベンション学術交流会として第82回大会前日の 9 月
24日
（月）に以下の要領で開催いたします。プレコンベンション学術交流会では，優秀論
文賞・国際賞・学術大会特別優秀発表賞（前年度）
・心理学ミュージアム優秀作品賞授賞
式や，日本心理学会会務報告を行います。会員の方であれば，どなたでもご参加いただ
くことができます。
参加をご希望の方は，日本心理学会事務局まで E-mail（jpa@psych.or.jp）にてお申込
みください。なお会場の都合により，先着200名までの受付となっております。お早目に
お申込みください。
日時： 9 月24日（月） 15時～18時
会場：仙台国際センター 会議棟 萩
1 ．授賞式
国際賞，優秀論文賞，心理学ミュージアム優秀作品
賞，学術大会特別優秀発表賞（前年度）
2 ．国際賞 受賞者挨拶
3 ．優秀論文賞 受賞者スピーチ
4 ．心理学ミュージアム優秀作品賞 受賞作品紹介
5 ．学術大会特別優秀発表賞 受賞者挨拶
6 ．日本心理学会の活動についての意見交換
＊プレコンベンション学術交流会に引き続き，会議棟の桜 1 にて会員親睦会（立
食形式）を行います。こちらの方にもぜひご参加ください。
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ICP2016記念事業企画のご案内
2016年に横浜で開催された ICP（International Congress of Psychology）では，若手研
究者に対する支援事業として EPP（Emerging Psychologist Program）が実施され，国内
外の41名が参加しました。EPP 参加者によるシンポジウム，ICP に招聘された研究者との
懇談，キャリアパスについての講義等に加え，ICP 期間前後での研究室ツアーや懇親会等
で若手研究者間の交流が深まり，好評でした。引き続き国内外の若手研究者の交流を深め
る機会を設けることを目的に，日本心理学会第82回大会前日（ 9 月24日）に以下のセッショ
ンを企画しております。第82回大会参加者であれば，どなたでもご聴講いただけます。
1 ．日時 9 月24日
（月）11時00分～17時00分
2 ．場所 仙台国際センター 会議棟 小会議室 8
3 ．概要 ①海外で活躍する若手・中堅研究者によるトーク
登壇者：宮本百合（ウィスコンシン大学マディソン校）
Vinai Norasakkunkit（ゴンザガ大学）
李楊（メルボルン大学）
後藤伸彦（京都ノートルダム女子大学）
②国内外の若手研究者によるポスターセッション
※本セッションは全て英語で行われます。
※本セッションの詳細は決まり次第，日本心理学会 HP にて公開いたします。
また，日本心理学会第82回大会 1 日目（ 9 月25日）の13：10～15：10，会議棟 白檀 1
にて ICP 記念事業の一環として企画シンポジウム“The Psychology of Globalization”も
開催されますので，ぜひお越しください。
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懇親会のご案内
大会 2 日目の夕刻，伊達政宗の居城であった青葉城址にある本丸会館で懇親会を開催し
ます。東北の山海の幸と地酒，さらに東北ゆかりの芸能を堪能いただく予定です。青葉城
址までは，送迎バスをご用意します。詳細は総合受付にてご案内します。天気が良ければ
会場から青葉城址まで歩いて行き（登り）は20分，帰り（降り）は15分です。健脚の方に
は初秋の杜や夜景を楽しむ散策としておすすめです。
1 ．日
2 ．場

時 9 月26日
（水）18時30分～20時30分（予定）
懇親会のご案内
所 青葉城本丸会館（仙台市青葉区天主台 青葉城址，TEL 022-22-2018）

大会 2 日目の夕刻，伊達政宗の居城であった青葉城址にある本丸会館で懇親会を開催し
3 ．交通案内
送迎バスをご用意します。詳細は総合受付にてご案内します。

ます。東北の山海の幸と地酒，さらに東北ゆかりの芸能を堪能いただく予定です。青葉城址
までは，送迎バスをご用意します。詳細は受付にてご案内します。天気が良ければ会場から
青葉城址まで歩いて行き（登り）は 20 分，帰り（降り）は 15 分です。健脚の方には初秋の
杜や夜景を楽しむ散策としておすすめです。
9 月 26 日（水）18 時 30 分～20 時 30 分（予定）
ヴント文庫・古典機器
展示

1.

日 時

2.

場 所 青葉城本丸会館（仙台市青葉区天主台 青葉城址，TEL022-22-2018）

3.

交通案内 送迎バスをご用意します。詳細は受付にてご案内します。

実験心理学の祖，ライプチヒ大学のヴィルヘルム・ヴント博士の亡くなった年の1920年，
千葉胤成がライプチヒ大学に留学しました。留学中に東北大学の心理学研究室の初代教授
ヴント文庫・古典機器 展示
を命じられた胤成は，一念発起，世界中のライバルを差し置いて，ヴントの蔵書のほとん
実験心理学の祖，ライプチヒ大学のヴィルヘルム・ヴント博士の亡くなった年の 1920
どを落札しました，実はその時，支払いの当てはありませんでしたが，どういうわけか，
年，千葉胤成がライプチヒ大学に留学しました。留学中に東北大学の心理学研究室の初代
ヴント文庫を東北大学に持ち帰ることができました。胤成先生と，彼を支える人たちの情
教授を命じられた胤成は，一念発起，世界中のライバルを差し置いて，ヴントの蔵書のほ
とんどを落札しました，実はその時，支払いの当てはありませんでしたが，どういうわけ
熱が織りなした冒険譚とともに，ヴント文庫の一部を公開させていただきます。
か，ヴント文庫を東北大学に持ち帰ることができました。胤成先生と，彼を支える人たち
この他，東北大学心理学研究室所有の古典的な心理学実験機器，1933年に胤成が創刊し
の情熱が織りなした冒険譚とともに，ヴント文庫の一部を公開させていただきます。
て今日に続く，欧文心理学誌 Tohoku Psychologica Folia，胤成の時代から今日まで書き続
この他，東北大学心理学研究室所有の古典的な心理学実験機器，1933 年に胤成が創刊
けられてきた研究室の記録簿・大福帳など，東北大学心理学研究室が保存する歴史的資産
して今日に続く，欧文心理学誌 Tohoku Psychologica Folia，胤成の時代から今日まで書き
を，大会期間中，東北大学附属図書館で公開させていただきます。
続けられてきた研究室の記録簿・大福帳など，東北大学心理学研究室が保存する歴史的資
産を，大会期間中，東北大学附属図書館で公開させていただきます。
協力：東北大学附属図書館
協力：東北大学附属図書館
日 時： 9 月25日
（火）
～27日
（木）10時00分～18時00分
日 時：9 月 25 日(火)～27 日(木)10 時 00 分～18 時 00 分
会 場：東北大学附属図書館 多目的室（入り口左方にあるシアトルベストコーヒーの奥）
会 場：東北大学附属図書館 多目的室（入り口左方にあるシアトルベストコーヒーの奥）
地 図
地 図
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託児室のご案内
託児室のご案内

場内に予約制の託児室を設けます。託児室の位置はお申込後，追ってご案内いたしま

。託児室の概要は以下の通りです。

会場内に予約制の託児室を設けます。託児室の位置はお申込後，追ってご案内いたしま

児関連につきましては，下記の会社に業務を委託しております。
す。託児室の概要は以下の通りです。
株式会社

アルファーコーポレーション

公益社団法人託児関連につきましては，下記の会社に業務を委託しております。
全国保育サービス協会（ACSA）正会員
株式会社 アルファーコーポレーション

〒107－6013 東京都港区赤坂 1－12－32

公益社団法人 全国保育サービス協会（ACSA）正会員
FAX : 03－5797－7122
〒107－6013 東京都港区赤坂 1－12－32
象年齢：6 カ月から就学前まで
TEL：03-5797-7121 FAX：03-5797-7122

TEL : 03－5797－7121

対象年齢：
6 カ月から就学前まで
室時間：大会期間全日
9:00 から
18:00 まで

開室時間：大会期間全日 9 ：00から18：00まで
申込方法：Web 申込み
込方法： Web 申込み
https://cscs.alpha-co.com/event_yoyaku_kihon_form.jsp?E=1321507*sIxFZ
ttps://cscs.alpha-co.com/event_yoyaku_kihon_form.jsp?E=1321507*sIxFZ
右記二次元コードよりお申込みも可能です。
右記二次元コードよりお申込みも可能です。
お申し込みの確認メールとともに，利用規約・託児申込書
お申し込みの確認メールとともに、利用規約・託児申込書をお送りします。
をお送りします。
「託児申込書」はご記入の上，当日，託児室までお持ちくだ
「託児申込書」はご記入の上，当日，託児室までお持ちください。
さい。
申込期間： 8 月 1 日
（水）10：00～ 8 月20日
（月）17：00
込期間： 8 月 1 日（水）10：00
～
8 月 20 日（月） 17：00
料
金：無料

金：無料

ご注意
※必ず申込期間内に事前予約をお願いいたします。人数に応じた規定の保育スタッフを事
注意：必ず申込期間内に事前予約をお願いいたします。人数に応じた規定の保育スタッ
前に確定しなければなりませんので，当日の申込は受け入れできません。また，スペー
スの関係上，受け入れ人数には限りがございますので，お早めにお申し込みください。
フを事前に確定しなければなりませんので，当日の申込は受け入れできません。ま
※昼食・おやつ・飲み物，着替え等は各自でご用意のうえ，保育スタッフにお預け下さい。
た，スペースの関係上，受け入れ人数には限りがございますので，お早めにお申し込
昼食は原則として，保護者の方が引き取っておとりいただくようお願いします。

みください。

昼食・おやつ・飲み物，着替え等は各自でご用意のうえ，保育スタッフにお預け下さ
い。昼食は原則として､保護者の方が引き取っておとりいただくようお願いします。
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障がいのある方へのサポートのご案内
PC 通訳や手話通訳，車いす利用に伴う介助，視覚ガイドヘルプ（道・建物内案内）な
どを無料でご用意します。ご希望のサポート内容とご利用になる日時を大会準備委員会ま
で電子メール（jpa2018@ml.tohoku.ac.jp）または電話（03-3814-3953）にて，お知らせく
ださい。サポート内容に応じたスタッフを確保させていただきますので，必ず締め切り日
までに予約をお願いします。
申込期間： 8 月 1 日～20日（ただし，土日は電話での受付はできません）
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一般公開プログラム一覧
今大会において企画されている以下のプログラムは，日本心理学会会員以外の方でも，
参加費無料で自由にご参加いただける公開プログラムです。多数のご来場をお待ちしてい
ます。

招待講演
9 月26日
（水）13：10－15：10 会議棟 大ホール
正義と公正の心理学
講演者：大渕 憲一（放送大学）

大会準備委員会企画シンポジウム
9 月25日
（火）15：30－17：30 会議棟 大ホール
がんをめぐる親子のコミュニケーション
9 月26日
（水）13：10－15：10 会議棟 橘
震災を語る，伝える ～心理学ができること～

日本心理学会企画シンポジウム
9 月26日
（水） 9 ：20－11：20 会議棟 白橿 1
公認心理師・心理学研究者の潜在的フィールド：広がる活躍の場と求められる知識・技術
9 月26日
（水）13：10－15：10 会議棟 萩
融合社会脳研究の創生と展開
9 月26日
（水）15：30－17：30 会議棟 白橿 1
シチズン・サイエンスを通じた「心理学の再現性の危機」への挑戦：認定心理士の会の新
たな取り組み
9 月27日
（木）13：10－15：10 展示棟 会議室 2
日本心理学会におけるジェンダー平等の現状と課題
9 月27日
（木）15：30－17：30 展示棟 会議室 2
こんなジェンダーのはなし：
「男らしさ」
「女らしさ」の多様性をめぐって
9 月27日
（木）15：30－17：30 会議棟 萩
災害復興と心理学
9 月27日
（木）15：30－17：30 会議棟 大ホール
公認心理師の養成は今後どうあるべきか：公認心理師養成大学教員連絡協議会の報告をも
とに
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2018 年 9 月 25 日（火） 第 1 日目
フロア

会議棟１F

部屋名

大ホール

会議棟２F

【

】は企画代表者あるいは講演者

会議棟３F

会議棟１F

会議棟２F

橘

萩

白橿１

白橿２

小会議室１

小会議室２

小会議室３

小会議室４

9:20-11:20

9:20-11:20

9:20-11:20

9:20-11:20

9:20-11:20

9:20-11:20

9:20-11:20

9:20-11:20

9:00

9:30

10:00

9:20-11:20
招待講演
SL-001
About reward

IS-001
JPAS-001
JPAS-002
SS-001
SS-002
SS-003
地域コミュニティ研 若手ワンショット発表 日本・韓国・中国三 高等教育における学 アタッチメント・ス 日本人が有する素朴
会とプレゼンバトル カ国会議：災害のあ 生支援 (3)：CBT の タイル以外に注目し な宗教性を考える
【日本心理学会 若手の会】 との心理学的支援
【白岩 祐子】
効果的な活用
た成人のアタッチメ
松島 公望
【仲 真紀子】
【佐々木 恵】
ント研究：アタッチ
荒川 歩
Fang Ruojiao#
田山 淳
メント対象やケアギ
末田 啓二
Young-Hoon Kim#
竹澤 みどり
ビング

【Wolfram Schultz】 究のこれから
筒井 健一郎
【辻本 昌弘】
村本 由紀子
矢守 克也
加藤 潤三

10:30

11:00

筒井 雄二
胡 政飛
Yiqun Gan#
Haibo Yang#
Hyunnie Ahn#
Eun Jin Chang#
森岡 正芳
近藤 清美

小川 さやか
亀山 晶子
鈴木 伸一

11:40-12:40

11:40-12:40

【古村 健太郎】
梅村 比丘
大久保 圭介
金政 祐司
工藤 晋平
戸田 弘二

高橋 原#

TWS-001
TWS-002
混合研究法または質 心 理 学 者 の た め の
的 研 究 法 と し て の JASP 統計解析入門
【北條 大樹】
PAC 分析の理論と実
永野 駿太#
施法入門
【いとう たけひこ】
内藤 哲雄

11:30
11:40-12:40

11:40-12:40

11:40-12:40

11:40-12:40

11:40-12:40

11:40-12:40

ITL-002
ITL-003
L-001
L-002
L-003
L-004
L-005
L-006
音環境の改善に向け 感性理解のための遊 大学生の怒り予防に向けた 鍼灸医学を応用した経絡指 ラットの計時行動分析 情報秘匿時に伴う脳血 日本人勤労者のパーソナリ 課題遂行場面におけ
マインドフルネス・プログラム
においてポワソン分布
流動態反応についての
ティと肥満の関連に関する
圧メニューによるストレス
ての心理学の貢献
撃的研究
る動機づけの変化

12:00

【桑野 園子】
仲 真紀子

12:30

【山田 祐樹】
三浦 佳世

―公認心理師の活躍が期待さ のセルフケア
れる各領域への適用可能性―
【本田 泰弘】
【武部 匡也】
津田 彰
佐藤 寛

関数の無制限係数の線 実験的検討―近赤外分 研究― タ イ プ A 行 動 パ
形和を使ってみた
光法を用いた虚偽検出― ターンに着目して ―

【長谷川 貴之】
田山 忠行

【新岡 陽光】
越智 啓太

【小川 さやか】
田山 淳

【市村 賢士郎】
楠見 孝

13:00
13:10-15:10
13:10-15:10
13:10-15:10
13:10-15:10
13:10-15:10
13:10-15:10
13:10-15:10
13:10-15:10
13:10-15:10
招待講演
SL-002
IS-002
JPAS-003
JPAS-004
SS-012
SS-013
SS-014
TWS-003
TWS-004
13:30
顔の魅力に影響をお 社会性の発達と支援 英語論文投稿への道 ICP2016記念事業シ 日 本 に お け る ポ ジ 人の生の歩みとその もうひとつの心理学 「こ こ ろ の 健 康」の マインドフルネス瞑
【本郷 一夫】
よぼす形と色の手が
2018
ンポ“The Psychol- ティブ心理学研究の 可能性を拓く ― 潜在 史を求めて ― 近代心 保持増進モデルとし 想の実践方法
若島 孔文
【日本心理学会機関誌等 ogy of Globaliza- 最前線
【伊藤 義徳】
かり
的な分岐を可視化・ 理学と現象学
て の「心 理 的 柔 軟
遠藤 利彦
編 集 委 員 会 Japanese tion”
【David Perrett】
【堀毛 一也】
【渡辺 恒夫】
実現する、文化心理
性」：こ れ か ら の 心
藤野 博#
Psychological Research
14:00
行場 次朗
島井
哲志
田中
彰吾
【石井 敬子】
学に依拠する質的方
理職のための OS
湯澤 正通
編集小委員会】
浅野 良輔
村田 憲郎#
仲 真紀子
【武藤 崇】
法論 TEA
秦野 悦子#
河原 純一郎
金沢 創
山口 真美
中島 健一郎
尾見 康博

14:30

15:00

鈴木 華子
古見 文一
荻原 祐二
町田 規憲
坂田 千文
鈴木 啓太
※他に海外若手研究者
が数名登壇予定

一言 英文
塩谷 亨
大石 繁宏#

15:30

15:30-17:30
15:30-17:30
15:30-17:30
15:30-17:30
15:30-17:30
公 開
IS-003
SS-021
SS-022
JPAS-006
SS-023
がんをめぐる親子の ポジティブ感情を支 ベイズ統計をどう教 感情をめぐる二つの 顔魅力の心理学
16:00 コミュニケーション える諸要因：過去・ え て い く べ き か アプローチ：哲学と
【渡邊 克巳】
山口 真美
【加藤 道代】
現在・未来から見た （２）― 頻度主義統計 心理学
中村 航洋
吉田 沙蘭
【阿部 恒之】
役割
とベイズ統計の棲み
三枝 千尋
尾形 明子
河野 哲也
【小林 正法】
分けの可能性 ―

16:30

17:00

小林 真理子#
山崎 吾郎#

大竹 恵子
中村 志津香
小國 龍治
前原 由喜夫
梅田 聡

【広田 すみれ】
山田 剛史
森元 良太#
三中 信宏#
椎名 乾平
岡田 謙介
渡邊 芳之

信原 幸弘#
鈴木 直人
仲 真紀子
原 塑#
中村 真
直江 清隆#

下條 信輔#
入戸野 宏
David Perrett#
金沢 創

17:30

18:00

（18）

【安田 裕子】
サトウ タツヤ
伊東 美智子#
北出 慶子#

15:30-17:30

直江 清隆#
渡邊 芳之

15:30-17:30

15:30-17:30

15:30-17:30

SS-024
SS-025
TWS-006
TWS-007
心理学における機械 テロリズムに対して ゲ ー ミ ン グ シ ミ ュ 認知行動療法をアス
学習アプローチの可 心理学は何ができる レーションの実践と リートに適用するた
能性
のか（3）
応用 (2)
めの方法
【髙村 真広】
横山 仁史#
川島 一朔
髙岡 昂太#
浅川 伸一
国里 愛彦

【大上 渉】
越智 啓太
平 伸二
縄田 健悟
西田 公昭

【兵藤 好美】
田中 共子
中村 美枝子

【栗林 千聡】
佐藤 寛

SL は招待講演，ITL は国際賞講演，JPAS は日本心理学会企画シンポジウム，IS は大会準備委員会企画シンポジウム，SS は公募シンポジウム，TWS はチュートリアルワークショップ，L は小講演 を表します。

会議棟２F

会議棟３F

展示棟

小会議室５

小会議室６

小会議室７

小会議室８

会議室１

会議室２

会議室３A

会議室３B

展示室

9:20-11:20

9:20-11:20

9:20-11:20

9:20-11:20

9:20-11:20

9:20-11:20

9:20-11:20

9:20-11:20

9:20-11:20

SS-004
SS-005
SS-006
SS-007
Society 5.0 と 心 理 生涯学の挑戦：超高齢 高齢者認知心理学者、 東日本大震災における
学：IT システムと社 社会の中で幸せに生き データに基づいて特 心理社会支援を振り返
会規範について
るために
殊詐欺の原因を分析 る ― 支援活動におい
【唐沢 かおり】
【月浦 崇】
し対策を議論する
て獲得されたことと、
加藤 猛#
松井 三枝
【渡部 諭】
今後の課題 ―
工藤 泰幸#
山口 裕幸
大塚 淳#
出口 康夫#

柴田 悠#
櫻井 芳雄
原田 悦子

大工 泰裕
澁谷 泰秀#
鈴木 護
上野 大介

【浅井 継悟】
板倉 憲政#
平泉 拓
森川 夏乃
野口 修司#
若島 孔文

11:40-12:40

11:40-12:40

11:40-12:40

11:40-12:40

SS-008
SS-009
SS-010
SS-011
RDoC 時 代 に お け る 環 境、知 識、そ し て 「思い出」を科学する 俳句の「詠み」が、作
アクセプタンス＆コ ワーキングメモリ
― 自伝的記憶研究の 者にもたらす心理的効
【齊藤 智】
ミ ッ ト メ ン ト・セ ラ
現在と未来２ ―
果について
谷田 勇樹
【山本 晃輔】
【佐藤 手織】
ピー（１）：その機序
湯澤 正通
槙 洋一
皆川 直凡
を関係フレームと行動
上田 祥行
瀧川 真也
廣瀬 清人
変動性の観点から探究
積山 薫
渡邊 ひとみ
する

1AM001～143

屋沢 萌
横光 健吾
関口 理久子
清水 寛之
川口 潤

【武藤 崇】
大月 友
大屋 藍子
山岸 直基
山本 淳一

11:40-12:40

ポスター発表

11:40-12:40

11:40-12:40

11:40-12:40

L-007

L-008
L-009
L-010
L-011
L-012
L-013
L-014
特性共感、援助規範意識 アニメーションの理解 課題非関連情報による後 学業場面における誘惑対 互恵性の規範を通して 青年期発達障害者の家族 エピソード的未来思考 自傷行為をする生徒への
および援助動機が、ボラ 過程の検討
続事象の予測：視覚刺 処方略の検討 ― 方略の 抑止する社会的迷惑行 のための行動支援プログ におけるイメージ構築 学校での対応の在り方
ラムの開発：混合研究
ンティア活動意欲および
激の接近が体性感覚事象 使用実態とその有効性
― 援助者と自傷行為経
法に基づく地域支援への のメカニズム
【梶井 直親】
為
募金意欲に及ぼす影響

【山本 陽一】
松井 豊

13:10-15:10

福田 由紀

13:10-15:10

の予測に及ぼす影響

【木村 司】
片山 順一

13:10-15:10

SS-015
SS-016
SS-017
音 楽 と 感 情 コ ン ト 公認心理師が遂げる 対テロ戦争とアメリ
ロール
べ き 説 明 と は？ (2) カ心理学：「心理学的
【星野 悦子】
― 来談者の困難性に 拷 問」に 反 対 し た 心
生駒 忍
応じた「分かりやすい 理学者たち
宮澤 史穂
【五十嵐 靖博】
説明」への挑戦 ―
平山 裕基#
岩永 誠
森平 直子#
谷口 高士
佐藤 典子
羽藤 律

15:30-17:30

【山本 博樹】
水野 治久
織田 涼
山崎 久美子
岡本 直子
久田 満
沢宮 容子

杉田 明宏
いとう たけひこ
笹尾 敏明
田辺 肇

15:30-17:30

15:30-17:30

―

【下田 麻衣】
堀毛 一也

13:10-15:10

【友野 聡子】
北折 充隆

13:10-15:10

アプローチ

【廣瀬 眞理子】
松見 淳子

13:10-15:10

【伊藤 友一】
川口 潤

13:10-15:10

験者の視点をつなぐ ―

【坂口 由佳】
能智 正博

13:10-15:10

SS-018
SS-019
JPAS-005
SS-020
TWS-005
からだはだれのもの たのしいベイズモデリ 心理学を広くひとに 認知行動療法がもつ社 「誰がなぜゲーム」で
か ? ― 自己 / 他者身 ング ― 事例で拓く研 伝える ― さまざまな 会・認 知・神 経 心 理 権利の所在と根拠を考
体表象の共通性と差異 究のフロンティア― 発信のかたち
学側面を再考する
える：NIMBY 施設を
【豊田 秀樹】
【日本心理学会 教育研究
【神原 広平】
を探る ―
めぐる多様なアクター
難波
修史
委員会
博物館小委員会】
重松
潤
【石橋 遼】
による討議の模擬体験
弘光 健太郎
宮﨑 美智子
松野 響
梅田 聡

平川 真
武藤 拓之
徳岡 大#
坂本 次郎#
清水 裕士
岡田 謙介

遠藤 由美
菅村 玄二
武田 美亜
重森 雅嘉
丹藤 克也
及川 恵
杉浦 義典
越智 啓太
村本 由紀子
櫻井 堂雄#
清水 由紀

横山 仁史#
熊野 宏昭

【野波 寛】
大友 章司
青木 俊明

15:30-17:30

15:30-17:30

15:30-17:30

15:30-17:30

15:30-17:30

SS-026
SS-027
SS-028
SS-029
SS-030
JPAS-007
SS-031
TWS-008
宗教心理学的研究の 教育分野へのアクセプ ＜新版＞心理学は因 認知症との共生社会を スポーツの眼、ロボッ 心理学検定と心理学 Negativity について ソーシャルスキルト
展開 (15) ― 宗教心理 タンス＆コミットメン 果関係を究明できる 支える基礎研究
トの眼、武術の眼 ― 教育
再考する―社会生活に レーニング
【柳井 修一】
【渡辺 弥生】
学的研究の最前線 ― ト・セラピーの展開： のか？ ― 心理的測定
視覚認知活動と身体動 【日本心理学諸学会連合】 おける Negativity ―
髙瀨 堅吉
藤田 主一
原田 恵理子
【松島 公望】
【友野 聡子】
心理的柔軟性モデルか と介入に潜む難題と
作
山口 哲生
小野瀬 雅人
木村 真利子
上原 俊介
【佐々木 正晴】
らのアプローチ
解決への糸口 ―
今城 志保
藤井 修平#
Ilja Musulin#

【大月 友】
下田 芳幸
石津 憲一郎
武藤 崇
水野 治久

【山崎 勝之】
村上 祐介
上田 紋佳
寺澤 孝文
佐々木 恵
島井 哲志
桾本 知子

内田 さえ#
泉尾 直孝#
溝口 博之#
稲垣 宏樹
日下 菜穂子

佐藤 佑介
丹沢 勉#
下田 雄次#
鳥居 修晃

（19）

堀毛 一也
太田 信夫
生駒 忍
宮崎 由樹
相羽 美幸
金高 茂昭
大坊 郁夫
小林 剛史

塩谷 尚正
福野 光輝

13:10-15:10
ポスター発表
1PM001～122

15:30-17:30
ポスター発表
1EV001～098

2018 年 9 月 26 日（水） 第 2 日目
フロア

会議棟１F

部屋名

大ホール

【

会議棟２F

橘

萩

9:20-11:20

9:20-11:20

】は企画代表者あるいは講演者

会議棟３F
白橿１

白橿２

会議棟１F
小会議室１

小会議室２

会議棟２F
小会議室３

小会議室４

9:20-11:20

9:20-11:20

9:00

9:30

10:00

9:20-11:20
招待講演
SL-003
社会生態心理学

【大石 繁宏】
堀毛 一也

IS-004
ベイズ理論の展開
【繁桝 算男】
星野 崇宏
岡田 謙介
照井 伸彦#
木村 邦博#

10:30

11:00

9:20-11:20
9:20-11:20
9:20-11:20
9:20-11:20
公 開
JPAS-008
JPAS-009
IS-005
SS-032
SS-033
人類の持続的発展に 公認心理師・心理学 ２１世紀の生活に向 地域心理学会の魅力 過 敏 性 腸 症 候 群
必要な「心理学2.0」 研 究 者 の 潜 在 的 けた心理学
と課題
（IBS）の生理心理学
【坂井 信之】
【清水 寛之】
【堀内 聡】
― AI・ロボティクス フィールド ― 広がる
宮谷 真人
田山 淳
との対論
活躍の場と求められ Panrapee Suttiwan#
Sakkaphat T.
石田 雅人
菅谷 渚
【日本学術会議
る知識・技術 ―

「心の先端研究と心理
学専門教育分科会」】
明和 政子
西田 眞也
亀田 達也
浅田 稔#
國吉 康夫#
友永 雅己

【髙瀨 堅吉】
北原 雅樹#
宮崎 智之#
丹野 義彦
坂上 貴之

11:40-12:40

11:40-12:40

Ngamake#
Jirapattara
Raveepattarakul#
Panita Suavansri#
Ariyabuddhiphongs
Ariyabuddhiphongs#
Yury P. Zinchenko#
阿部 恒之
Alexander Raevskiy#

谷内 通
原口 雅浩
山口 浩
田山 忠行
森田 美弥子
松井 三枝

濱口 豊太#
津田 彰
岡村 尚昌

11:40-12:40

11:40-12:40

11:40-12:40

TWS-009
TWS-010
研 究 領 域 基 準 TEM（複線径路等至
(RDoC)：精 神 疾 患 性モデリング）を学
理解のオルタナティ ぶ
【サトウ タツヤ】
ブ・アプローチ
【加地 雄一】

安田 裕子

11:40-12:40

11:40-12:40

11:30
11:40-12:40

12:00

12:30

ITL-004
ITL-005
L-015
L-016
L-017
L-018
L-019
L-020
感情が認知的処理に 感情システムの文化 「自尊感情」神話への問い 社交不安における自 コーヒーの風味が認知 運動野の GABA 濃度 子どものやせ願望と 物理的因果理解の比
―
非意識レベルで行う
機能に及ぼす影響
―
古
と関連する自閉スペク
与える影響
差と健康への影響
己注目と注意バイア
痩身理想の内面化
較認知科学的検討：
適応的な SE の測定と教
典的条件づけの役割に トラム症の発達性協調
【榊 美知子】
【宮本 百合】
【山﨑 洋子】
スの統一的理解
道具使用の観点から
南風原 朝和

唐澤 真弓

育による変化の検討 ―

【富田 望】
熊野 宏昭

【横嶋 敬行】
山崎 勝之

注目して ―

運動障害

【福田 実奈】
青山 謙二郎

【梅沢 侑実】
井手 正和

13:10-15:10

13:10-15:10

大森 美香

【永野 茜】
上北 朋子

13:10-15:10

13:10-15:10

13:00
13:10-15:10
13:10-15:10
13:10-15:10
13:10-15:10
13:10-15:10
公開 招待講演
公 開
公 開
SL-004
IS-006
JPAS-010
JPAS-011
SS-040
13:30
正義と公正の心理学 震災を語る、伝える 融合社会脳研究の創 東北大学の歴史遺産 過程存在論に立った
【大渕 憲一】
～心理学ができるこ 生と展開
から日本の心理学史 知覚研究の可能性と
辻本 昌弘
【日本学術会議「脳と を考える
と～
その意義に関する再
意識」分科会】 【日本心理学会 教育研 検討
【邑本 俊亮】

14:00

伊藤 俊#
佐藤 翔輔#
米田 英嗣
辻 義人

14:30

苧阪 直行
松井 三枝
大平 英樹
川畑 秀明
坂上 雅道
蘆田 宏
渡邊 正孝
仁平 義明
苧阪 満里子

究委員会 資料保存小
委員会】
吉村 浩一
行場 次朗
畑山 俊輝
阿部 恒之
藤 健一
高砂 美樹

【境 敦史】
小松 英海
河野 哲也

SS-041
SS-042
TWS-013
研究活動の行動科学 動物学習心理学の進 混合研究法 (Mixed
― 研究の継続要因を 歩ー古典的条件づけ Methods Research)
探る ―
の「尖端」的研究ー を心理学の実践研究
【日本行動科学学会】
【中島 定彦】
に活かすには
友野 隆成
小城 英子
川上 正浩
坂田 浩之
小平 英志
丸山 真名美
小塩 真司
手塚 洋介

漆原 宏次
神前 裕#
谷内 通
坂本 敏郎

【廣瀬 眞理子】
John Creswell#

TWS-014
新版 K 式発達検査
の使用法 その３
幼児検査（検査用紙
３葉・４葉）
【中瀬 惇】

15:00

15:30

15:30-17:30
15:30-17:30
15:30-17:30
15:30-17:30
15:30-17:30
15:30-17:30
15:30-17:30
15:30-17:30
15:30-17:30
招待講演
公 開
SL-005
SS-048
SS-049
JPAS-014
SS-050
SS-051
SS-052
TWS-017
TWS-018
ロシアの心理学：偉 ソーシャル・キャピ 若者の自殺予防をめぐ シチズン・サイエン グローバル・ローカ 中高女子の自己評価 神 話 を 超 え て : Mplus による多変量 セクシュアル・マイ
16:00 大な伝統と最先端技 タルと健康，幸福感 る最新動向―死生心 スを通じた“心理学 ル情報処理と認知ス と適応 3年間の縦断 “nature or nurture” 解析：心理学研究に ノリティの理解と支
術の未来
に関する研究の新展 理学の展開 (５)―
の再現性の危機”へ タイル
データから
から絶対音感現象を おける実践
援
【Yury P. Zinchenko】 開２：心理学，社会
【川島 大輔】
【箱田 裕司】
【相良 順子】
【伊藤 大幸】
【柘植 道子】
の挑戦 ―認定心理士
読み解く
阿部 恒之
勝又 陽太郎#
行場 次朗
宮本 友弘
谷 伊織
【阿部 純一】
疫学，政治学の協働
の会の新たな取り組
Raevskiy Alexander 可能性を探る
荘島 幸子
大橋
智樹
鈴木
悦子
宮崎 謙一#
み―
16:30

17:00

【芳賀 道匡】
坂本 真士
福島 慎太郎#
高木 大資#
稲葉 陽二#
浦 光博

古賀 佳樹
川本 静香
浦田 悠

【日本心理学会 認定心
理士の会】
髙瀨 堅吉
田中 芳幸
渡邊 伸行
三浦 麻子
林 和弘#
岡隆

二瀬 由理
宋 永寧
竹林 ひかり

17:30

18:00

（20）

森永 康子
溝上 慎一#

榊原 彩子
津﨑 実
安藤 寿康#
吉野 巌
松永 理恵

SL は招待講演，ITL は国際賞講演，JPAS は日本心理学会企画シンポジウム，IS は大会準備委員会企画シンポジウム，SS は公募シンポジウム，TWS はチュートリアルワークショップ，L は小講演 を表します。

会議棟２F

会議棟３F

展示棟

小会議室５

小会議室６

小会議室７

小会議室８

会議室１

会議室２

会議室３A

会議室３B

展示室

9:20-11:20

9:20-11:20

9:20-11:20

9:20-11:20

9:20-11:20

9:20-11:20

9:20-11:20

9:20-11:20

9:20-11:20

TWS-012
予防教育「社会性と情
動 の 学 習 (SocialEmotional Learning:
SEL)」の理論と実際

ポスター発表

SS-034
われわれは“曖昧な世
界”にいかに向き合う
のか？2 ―“曖昧さへ
の態度”概念の精緻
化をめざして ―

SS-035
SS-036
認知行動療法の実践家 ビ ジ ュ ア ル・ナ ラ
に求められる知識と技 ティヴによる教育と
能：公認心理師養成に 支援
【やまだ ようこ】
むけて
【小関 俊祐】
伊藤 大輔
小野 はるか
小川 祐子

いとう たけひこ
滑田 明暢
神崎 真実
家島 明彦

11:40-12:40

11:40-12:40

11:40-12:40

L-021

L-022

【榎木 宏之】
友野 隆成
西村 佐彩子
三枝 高大
竹村 和久

SS-037
SS-038
SS-039
TWS-011
応 用 行 動 分 析 学 発想力を鍛えるイノ ワーキングメモリと 心拍変動の臨床応用
【榊原 雅人】
(ABA) に基ずく ASD ベーション教育への挑 実行系機能の可塑性
【坪見 博之】
児への早期療育に対す 戦
苧阪 直行
【西浦 和樹】
る公費化の可能性
【田中 桜子】
藤坂 龍司#
高原 聡子#
松井 絵理子#

池田 和浩
國藤 進#
五百木 誠#
名越 幸生#
関戸 大#

森口 佑介
苧阪 満里子
齊藤 智

11:40-12:40

11:40-12:40

11:40-12:40

11:40-12:40

2AM001～134

【宮崎 昭】

11:40-12:40

L-023
L-024
L-025
L-026
L-027
L-028
条件性恐怖が数秒から 中学校教員および学校 優柔不断な人の心理 乳児期における社会的 顔表情知覚における感 発達障害をもつ子どもた 捜査面接における面接者の 緊急事態における個人
数分範囲の時間評価に の視点で考えるスクー 特性と意思決定プロ 学 習：誰 か ら，ど の 情価特異性側性化効果 ちへの行動的臨床のコツ ラポール構築方略と発問タ の行動特性とその対処
与える効果の脳内メカ ルカウンセラーの有効
― トータル支援を目指 イプが被面接者から得られ
【伊藤 博晃】
セス
ように学ぶのか
法
ニズムの検討

な活動

【鎌田 泰輔】
畑 敏道

【橋本 和幸】
高木 秀明

13:10-15:10

13:10-15:10

【斎藤 聖子】
緑川 晶

【奥村 優子】
板倉 昭二

小川 健二

13:10-15:10

13:10-15:10

13:10-15:10

SS-043
SS-044
TWS-015
心身機能の回復に対 個体内から個体間まで ビ ジ ュ ア ル・ナ ラ
する新たなアプロー をつなぐリズム同期の ティヴの理論と方法
【やまだ ようこ】
チ に 向 け て：作 業 療 認知社会心理学
【板倉 昭二】
法・認 知 神 経 科 学・
加藤
正晴
臨床心理学の接点
【吉川 左紀子】
伊藤 文人
澤村 大輔#
吉田 一生#
石岡 俊之#
乾 敏郎
岩宮 恵子#

桜田 一洋#
森口 佑介
小西 行郎#

15:30-17:30

15:30-17:30

15:30-17:30

SS-045
SS-046
ヒトにおいて他者とは 心 理 調 査・測 定 デ ー
何 か？：自 他 認 知 に タ分析に役立つベイズ
おいて想定される階層 的アプローチ
【秋山 隆】
的構造

橋本 剛
水野 治久
木村 真人

相馬 敏彦
古谷 嘉一郎
宮島 健
川本 大史#
石盛 真徳
加藤 道代
長沼 貴美

【山本 渉太】
仲 真紀子

13:10-15:10

13:10-15:10

JPAS-012
SS-047
日本心理学会若手の会 共感覚
【横澤 一彦】
キックオフシンポジ
浅野 倫子
ウ ム：若 手 に と っ て
伊藤 浩介#
これから必要なこと

豊田 秀樹
岡 律子#
大橋 洸太郎
小杉 考司
竹林 由武

【日本心理学会 若手の会】
岡村 靖人
大塚 貞男
塩田 翔一
榊 浩平
横田 正夫
髙瀨 堅吉
前田 駿太
三浦 佳代子

15:30-17:30

15:30-17:30

15:30-17:30

【松本 絵理子】
白井 理沙子
板倉 史明#
内藤 智之
稲垣 未来男#
佐藤 宏道#
苧阪 直行

る情報に与える効果

【佐々木 和義】
押山 千秋

【北田 亮】
月浦 崇
岡本 悠子#
勝見 祐太#
杉浦 元亮
高橋 英之#

SS-053
SS-054
SS-055
SS-056
変化をとらえるダイ 援助要請の「過剰性」 社 会 の 中 の 家 族、家 「恐怖」の心的過程へ
ナミカルシステムア の特徴
族の中の個人 ― 社会 の多面的アプローチ：
【本田 真大】
プローチ
心理学の視点から子 顔表情から映画、絵画
永井 智
【岡林 春雄】
育てを考える ―
における心理学、映画
飯田 敏晴
千野 直仁
【西村 太志】
学、神経科学的検討
河合 優年
佐藤 俊雄

して ―

濱田 大佐
松田 英子
齋木 潤

15:30-17:30

【上田 真由子】
臼井 伸之介

13:10-15:10

13:10-15:10

TWS-016
親を介した自閉症スペ
クトラム症候群の幼児
への介入

ポスター発表

15:30-17:30

15:30-17:30

【佐藤 徹男】

SS-057
JPAS-013
SS-058
TWS-019
発達障害の必要十分な 若手のための進路相 計 算 論 的 行 動 科 学： 被災者にとっての語る
査定法と効果的なアプ 談会
新しい行動計測技術を ことの意味
【水田 恵三】
ローチを考える～発達 【日本心理学会 若手の会】 活用した心理学者と工
池田 和浩
の明らかな“障害例”
、
学者の連携
丹野 祐美子#
【松田 壮一郎】
発達障害の存在が疑わ
鈴木 健嗣#
れる“境界例”、発達
辻 愛里#
障害の特徴を持つ“健
小森 政嗣
常例”を超えて～
【押山 千秋】
坂爪 一幸
温泉 美雪#
二俣 泉#
佐々木 和義
福井 至
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澤 幸祐
原田 悦子

2PM001～112

ポスター発表
2EV001～099

2018 年 9 月 27 日（木） 第 3 日目
フロア

会議棟１F

部屋名

大ホール

【

】は企画代表者あるいは講演者

会議棟２F

橘

萩

会議棟３F
白橿１

会議棟１F

会議棟２F

白橿２

小会議室１

小会議室２

小会議室３

小会議室４

9:20-11:20

9:20-11:20

9:20-11:20

9:20-11:20

9:20-11:20

9:00

9:20-11:20
9:20-11:20
9:20-11:20
9:20-11:20
招待講演
SL-006
IS-007
IS-008
JPAS-015
T h e F o r g o t t e n 被災地の研究者：東 脳活動と行動を通し Web を利用した調
Global Minority: 日本大震災発生後の てみる心
査・実 験 研 究 を め
【筒井 健一郎】
ぐって
10:00 Psychology's Role 取り組み
櫻井 研三
【阿部 恒之】
【坂上 貴之】
In Disability IncluWolfram Schultz#
平川 新#
増田 真也
sion

9:30

10:30

【Susanne Bruyere】
藤川 真由

SS-059
SS-060
SS-061
実 社 会 に お い て パ 心理学的知見を踏ま 「無心」の心理学
【野村 理朗】
フォーマンスを上昇 えた捜査面接研修
高野 了太
【山本 渉太】
させていくための社
西脇 良
園山 哉#
会的促進研究

今村 文彦#
堀毛 裕子
岡本 英生
杉浦 元亮
松井 豊

David Perrett#

佐々木 恭志郎
眞嶋 良全
山田 一成
竹村 和久
川畑 秀明
広田 すみれ

【請園 正敏】
須藤 竜之介
中田 龍三郎
大北 碧
秋保 亮太
持田 岳美#
高野 裕治

増田 明香
仲 真紀子
伊東 裕司
和智 妙子

梶村 昇吾
田中 美吏#
越川 房子

11:40-12:40

11:40-12:40

11:40-12:40

11:40-12:40

11:40-12:40

11:40-12:40

SS-062
SS-063
明日から使える研究 セックス／ジェンダー
知見・技術の臨床応 概念の再吟味 ― 豊か
用方法
なジェンダー研究に
【山本 哲也】
向けて ―
岩野 卓
金井 嘉宏
串崎 真志
松見 淳子
杉山 崇

【宇井 美代子】
福富 護#
上瀬 由美子
青野 篤子
坂田 桐子
柘植 あづみ#

11:40-12:40

11:40-12:40

11:00

11:30

ITL-001
ITL-006
L-029
L-030
L-031
L-032
L-033
L-034
知覚学習における報 ヒト社会的情報認知メ 感情労働における精神 子供の文法知識を探る 統合失調症に対する身体を媒 社会的促進及び抑制の 教育ビッグデータの進展で 臨床心理学史
生理学的ストレスの検
―
第１言語習得におけ
介とした短期的心理療法の効
発生機序の解明と理論
拡大する心理学の役割
―
【サトウ タツヤ】
酬と注意の役割につ カニズムとその個人差
討：感情的不協和に着 る日本語の動詞屈折に 果とそのメカニズム ―「自 構築 ― Zajonc 動因説 座っているだけで大量の縦
渡邊 芳之
いて
の環境・生物学的基盤

12:00

12:30

【渡邊 武郎】
繁桝 算男

【土居 裕和】
正高 信男

13:10-15:10

13:10-15:10

目して

ついて ―

己意識」概念を援用して― を越えて ―

断データが手に入る―

【中川 紗江】
鈴木 直人

【巽 智子】
小林 哲生

【上倉 安代】
大川 一郎

【請園 正敏】
山崎 晃

【寺澤 孝文】
青木 多寿子

13:10-15:10

13:10-15:10

13:10-15:10

13:10-15:10

13:10-15:10

13:00

SS-071
SS-072
SS-073
SS-074
SS-075
不合理な意思決定 ― 法学と社会心理学の 高齢者および障がい ライフスタイルと高 サブカルチャーの心
記述と処方 ―
出会い ( ３) ― 素朴法 を有する方の交通事 齢期の脳の働き
理学 (1) ― オタクの
【竹村 和久】
【積山 薫】
意識の諸相 ―
故と運転支援に関す
ダイバーシティとス
藤井 聡
鈴木 麻希
【唐沢 穣】
る多角的検討
ペクトラム ―

13:30

14:00

岩滿 優美
楊 政達
坂上 貴之

14:30

膳場 百合子#
松村 良之#
村上 史朗
山口 裕幸
奥田 太郎#

【堀川 悦夫】
西田 泰#
小菅 英恵
竹澤 愛美#
北﨑 智之#

山下 雅俊
郭霞
佐藤 眞一
月浦 崇

【家島 明彦】
岡田 有司#
山岡 重行
岡田 努
菊池 聡

SS-076
SS-077
IAT(Implicit Asso- Well-being Comciation Test) の課題 puting に向けて
【渡邊 淳司】
と将来性 (7): 最新の
麦谷 綾子
基礎・応用研究
【稲垣 勉】
潮村 公弘
小林 知博
阿部 修士
藤原 佑貴
大浦 真一

村田 藍子
日和 悟#
大石 悠貴#
小澤 いぶき#

13:10-15:10
SS-078
⼼理臨床における
ニューロフィード
バックの効果と可能
性
【田崎 美弥子】
中島 正世
山口 哲生
土屋垣内 晶
良峯 徳和#
加藤 康広#
齋藤 大輔

15:00

15:30

15:30-17:30
15:30-17:30
15:30-17:30
15:30-17:30
15:30-17:30
15:30-17:30
15:30-17:30
15:30-17:30
15:30-17:30
公 開
公 開
JPAS-018
SS-086
JPAS-019
SS-087
SS-088
SS-089
SS-090
SS-091
SS-092
公認心理師の養成は 現代日本とエビデン 災害復興と心理学
マインドフルネスの 女性の性のニーズと 表情の起源と機能の 記憶心理学と臨床心 セキュリティ心理学 「場」の 共 有 が 生 み
16:00 今 後 ど う あ る べ き ス・ベースド・プラ 【日本心理学会 東日本 新しい地平を拓く
自己決定
拡がり
理 学 の コ ラ ボ レ ー 研究 2018
出す情動の伝染・変
大震災復興支援特別
【越川 房子】
【纓坂 英子】
【須藤 竜之介】
【内田 勝也】
か：公認心理師養成 クティス
シ ョ ン（８）：PTSD
化：評価と介入の有
委員会】
牟田 季純
青野 篤子
中嶋 智史
高橋 優
【竹市 博臣】
大学教員連絡協議会
のメカニズムと治療
機的連携に向けて
松井 豊
菅村 玄二
浜野 佐知#
高野 裕治
杉原 大輔#
前田 多章
【松本 昇】
【村田 藍子】
の報告をもとに

16:30

17:00

【丹野
鈴木
箱田
熊野
長田

義彦】
伸一
裕司
宏昭
久雄

新井田 統
酒井 郁子#
佐藤 隆夫

髙橋 紀子
友野 隆成
余語 真夫

箕浦 舞#
藤野 正寛
伊藤 悦朗#

武子 愛#

17:30

18:00
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魚野 翔太
田川 一希#
村上 貴弘#
平石 界

丹藤 克也
林 明明
二瓶 正登
市井 雅哉

福田 健
畑上 英毅

熊野 史朗#
佐藤 尚#
吉田 成朗#
渡邊 克巳
渡邊 淳司

SL は招待講演，ITL は国際賞講演，JPAS は日本心理学会企画シンポジウム，IS は大会準備委員会企画シンポジウム，SS は公募シンポジウム，TWS はチュートリアルワークショップ，L は小講演 を表します。

会議棟２F

会議棟３F

展示棟

小会議室５

小会議室６

小会議室７

小会議室８

会議室１

会議室２

会議室３A

会議室３B

展示室

9:20-11:20

9:20-11:20

9:20-11:20

9:20-11:20

9:20-11:20

9:20-11:20

9:20-11:20

9:20-11:20

9:20-11:20

SS-064
SS-065
SS-066
SS-067
定型発達者を対象と 文化差の起源とダイナ 「好み」の認知神経科 道徳性の多面的検討
【米田 英嗣】
した障害特性に関す ミクス：文化進化論か 学：基 礎 研 究 か ら 応
鹿子木 康弘
る実験心理学的検討 らの視座
用研究へ
板倉 昭二
【竹澤 正哲】
【伊藤 文人】
の可能性
【髙橋 純一】
安村 明
矢口 彩子#
若林 明雄
和田 真#

田村 光平#
Sean Lee#
堀田 結孝
増田 貴彦
竹村 幸祐

阿部 修士
吉岡 歩
辻 幸樹
元木 康介#
田邊 宏樹

北﨑 充晃
開 一夫#

11:40-12:40

11:40-12:40

11:40-12:40

11:40-12:40

L-035

L-036

SS-068
JPAS-016
SS-069
SS-070
離婚を経験した家族に 日本心理学会留学生 項目反応モデルを用い 職場におけるセクシュ
対する心理支援の現状 ネットワーク（仮称） た心理学実践研究と応 アル・マイノリティ支
と課題
設立に向けて
用可能性
援
【曽山 いづみ】
大瀧 玲子#
小川 洋子#
山田 哲子
光本 歩#
谷川 聡#

【安藤 清志】
杉若 弘子
清水 由紀
毛 新華
朱 映菡
朴 ゴウン
金 宰輝#

【北條
杣取
二瓶
橋本

大樹】
恵太
正登
貴充

11:40-12:40

11:40-12:40

11:40-12:40

ポスター発表
3AM001～124

【大塚 泰正】
松髙 由佳#
津野 香奈美#
藤桂
村木 真紀#
葛西 真記子#

L-037
L-038
L-039
L-040
L-041
なぜ自分で選んだものが好 高次認知プロセスの潜 皮膚感覚によるベク 学習方略の使用におけ 社会的シグナルとして 日本人の Well-being の パートナーに対する暴力の
きになるのか―選択によ 在性と顕在性 ―洞察問 ション
低さをもたらす要因の検
メカニズム
: Dark Triad
るメタ認知と達成目標 の 他 者 の「存 在」の
る選好の変化の生起とその 題解決と対人認知の実
討：自由選択の感覚と と生活史戦略による個人
【村田 佳代子】
の役割
認知
生起量を規定する要因― 験的研究 ―

【宮城 円】
中尾 敬

【織田 涼】
服部 雅史

13:10-15:10

13:10-15:10

小松 英海

【山口 剛】
藤田 哲也

【中田 龍三郎】
川合 伸幸

13:10-15:10

13:10-15:10

13:10-15:10

差に対するアプローチ

【喜入 暁】
杉浦 義典

13:10-15:10

15:30-17:30
15:30-17:30
15:30-17:30
15:30-17:30
15:30-17:30
15:30-17:30
公 開
SS-094
SS-095
SS-096
SS-097
JPAS-020
SS-098
SS-099
イマジネーションの認 日本の定年の過去・ 「基礎と臨床をつなぐ」 正義は人の為ならず こんなジェンダーの 社会的情報の神経心理 愛着の潜在的・顕在的
知機構と脳内神経基盤 現在・未来
認知特性と抑うつに対 ― 公正推論から描く はなし ―「男らしさ」 学 ―「共 生」の あ り 方 内的作業モデルが共感
【片桐 恵子】
― 直 観 像・共 感 覚・
する多面的アプローチ 「シャーデンフロイデ」「女らしさ」の多様性 を探る ―
性に及ぼす影響
遠座 俊明#
【山蔦 圭輔】
【緑川 晶】
【福井 義一】
空想の友達とマインド
の輪郭 ―
をめぐって ―
安里 知陽#
塚原 拓馬
小山 慎一
金政 祐司
【澤田 匡人】
【日本心理学会 教育研
ワンダリング ―

15:30-17:30

竹林 由武
関谷 直也#
池上 知子

嶋田 総太郎#
平井 真洋
川崎 真弘#

15:30-17:30

15:30-17:30

【柘植 道子】
佐藤 徹男
長野 香#
宮腰 辰男#
田中 将司
田辺 肇

【中里 直樹】
森永 康子

13:10-15:10
13:10-15:10
13:10-15:10
公 開
SS-082
SS-083
JPAS-017
SS-084
SS-085
ありのままの自分を求 動物を人の心のモデル 日本心理学会におけ 妖 怪 心 理 学 第 三 話 事例研究はいかにして
め て：グ ロ ー バ ル 社 とすることの意義
るジェンダー平等の 「現代と交叉する妖怪」「客観的」たりえ、他
【高野 裕治】
【高橋 綾子】
会と「居場所」
現状と課題
者に利用可能たりうる
和田 真#
桐生 正幸
【鈴木 一代】
【青野 篤子】
か？

SS-079
SS-080
SS-081
社会問題に挑む心理 We-mode を 支 え る ネガティブなふと浮
学：東 日 本 大 震 災 を 要因： リズム・同期， か ぶ 記 憶・思 考 と の
題材に
共同行為の視点から 付 き 合 い 方：認 知・
【小林 智之】
【北﨑 充晃】
社 会・臨 床 心 理 学 か
柳澤 邦昭
板倉 昭二
らのアプローチ

SS-093
セクシュアル・マイノ
リティのアイデンティ
ティ：発達、不一致、
不確かさ、支援の視点
から

日本の社会環境

【松岡 和生】
宮内 哲
浅野 倫子
森口 佑介
関口 貴裕
小川 健二

【雨宮 有里】
沓澤 岳
杉山 崇
北村 英哉

菅原 育子
佐藤 眞一

岡村 季光
植松 晃子
石橋 道子#
佐野 秀樹#

米田 英嗣
杉山 崇
佐々木 淳

吉田 さちね#
木谷 俊介#
菅野 康太#

石井 辰典
村山 綾
綿村 英一郎
遠藤 利彦
北村 英哉
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田口 久美子
唐沢 かおり
滑田 明暢
永瀬 伸子#

究委員会 講演・出版等
企画小委員会】
久保（川合）南海子
レイチェル・マット・
ソーン#
神谷 悠介#
長谷川 壽一
鈴木 宏昭

平 伸二
高橋 英之#
飯倉 義之#
吉川 肇子

重宗 弥生
杉本 光
渥美 剛史
井手 正和

ポスター発表
3PM001～106

【三嶋 博之】
河野 哲也
田中 彰吾
佐藤 由紀
青山 慶
染谷 昌義#

松尾 和弥
大浦 真一
戸田 弘二
島 義弘
稲垣 勉

ポスター発表
3EV001～097

招待講演
第1日

9 月25日（火） 9：20～11：20
会議棟／大ホール

SL-001

About reward
講演者：Wolfram

Schultz（University of Cambridge）

司会者：筒井健一郎（東北大学）

The talk will describe the properties of neurons in the brain’s reward systems and how their action
contributes to economic decision-making. Each of several reward systems, including the dopamine
neurons, striatum, amygdala and orbitofrontal cortex, play a unique role in these processes. The
details of this function are currently being investigated using designs based on behavioral theories,
such as animal learning theory, machine learning and economic utility theory.
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SL（1）

第1日

9 月25日（火） 13：10～15：10
会議棟／大ホール

SL-002

顔の魅力に影響をおよぼす形と色の手がかり
講演者：David
司会者：行場

Perrett（University of St. Andrews）
次朗（東北大学）

We have studied facial cues to health, body physique and personality and how these cues affect
attractiveness. Carotenoids are plant pigments that increase skin yellowness. Carotenoid colour provides cues to dietary health and aerobic fitness. Colour cues to health are evident in European, Asian
and African populations but there are cultural differences in skin yellowness preferences.
Body height, muscle and fat mass are each perceivable from face shape, yet estimates of strength
are limited in accuracy and biased by overall body size. Cues to physique are similar across cultures,
yet there are differences in preference for the cues. When the environment becomes harsher, men
become more attracted to cues to high body weight in women. For women, fear of domestic violence
decreases attraction to cues to strength in men.
Facial shape, posture and expression all influence impressions of trustworthiness. There is cultural
consistency in trust judgments but individual variation in attraction to trustworthiness（e.g. an insecure attachment style enhances preference for trustworthy looks）
.
Overall studies demonstrate pervasive influences of facial cues to health, demeanour and physique
which transcend culture but there is also an adaptive flexibility in attraction to the cues.
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第2日

9 月26日（水） 9：20～11：20
会議棟／大ホール

SL-003

社会生態心理学
講演者：大石
司会者：堀毛

繁宏（Columbia University）
一也（東洋大学）

社会生態心理学とはヒトの認知，感情，行動が物理的，対人的，経済的，政治的環境にどのように適
応していくかを探求する学問である。この講演では ３ つのタイプの社会生態心理学の研究を紹介する。
一つ目は社会生態の一部（例えば人口密度）と心理（例えば人生の意義）との相関研究， 2 つ目は社会
生態がどんな心理現象を起こし，そこから認知，感情，行動に現れるのかを明らかにするプロセス研究，
３ つ目はある認知，感情，行動傾向が社会現象（例えば親近感からチェイン店の拡大）に結び付くニッ
チ建築研究である。社会生態心理学は，心理学にマクロで客観的な視点を持ち込み，ヒトの心理とマク
ロな社会的要因とがどのように繋がっているのかを明らかにすることを目的とする。
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第2日

9 月26日（水） 13：10～15：10
会議棟／大ホール

SL-004

正義と公正の心理学
講演者：大渕
司会者：辻本

憲一（放送大学）
昌弘（東北大学）

心理学理論の多くは人が自己利益の最大化に動機づけられているとの基本仮定に基づいて構築されて
きたが，一方でこれと矛盾する現象も見出されてきた。その一つが正義・公正である。これは哲学・思
想，法学・経済学など他の人文社会科学における伝統的テーマであり，そこでは正義の普遍的本質を巡
る論議が行われ，また法律や制度によって正義をいかに実現するかが模索されてきた。しかし，長い正
義論史において一般の人々が正義をどう認識しているかにはほとんど関心を向けられることがなかった。
正義とは特別な能力，特殊な修練を積んだ人でなければ到達できない超越的観念であり，一般の人々が
理解できるものではないと暗黙の裡に考えられてきたのである。しかし，民主社会ではどんな法律や制
度も市民の支持を受けないでは存続できないし，十分に機能しえない。こうしたことから近年一般市民
の正義観がどうようなものであるかについて関心が高まってきた。これに取り組む心理学研究は，
（1）
人は何に基づいて公正・不公正を判断するのか（公正判断の仕組み）
，
（2）公正・不公正の知覚は人の態
度，感情，行動にどのような影響を与えるのか（公正知覚の効果）
，
（３）人はなぜ公正に関心を持つのか
（公正関心の起源），
（4）人の発達に伴って公正観はどのように変化するのか（公正観の発達）
，
（5）文化
によって公正観はどのように異なるのか（公正観の比較文化）
，等々の課題を巡って展開されてきた。本
講演では，これらを軸に正義・公正の心理学研究の成果を論評し，現代におけるその射程の広がりを概
観する。
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第2日

9 月26日（水） 15：30～17：30
会議棟／大ホール

SL-005

ロシアの心理学：偉大な伝統と最先端技術の未来
講演者：Yury

P. Zinchenko（Lomonosov Moscow State University）
恒之（東北大学）
司会者：Alexander Raevskiy（Lomonosov Moscow State University）
司会者：阿部

ロシア心理学会の設立は，1885年である。ヴィゴツキー，ルーリヤ，レオンチエフなどのソビエトの
心理学者の名前は，全世界でよく知られている。それらの優れた心理学者はモスクワ大学心理学部の教
授で，現在の神経心理学，発達の心理学，精神生理学などは彼らの存在なしには語れない。ロシアの心
理学は，長い歴史と伝統を誇る。
この歴史と伝統を踏まえて，ロシアの心理学は，新しい時代を迎えつつある。バーチャルリアリティー
の研究室などの近代的な施設を使用して，様々な企業との間の共同プロジェクトが立ち上がっている。
また，社会の変化に伴い，新しい分野が出現してきた。例えば，最近はサイバー心理学，宇宙飛行士心
理学という 2 つの分野が人気を博している。
宇宙飛行士心理学は，無重力という条件下で宇宙飛行士の認知プロセス，宇宙飛行士の間のコミュニ
ケーションなどが研究対象となっている。インターネットの発達に伴い，サイバー心理学が発展し，サ
イバーブリング，情報空間のリスクの対策研究などにより，社会の要求に答えている。
2019年 7 月には，ヨーロッパ心理学会の大会が，初めてモスクワで開催される。ロシアの心理学，そ
してロシアの歴史・文化を，全世界から来訪する心理学者に理解していただく好機であり，日本からも
多くの発表者がご参加いただくことを期待してお待ちしています。
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第3日

9 月27日（木） 9：20～11：20
会議棟／大ホール

SL-006

The Forgotten Global Minority: Psychology’s Role In Disability
Inclusion
講演者：Susanne
司会者：藤川

Bruyere（Cornell University）
真由（東北大学）

Individuals with disabilities make up approximately 15% of the world population, or more than one
billion people（World Health Organization［WHO］
, 2011）
. However, individuals with disabilities are
much less likely to be employed and far more likely to live in poverty. These disparities are a function of environmental, economic and attitudinal barriers that continue to pervade our societies and
limit the opportunities for individuals with disabilities to have equal access to full community participation. In recognition of these disparities and the need to address them, in the U.S., Rehabilitation
Psychology is a specialty area within psychology that focuses on the study and application of psychological knowledge and skills on behalf of individuals with disabilities and chronic health conditions,
in order to maximize their health and welfare, independence and choice, functional abilities, and social
role participation across the lifespan. The U.S. experience illustrates that psychologists can play a
significant role to assist in changing the inequality equation for individuals with disabilities by advocating in the larger context for more equitable participation by people with disabilities in all facets
of society. In particular, the facilitation of equitable employment participation not only will assist in
economic independent for individuals with disabilities, but also their fuller participation in all facets
of society. Psychologists can assist in improving employment outcomes for individuals with disabilities
in their respective societies by promoting workplace disability inclusion policies and best practices
to employers, and conducting the research needed to empirically document how we can apply these
practices more effectively.
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招待講演
注）＃印は日本心理学会会員以外であることを示す。
第1日

9 月25日（火） 9：20～11：20
会議棟／大ホール

SL-001

About reward
講演者：Wolfram

Schultz（University of Cambridge）

司会者：筒井健一郎（東北大学）

第1日

9 月25日（火） 13：10～15：10
会議棟／大ホール

SL-002

顔の魅力に影響をおよぼす形と色の手がかり
講演者：David
司会者：行場

第2日

Perrett（University of St. Andrews）
次朗（東北大学）

9 月26日（水） 9：20～11：20
会議棟／大ホール

SL-003

社会生態心理学
講演者：大石
司会者：堀毛

第2日

繁宏（Columbia University）
一也（東洋大学）

9 月26日（水） 13：10～15：10
会議棟／大ホール

SL-004

正義と公正の心理学
講演者：大渕
司会者：辻本

第2日

憲一（放送大学）
昌弘（東北大学）

9 月26日（水） 15：30～17：30
会議棟／大ホール

SL-005

ロシアの心理学：偉大な伝統と最先端技術の未来
講演者：Yury

P. Zinchenko（Lomonosov Moscow State University）
恒之（東北大学）
司会者：Alexander Raevskiy（Lomonosov Moscow State University）
司会者：阿部

第3日

9 月27日（木） 9：20～11：20
会議棟／大ホール

SL-006

The Forgotten Global Minority: Psychology’s Role In Disability Inclusion
講演者：Susanne
司会者：藤川

Bruyere（Cornell University）
真由（東北大学）
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国際賞講演
注）＃印は日本心理学会会員以外であることを示す。
第3日

9 月27日（木） 11：40～12：40
会議棟／橘

ITL-001

知覚学習における報酬と注意の役割について
講演者：渡邊

武郎（ブラウン大学／ATR 脳情報研究所）
算男（慶應義塾大学）

司会者：繁桝

第1日

9 月25日（火） 11：40～12：40
会議棟／橘

ITL-002

音環境の改善に向けての心理学の貢献
講演者：桑野

園子（大阪大学）
真紀子（立命館大学）

司会者：仲

第1日

9 月25日（火） 11：40～12：40
会議棟／萩

ITL-003

感性理解のための遊撃的研究
講演者：山田

祐樹（九州大学）
佳世（九州大学）

司会者：三浦

第2日

9 月26日（水） 11：40～12：40
会議棟／橘

ITL-004

感情が認知的処理に与える影響
講演者：榊

美知子（レディング大学／高知工科大学）

司会者：南風原朝和（東京大学）

第2日

9 月26日（水） 11：40～12：40
会議棟／萩

ITL-005

感情システムの文化差と健康への影響
講演者：宮本
司会者：唐澤

第3日

百合（ウィスコンシン大学マディソン校）
真弓（東京女子大学）

9 月27日（木） 11：40～12：40
会議棟／萩

ITL-006

ヒト社会的情報認知メカニズムとその個人差の環境・生物学的基盤
講演者：土居
司会者：正高

裕和（長崎大学大学院）
信男（京都大学霊長類研究所）
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日本心理学会企画シンポジウム
注）＃印は日本心理学会会員以外であることを示す。
第1日

9 月25日（火） 9：20～11：20
会議棟／萩

JPAS-001

若手ワンショット発表会とプレゼンバトル
企画：日本心理学会

第1日

若手の会

9 月25日（火） 9：20～11：20
会議棟／白橿 1

JPAS-002

日本・韓国・中国三カ国会議：災害のあとの心理学的支援
企画代表者：仲

真紀子（立命館大学）
Ruojiao#（Chinese Academy of Sciences）
企画者：Young-Hoon Kim#（Yonsei University）
話題提供者：筒井 雄二（福島大学）
話題提供者：胡
政飛（北海道大学）
話題提供者：Yiqun Gan#（Peking University）
話題提供者：Haibo Yang#（Tianjin Normal University）
話題提供者：Hyunnie Ahn#（Ewha Womans University）
話題提供者：Eun Jin Chang#（Korea Baptist Theological University）
司会者：森岡 正芳（立命館大学）
司会者：近藤 清美（帝京大学）
企画者：Fang

第1日

9 月25日（火） 13：10～15：10
会議棟／萩

JPAS-003

英語論文投稿への道 2018
企画：日本心理学会機関誌等編集委員会

Research 編集小委員会
企画者：河原純一郎（北海道大学）
企画者：金沢
創（日本女子大学）
話題提供者：山口 真美（中央大学）
話題提供者：中島健一郎（広島大学）
司会者：尾見 康博（山梨大学）
第1日

Japanese Psychological

9 月25日（火） 13：10～15：10
会議棟／白橿 1

JPAS-004

ICP2016記念事業シンポ“The Psychology of Globalization”
企画代表者，司会者：石井

敬子（名古屋大学）
真紀子（立命館大学）
企画者：鈴木 華子（立命館大学）
話題提供者：古見 文一（静岡大学）
話題提供者：荻原 祐二（東京理科大学）
話題提供者：町田 規憲（徳島大学）
話題提供者：坂田 千文（京都大学）
話題提供者：鈴木 啓太（東京大学）
企画者：仲

※他に海外若手研究者が数名登壇予定

（32）

第1日

9 月25日（火） 13：10～15：10
展示棟／会議室 2

JPAS-005

心理学を広くひとに伝える―さまざまな発信のかたち
企画：日本心理学会

教育研究委員会 博物館小委員会
由美（関西大学）
企画者：菅村 玄二（関西大学）
企画者：武田 美亜（青山女子短期大学）
企画者：重森 雅嘉（静岡英和学院大学）
企画者：丹藤 克也（愛知淑徳大学）
企画者：及川
恵（東京学芸大学）
話題提供者：杉浦 義典（広島大学）
話題提供者：越智 啓太（法政大学）
話題提供者：村本由紀子（東京大学）
指定討論者：櫻井 堂雄#（ちとせプレス）
司会者：清水 由紀（埼玉大学）
企画者：遠藤

第1日

9 月25日（火） 15：30～17：30
会議棟／白橿 1

JPAS-006

感情をめぐる二つのアプローチ：哲学と心理学
企画代表者，司会者：阿部

恒之（東北大学）
哲也（立教大学）
話題提供者：信原 幸弘#（東京大学）
話題提供者：鈴木 直人（同志社大学）
話題提供者：仲 真紀子（立命館大学）
指定討論者：原
塑#（東北大学）
指定討論者：中村
真（宇都宮大学）
司会者：直江 清隆#（東北大学）
話題提供者：河野

第1日

9 月25日（火） 15：30～17：30
展示棟／会議室 2

JPAS-007

心理学検定と心理学教育
企画：日本心理学諸学会連合

企画者：藤田

主一（日本体育大学／日本心理学諸学会連合）

企画者：堀毛

一也（東洋大学／日本心理学諸学会連合）
信夫（東京福祉大学）
忍（川村学園女子大学）
由樹（福山大学）
美幸（東洋学園大学）
茂昭（佐久大学）
郁夫（北星学園大学／日本心理学諸学会連合）
剛史（文京学院大学／日本心理学諸学会連合）

企画者：小野瀬雅人（聖徳大学／日本心理学諸学会連合）
話題提供者：太田
話題提供者：生駒
話題提供者：宮崎
話題提供者：相羽
話題提供者：金高
指定討論者：大坊
司会者：小林

（33）

第2日

9 月26日（水） 9：20～11：20
会議棟／萩

JPAS-008

人類の持続的発展に必要な「心理学2.0」
―AI・ロボティクスとの対論
企画：日本学術会議「心の先端研究と心理学専門教育分科会」

企画者，話題提供者：明和
企画者，話題提供者：西田
企画者：亀田

話題提供者：浅田
話題提供者：國吉
司会者：友永

第2日

政子（京都大学）
眞也（NTT コミュニケーション科学基礎研究所）
達也（東京大学）
稔#（大阪大学）
康夫#（東京大学）
雅己（京都大学）

9 月26日（水） 9：20～11：20
会議棟／白橿 1

JPAS-009 公認心理師・心理学研究者の潜在的フィールド―広がる活躍の場と求
められる知識・技術―
企画代表者，話題提供者，司会者：髙瀨

堅吉（自治医科大学）
雅樹#（横浜市立大学附属市民総合医療センター）
話題提供者：宮崎 智之#（横浜市立大学）
指定討論者：丹野 義彦（東京大学）
指定討論者：坂上 貴之（慶應義塾大学）
話題提供者：北原

第2日

9 月26日（水） 13：10～15：10
会議棟／萩

JPAS-010

融合社会脳研究の創生と展開
企画：日本学術会議「脳と意識」分科会

企画者，話題提供者：苧阪

直行（京都大学）
三枝（金沢大学）
企画者，話題提供者：大平 英樹（名古屋大学）
話題提供者：川畑 秀明（慶應義塾大学）
話題提供者：坂上 雅道（玉川大学）
指定討論者：蘆田
宏（京都大学）
指定討論者：渡邊 正孝（東京都医学総合研究所）
指定討論者：仁平 義明（星槎大学）
司会者：苧阪満里子（大阪大学）
企画者，司会者：松井

第2日

9 月26日（水） 13：10～15：10
会議棟／白橿 1

JPAS-011

東北大学の歴史遺産から日本の心理学史を考える
企画：日本心理学会

企画者，話題提供者，司会者：吉村
企画者，司会者：行場
話題提供者：畑山
話題提供者：阿部
話題提供者：藤

指定討論者：高砂

教育研究委員会 資料保存小委員会

浩一（法政大学）
次朗（東北大学）
俊輝（東北大学）
恒之（東北大学）
健一（立命館大学）
美樹（東京国際大学）
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第2日

9 月26日（水） 13：10～15：10
展示棟／会議室 2

JPAS-012 日本心理学会若手の会キックオフシンポジウム：若手にとってこれか
ら必要なこと
企画：日本心理学会

若手の会
靖人（追手門学院大学／日本学術振興会特別研究員）
話題提供者：大塚 貞男（京都大学）
話題提供者：塩田 翔一（京都大学／日本学術振興会特別研究員）
話題提供者：榊
浩平（東北大学）
指定討論者：横田 正夫（日本大学）
指定討論者：髙瀨 堅吉（自治医科大学）
司会者：前田 駿太（東北大学）
司会者：三浦佳代子（金沢大学）
話題提供者：岡村

第2日

9 月26日（水） 15：30～17：30
展示棟／会議室 2

JPAS-013

若手のための進路相談会
企画：日本心理学会

第2日

若手の会

9 月26日（水） 15：30～17：30
会議棟／白橿 1

JPAS-014

シチズン・サイエンスを通じた“心理学の再現性の危機”への挑戦
―認定心理士の会の新たな取り組み―
企画：日本心理学会

認定心理士の会
堅吉（認定心理士の会運営委員会／自治医科大学）
企画者，司会者：田中 芳幸（認定心理士の会運営委員会／京都橘大学）
企画者，司会者：渡邊 伸行（認定心理士の会運営委員会／金沢工業大学）
話題提供者：三浦 麻子（関西学院大学）
話題提供者：林
和弘#（文部科学省）
指定討論者：岡
隆（認定心理士の会運営委員会／日本大学）

企画者，話題提供者：髙瀨

第3日

9 月27日（木） 9：20～11：20
会議棟／白橿 1

JPAS-015

Web を利用した調査・実験研究をめぐって
企画代表者：坂上

貴之（慶應義塾大学）
真也（慶應義塾大学）
話題提供者：佐々木恭志郎（早稲田大学）
話題提供者：眞嶋 良全（北星学園大学）
話題提供者：山田 一成（東洋大学）
指定討論者：竹村 和久（早稲田大学）
指定討論者：川畑 秀明（慶應義塾大学）
司会者：広田すみれ（東京都市大学）

企画者，話題提供者：増田
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第3日

9 月27日（木） 9：20～11：20
展示棟／会議室 2

JPAS-016

日本心理学会留学生ネットワーク（仮称）設立に向けて
企画代表者，司会者：安藤

清志（東洋大学）
弘子（同志社大学）
企画者：清水 由紀（埼玉大学）
企画者，話題提供者，司会者：毛
新華（神戸学院大学）
話題提供者：朱
映菡（東京大学）
話題提供者：朴 ゴウン（名古屋大学）
話題提供者：金
宰輝#（Chung-ang University）
企画者：杉若

第3日

9 月27日（木） 13：10～15：10
展示棟／会議室 2

JPAS-017

日本心理学会におけるジェンダー平等の現状と課題
企画代表者，話題提供者：青野

篤子（福山大学）

企画者，司会者：田口久美子（和洋女子大学）
話題提供者：唐沢かおり（東京大学）
話題提供者：滑田
指定討論者：永瀬

第3日

明暢（静岡大学）
伸子#（お茶の水女子大学）

9 月27日（木） 15：30～17：30
会議棟／大ホール

JPAS-018 公認心理師の養成は今後どうあるべきか：公認心理師養成大学教員連
絡協議会の報告をもとに
企画代表者，司会者：丹野
企画者，司会者：鈴木
話題提供者：箱田
話題提供者：熊野
話題提供者：長田

第3日

義彦（東京大学）
伸一（早稲田大学）
裕司（京都女子大学）
宏昭（早稲田大学）
久雄（桜美林大学）

9 月27日（木） 15：30～17：30
会議棟／萩

JPAS-019

災害復興と心理学
企画：日本心理学会

企画者，司会者：松井
話題提供者：髙橋
話題提供者：友野
話題提供者：余語

東日本大震災復興支援特別委員会
豊（筑波大学）
紀子（福島大学）
隆成（宮城学院女子大学）
真夫（同志社大学）
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第3日

9 月27日（木） 15：30～17：30
展示棟／会議室 2

JPAS-020

こんなジェンダーのはなし―
「男らしさ」
「女らしさ」の多様性をめぐっ
て―
企画：日本心理学会

教育研究委員会 講演・出版等企画小委員会

企画者，司会者：久保
（川合）南海子（愛知淑徳大学）

話題提供者：レイチェル・マット・ソーン#（京都精華大学）
話題提供者：神谷

悠介#（中央大学社会科学研究所）

指定討論者：鈴木

宏昭（青山学院大学）

指定討論者：長谷川壽一（（独行）大学改革支援・学位授与機構）

（37）

大会準備委員会企画シンポジウム
注）＃印は日本心理学会会員以外であることを示す。
第1日

9 月25日（火） 9：20～11：20
会議棟／橘

IS-001

地域コミュニティ研究のこれから

企画代表者，指定討論者，司会者：辻本

昌弘（東北大学）

企画者，話題提供者：村本由紀子（東京大学）
話題提供者：矢守
話題提供者：加藤

第1日

克也（京都大学防災研究所）
潤三（琉球大学）

9 月25日（火） 13：10～15：10
会議棟／橘

IS-002

社会性の発達と支援
企画代表者，指定討論者：本郷
企画者，司会者：若島
話題提供者：遠藤
話題提供者：藤野
話題提供者：湯澤
指定討論者：秦野

第1日

一夫（東北大学）
孔文（東北大学）
利彦（東京大学）
博#（東京学芸大学）
正通（広島大学）
悦子#（白百合女子大学）

9 月25日（火） 15：30～17：30
会議棟／大ホール

IS-003

がんをめぐる親子のコミュニケーション
企画代表者，司会者：加藤

道代（東北大学）
沙蘭（東北大学）
話題提供者：尾形 明子（広島大学）
話題提供者：小林真理子#（放送大学）
指定討論者：山崎 吾郎#（大阪大学）

企画者，話題提供者：吉田

第2日

9 月26日（水） 9：20～11：20
会議棟／橘

IS-004

ベイズ理論の展開

企画代表者，話題提供者，司会者：繁桝

算男（慶應義塾大学）
崇宏（慶應義塾大学）
話題提供者：岡田 謙介（東京大学）
話題提供者：照井 伸彦#（東北大学）
指定討論者：木村 邦博#（東北大学）
話題提供者：星野
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第2日

9 月26日（水） 9：20～11：20
会議棟／白橿 2

IS-005

21世紀の生活に向けた心理学
企画代表者，司会者：坂井

信之（東北大学）
Suttiwan#（Chulalongkorn University）
話題提供者：Sakkaphat T. Ngamake#（Chulalongkorn University）
話題提供者：Jirapattara Raveepattarakul#（Chulalongkorn University）
話題提供者：Panita Suavansri#（Chulalongkorn University）
話題提供者：Kris Ariyabuddhiphongs#（Chulalongkorn University）
指定討論者：Yury P. Zinchenko#（Lomonosov Moscow State University）
指定討論者：阿部 恒之（東北大学）
指定討論者：Alexander Raevskiy#（Lomonosov Moscow State University）
話題提供者：Panrapee

第2日

9 月26日（水） 13：10～15：10
会議棟／橘

IS-006

震災を語る，伝える～心理学ができること～
企画代表者，指定討論者：邑本

俊亮（東北大学災害科学国際研究所）
俊#（南三陸ホテル観洋）
話題提供者：佐藤 翔輔#（東北大学災害科学国際研究所）
話題提供者：米田 英嗣（青山学院大学）
司会者：辻
義人（公立はこだて未来大学）
話題提供者：伊藤

第3日

9 月27日（木） 9：20～11：20
会議棟／橘

IS-007

被災地の研究者：東日本大震災発生後の取り組み
企画代表者，司会者：阿部

恒之（東北大学）
新#（宮城学院女子大学）
話題提供者：今村 文彦#（東北大学）
話題提供者：堀毛 裕子（東北学院大学）
指定討論者：岡本 英生（奈良女子大学）
指定討論者：杉浦 元亮（東北大学）
指定討論者：松井
豊（筑波大学）
話題提供者：平川

第3日

9 月27日（木） 9：20～11：20
会議棟／萩

IS-008

脳活動と行動を通してみる心
企画代表者，司会者：筒井健一郎（東北大学）
企画者，司会者：櫻井

研三（東北学院大学）
Schultz#（University of Cambridge）
話題提供者：David Perrett#（University of St Andrews）
話題提供者：Wolfram

（39）

公募シンポジウム
注）＃印は日本心理学会会員以外であることを示す。
第1日

9 月25日（火） 9：20～11：20
会議棟／白橿 2

SS-001

高等教育における学生支援
（3）
：CBT の効果的な活用
企画代表者：佐々木

恵（北陸先端科学技術大学院大学）
淳（長崎大学）
話題提供者：竹澤みどり（富山大学）
話題提供者：小川さやか（長崎大学）
話題提供者：亀山 晶子（日本大学）
指定討論者：鈴木 伸一（早稲田大学）
企画者：田山

第1日

9 月25日（火） 9：20～11：20
会議棟／小会議室 1

SS-002

アタッチメント・スタイル以外に注目した成人のアタッチメント研究：
アタッチメント対象やケアギビング
企画代表者，話題提供者：古村健太郎（弘前大学）
話題提供者：梅村

比丘（広島大学）

指定討論者：金政

祐司（追手門学院大学）
晋平（大阪大学）
弘二（北海道教育大学）

話題提供者：大久保圭介（東京大学）
指定討論者：工藤
司会者：戸田

第1日

9 月25日（火） 9：20～11：20
会議棟／小会議室 2

SS-003

日本人が有する素朴な宗教性を考える
企画代表者，話題提供者：白岩
企画者，司会者：松島
話題提供者：荒川
話題提供者：末田
話題提供者：高橋

第1日

祐子（東京大学）
公望（東京大学）
歩（武蔵野美術大学）
啓二（甲子園短期大学）
原#（東北大学）

9 月25日（火） 9：20～11：20
会議棟／小会議室 5

SS-004

Society 5.0と心理学：IT システムと社会規範について
企画代表者：唐沢かおり（東京大学）
話題提供者：加藤

猛#（京都大学）
泰幸#（日立製作所）
指定討論者：山口 裕幸（九州大学）
指定討論者：大塚
淳#（京都大学）
司会者：出口 康夫#（京都大学）

話題提供者：工藤

（40）

第1日

9 月25日（火） 9：20～11：20
会議棟／小会議室 6

SS-005

生涯学の挑戦：超高齢社会の中で幸せに生きるために

企画代表者，話題提供者，司会者：月浦
話題提供者：松井
話題提供者：柴田

話題提供者，司会者：櫻井
指定討論者：原田

第1日

崇（京都大学）
三枝（金沢大学）
悠#（京都大学）
芳雄（同志社大学）
悦子（筑波大学）

9 月25日（火） 9：20～11：20
会議棟／小会議室 7

SS-006

高齢者認知心理学者，データに基づいて特殊詐欺の原因を分析し対策を
議論する

企画代表者，話題提供者，司会者：渡部

諭（秋田県立大学）
泰裕（大阪大学）
話題提供者：澁谷 泰秀#（青森大学）
指定討論者：鈴木
護（岩手大学）
指定討論者：上野 大介（京都府立医科大学）
話題提供者：大工

第1日

9 月25日（火） 9：20～11：20
会議棟／小会議室 8

SS-007

東日本大震災における心理社会支援を振り返る―支援活動において獲得
されたことと，今後の課題―
企画代表者，話題提供者：浅井
話題提供者：板倉

話題提供者，司会者：平泉
話題提供者：森川
話題提供者：野口
指定討論者：若島

第1日

継悟（北海道教育大学）
憲政#（岐阜大学）
拓（東北福祉大学）
夏乃（愛知教育大学）
修司#（香川大学）
孔文（東北大学）

9 月25日（火） 9：20～11：20
展示棟／会議室 1

SS-008

RDoC 時代におけるアクセプタンス＆コミットメント・セラピー
（1）
：そ
の機序を関係フレームと行動変動性の観点から探究する

企画代表者，話題提供者，司会者：武藤
話題提供者：大月
話題提供者：大屋
指定討論者：山岸
指定討論者：山本

崇（同志社大学）
友（早稲田大学）
藍子（同志社大学）
直基（駒澤大学）
淳一（慶應義塾大学）

（41）

第1日

9 月25日（火） 9：20～11：20
展示棟／会議室 2

SS-009

環境，知識，そしてワーキングメモリ

企画代表者，指定討論者，司会者：齊藤
話題提供者：谷田
話題提供者：湯澤
話題提供者：上田
指定討論者：積山

第1日

智（京都大学）
勇樹（大阪大学）
正通（広島大学）
祥行（京都大学こころの未来研究センター）
薫（京都大学）

9 月25日（火） 9：20～11：20
展示棟／会議室3A

SS-010 「思い出」を科学する―自伝的記憶研究の現在と未来 2 ―
企画代表者：山本

晃輔（大阪産業大学）
洋一（北海道大学）
企画者，司会者：瀧川 真也（川崎医療福祉大学）
話題提供者：渡邊ひとみ（高知大学）
話題提供者：屋沢
萌（お茶の水女子大学）
話題提供者：横光 健吾（立命館大学）
話題提供者：関口理久子（関西大学）
指定討論者：清水 寛之（神戸学院大学）
指定討論者：川口
潤（名古屋大学）
企画者：槙

第1日

9 月25日（火） 9：20～11：20
展示棟／会議室3B

SS-011

俳句の「詠み」が，作者にもたらす心理的効果について

企画代表者，話題提供者，司会者：佐藤
話題提供者，司会者：皆川
指定討論者：廣瀬

第1日

手織（八戸工業大学）
直凡（鳴門教育大学）
清人（聖路加国際大学）

9 月25日（火） 13：10～15：10
会議棟／白橿 2

SS-012

日本におけるポジティブ心理学研究の最前線

企画代表者，話題提供者，司会者：堀毛
企画者，司会者：島井
話題提供者：浅野
話題提供者：一言
話題提供者：塩谷
指定討論者：大石

一也（東洋大学）
哲志（関西福祉科学大学）
良輔（久留米大学）
英文（福岡大学）
亨（金沢工業大学）
繁宏#（Columbia University）

（42）

第1日

9 月25日（火） 13：10～15：10
会議棟／小会議室 1

SS-013

人の生の歩みとその可能性を拓く―潜在的な分岐を可視化・実現する，文
化心理学に依拠する質的方法論 TEA
企画代表者，話題提供者：安田

裕子（立命館大学）

企画者，指定討論者：サトウタツヤ（立命館大学）

話題提供者：伊東美智子#（神戸常盤大学／立命館大学）
話題提供者：北出

第1日

慶子#（立命館大学）

9 月25日（火） 13：10～15：10
会議棟／小会議室 2

SS-014

もうひとつの心理学史を求めて―近代心理学と現象学

企画代表者，話題提供者，司会者：渡辺

恒夫（東邦大学）
彰吾（東海大学）
企画者，話題提供者：村田 憲郎#（東海大学）
指定討論者：直江 清隆#（東北大学）
指定討論者：渡邊 芳之（帯広畜産大学）
企画者，話題提供者：田中

第1日

9 月25日（火） 13：10～15：10
会議棟／小会議室 5

SS-015

音楽と感情コントロール
企画代表者：星野
企画者：生駒

企画者：宮澤

話題提供者：平山
話題提供者：岩永
話題提供者：森平
指定討論者：谷口
司会者：佐藤
司会者：羽藤

第1日

悦子（上野学園大学）
忍（川村学園女子大学）
史穂（高齢・障害・求職者雇用支援機構障害者職業総合セ
ンター）

裕基#（大阪健康福祉短期大学）
誠（広島大学）
直子#（相模女子大学）
高士（大阪学院大学）
典子（武蔵野音楽大学）
律（カレッジ早稲田／放送大学）

9 月25日（火） 13：10～15：10
会議棟／小会議室 6

SS-016

公認心理師が遂げるべき説明とは？
（2）
―来談者の困難性に応じた「分か
りやすい説明」への挑戦―
企画代表者，話題提供者：山本

博樹（立命館大学）
治久（大阪教育大学）
企画者：織田
涼（東亜大学）
話題提供者：山崎久美子（防衛医科大学校）
話題提供者：岡本 直子（立命館大学）
話題提供者：久田
満（上智大学）
指定討論者：沢宮 容子（筑波大学）

企画者，司会者：水野

（43）

第1日

9 月25日（火） 13：10～15：10
会議棟／小会議室 7

SS-017

対テロ戦争とアメリカ心理学：
「心理学的拷問」に反対した心理学者たち
企画代表者，話題提供者：五十嵐靖博（山野美容芸術短期大学）
話題提供者，司会者：杉田

明宏（大東文化大学）

話題提供者：いとうたけひこ（和光大学）
指定討論者：笹尾
指定討論者：田辺

第1日

敏明（国際基督教大学）
肇（静岡大学）

9 月25日（火） 13：10～15：10
会議棟／小会議室 8

SS-018

からだはだれのものか ?―自己／他者身体表象の共通性と差異を探る―

企画代表者，話題提供者，司会者：石橋

遼（東北大学／東北大学スマート・エイジング学際重点
研究センター）

話題提供者：弘光健太郎（中央大学）

話題提供者：宮﨑美智子（大妻女子大学）
話題提供者：松野
指定討論者：梅田

第1日

響（法政大学）
聡（慶應義塾大学）

9 月25日（火） 13：10～15：10
展示棟／会議室 1

SS-019

たのしいベイズモデリング―事例で拓く研究のフロンティア―
企画代表者，司会者：豊田

秀樹（早稲田大学）
修史（広島大学）
話題提供者：平川
真（広島大学）
話題提供者：武藤 拓之（大阪大学）
話題提供者：德岡
大（高松大学）
話題提供者：坂本 次郎#（産業技術総合研究所／特定非営利活動法人 Child
話題提供者：難波

指定討論者：清水

指定討論者：岡田

第1日

First Lab.）

裕士（関西学院大学）
謙介（東京大学）

9 月25日（火） 13：10～15：10
展示棟／会議室3A

SS-020

認知行動療法がもつ社会・認知・神経心理学側面を再考する

企画代表者，話題提供者，司会者：神原

広平（広島大学）
話題提供者：重松
潤（広島大学）
話題提供者，司会者：横山 仁史#（広島大学）
指定討論者：熊野 宏昭（早稲田大学）

（44）

第1日

9 月25日（火） 15：30～17：30
会議棟／橘

SS-021

ポジティブ感情を支える諸要因：過去・現在・未来から見た役割
企画代表者，話題提供者：小林

正法（関西学院大学／応用心理科学研究センター）
恵子（関西学院大学／応用心理科学研究センター）
話題提供者：中村志津香（西日本旅客鉄道）
話題提供者：小國 龍治（関西学院大学／応用心理科学研究センター）
話題提供者：前原由喜夫（長崎大学）
指定討論者：梅田
聡（慶應義塾大学）

企画者，司会者：大竹

第1日

9 月25日（火） 15：30～17：30
会議棟／萩

SS-022

ベイズ統計をどう教えていくべきか
（2）
―頻度主義統計とベイズ統計の棲
み分けの可能性―
企画代表者，司会者：広田すみれ（東京都市大学）
企画者，指定討論者：山田
話題提供者：森元
話題提供者：三中

話題提供者：椎名
話題提供者：岡田
指定討論者：渡邊

第1日

剛史（岡山大学）
良太#（北海道医療大学）
信宏#（農研機構・農業環境変動研究センター／東京農業大学）
乾平（早稲田大学）
謙介（東京大学）
芳之（帯広畜産大学）

9 月25日（火） 15：30～17：30
会議棟／白橿 2

SS-023

顔魅力の心理学

企画代表者，指定討論者，司会者：渡邊

克巳（早稲田大学）
真美（中央大学）
話題提供者：中村 航洋（早稲田大学）
話題提供者：三枝 千尋（花王）
話題提供者：下條 信輔#（California Institute of Technology）
話題提供者：入戸野 宏（大阪大学）
話題提供者：David Perrett#（University of St. Andrews）
指定討論者：金沢
創（日本女子大学）
企画者：山口

第1日

9 月25日（火） 15：30～17：30
会議棟／小会議室 1

SS-024

心理学における機械学習アプローチの可能性
企画代表者，話題提供者：髙村

真広（広島大学）
仁史#（広島大学）
話題提供者：川島 一朔（早稲田大学）
話題提供者：髙岡 昂太#（産業技術総合研究所 人工知能研究センター／ NPO
話題提供者：横山

指定討論者：浅川
司会者：国里

法人 Child First Lab.）

伸一（東京女子大学情報処理センター）
愛彦（専修大学）

（45）

第1日

9 月25日（火） 15：30～17：30
会議棟／小会議室 2

SS-025

テロリズムに対して心理学は何ができるのか
（3）
企画代表者，話題提供者：大上
企画者，司会者：越智
話題提供者：平

話題提供者：縄田
指定討論者：西田

第1日

渉（福岡大学）
啓太（法政大学）
伸二（福山大学）
健悟（福岡大学）
公昭（立正大学）

9 月25日（火） 15：30～17：30
会議棟／小会議室 5

SS-026

宗教心理学的研究の展開
（15）―宗教心理学的研究の最前線―
企画代表者，司会者：松島

公望（東京大学）

話題提供者：木村真利子（立正大学）
話題提供者：今城

志保（リクルートマネジメントソリューションズ）
修平#（東京大学）
話題提供者：Ilja Musulin#（日本大学）
話題提供者：藤井

第1日

9 月25日（火） 15：30～17：30
会議棟／小会議室 6

SS-027

教育分野へのアクセプタンス＆コミットメント・セラピーの展開：心理
的柔軟性モデルからのアプローチ

企画代表者，話題提供者，司会者：大月

友（早稲田大学）
芳幸（佐賀大学）
話題提供者：石津憲一郎（富山大学）
指定討論者：武藤
崇（同志社大学）
指定討論者：水野 治久（大阪教育大学）
話題提供者：下田

第1日

9 月25日（火） 15：30～17：30
会議棟／小会議室 7

SS-028

＜新版＞心理学は因果関係を究明できるのか？―心理的測定と介入に潜
む難題と解決への糸口―
企画代表者，話題提供者：山崎

勝之（鳴門教育大学）
祐介（桃山学院教育大学）
話題提供者：上田 紋佳（福山平成大学）
話題提供者：寺澤 孝文（岡山大学）
指定討論者：佐々木 恵（北陸先端科学技術大学院大学）
指定討論者：島井 哲志（関西福祉科学大学）
司会者：桾本 知子（東亜大学）
話題提供者：村上

（46）

第1日

9 月25日（火） 15：30～17：30
会議棟／小会議室 8

SS-029

認知症との共生社会を支える基礎研究
企画代表者，司会者：柳井

修一（東京都健康長寿医療センター研究所）
堅吉（自治医科大学）
企画者：山口 哲生（東邦大学）
話題提供者：内田 さえ#（東京都健康長寿医療センター研究所）
話題提供者：泉尾 直孝#（千葉大学）
話題提供者：溝口 博之#（名古屋大学）
指定討論者：稲垣 宏樹（東京都健康長寿医療センター研究所）
指定討論者：日下菜穂子（同志社女子大学）
企画者：髙瀨

第1日

9 月25日（火） 15：30～17：30
展示棟／会議室 1

SS-030

スポーツの眼，ロボットの眼，武術の眼―視覚認知活動と身体動作
企画代表者，司会者：佐々木正晴（弘前学院大学）
話題提供者：佐藤

佑介（日本大学）
勉#（山梨大学）
話題提供者：下田 雄次#（北東北 無形文化遺産実践研究協会）
指定討論者：鳥居 修晃（東京大学）
話題提供者：丹沢

第1日

9 月25日（火） 15：30～17：30
展示棟／会議室3A

SS-031

Negativity について再考する―社会生活における Negativity―

企画代表者，話題提供者，司会者：友野
企画者，話題提供者：上原
話題提供者：塩谷
指定討論者：福野

第2日

聡子（宮城学院女子大学）
俊介（鈴鹿医療科学大学）
尚正（関西国際大学）
光輝（東北学院大学）

9 月26日（水） 9：20～11：20
会議棟／小会議室 1

SS-032

地域心理学会の魅力と課題
企画代表者，司会者：清水

寛之（神戸学院大学）
真人（広島大学）
話題提供者：石田 雅人（大阪教育大学）
話題提供者：谷内
通（金沢大学）
話題提供者：原口 雅浩（久留米大学）
話題提供者：山口
浩（岩手大学）
指定討論者：田山 忠行（北海道大学）
指定討論者：森田美弥子（中部大学）
司会者：松井 三枝（金沢大学）
話題提供者：宮谷
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第2日

9 月26日（水） 9：20～11：20
会議棟／小会議室 2

SS-033

過敏性腸症候群（IBS）の生理心理学
企画代表者：堀内

企画者，話題提供者：田山
話題提供者：菅谷
話題提供者：濱口
指定討論者：津田
司会者：岡村

第2日

聡（岩手県立大学）
淳（長崎大学）
渚（横浜市立大学）
豊太#（埼玉県立大学）
彰（久留米大学）
尚昌（久留米大学高次脳疾患研究所）

9 月26日（水） 9：20～11：20
会議棟／小会議室 5

SS-034

われわれは“曖昧な世界”にいかに向き合うのか？ 2 ―
“曖昧さへの態度”
概念の精緻化をめざして―
企画代表者，話題提供者：榎木

宏之（平和病院／琉球大学）
隆成（宮城学院女子大学）
企画者，司会者：西村佐彩子（京都教育大学）
話題提供者：三枝 高大（早稲田大学／日本学術振興会）
指定討論者：竹村 和久（早稲田大学）

企画者，話題提供者：友野

第2日

9 月26日（水） 9：20～11：20
会議棟／小会議室 6

SS-035

認知行動療法の実践家に求められる知識と技能：公認心理師養成にむけて
企画代表者，話題提供者：小関

俊祐（桜美林大学）
大輔（兵庫教育大学）
話題提供者：小野はるか（早稲田大学）
話題提供者：小川 祐子（早稲田大学）

企画者，話題提供者，司会者：伊藤

第2日

9 月26日（水） 9：20～11：20
会議棟／小会議室 7

SS-036

ビジュアル・ナラティヴによる教育と支援
企画代表者，話題提供者：やまだようこ（立命館大学）

話題提供者：いとうたけひこ（和光大学）
話題提供者：滑田
話題提供者：神崎

指定討論者，司会者：家島

第2日

明暢（静岡大学）
真実（立命館大学）
明彦（大阪大学）

9 月26日（水） 9：20～11：20
会議棟／小会議室 8

SS-037

応用行動分析学（ABA）に基ずく ASD 児への早期療育に対する公費化の
可能性

企画代表者，指定討論者，司会者：田中
話題提供者：藤坂
話題提供者：高原

桜子（アジア・パシフィック ABA ネットワーク／グリー
ンパティオ）

龍司#（NPO 法人つみきの会）

聡子#（ABA 公費化を目指す親の会）

話題提供者：松井絵理子#（NPO 法人つみきの会）
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第2日

9 月26日（水） 9：20～11：20
展示棟／会議室 1

SS-038

発想力を鍛えるイノベーション教育への挑戦

企画代表者，指定討論者，司会者：西浦

和樹（慶應義塾大学）
和浩（尚絅学院大学）
話題提供者：國藤
進#（北陸先端科学技術大学院大学）
話題提供者：五百木 誠#（慶應義塾大学）
話題提供者：名越 幸生#（東北学院中学校・高等学校）
話題提供者：関戸
大#（仙台高等専門学校）

企画者，話題提供者，指定討論者：池田

第2日

9 月26日（水） 9：20～11：20
展示棟／会議室 2

SS-039

ワーキングメモリと実行系機能の可塑性

企画代表者，話題提供者，司会者：坪見

博之（富山大学）
直行（京都大学）
話題提供者：森口 佑介（京都大学）
話題提供者：苧阪満里子（情報通信研究機構／CiNet）
指定討論者：齊藤
智（京都大学）

企画者，司会者：苧阪

第2日

9 月26日（水） 13：10～15：10
会議棟／白橿 2

SS-040

過程存在論に立った知覚研究の可能性とその意義に関する再検討
企画代表者，話題提供者：境

話題提供者，司会者：小松
指定討論者：河野

第2日

敦史（明星大学）
英海（慶應義塾大学）
哲也（立教大学）

9 月26日（水） 13：10～15：10
会議棟／小会議室 1

SS-041

研究活動の行動科学―研究の継続要因を探る―
企画：日本行動科学学会

企画代表者：友野

隆成（宮城学院女子大学）
英子（聖心女子大学）
話題提供者：川上 正浩（大阪樟蔭女子大学）
話題提供者：坂田 浩之（大阪樟蔭女子大学）
話題提供者：小平 英志（日本福祉大学）
話題提供者：丸山真名美（至学館大学）
指定討論者：小塩 真司（早稲田大学）
司会者：手塚 洋介（大阪体育大学）
話題提供者：小城

第2日

9 月26日（水） 13：10～15：10
会議棟／小会議室 2

SS-042

動物学習心理学の進歩―古典的条件づけの「尖端」的研究―
企画代表者，話題提供者：中島
企画者，司会者：漆原
話題提供者：神前
話題提供者：谷内
指定討論者：坂本

定彦（関西学院大学）
宏次（北海道医療大学）
裕#（早稲田大学）
通（金沢大学）
敏郎（京都橘大学）
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第2日

9 月26日（水） 13：10～15：10
会議棟／小会議室 5

SS-043

心身機能の回復に対する新たなアプローチに向けて：作業療法・認知神
経科学・臨床心理学の接点
企画代表者，司会者：吉川左紀子（京都大学こころの未来研究センター）

企画者，話題提供者，司会者：伊藤

文人（ヨーク大学／日本学術振興会／北海道大学）
大輔#（北海道大学）
話題提供者：吉田 一生#（北海道大学）
話題提供者：石岡 俊之#（埼玉県立大学）
指定討論者：乾
敏郎（追手門学院大学）
指定討論者：岩宮 恵子#（島根大学）
話題提供者：澤村

第2日

9 月26日（水） 13：10～15：10
会議棟／小会議室 6

SS-044

個体内から個体間までをつなぐリズム同期の認知社会心理学

企画代表者，話題提供者，司会者：板倉

昭二（京都大学）
正晴（同志社大学赤ちゃん学研究センター）
話題提供者：桜田 一洋#（理化学研究所）
話題提供者：森口 佑介（京都大学）
指定討論者：小西 行郎#（同志社大学赤ちゃん学研究センター）

企画者，話題提供者，司会者：加藤

第2日

9 月26日（水） 13：10～15：10
会議棟／小会議室 8

SS-045

ヒトにおいて他者とは何か？：自他認知において想定される階層的構造
企画代表者：北田

企画者，司会者：月浦
話題提供者：岡本

話題提供者：勝見
話題提供者：杉浦
指定討論者：高橋

第2日

亮（南洋理工大学）
崇（京都大学）
悠子#（国際電気通信基礎技術研究所）
祐太#（イリノイ大学）
元亮（東北大学）
英之#（大阪大学）

9 月26日（水） 13：10～15：10
展示棟／会議室 1

SS-046

心理調査・測定データ分析に役立つベイズ的アプローチ

企画代表者，話題提供者，司会者：秋山

隆（早稲田大学）
秀樹（早稲田大学）
話題提供者：岡
律子#（早稲田大学）
話題提供者：大橋洸太郎（文教大学）
指定討論者：小杉 考司（専修大学）
指定討論者：竹林 由武（福島県立医科大学）
話題提供者：豊田
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第2日

9 月26日（水） 13：10～15：10
展示棟／会議室3A

SS-047

共感覚

企画代表者，話題提供者，司会者：横澤
企画者，指定討論者：浅野
話題提供者：伊藤
話題提供者：濱田
話題提供者：松田
指定討論者：齋木

第2日

一彦（東京大学）
倫子（立教大学）
浩介#（新潟大学）
大佐（京都大学）
英子（東京農工大学）
潤（京都大学）

9 月26日（水） 15：30～17：30
会議棟／橘

SS-048

ソーシャル・キャピタルと健康，幸福感に関する研究の新展開 2 ：心理
学，社会疫学，政治学の協働可能性を探る
企画代表者，話題提供者：芳賀

道匡（日本大学）
真士（日本大学）
話題提供者：福島慎太郎#（東京女子大学）
話題提供者：高木 大資#（東京大学）
話題提供者：稲葉 陽二#（日本大学）
指定討論者：浦
光博（追手門学院大学）

企画者，司会者：坂本

第2日

9 月26日（水） 15：30～17：30
会議棟／萩

SS-049

若者の自殺予防をめぐる最新動向―死生心理学の展開
（5）
―
企画代表者，司会者：川島

大輔（中京大学）

話題提供者：勝又陽太郎#（新潟県立大学）
話題提供者：荘島
話題提供者：古賀
指定討論者：川本
指定討論者：浦田

第2日

幸子（帝京平成大学）
佳樹（中京大学）
静香（山梨大学）
悠（大阪大学）

9 月26日（水） 15：30～17：30
会議棟／白橿 2

SS-050

グローバル・ローカル情報処理と認知スタイル
企画代表者，司会者：箱田

裕司（京都女子大学）
次朗（東北大学）
話題提供者：大橋 智樹（宮城学院大学）
話題提供者：二瀬 由理（東北工業大学）
話題提供者：宋
永寧（華東師範大学）
話題提供者：竹林ひかり（京都大学）
企画者：行場
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第2日

9 月26日（水） 15：30～17：30
会議棟／小会議室 1

SS-051

中高女子の自己評価と適応

3 年間の縦断データから

企画代表者，話題提供者，司会者：相良

順子（聖徳大学）
友弘（東北大学高度教養教育・学生支援機構）
話題提供者：鈴木 悦子（聖徳大学保健センター）
指定討論者：森永 康子（広島大学）
指定討論者：溝上 慎一#（京都大学高等教育研究開発推進センター）
話題提供者：宮本

第2日

9 月26日（水） 15：30～17：30
会議棟／小会議室 2

SS-052

神話を超えて :“nature or nurture”から絶対音感現象を読み解く
企画代表者，指定討論者：阿部
話題提供者：宮崎

話題提供者：榊原
話題提供者：津﨑
指定討論者：安藤
司会者：吉野
司会者：松永

第2日

純一（北海道大学）
謙一#（新潟大学）
彩子（一音会ミュージックスクール）
実（京都市立芸術大学）
寿康#（慶應義塾大学）
巌（北海道教育大学）
理恵（神奈川大学）

9 月26日（水） 15：30～17：30
会議棟／小会議室 5

SS-053

変化をとらえるダイナミカルシステムアプローチ
企画代表者，司会者：岡林
話題提供者：千野
指定討論者：河合
指定討論者：佐藤

第2日

春雄（徳島文理大学）
直仁（愛知学院大学）
優年（武庫川女子大学）
俊雄（東洋大学）

9 月26日（水） 15：30～17：30
会議棟／小会議室 6

SS-054

援助要請の「過剰性」の特徴
企画代表者，話題提供者：本田
話題提供者：永井
話題提供者：飯田
指定討論者：橋本
指定討論者：水野
司会者：木村

真大（北海道教育大学）
智（立正大学）
敏晴（立正大学）
剛（静岡大学）
治久（大阪教育大学）
真人（大阪国際大学）

（52）

第2日

9 月26日（水） 15：30～17：30
会議棟／小会議室 7

SS-055

社会の中の家族，家族の中の個人―社会心理学の視点から子育てを考える―
企画代表者，話題提供者：西村

太志（広島国際大学）
敏彦（広島大学）
企画者：古谷嘉一郎（北海学園大学）
話題提供者：宮島
健（西南学院大学）
話題提供者：川本 大史#（中部大学）
指定討論者：石盛 真徳（追手門学院大学）
指定討論者：加藤 道代（東北大学）
司会者：長沼 貴美（創価大学）

企画者，司会者：相馬

第2日

9 月26日（水） 15：30～17：30
会議棟／小会議室 8

SS-056 「恐怖」の心的過程への多面的アプローチ：顔表情から映画，絵画におけ
る心理学，映画学，神経科学的検討
企画代表者，話題提供者，司会者：松本絵理子（神戸大学）

話題提供者：白井理沙子（関西学院大学）
話題提供者：板倉

史明#（神戸大学）
智之（大阪大学）
話題提供者：稲垣未来男#（大阪大学）
指定討論者：佐藤 宏道#（大阪大学）
指定討論者：苧阪 直行（大阪大学／京都大学）
話題提供者：内藤

第2日

9 月26日（水） 15：30～17：30
展示棟／会議室 1

SS-057

発達障害の必要十分な査定法と効果的なアプローチを考える～発達の明
らかな“障害例”
，発達障害の存在が疑われる“境界例”
，発達障害の特
徴を持つ“健常例”を超えて～
企画代表者，司会者：押山

千秋（千葉大学／国立精神・神経医療研究センター）
一幸（早稲田大学）
話題提供者：温泉 美雪#（田園調布大学）
話題提供者：二俣
泉#（昭和音楽大学）
話題提供者：佐々木和義（早稲田大学）
指定討論者：福井
至（東京家政大学）
話題提供者：坂爪

第2日

9 月26日（水） 15：30～17：30
展示棟／会議室3A

SS-058

計算論的行動科学：新しい行動計測技術を活用した心理学者と工学者の連携

企画代表者，話題提供者，司会者：松田壮一郎（筑波大学）
企画者，話題提供者：鈴木
話題提供者：辻

話題提供者：小森
話題提供者：澤

指定討論者：原田

健嗣#（筑波大学）
愛里#（筑波大学）
政嗣（大阪電気通信大学）
幸祐（専修大学）
悦子（筑波大学）
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第3日

9 月27日（木） 9：20～11：20
会議棟／白橿 2

SS-059

実社会においてパフォーマンスを上昇させていくための社会的促進研究
企画代表者，話題提供者：請園

正敏（理化学研究所）

企画者：須藤竜之介（九州大学／日本学術振興会）

話題提供者：中田龍三郎（名古屋大学）
話題提供者：大北

碧（専修大学／日本学術振興会）
亮太（中京大学）
指定討論者：持田 岳美#（NTT コミュニケーション科学基礎研究所）
司会者：高野 裕治（東北大学）
話題提供者：秋保

第3日

9 月27日（木） 9：20～11：20
会議棟／小会議室 1

SS-060

心理学的知見を踏まえた捜査面接研修
企画代表者，司会者：山本

渉太（警察大学校取調べ技術総合研究・研修センター）
哉#（警察大学校取調べ技術総合研究・研修センター）
話題提供者：増田 明香（静岡県警察本部）
話題提供者：仲 真紀子（立命館大学）
指定討論者：伊東 裕司（慶應義塾大学）
指定討論者：和智 妙子（科学警察研究所）
話題提供者：園山

第3日

9 月27日（木） 9：20～11：20
会議棟／小会議室 2

SS-061 「無心」の心理学
企画代表者，司会者：野村
話題提供者：高野
話題提供者：西脇
話題提供者：梶村
話題提供者：田中
指定討論者：越川

第3日

理朗（京都大学）
了太（京都大学）
良（南山大学）
昇吾（日本学術振興会／玉川大学／ヨーク大学）
美吏#（武庫川女子大学）
房子（早稲田大学）

9 月27日（木） 9：20～11：20
会議棟／小会議室 3

SS-062

明日から使える研究知見・技術の臨床応用方法
企画代表者，話題提供者：山本

企画者，話題提供者：岩野
話題提供者：金井
話題提供者：串崎
指定討論者：松見
司会者：杉山

哲也（徳島大学）
卓（大分大学）
嘉宏（東北学院大学）
真志（関西大学）
淳子（関西学院大学）
崇（神奈川大学）

（54）

第3日

9 月27日（木） 9：20～11：20
会議棟／小会議室 4

SS-063

セックス／ジェンダー概念の再吟味―豊かなジェンダー研究に向けて―
企画代表者，司会者：宇井美代子（玉川大学）
企画者，指定討論者：福富

護#（東京学芸大学）

企画者：上瀬由美子（立正大学）

話題提供者：青野

篤子（福山大学）
桐子（広島大学）
話題提供者：柘植あづみ#（明治学院大学）
話題提供者：坂田

第3日

9 月27日（木） 9：20～11：20
会議棟／小会議室 5

SS-064

定型発達者を対象とした障害特性に関する実験心理学的検討の可能性
企画代表者，話題提供者：髙橋

純一（福島大学）
明（熊本大学）
話題提供者：矢口 彩子#（立教大学）
話題提供者：若林 明雄（千葉大学）
指定討論者：和田
真#（国立障害者リハビリテーションセンター）

企画者，司会者：安村

第3日

9 月27日（木） 9：20～11：20
会議棟／小会議室 6

SS-065

文化差の起源とダイナミクス：文化進化論からの視座
企画代表者，話題提供者：竹澤
話題提供者：田村

話題提供者：Sean
話題提供者：堀田
指定討論者：増田
司会者：竹村

第3日

正哲（北海道大学）
光平#（東北大学）
Lee#（早稲田大学）
結孝（帝京大学）
貴彦（アルバータ大学）
幸祐（滋賀大学）

9 月27日（木） 9：20～11：20
会議棟／小会議室 7

SS-066 「好み」の認知神経科学：基礎研究から応用研究へ
企画代表者，話題提供者：伊藤

文人（ヨーク大学／日本学術振興会／北海道大学）
修士（京都大学）
話題提供者：吉岡
歩（日本学術振興会／名古屋大学）
話題提供者：辻
幸樹（日本学術振興会／慶應義塾大学）
話題提供者：元木 康介#（日本学術振興会／東北大学）
指定討論者：田邊 宏樹（名古屋大学）

企画者，司会者：阿部

（55）

第3日

9 月27日（木） 9：20～11：20
会議棟／小会議室 8

SS-067

道徳性の多面的検討

企画代表者，話題提供者，司会者：米田

英嗣（青山学院大学）

話題提供者：鹿子木康弘（追手門学院大学）
話題提供者：板倉
話題提供者：北﨑
指定討論者：開

第3日

昭二（京都大学）
充晃（豊橋技術科学大学）
一夫#（東京大学）

9 月27日（木） 9：20～11：20
展示棟／会議室 1

SS-068

離婚を経験した家族に対する心理支援の現状と課題
企画代表者，話題提供者：曽山いづみ（奈良女子大学）
企画者，司会者：大瀧

玲子#（日本女子大学）
洋子#（日本女子大学）
話題提供者：山田 哲子（立教大学）
話題提供者：光本
歩#（NPO 法人ウィーズ）
指定討論者：谷川
聡#（中浦和法律事務所）
話題提供者：小川

第3日

9 月27日（木） 9：20～11：20
展示棟／会議室3A

SS-069

項目反応モデルを用いた心理学実践研究と応用可能性

企画代表者，話題提供者，司会者：北條
話題提供者：杣取
話題提供者：二瓶
指定討論者：橋本

第3日

大樹（東京大学／日本学術振興会）
恵太（専修大学／日本学術振興会）
正登（専修大学）
貴充（帝京大学）

9 月27日（木） 9：20～11：20
展示棟／会議室3B

SS-070

職場におけるセクシュアル・マイノリティ支援
企画代表者，司会者：大塚

泰正（筑波大学）
由佳#（比治山大学）
話題提供者：津野香奈美#（和歌山県立医科大学）
話題提供者：藤
桂（筑波大学）
話題提供者：村木 真紀#（虹色ダイバーシティ）
指定討論者：葛西真記子#（鳴門教育大学）
話題提供者：松髙

第3日

9 月27日（木） 13：10～15：10
会議棟／橘

SS-071

不合理な意思決定―記述と処方―

企画代表者，話題提供者，司会者：竹村
話題提供者：藤井
話題提供者：岩滿
話題提供者：楊

指定討論者：坂上

和久（早稲田大学）
聡（京都大学）
優美（北里大学）
政達（台湾国立成功大学）
貴之（慶應義塾大学）

（56）

第3日

9 月27日（木） 13：10～15：10
会議棟／萩

SS-072

法学と社会心理学の出会い
（3）
―素朴法意識の諸相―
企画代表者，話題提供者：唐沢

穣（名古屋大学）

話題提供者：膳場百合子#（早稲田大学）
話題提供者：松村

良之#（明治大学）
史朗（奈良大学）
指定討論者：山口 裕幸（九州大学）
指定討論者：奥田 太郎#（南山大学）
話題提供者：村上

第3日

9 月27日（木） 13：10～15：10
会議棟／白橿 1

SS-073 高齢者および障がいを有する方の交通事故と運転支援に関する多角的検討
企画代表者，話題提供者，司会者：堀川
話題提供者，司会者：西田

悦夫（佐賀大学医学部 動作解析・移動支援開発センター／
交通事故総合分析センター（ITARDA）
）

泰#（交通事故総合分析センター（ITARDA））
話題提供者：小菅 英恵（交通事故総合分析センター（ITARDA）
／筑波大学）
話題提供者：竹澤 愛美#（鹿沼自動車教習所）
話題提供者：北﨑 智之#（産業技術総合研究所）

第3日

9 月27日（木） 13：10～15：10
会議棟／白橿 2

SS-074

ライフスタイルと高齢期の脳の働き
企画代表者，司会者：積山
話題提供者：鈴木
話題提供者：山下
話題提供者：郭

指定討論者：佐藤
指定討論者：月浦

第3日

薫（京都大学）
麻希（大阪大学）
雅俊（京都大学）
霞（熊本大学）
眞一（大阪大学）
崇（京都大学）

9 月27日（木） 13：10～15：10
会議棟／小会議室 1

SS-075

サブカルチャーの心理学（1）―オタクのダイバーシティとスペクトラム―

企画代表者，指定討論者，司会者：家島

明彦（大阪大学）
有司#（東北大学）
企画者，話題提供者：山岡 重行（聖徳大学）
話題提供者：岡田
努（金沢大学）
話題提供者：菊池
聡（信州大学）
企画者，指定討論者：岡田

（57）

第3日

9 月27日（木） 13：10～15：10
会議棟／小会議室 2

SS-076

IAT（Implicit Association Test）の課題と将来性（7）：最新の基礎・応用研究
企画代表者：稲垣

勉（鹿児島大学）
公弘（フェリス女学院大学）
企画者：小林 知博（神戸女学院大学）
話題提供者：阿部 修士（京都大学）
話題提供者：藤原 佑貴（科学警察研究所）
話題提供者：大浦 真一（甲南大学）

企画者，司会者：潮村

第3日

9 月27日（木） 13：10～15：10
会議棟／小会議室 3

SS-077

Well-being Computing に向けて
企画代表者：渡邊

淳司（日本電信電話コミュニケーション科学基礎研究所）
綾子（日本電信電話コミュニケーション科学基礎研究所）
企画者：村田 藍子（日本電信電話コミュニケーション科学基礎研究所）
話題提供者：日和
悟#（同志社大学）
話題提供者：大石 悠貴#（日本電信電話コミュニケーション科学基礎研究所）
話題提供者：小澤いぶき#（Reframe Lab／東京大学先端科学技術研究センター

企画者，話題提供者：麦谷

客員研究員／NPO 法人 PIECES）
第3日

9 月27日（木） 13：10～15：10
会議棟／小会議室 4

SS-078

心理臨床におけるニューロフィードバックの効果と可能性
企画代表者，話題提供者：田崎美弥子（東邦大学）
企画者，話題提供者：中島

正世（神奈川工科大学）
哲生（東邦大学）
話題提供者：土屋垣内晶（Laureate Institute for Brain Research）
話題提供者：良峯 徳和#（多摩大学）
指定討論者：加藤 康広#（株式会社きもちラボ）
指定討論者：齋藤 大輔（金沢大学 こどものこころの発達研究センター）

企画者，司会者：山口

第3日

9 月27日（木） 13：10～15：10
会議棟／小会議室 5

SS-079

社会問題に挑む心理学：東日本大震災を題材に

企画代表者，話題提供者，司会者：小林
話題提供者：柳澤
話題提供者：竹林
話題提供者：関谷

指定討論者：池上

智之（日本学術振興会／福島県立医科大学）
邦昭（京都大学こころの未来研究センター）
由武（福島県立医科大学）
直也#（東京大学大学院情報学環総合防災情報研究センター）
知子（大阪市立大学）
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第3日

9 月27日（木） 13：10～15：10
会議棟／小会議室 6

SS-080

We-mode を支える要因：リズム・同期，共同行為の視点から

企画代表者，話題提供者，司会者：北﨑

充晃（豊橋技術科学大学）
昭二（京都大学）
話題提供者：嶋田総太郎#（明治大学）
話題提供者：平井 真洋（自治医科大学）
話題提供者：川崎 真弘#（筑波大学）

企画者，話題提供者，司会者：板倉

第3日

9 月27日（木） 13：10～15：10
会議棟／小会議室 7

SS-081

ネガティブなふと浮かぶ記憶・思考との付き合い方：認知・社会・臨床
心理学からのアプローチ

企画代表者，話題提供者，司会者：雨宮
話題提供者：沓澤
話題提供者：杉山
指定討論者：北村

第3日

有里（神奈川大学）
岳（東洋大学）
崇（神奈川大学）
英哉（東洋大学）

9 月27日（木） 13：10～15：10
会議棟／小会議室 8

SS-082

ありのままの自分を求めて：グローバル社会と「居場所」

企画代表者，話題提供者，司会者：鈴木

一代（埼玉学園大学）
季光（奈良学園大学）
話題提供者：植松 晃子（国際大学）
話題提供者：石橋 道子#（ルーテル学院大学）
指定討論者：佐野 秀樹#（東京学芸大学）
話題提供者：岡村

第3日

9 月27日（木） 13：10～15：10
展示棟／会議室 1

SS-083

動物を人の心のモデルとすることの意義

企画代表者，話題提供者，司会者：高野

裕治（東北大学）
真#（国立障害者リハビリテーションセンター）
話題提供者：吉田さちね#（東邦大学）
話題提供者：木谷 俊介#（北陸先端科学技術大学院大学）
指定討論者：菅野 康太#（鹿児島大学）

企画者，話題提供者：和田

第3日

9 月27日（木） 13：10～15：10
展示棟／会議室3A

SS-084

妖怪心理学

第三話「現代と交叉する妖怪」

企画代表者，話題提供者：高橋

綾子（東洋大学）
正幸（東洋大学）
企画者：平
伸二（福山大学）
話題提供者：高橋 英之#（大阪大学）
指定討論者：飯倉 義之#（國學院大学）
指定討論者：吉川 肇子（慶應義塾大学）

企画者，司会者：桐生

（59）

第3日

9 月27日（木） 13：10～15：10
展示棟／会議室3B

SS-085

事例研究はいかにして「客観的」たりえ，他者に利用可能たりうるか？
企画代表者，指定討論者：三嶋
企画者，話題提供者：河野
企画者，指定討論者：田中
話題提供者：佐藤
話題提供者：青山
司会者：染谷

第3日

博之（早稲田大学）
哲也（立教大学）
彰吾（東海大学）
由紀（玉川大学）
慶（松蔭大学）
昌義#（高千穂大学）

9 月27日（木） 15：30～17：30
会議棟／橘

SS-086

現代日本とエビデンス・ベースド・プラクティス
企画代表者：竹市

博臣（理化学研究所）
多章（甲南大学）
話題提供者：新井田 統（KDDI 総合研究所）
話題提供者：酒井 郁子#（千葉大学）
指定討論者：佐藤 隆夫（立命館大学）
話題提供者：前田

第3日

9 月27日（木） 15：30～17：30
会議棟／白橿 1

SS-087

マインドフルネスの新しい地平を拓く

企画代表者，指定討論者，司会者：越川
企画者，話題提供者：牟田
話題提供者：菅村
話題提供者：箕浦
話題提供者：藤野
指定討論者：伊藤

第3日

房子（早稲田大学）
季純（早稲田大学）
玄二（関西大学）
舞#（早稲田大学）
正寛（京都大学）
悦朗#（早稲田大学）

9 月27日（木） 15：30～17：30
会議棟／白橿 2

SS-088

女性の性のニーズと自己決定

企画代表者，指定討論者，司会者：纓坂

英子（駿河台大学）
篤子（福山大学）
話題提供者：浜野 佐知#（映画監督 旦旦社）
話題提供者：武子
愛#（大阪府立大学）
話題提供者：青野

（60）

第3日

9 月27日（木） 15：30～17：30
会議棟／小会議室 1

SS-089

表情の起源と機能の拡がり
企画代表者，司会者：須藤竜之介（九州大学／日本学術振興会）
企画者：中嶋

企画者，話題提供者：高野
話題提供者：魚野
話題提供者：田川
話題提供者：村上
指定討論者：平石

第3日

智史（広島修道大学）
裕治（東北大学）
翔太（京都大学）
一希#（鳥取短期大学）
貴弘#（九州大学）
界（慶應義塾大学）

9 月27日（木） 15：30～17：30
会議棟／小会議室 2

SS-090

記憶心理学と臨床心理学のコラボレーション（8）：PTSD のメカニズムと治療

企画代表者，話題提供者，司会者：松本

昇（日本学術振興会／名古屋大学）
克也（愛知淑徳大学）
話題提供者：林
明明（日本学術振興会／国立精神・神経医療研究センター）
話題提供者：二瓶 正登（専修大学）
指定討論者：市井 雅哉（兵庫教育大学）
話題提供者：丹藤

第3日

9 月27日（木） 15：30～17：30
会議棟／小会議室 3

SS-091

セキュリティ心理学研究 2018
企画代表者，話題提供者：内田
話題提供者：高橋
話題提供者：杉原
指定討論者：福田
司会者：畑上

第3日

勝也（情報セキュリティ大学院大学）
優（埼玉工業大学）
大輔#（明治大学）
健（清泉女子大学）
英毅（情報セキュリティ大学院大学）

9 月27日（木） 15：30～17：30
会議棟／小会議室 4

SS-092 「場」の共有が生み出す情動の伝染・変化：評価と介入の有機的連携に向けて
企画代表者，話題提供者：村田

藍子（NTT コミュニケーション科学基礎研究所）
史朗#（NTT コミュニケーション科学基礎研究所）
話題提供者：佐藤
尚#（NTT コミュニケーション科学基礎研究所）
話題提供者：吉田 成朗#（東京大学）
指定討論者：渡邊 克巳（早稲田大学）
指定討論者：渡邊 淳司（NTT コミュニケーション科学基礎研究所）

企画者，話題提供者：熊野
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第3日

9 月27日（木） 15：30～17：30
会議棟／小会議室 5

SS-093

セクシュアル・マイノリティのアイデンティティ：発達，不一致，不確
かさ，支援の視点から
企画代表者，司会者：柘植
話題提供者：佐藤
話題提供者：長野
話題提供者：宮腰
話題提供者：田中
指定討論者：田辺

第3日

道子（一橋大学）
徹男（ネモーズ／エイ アイ デュポン児童病院）
香#（特定非営利活動法人 SHIP）
辰男#（大正大学カウンセリング研究所）
将司（九州大学）
肇（静岡大学）

9 月27日（木） 15：30～17：30
会議棟／小会議室 6

SS-094

イマジネーションの認知機構と脳内神経基盤―直観像・共感覚・空想の
友達とマインドワンダリング―

企画代表者，話題提供者，司会者：松岡
企画者：宮内
企画者：浅野

話題提供者：森口
話題提供者：関口
指定討論者：小川

第3日

和生（岩手大学）
哲（情報通信研究機構）
倫子（立教大学）
佑介（京都大学）
貴裕（東京学芸大学）
健二（北海道大学）

9 月27日（木） 15：30～17：30
会議棟／小会議室 7

SS-095

日本の定年の過去・現在・未来

企画代表者，話題提供者，司会者：片桐

恵子（神戸大学）
俊明#（大阪ガス エネルギー・文化研究所）
話題提供者：安里 知陽#（神戸大学）
話題提供者：菅原 育子（東京大学高齢社会総合研究機構）
指定討論者：佐藤 眞一（大阪大学）
話題提供者：遠座

第3日

9 月27日（木） 15：30～17：30
会議棟／小会議室 8

SS-096 「基礎と臨床をつなぐ」認知特性と抑うつに対する多面的アプローチ
企画代表者，司会者：山蔦

圭輔（大妻女子大学）
拓馬（実践女子大学）
話題提供者：米田 英嗣（青山学院大学）
話題提供者：杉山
崇（神奈川大学）
指定討論者：佐々木 淳（大阪大学）
話題提供者：塚原
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第3日

9 月27日（木） 15：30～17：30
展示棟／会議室 1

SS-097

正義は人の為ならず―公正推論から描く「シャーデンフロイデ」の輪郭―
企画代表者，司会者：澤田

匡人（学習院女子大学）
辰典（早稲田大学）
話題提供者：村山
綾（近畿大学）
話題提供者：綿村英一郎（大阪大学）
指定討論者：遠藤 利彦（東京大学）
指定討論者：北村 英哉（東洋大学）
話題提供者：石井

第3日

9 月27日（木） 15：30～17：30
展示棟／会議室3A

SS-098

社会的情報の神経心理学―「共生」のあり方を探る―
企画代表者，司会者：緑川
企画者，指定討論者：小山
話題提供者：重宗
話題提供者：杉本
話題提供者：渥美
指定討論者：井手

第3日

晶（中央大学）
慎一（筑波大学）
弥生（中央大学）
光（理化学研究所 革新知能統合研究センター）
剛史（国立障害者リハビリテーションセンター研究所）
正和（国立障害者リハビリテーションセンター研究所）

9 月27日（木） 15：30～17：30
展示棟／会議室3B

SS-099

愛着の潜在的・顕在的内的作業モデルが共感性に及ぼす影響
企画代表者，話題提供者：福井
話題提供者：金政
話題提供者：松尾
話題提供者：大浦
指定討論者：戸田
指定討論者：島

司会者：稲垣

義一（甲南大学）
祐司（追手門学院大学）
和弥（甲南大学／日本学術振興会）
真一（甲南大学）
弘二（北海道教育大学）
義弘（鹿児島大学）
勉（鹿児島大学）

（63）

チュートリアルワークショップ
注）＃印は日本心理学会会員以外であることを示す。
第1日

9 月25日（火） 9：20～11：20
会議棟／小会議室 3

TWS-001

混合研究法または質的研究法としての PAC 分析の理論と実施法入門
講演者：いとうたけひこ（和光大学）
講演者：内藤

第1日

哲雄（明治学院大学）

9 月25日（火） 9：20～11：20
会議棟／小会議室 4

TWS-002

心理学者のための JASP 統計解析入門
講演者：北條
講演者：永野

第1日

大樹（東京大学／日本学術振興会）
駿太#（東京大学）

9 月25日（火） 13：10～15：10
会議棟／小会議室 3

TWS-003 「こころの健康」の保持増進モデルとしての「心理的柔軟性」
：これから
の心理職のための OS
講演者：武藤

第1日

崇（同志社大学）

9 月25日（火） 13：10～15：10
会議棟／小会議室 4

TWS-004

マインドフルネス瞑想の実践方法
講演者：伊藤

第1日

義徳（琉球大学）

9 月25日（火） 13：10～15：10
展示棟／会議室3B

TWS-005 「誰がなぜゲーム」で権利の所在と根拠を考える：NIMBY 施設をめぐる
多様なアクターによる討議の模擬体験
講演者：野波
講演者：大友
講演者：青木

第1日

寛（関西学院大学）
章司（甲南女子大学）
俊明（東北大学）

9 月25日（火） 15：30～17：30
会議棟／小会議室 3

TWS-006

ゲーミングシミュレーションの実践と応用
（2）
講演者：兵藤

好美（岡山大学）
共子（岡山大学）
講演者：中村美枝子（流通経済大学）
講演者：田中
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第1日

9 月25日（火） 15：30～17：30
会議棟／小会議室 4

TWS-007

認知行動療法をアスリートに適用するための方法
講演者：栗林
講演者：佐藤

第1日

千聡（関西学院大学）
寛（関西学院大学）

9 月25日（火） 15：30～17：30
展示棟／会議室3B

TWS-008

ソーシャルスキルトレーニング
講演者：渡辺

弥生（法政大学）

講演者：原田恵理子（東京情報大学）

第2日

9 月26日（水） 9：20～11：20
会議棟／小会議室 3

TWS-009

研究領域基準（RDoC）
：精神疾患理解のオルタナティブ・アプローチ
講演者：加地

第2日

雄一（東京家政学院大学）

9 月26日（水） 9：20～11：20
会議棟／小会議室 4

TWS-010

TEM（複線径路等至性モデリング）を学ぶ
講演者：サトウタツヤ（立命館大学）
講演者：安田

第2日

裕子（立命館大学）

9 月26日（水） 9：20～11：20
展示棟／会議室3A

TWS-011

心拍変動の臨床応用
講演者：榊原

第2日

雅人（愛知学院大学）

9 月26日（水） 9：20～11：20
展示棟／会議室3B

TWS-012

予防教育「社会性と情動の学習（Social-Emotional Learning: SEL）
」の
理論と実際
講演者：宮崎

第2日

昭（立正大学）

9 月26日（水） 13：10～15：10
会議棟／小会議室 3

TWS-013 混合研究法（Mixed Methods Research）を心理学の実践研究に活かすには
講演者：廣瀬眞理子（関西学院大学）
講演者：John

第2日

Creswell#（ミシガン大学）

9 月26日（水） 13：10～15：10
会議棟／小会議室 4

TWS-014

新版 K 式発達検査の使用法
講演者：中瀬

その 3

惇

（65）

幼児検査（検査用紙 3 葉・ 4 葉）

第2日

9 月26日（水） 13：10～15：10
会議棟／小会議室 7

TWS-015

ビジュアル・ナラティヴの理論と方法
講演者：やまだようこ（立命館大学）

第2日

9 月26日（水） 13：10～15：10
展示棟／会議室3B

TWS-016

親を介した自閉症スペクトラム症候群の幼児への介入
講演者：佐藤

徹男（ネモーズ／エイ アイ デュポン児童病院／北海道
科学大学）

第2日

9 月26日（水） 15：30～17：30
会議棟／小会議室 3

TWS-017

Mplus による多変量解析：心理学研究における実践
講演者：伊藤
講演者：谷

第2日

大幸（中部大学）
伊織（愛知淑徳大学）

9 月26日（水） 15：30～17：30
会議棟／小会議室 4

TWS-018

セクシュアル・マイノリティの理解と支援
講演者：柘植

第2日

道子（一橋大学）

9 月26日（水） 15：30～17：30
展示棟／会議室3B

TWS-019

被災者にとっての語ることの意味
講演者：水田

恵三（尚絅学院大学／閖上の記憶）
和浩（閖上の記憶）
講演者：丹野祐美子#（閖上の記憶）
講演者：池田
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小講演
注）＃印は日本心理学会会員以外であることを示す。
第1日

9 月25日（火） 11：40～12：40
会議棟／白橿 1

L-001

大学生の怒り予防に向けたマインドフルネス・プログラム―公認心理師の
活躍が期待される各領域への適用可能性―
講演者：武部
司会者：佐藤

第1日

匡也（立正大学）
寛（関西学院大学）

9 月25日（火） 11：40～12：40
会議棟／白橿 2

L-002

鍼灸医学を応用した経絡指圧メニューによるストレスのセルフケア
講演者：本田
司会者：津田

第1日

泰弘（久留米大学）
彰（久留米大学）

9 月25日（火） 11：40～12：40
会議棟／小会議室 1

L-003 ラットの計時行動分析においてポワソン分布関数の無制限係数の線形和を
使ってみた
講演者：長谷川貴之（富山高等専門学校）
司会者：田山

第1日

忠行（北海道大学）

9 月25日（火） 11：40～12：40
会議棟／小会議室 2

L-004

情報秘匿時に伴う脳血流動態反応についての実験的検討―近赤外分光法を
用いた虚偽検出―
講演者：新岡
司会者：越智

第1日

陽光（法政大学／中央大学）
啓太（法政大学）

9 月25日（火） 11：40～12：40
会議棟／小会議室 3

L-005

日本人勤労者のパーソナリティと肥満の関連に関する研究―タイプ A 行動
パターンに着目して―
講演者：小川さやか（長崎大学）
司会者：田山

第1日

淳（長崎大学）

9 月25日（火） 11：40～12：40
会議棟／小会議室 4

L-006

課題遂行場面における動機づけの変化
講演者：市村賢士郎（京都大学）
司会者：楠見

孝（京都大学）
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第1日

9 月25日（火） 11：40～12：40
会議棟／小会議室 5

L-007

特性共感，援助規範意識および援助動機が，ボランティア活動意欲および
募金意欲に及ぼす影響
講演者：山本
司会者：松井

第1日

陽一（筑波大学）
豊（筑波大学）

9 月25日（火） 11：40～12：40
会議棟／小会議室 6

L-008

アニメーションの理解過程の検討
講演者：梶井
司会者：福田

第1日

直親（鳥取大学ジュニアドクター育成事業推進室）
由紀（法政大学）

9 月25日（火） 11：40～12：40
会議棟／小会議室 7

L-009 課題非関連情報による後続事象の予測：視覚刺激の接近が体性感覚事象の
予測に及ぼす影響
講演者：木村
司会者：片山

第1日

司（大阪大学）
順一（関西学院大学）

9 月25日（火） 11：40～12：40
会議棟／小会議室 8

L-010

学業場面における誘惑対処方略の検討―方略の使用実態とその有効性―
講演者：下田
司会者：堀毛

第1日

麻衣（立正大学）
一也（東洋大学）

9 月25日（火） 11：40～12：40
展示棟／会議室 1

L-011

互恵性の規範を通して抑止する社会的迷惑行為
講演者：友野
司会者：北折

第1日

聡子（宮城学院女子大学）
充隆（金城学院大学）

9 月25日（火） 11：40～12：40
展示棟／会議室 2

L-012 青年期発達障害者の家族のための行動支援プログラムの開発：混合研究法
に基づく地域支援へのアプローチ
講演者：廣瀬眞理子（関西学院大学）
司会者：松見

第1日

淳子（関西学院大学）

9 月25日（火） 11：40～12：40
展示棟／会議室3A

L-013

エピソード的未来思考におけるイメージ構築のメカニズム
講演者：伊藤
司会者：川口

友一（慶應義塾大学／日本学術振興会）
潤（名古屋大学）
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第1日

9 月25日（火） 11：40～12：40
展示棟／会議室3B

L-014

自傷行為をする生徒への学校での対応の在り方―援助者と自傷行為経験者
の視点をつなぐ―
講演者：坂口
司会者：能智

第2日

由佳（東京大学）
正博（東京大学）

9 月26日（水） 11：40～12：40
会議棟／白橿 1

L-015 「自尊感情」神話への問い―非意識レベルで行う適応的な SE の測定と教育
による変化の検討―
講演者：横嶋
司会者：山崎

第2日

敬行（徳島文理大学）
勝之（鳴門教育大学）

9 月26日（水） 11：40～12：40
会議棟／白橿 2

L-016

社交不安における自己注目と注意バイアスの統一的理解
講演者：富田
司会者：熊野

第2日

望（早稲田大学）
宏昭（早稲田大学）

9 月26日（水） 11：40～12：40
会議棟／小会議室 1

L-017

コーヒーの風味が認知機能に及ぼす影響―古典的条件づけの役割に注目して―
講演者：福田

実奈（同志社大学）

司会者：青山謙二郎（同志社大学）

第2日

9 月26日（水） 11：40～12：40
会議棟／小会議室 2

L-018 運動野の GABA 濃度と関連する自閉スペクトラム症の発達性協調運動障害
講演者：梅沢
司会者：井手

第2日

侑実（国立障害者リハビリテーションセンター研究所）
正和（国立障害者リハビリテーションセンター研究所）

9 月26日（水） 11：40～12：40
会議棟／小会議室 3

L-019

子どものやせ願望と痩身理想の内面化
講演者：山﨑
司会者：大森

第2日

洋子（お茶の水女子大学）
美香（お茶の水女子大学）

9 月26日（水） 11：40～12：40
会議棟／小会議室 4

L-020

物理的因果理解の比較認知科学的検討：道具使用の観点から
講演者：永野
司会者：上北

茜（同志社大学）
朋子（京都橘大学）
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第2日

9 月26日（水） 11：40～12：40
会議棟／小会議室 5

L-021 条件性恐怖が数秒から数分範囲の時間評価に与える効果の脳内メカニズム
の検討
講演者：鎌田

泰輔（同志社大学）
敏道（同志社大学）

司会者：畑

第2日

9 月26日（水） 11：40～12：40
会議棟／小会議室 6

L-022

中学校教員および学校の視点で考えるスクールカウンセラーの有効な活動
講演者：橋本

和幸（了徳寺大学）
秀明（聖心女子大学）

司会者：高木

第2日

9 月26日（水） 11：40～12：40
会議棟／小会議室 7

L-023

優柔不断な人の心理特性と意思決定プロセス
講演者：斎藤

聖子（中央大学）
晶（中央大学）

司会者：緑川

第2日

9 月26日（水） 11：40～12：40
会議棟／小会議室 8

L-024

乳児期における社会的学習：誰から，どのように学ぶのか
講演者：奥村

優子（NTT コミュニケーション科学基礎研究所）
昭二（京都大学）

司会者：板倉

第2日

9 月26日（水） 11：40～12：40
展示棟／会議室 1

L-025

顔表情知覚における感情価特異性側性化効果
講演者：伊藤

博晃（北海道大学）
健二（北海道大学）

司会者：小川

第2日

9 月26日（水） 11：40～12：40
展示棟／会議室 2

L-026

発達障害をもつ子どもたちへの行動的臨床のコツ―トータル支援を目指して―
講演者：佐々木和義（早稲田大学）
司会者：押山

第2日

千秋（千葉大学／国立精神・神経医療研究センター）

9 月26日（水） 11：40～12：40
展示棟／会議室3A

L-027 捜査面接における面接者のラポール構築方略と発問タイプが被面接者から
得られる情報に与える効果
講演者：山本
司会者：仲

渉太（警察大学校取調べ技術総合研究・研修センター）
真紀子（立命館大学）
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第2日

9 月26日（水） 11：40～12：40
展示棟／会議室3B

L-028

緊急事態における個人の行動特性とその対処法
講演者：上田真由子（大阪大学）
司会者：臼井伸之介（大阪大学）

第3日

9 月27日（木） 11：40～12：40
会議棟／白橿 1

L-029

感情労働における精神生理学的ストレスの検討：感情的不協和に着目して
講演者：中川
司会者：鈴木

第3日

紗江
直人（同志社大学）

9 月27日（木） 11：40～12：40
会議棟／白橿 2

L-030

子供の文法知識を探る―第 1 言語習得における日本語の動詞屈折について―
講演者：巽

司会者：小林

第3日

智子（リバプール大学）
哲生（NTT コミュニケーション科学基礎研究所）

9 月27日（木） 11：40～12：40
会議棟／小会議室 1

L-031 統合失調症に対する身体を媒介とした短期的心理療法の効果とそのメカニ
ズム―
「自己意識」概念を援用して―
講演者：上倉
司会者：大川

第3日

安代（筑波大学）
一郎（筑波大学）

9 月27日（木） 11：40～12：40
会議棟／小会議室 2

L-032

社会的促進及び抑制の発生機序の解明と理論構築―Zajonc 動因説を越えて―
講演者：請園
司会者：山崎

第3日

正敏（理化学研究所）
晃（広島文化学園大学）

9 月27日（木） 11：40～12：40
会議棟／小会議室 3

L-033

教育ビッグデータの進展で拡大する心理学の役割―座っているだけで大量
の縦断データが手に入る―
講演者：寺澤

孝文（岡山大学）

司会者：青木多寿子（岡山大学）

第3日

9 月27日（木） 11：40～12：40
会議棟／小会議室 4

L-034

臨床心理学史
講演者：サトウタツヤ（立命館大学）
司会者：渡邊

芳之（帯広畜産大学）
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第3日

9 月27日（木） 11：40～12：40
会議棟／小会議室 5

L-035

なぜ自分で選んだものが好きになるのか―選択による選好の変化の生起と
その生起量を規定する要因―
講演者：宮城
司会者：中尾

第3日

円（広島文教女子大学）
敬（広島大学）

9 月27日（木） 11：40～12：40
会議棟／小会議室 6

L-036

高次認知プロセスの潜在性と顕在性―洞察問題解決と対人認知の実験的研究―
講演者：織田
司会者：服部

第3日

涼（東亜大学）
雅史（立命館大学）

9 月27日（木） 11：40～12：40
会議棟／小会議室 7

L-037

皮膚感覚によるベクション
講演者：村田佳代子（慶應義塾大学）
司会者：小松

第3日

英海（慶應義塾大学）

9 月27日（木） 11：40～12：40
会議棟／小会議室 8

L-038

学習方略の使用におけるメタ認知と達成目標の役割
講演者：山口
司会者：藤田

第3日

剛（日本工業大学）
哲也（法政大学）

9 月27日（木） 11：40～12：40
展示棟／会議室 1

L-039

社会的シグナルとしての他者の「存在」の認知
講演者：中田龍三郎（名古屋大学）
司会者：川合

第3日

伸幸（名古屋大学）

9 月27日（木） 11：40～12：40
展示棟／会議室 2

L-040

日本人の Well-being の低さをもたらす要因の検討：自由選択の感覚と日本
の社会環境
講演者：中里
司会者：森永

第3日

直樹（高知工科大学）
康子（広島大学）

9 月27日（木） 11：40～12：40
展示棟／会議室3A

L-041

パートナーに対する暴力のメカニズム：Dark Triad と生活史戦略による個
人差に対するアプローチ
講演者：喜入
司会者：杉浦

暁（法政大学）
義典（広島大学）
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1. 原理，方法

一般研究発表（ポスター）
注）＃印は日本心理学会会員以外であることを示す。

1. 原理，
方法
第 1 日午前

9 月25日（火） ポスター掲示時間

9：20～11：20
展示棟／ポスター会場

1AM-001 「心理学研究」の研究
（2）

○小野寺孝義（広島国際大学）

1AM-002 もういくつ寝るとアクセプト？ 心理学分野の学術
論文の掲載までの日数についての分析

○大上 真礼（東海大学）
寺田 悠希#（放送大学）

1AM-003 心理学教育における批判心理学的実践の試み：アメ
リカ心理学会の「国家安全保障に係る尋問」への加
担を例として

○五十嵐靖博（山野美容芸術短期大学）
いとうたけひこ（和光大学）

1AM-004 一般大学生を対象とした文字流暢性課題の基準値の
予備的検討

○菅村 玄二（関西大学）
樋口隆太郎（大阪大学）

第 1 日午後

9 月25日（火） ポスター掲示時間

13：10～15：10
展示棟／ポスター会場

1PM-001 日本人の幸福感は低いのか―フィルター質問と
Don’t Know 選択肢による分析

○増田 真也（慶應義塾大学）
坂上 貴之（慶應義塾大学）
森井 真広（慶應義塾大学）

1PM-002 元良勇次郎の修養論
（2）
―意志論の展開との関係

○鈴木

聡志（東京農業大学）

1PM-003 「必要十分条件」論文
（C. Rogers, 1957）
の再々検討
-9- ―ロジャーズはアメリカのニーチェである―

○泉野

淳子（足利大学）

1PM-004 鄭発育教授の足跡 その 2
ること

○櫻井正二郎（高雄醫學大學）

第 2 日午前

時代考証より推測され

9 月26日（水） ポスター掲示時間

9：20～11：20
展示棟／ポスター会場

2AM-001 思考プロセスに関する言語報告手法の収集および体
系化

○山口 洋介（大阪大学）
三宮真智子（大阪大学）

2AM-002 新しく心理尺度を作成する「必要性」
―
『教育心理学
研究』誌および『パーソナリティ研究』誌を対象と
した調査―

○仲嶺
真（高知大学）
上條菜美子（東京成徳大学）

2AM-003 愛育研究所における乳幼児精神発達検査の発展

○鈴木

2AM-004 リーダーシップにおける制御適合：変革型および交
流型リーダーシップとメッセージ・フレーミングの
関係

○林 洋一郎（慶應義塾大学）
佐々木宏之（新潟国際情報大学）
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朋子（横浜国立大学）

1. 原理，方法
第 2 日午後

9 月26日（水） ポスター掲示時間

13：10～15：10
展示棟／ポスター会場

2PM-001 Visual Analog Scale を用いた WEB 調査における
回答バイアスの分析

○森井 真広（慶應義塾大学）
坂上 貴之（慶應義塾大学）
増田 真也（慶應義塾大学）

2PM-002 人称的実在の確実性

○川津

2PM-003 復興曲線による災害復興研究
（4）

○宮本

2PM-004 心理学的構成概念を用いた説明と原因の種類の検討

○三枝 高大（早稲田大学／日本学術振興会）
下司 忠大（早稲田大学／日本学術振興会）
小塩 真司（早稲田大学）

第 3 日午前

9 月27日（木） ポスター掲示時間

茂生（国際基督教大学教育研究所）
匠（兵庫県立大学）

9：20～11：20
展示棟／ポスター会場

3AM-001 日本の大学における心理学教育カリキュラムの特徴

○本田 周二（大妻女子大学）
八城
薫（大妻女子大学）
古田 雅明（大妻女子大学）
香月菜々子（大妻女子大学）
堀
洋元（大妻女子大学）
井上 修一#（大妻女子大学）
牧野 智和#（大妻女子大学）

3AM-002 Dark Triad を測定する短縮版尺度の開発―遺伝的ア
ルゴリズムを用いた尺度開発―

○下司 忠大（早稲田大学／日本学術振興会）
三枝 高大（早稲田大学／日本学術振興会）
小塩 真司（早稲田大学文学学術院）

3AM-003 初の共感能力尺度へ至る研究動向

○中妻 拓也（立命館大学）
サトウタツヤ（立命館大学）

3AM-004 実験介入前の群間差を減らす為の参加者の割り当て
規則の提案

○髙橋
徹（早稲田大学／日本学術振興会 DC）
熊野 宏昭（早稲田大学人間科学学術院）
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2. 人格

2. 人格
第 1 日午前

9 月25日（火） ポスター掲示時間

9：20～11：20
展示棟／ポスター会場

1AM-005 ふれ合い恐怖心性と親の養育態度が心理的ストレス
に及ぼす効果

○石原

1AM-006 一般的な抑うつ対処は Highly Sensitive Person に
有効か

○矢野 康介（立教大学）
木村 駿介（立教大学）
大石 和男#（立教大学）

1AM-007 理想自己と現実自己の差異とキャリア未決定状態と
の関係について

○河村壮一郎（鳥取短期大学）

1AM-008 大学生の愛着スタイルが過剰適応に及ぼす影響

○小川 翔大（静岡福祉大学）
徳山美知代（東京成徳大学）

第 1 日午後

9 月25日（火） ポスター掲示時間

俊一（文教大学）

13：10～15：10
展示棟／ポスター会場

1PM-005 好奇心は人をマインドワンダリングさせる

○関口

1PM-006 対人苦手意識に影響を与える 2 つの要因―セルフ・
モニタリングと自尊感情との関連―

○徳山美知代（東京成徳大学）
小川 翔大（静岡福祉大学）
原田 邦江#（溝口病院）

1PM-007 社会的望ましさが心理検査に影響しだすのは何歳か
らか ?

○鋤柄

1PM-008 「擬態語性格尺度」は何を測っているか
（3）
―
「軽薄
さ」尺度に関する事例的検討

○西岡 美和（甲南女子大学）
小松 孝至（大阪教育大学）
向山 泰代（京都ノートルダム女子大学）
酒井 恵子（大阪工業大学）

第 1 日夕方

9 月25日（火） ポスター掲示時間

貴裕（東京学芸大学）

増根（名古屋市立大学）

15：30～17：30
展示棟／ポスター会場

1EV-001

疑わしさ尺度の作成および概念の検討―経験によっ
て疑い深さは変動するものなのか―

○滝口
入山
桐生

1EV-002

認知的方略が対人態度とスキル認知に及ぼす影響
―他者の社会的スキルの向上に着目して―

○清水 陽香（広島大学／日本学術振興会（DC））
高橋 知里#（広島大学）
中島健一郎（広島大学）

1EV-003

物語自己を構成する身体的自己・自我同一性・時間
的連続性

○今泉
修（東京大学／日本学術振興会）
中島 実穂（東京大学）
丹野 義彦（東京大学）

1EV-004

Rosenberg 自尊感情尺度の翻訳による差異の検討
―IRT を用いた検討

○並川
努（新潟大学）
脇田 貴文（関西大学）
小塩 真司（早稲田大学）
茂垣まどか（立教大学）
岡田
涼（香川大学）
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雄太（東洋大学）
茂（東洋大学）
正幸（東洋大学）

2. 人格
1EV-005

自閉傾向・自己効力感と大学生活満足度における性
差の検討―友人関係に着目して―

第 2 日午前

9 月26日（水） ポスター掲示時間

○渡辺
舞（豊岡短期大学）
佐藤 祐基（北星学園大学）
王
怡#（小田原短期大学）

9：20～11：20
展示棟／ポスター会場

2AM-005 Gray による気質モデルと遅延価値割引との関連
―BIS/BAS 尺度を用いた検討―

○菅野 智子（立正大学）
坂本 正裕（東邦大学）

2AM-006 潜在的自尊心のバッファリング効果の検討―困難課
題後の感情を指標として―

○稲垣

2AM-007 現代青年の心理的脆弱性の構造に関する検討 : ふれ
合い恐怖的心性およびランチメイト症候群傾向を中
心にして

○岡田

2AM-008 大学生の「身体への意識」および「身体への信頼」
と well-being 関連尺度との関係

○山地

2AM-009 時間的展望と精神的健康における人生の意味による
差異の検討

○山田 一成（信州大学）
鈴木俊太郎（信州大学）

第 2 日午後

9 月26日（水） ポスター掲示時間

勉（鹿児島大学／教育テスト研究セン
ター（CRET））
澤海 崇文（流通経済大学／教育テスト研究セ
ンター（CRET））
相川
充（筑波大学／教育テスト研究セン
ター（CRET））
努（金沢大学）

弘起（大学入試センター）

13：10～15：10
展示棟／ポスター会場

2PM-005 Highly sensitive な人はじゃんけんで引き分けがで
やすいか？

○串崎

2PM-006 フラストレーション場面における感情の表出と性格
の関係について

○大村

2PM-007 社会不安と特性不安が表情認知に及ぼす影響

○藤原 裕弥（安田女子大学）
郭
昆#（リンカーン大学）
劉
長虹#（ボーンマス大学）

2PM-008 感染脆弱性意識の個人差の遺伝と環境：パーソナリ
ティ，嫌悪，感染症罹患歴との遺伝環境相関

○平石
界（慶應義塾大学）
髙橋 雄介（京都大学）

2PM-009 愛着スタイルが曖昧なポジティブ感情の判断に与え
る影響

○中村

第 2 日夕方

9 月26日（水） ポスター掲示時間

下山

真志（関西大学）
壮（常葉大学短期大学部）

杏奈（東京大学／国立精神・神経医療研
究センター）

晴彦（東京大学）

15：30～17：30
展示棟／ポスター会場

2EV-001

異世界と不思議現象に対する態度 Highly Sensitive
Person 尺度との関連

○竹本 梨乃（関西大学）
串崎 真志（関西大学）

2EV-002

学区全体で取り組む品格教育の成果―縦断研究に見
る“強み
（character strenghts）
”と well-being の変
化―

○青木多寿子（岡山大学）
井邑 智哉（佐賀大学）
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2. 人格
2EV-003

潜在的な内的作業モデルの安定性

○大浦 真一（甲南大学）
松尾 和弥（甲南大学／日本学術振興会）
稲垣
勉（鹿児島大学）
島
義弘（鹿児島大学）
福井 義一（甲南大学）

2EV-004

人格特性評定の変動における関係文脈の効果 マル
チレベルモデリングによる分散の分割

○福島

第 3 日午前

9 月27日（木） ポスター掲示時間

治（新潟大学）

9：20～11：20
展示棟／ポスター会場

3AM-005 青年期の価値観形成に及ぼす気質と親の価値観の影
響

○片桐 恵子（岐阜市民病院）
伊藤 宗親（岐阜大学）

3AM-006 罪悪感・恥と補償行動の関連の検討

○相田
岩永

祥吾（広島大学）
誠（広島大学）

3AM-007 大学生における二分法的思考とソーシャルスキル，
孤独感との関連―性差による比較の検討―

○岸野
鈴木

雄次（桜美林大学）
平（桜美林大学）

3AM-008 非目的志向行動に対しても自動模倣は生じるのか？
―共感性との関連性からの検討―

○高瀬 彩加（千葉大学）
若林 明雄（千葉大学）

第 3 日午後

9 月27日（木） ポスター掲示時間

13：10～15：10
展示棟／ポスター会場

3PM-001 他者からの評価・受容が現実自己と理想の重要性に
及ぼす影響

○能渡
清水
望月

3PM-002 森田神経質と安心さがしが恋愛関係に及ぼす影響

○清水 健司（信州大学）
清水 寿代（広島大学）
長谷川孝治（信州大学）

3PM-003 アイデンティティの感覚が主観的 well-being に及ぼ
す影響―相互独立的－協調的自己観による調整効果―

○関森 真澄（筑波大学）
長谷川孝治（信州大学）

3PM-004 自己志向的完全主義と共感性の関連

○片岡 春奈（甲南大学）
大浦 真一（甲南大学）
松尾 和弥（甲南大学／日本学術振興会）
福井 義一（甲南大学）

第 3 日夕方

9 月27日（木） ポスター掲示時間

綾菜（筑波大学）
健司（信州大学）
聡（法政大学）

15：30～17：30
展示棟／ポスター会場

3EV-001

学業失敗場面での次への切り替えという精神的弾力
性の検討―性格特性や対処様式を基に―

○川原 誠司（宇都宮大学）
鈴木 美緑#（宇皞宮市立泉ヶ丘中学校）

3EV-002

自己意識・他者意識に関する大規模横断調査

○津田

3EV-003

自己複雑性尺度作成の試み

○遠藤 徳美（東北大学）
安保 英勇（東北大学）
吉田 沙蘭（東北大学）

3EV-004

人はロボットに何を求めるのか？

○山田 幸恵（東海大学）
鈴木 公啓（東京未来大学）
野村 竜也（龍谷大学）
神田 崇行#（京都大学）

（77）

恭充（関西福祉科学大学）

3. 社会，文化

3. 社会，
文化
第 1 日午前

9 月25日（火） ポスター掲示時間

9：20～11：20
展示棟／ポスター会場

1AM-009 インテリアが対人コミュニケーションに及ぼす影響

○濱

1AM-010 分かり易い説明が科学技術に対する態度に及ぼす影
響―NBT 利用農作物に関する説明を題材として―

○田中
豊（大阪学院大学）
笹川 由紀#（くらしとバイオプラザ21）
佐々 義子#（くらしとバイオプラザ21）

1AM-011 「心理テスト」を面白いと思う理由について

○田島

司（北九州市立大学）

1AM-012 部活動への適応感を規定する部の連帯性と顧問教師
の管理行動との関係

○吉村

斉（高知学園短期大学）

1AM-013 偏見の低減への認知的不協和理論に基づく偽善モデ
ルの適用

○李
宮下
岡

1AM-014 働く男性の上司との関係性：上司からの男らしさ要
求によって苦しんでいるのか

○渡邊

1AM-015 レズビアンに対する女性異性愛者の態度に仮想接触
が及ぼす効果

○堀川
岡

佑惟（日本大学）
隆（日本大学）

1AM-016 自己呈示としての流行追及行動

○松木

祐馬（早稲田大学）

1AM-017 個人の社会的価値と流動性の関係，および組織風土
の調整効果

○岩谷 舟真（東京大学／日本学術振興会）
正木郁太郎（東京大学）
村本由紀子（東京大学）

1AM-018 大学生の対人的嫌悪感情とその対処行動
（1）

○谷井 淳一（ルーテル学院大学）
坂寄 景子#（ルーテル学院大学）

1AM-019 詐欺予防のゲーミング研究
（1）

○西田

1AM-020 Awe
（畏怖・畏敬）
感情おける「運命性の認知」の役
割：壮大さの知覚と認知的調節の間の媒介要因の検
討

○Pamela Taylor（京都大学）
中山 正孝#（カーネギーメロン大学）
野崎 優樹#（甲南大学）
内田由紀子（京都大学こころの未来研究セン

保久（北星学園大学）

瑋琳（日本大学）
達哉（日本大学）
隆（日本大学）
寛（筑波大学／学振 DC1）

公昭（立正大学）

ター）

1AM-021 治療方針の共有は人工知能への信頼を高めるのか

○横井 良典（同志社大学）
中谷内一也（同志社大学）

1AM-022 乳児用液体ミルクが母親の育児負担感の軽減に及ぼ
す効果 2 ―日本の場合―

○水野 智美（筑波大学）
西館 有沙（富山大学）
徳田 克己（筑波大学）

1AM-023 LINE の使用が LINE 依存に及ぼす影響

○桂
松井

1AM-024 スマートフォン依存傾向改善にアプリを用いること
の探索的検討―スマホ利用時間のコントロールにア
プリを用いた事例―

○井上
翼（川村学園女子大学）
桂
瑠以（川村学園女子大学）
北原 靖子（川村学園女子大学）

1AM-025 無意識にトリックを見破られるのか？

○川上

（78）

瑠以（川村学園女子大学）
洋（川村学園女子大学）

直秋（島根大学）

3. 社会，文化
1AM-026 女子大学生の他者操作方略に関連する諸変数の検討
―パーソナリティ，ストレス，人生満足感との関連
性―

○木川 智美（昭和女子大学）
今城 周造（昭和女子大学）

1AM-027 大学生のパーソナルスペースは 1 か月で縮まるの？

○宮下
山村
岡

第 1 日午後

9 月25日（火） ポスター掲示時間

達哉（日本大学）
豊（帝京大学）
隆（日本大学）

13：10～15：10
展示棟／ポスター会場

1PM-009 歩きスマホ抑制のためのビジュアルコミュニケー
ションの研究
（1）
顕在・潜在指標による恐怖訴求刺
激の評価

○森 久美子（関西学院大学）
広田すみれ（東京都市大学）
大山 和政#（JR 東日本研究開発センター安全
研究所）

小野寺 順#（JR 東日本秋田運輸区）
越川 正治#（JR 東日本研究開発センター安全
白井
1PM-010 歩きスマホ抑制のためのビジュアルコミュニケー
ションの研究
（2）
歩きスマホ行動のアプリ計測での
効果の検証

研究所）

郁男#（JR 東日本研究開発センター安全
研究所）

○広田すみれ（東京都市大学）
森 久美子（関西学院大学）
大山 和政#（JR 東日本研究開発センター安全
研究所）

小野寺 順#（JR 東日本秋田運輸区）
越川 正治#（JR 東日本研究開発センター安全
白井

研究所）

郁男#（JR 東日本研究開発センター安全
研究所）

1PM-011 被贈与における負債感の関連要因の検討
（1）
―返報
義務感とすまなさの弁別性―

○中村 花菜（静岡大学）
福永 健吾（静岡大学）
橋本
剛（静岡大学）

1PM-012 被贈与における負債感の関連要因の検討
（2）
―過剰
適応傾向との関連―

○福永 健吾（静岡大学）
中村 花菜（静岡大学）
橋本
剛（静岡大学）

1PM-013 海外修学旅行が高校生のウェルビーイングに及ぼす
影響

○宮川えりか（立教大学）
小口 孝司（立教大学）

1PM-014 大地震発生時の対応行動意図および状況の予想―首
都圏の大学生とその親世代間の比較―

○清水

1PM-015 アドバンス・ケア・プランニングと死観の関連

○河野

1PM-016 うつ病休職者の回復を目指した行動に対する不快度
の調査

○山川
樹（日本大学）
田中江里子（日本大学）
坂本 真士（日本大学）

1PM-017 女性の顔の魅力が欺瞞性認知に及ぼす影響

○村井潤一郎（文京学院大学）
野瀬
出（日本獣医生命科学大学）
滝口 雄太（東洋大学）

1PM-018 日本人女性が抱く美しい女性像の年代間比較

○山田

雅子（埼玉女子短期大学）

1PM-019 誰が，いつインターネットを荒らすのか？ネット荒
らしに及ぼす Dark Tetrad 傾向と社会的孤立の影響

○増井

啓太（追手門学院大学）

（79）

裕（昭和女子大学）
由美（畿央大学）

3. 社会，文化
1PM-020 サポート期待の向上に影響する認知・行動的要因は
何か：心理教育プログラム受講者データの分析から

○亀山 晶子（日本大学）
及川
恵（東京学芸大学）
坂本 真士（日本大学）

1PM-021 女子大学生のスマホ使用に関連する認知行動的要因
の 検 討 Generalized Problematic Internet Use
Scale 2 尺度を用いて

○吉武

尚美（順天堂大学）

1PM-022 Acceptance with Cosmetic Surgery Scale 日本語
版の作成

○田中

勝則（北海学園大学）

1PM-023 腐女子の誕生

○山岡

重行（聖徳大学）

1PM-024 感謝表出スキル尺度の開発に向けた予備調査

○酒井
相川

智弘（筑波大学）
充（筑波大学）

1PM-025 不思議現象に対する態度とレジリエンスとの関連
（3）
不思議現象に対する態度
（60）

○小城 英子（聖心女子大学）
坂田 浩之（大阪樟蔭女子大学）
川上 正浩（大阪樟蔭女子大学）

1PM-026 日常的な化粧はクリエイティブな行為か？化粧に対
する意識・行動と主観的幸福感，自意識との関連

○三枝 千尋（花王／早稲田大学）
福永 恭子#（花王）
渡邊 克巳（早稲田大学）

1PM-027 大学観の変化からみた新入生の大学適応について

○水野

邦夫（帝塚山大学）

1PM-028 大学入学後の女子大学生の友人関係について

○富山

尚子（東京成徳大学）

第 1 日夕方

9 月25日（火） ポスター掲示時間

15：30～17：30
展示棟／ポスター会場

1EV-006

ラットはフリーライダーへの報酬分配を避けるの
か?

○畑
渡邉

1EV-007

非言語的コミュニケーションに関する知識と人口統
計学的変数の関連

○小川 一美（愛知淑徳大学）
Judith A. Hall#（Northeastern University）

1EV-008

若年労働者の社会的困窮場面における援助要請意図

○山本 謙治（神戸大学）
齊藤 誠一（神戸大学）

1EV-009

アメリカにおける災害社会科学の研究動向

○大門

敏道（同志社大学）
健也#（同志社大学）

大朗（大阪大学／デラウェア大学災害研
究センター／日本学術振興会）

渥美 公秀（大阪大学）
Joanne Nigg#（デラウェア大学災害研究セン
ター）

1EV-010

大学生の結婚観と結婚式観における家族環境との関
連性

○改発 有香（早稲田大学）
向後 千春（早稲田大学人間科学学術院）

1EV-011

口頭で伝承された昔話による社会化過程

○廣瀬

清人（聖路加国際大学）

1EV-012

実際のツイートを収集して感情との関連を検討する
方法の提案―KJ 法および最適尺度法を用いて―

○堀切

大器

1EV-013

魅力を感じる異性像の分析

○高坂

康雅（和光大学）

1EV-014

行動観察時における人物と状況への注意の文化差

○清水 由紀（埼玉大学）
James S. Uleman#（ニューヨーク大学）

1EV-015

泊まりたい宿は何によって決まるか？宿泊イメージ
印象と宿泊ニーズの背景となる心理的構造の検討

○川畑 秀明（慶應義塾大学）
岡田 治樹#（宿泊予約経営研究所）

（80）

3. 社会，文化
1EV-016

ネットワークサービスの利用において保護したいも
のはなにか

○高橋
優（埼玉工業大学）
上田 卓司（早稲田大学）

1EV-017

組織参入後の食い違い体験タイプによる適応の違い

○設楽紗英子（作新学院大学女子短期大学部）

1EV-018

感情共有の期待感に関する検討

○田中
齋木

知恵（明治学院大学）
彩（明治学院大学）

1EV-019

大学での学業遂行と適応を支える心理的特性
（12）
心理的耐久性
（Durability）
とレジリエンスとの関連
（2）

1EV-020

LINE メッセージにおける返報性の規範についての
検討

○新井 直人（帝京大学）
実吉 綾子（帝京大学）

1EV-021

共働き家庭のワークライフバランス

○篠﨑 香織（実践女子大学）
伊波 和恵（東京富士大学）
田畑 智章（東海大学）

1EV-022

葛藤解決における非寛容動機の検討

○山口奈緒美（東北福祉大学）

1EV-023

共働き家庭のワークライフバランス
（2）

○伊波 和恵（東京富士大学）
篠栁 香織（実践女子大学）
田畑 智章（東海大学）

1EV-024

支配欲求と暴力―デート暴力をもたらす要因の探索
的検討―

○荒井 崇史（東北大学）
金政 祐司（追手門学院大学）

第 2 日午前

9 月26日（水） ポスター掲示時間

○川上 正浩（大阪樟蔭女子大学）
小城 英子（聖心女子大学）
畑中 美穂（名城大学）

9：20～11：20
展示棟／ポスター会場

2AM-010 「不幸でない」ことは幸せか

○綾城 初穂（駒沢女子大学）
平野 真理（東京家政大学）
中坪太久郎（淑徳大学）

2AM-011 不思議現象に対する態度とレジリエンスとの関連
（2） 不思議現象に対する態度
（59）

○坂田 浩之（大阪樟蔭女子大学）
川上 正浩（大阪樟蔭女子大学）
小城 英子（聖心女子大学）

2AM-012 ユーモア使用が Well-Being と抑うつに及ぼす影響
―ユーモアコーピングとユーモアスタイルの構造分
析モデルの比較―

○本郷亜維子（放送大学）

2AM-013 Twitter 行動規範尺度の作成と信頼性・妥当性の検
討

○森本

2AM-014 キャリア変化に対応する開発的ネットワークに関す
る探索的研究
（1）

○西道 広美（伝耕）
吉田 純子（伝耕）
西道
実（奈良大学）

2AM-015 パーソナリティと関係性が恋愛関係の間接的暴力に
及ぼす影響

○金政 祐司（追手門学院大学）
荒井 崇史（東北大学）

2AM-016 ひとり親の共同養育への認識―共同親権に向けた基
礎的調査

○堀江 尚子（畿央大学）
葛西 リサ#（日本学術振興会）

2AM-017 若年就労者の職場適応を規定する在学中の要因
（4）
―就職決定後に抱く入職後の希望が就職直前の不安
に及ぼす影響―

○山下 倫実（十文字学園女子大学）
風間 文明（十文字学園女子大学）

（81）

幸子（東北医科薬科大学）

3. 社会，文化
2AM-018 集落の多層的な社会的ネットワークの分解

○小森 政嗣（大阪電気通信大学）
飯田 梨乃#（京都大学こころの未来研究セン
ター）

箕浦有希久（京都大学こころの未来研究セン

ター／同志社大学赤ちゃん学研究
センター）
一言 英文（福岡大学）
竹村 幸祐（滋賀大学）
内田由紀子（京都大学こころの未来研究セン
ター）

2AM-019 反社会的行動・規範逸脱行動の抑制に影響する心理
的要因

○田村

達（岩手県立大学）

2AM-020 ネガティブな出来事と主観的 well-being の関連を調
節する悲観性の効果についての日米比較文化研究

○福沢
山口

愛（関西学院大学）
勧（東京大学）

2AM-021 職業的災害救援者別にみた職業イメージと災害時援
助要請行動

○髙橋

2AM-022 ピンクの衣服が自己認知と摂食行動に及ぼす影響

○石井 国雄（清泉女学院大学）
田戸岡好香（高崎経済大学）

2AM-023 過剰な利他主義者は評判を獲得できるか
（2）

○河村
楠見

2AM-024 怒り反すう特性と自己愛傾向との関連

○八田 武俊（岐阜医療科学大学）
八田 純子（愛知学院大学）
田村
達（岩手県立大学）

2AM-025 的中の時間的影響に関する探索的研究―purify 実験
の概念的追試から―

○村上

幸史（神戸山手大学）

2AM-026 所属欲求が自己制御能力と拒絶反応性を介して不登
校傾向に及ぼす影響

○羅
堀川
岡

竹（日本大学）
佑惟（日本大学）
隆（日本大学）

2AM-027 日本人はなぜ内向きコミュニケーション方略しか持
たないのか―社会心理学的一考察―

○木下

哲生（防衛大学校）

2AM-028 夫婦関係と適応
（4）
―間接的暴力は「暴力」として
認知されるか？―

○古村健太郎（弘前大学）
金政 祐司（追手門学院大学）
浅野 良輔（久留米大学）

2AM-029 夫婦関係と適応
（5）
―共有された関係効力性が幸福
感に与える影響の因果関係―

○浅野 良輔（久留米大学）
古村健太郎（弘前大学）
金政 祐司（追手門学院大学）

第 2 日午後

9 月26日（水） ポスター掲示時間

尚也（立正大学）

悠太（京都大学／日本学術振興会）
孝（京都大学）

13：10～15：10
展示棟／ポスター会場

2PM-010 項目反応理論を用いたソーシャルスキル自己評定尺
度短縮版の作成と青年への適用の検討

○吉良

2PM-011 ボウルビィでも良いならエリクソンでも良いのでは :
精神医学的な古典理論の社会心理学への比喩的応用
の可能性

○増田

2PM-012 組織特性が大学生の知覚する組織の魅力に及ぼす影
響
（3）

○高木 浩人（愛知学院大学）
石田 正浩（京都府立大学）

（82）

尾形
上手

悠吾（広島大学／向洋こどもクリニッ
ク）
明子（広島大学）
由香（広島大学）
匡裕（和歌山県立医科大学）

3. 社会，文化
2PM-013 小集団議論における体動の同調傾向と課題の成績
―収束型議論の場合―

○松井 裕子（原子力安全システム研究所）
彦野
賢（原子力安全システム研究所）

2PM-014 自己への脅かしがゆるしに及ぼす影響

○若山 和樹（愛知学院大学）
八田 武俊（岐阜医療科学大学）
八田 純子（愛知学院大学）

2PM-015 確率的潜在意味解析とシミュレーションによる決定
方略の推定

○玉利 祐樹（静岡県立大学）
井出野 尚（徳山大学）
竹村 和久（早稲田大学）

2PM-016 保護者評定によるデジタルゲーム依存尺度の作成

○松尾 由美（関東短期大学）
堀内由樹子（お茶の水女子大学）
寺本 水羽（お茶の水女子大学）
田島
祥（東海大学）
鄭
姝（お茶の水女子大学）
坂元
章（お茶の水女子大学）

2PM-017 衛生的手洗いの意識促進に対する効果的な介入法の
検討―文系大学生を対象とした教材効果の検討―

○山﨑真理子（鹿児島大学）
島村 裕子#（静岡県立大学）
増田 修一#（静岡県立大学）

2PM-018 旅行キャリアの発達過程
（2）

○林
岡本

幸史（大阪国際大学）
卓也（信州大学）

2PM-019 ステレオタイプと流暢性の誤帰属―ステレオタイプ
不一致情報が偏見に及ぼす影響―

○佐藤

春樹（同志社大学）

2PM-020 生活史戦略とパートナー暴力との関連―パートナー
関係にある 2 者のペアデータによる検証―

○喜入

暁（東京大学）

2PM-021 支えることで支えられていること―訪問看護師にお
けるケアリングの相互性と継承性が看護観の確立に
もたらす効果―

○平野
藤

2PM-022 現代の権威主義―高級ブランド，有名人，高偏差値
を崇める人々の強い親和動機―

○林
幹也（明星大学／徳山大学）
井出野 尚（徳山大学）

2PM-023 漫画の顔と実写の顔における相貌特徴と印象の関係

○太田

2PM-024 動物観，イルカに関する知識およびイルカに対する
態度の関連

○武田

美亜（青山学院女子短期大学）

2PM-025 災害ボランティアは「ただ傍にいる」か？

○渥美

公秀（大阪大学）

2PM-026 地域のコミュニティはレジリエンスとして機能する
のか

○水田

恵三（尚絅学院大学）

2PM-027 日中大学生における化粧意識と化粧行動の比較

○孫
木藤

暁強（久留米大学）
恒夫（久留米大学）

2PM-028 SNS 利用と友人観の因果関係の探索

○潮村 公弘（フェリス女学院大学）
申
知元（昭和女子大学）

第 2 日夕方

9 月26日（水） ポスター掲示時間

智子（訪問看護ステーションコスモス）
桂（筑波大学）

碧（法政大学）

15：30～17：30
展示棟／ポスター会場

2EV-005

倫理的消費における経験と態度―性別，年代からの
検討―

（83）

○泉水

清志（育英短期大学）

3. 社会，文化
2EV-006

連続して増減する価格が価値判断に及ぼす影響

○野田 理世（金城学院大学）
田邊 宏樹（名古屋大学）

2EV-007

身体的同期が望ましくない利他行動に与える影響

○品田

瑞穂（東京学芸大学）

2EV-008

老いの受容における主観的幸福感・ライフイベン
ト・経済状態の比較検討

○江上

智章（北海道公立学校スクールカウンセ

2EV-009

子どものデジタルゲーム利用と適応― 3 歳から小学
校 3 年生を対象とした web 保護者調査―

○寺本 水羽（お茶の水女子大学）
松尾 由美（関東短期大学）
田島
祥（東海大学）
堀内由樹子（お茶の水女子大学）
鄭
姝（お茶の水女子大学）
坂元
章（お茶の水女子大学）

2EV-010

縦断的調査による在日コリアンへのレイシズムの測
度の基礎的検討：再検査信頼性と測度間の弁別

○高

史明（神奈川大学）

2EV-011

自己概念が対人ストレスコーピングの効果に与える
影響

○坂元

優太（就実大学）

2EV-012

日本語版道徳動機モデル尺度の作成の試み

○藤原
稲垣

佑貴（科学警察研究所）
勉（鹿児島大学）

2EV-013

子どものデジタルゲーム利用に対する保護者の意
識，介入行動
（8）

○鄭
姝（お茶の水女子大学）
倉津美紗子#（お茶の水女子大学）
堀内由樹子（お茶の水女子大学）
寺本 水羽（お茶の水女子大学）
松尾 由美（関東短期大学）
田島
祥（東海大学）
坂元
章（お茶の水女子大学）

2EV-014

集団での音楽・ダンス活動が共感性に及ぼす効果

○山崎

晃男（大阪樟蔭女子大学）

2EV-015

美容整形への抵抗感の構造

○松下

戦具（大阪樟蔭女子大学）

2EV-016

身近な他者に相談出来ないときのインターネット利
用の検討
（2）
―利益・コストに着目して―

○紀 日奈子（九州産業大学）
稲田 尚史（九州産業大学）

2EV-017

Moral Foundations Dictionary 日本語版を用いた道
徳違反単語数の日米比較

○松尾 朗子（名古屋大学）
笹原 和俊#（名古屋大学／ JST さきがけ）
田口 靖啓#（愛知大学）
唐沢
穣（名古屋大学）

2EV-018

状況的および動機的文脈がお菓子の消費行動頻度に
及ぼす影響～食物摂取頻度調査
（FFQg）
を用いた予
測モデルの検討～

○大友

2EV-019

感情体験としての「ふつう」

○佐野予理子（関東学院大学）
黒石 憲洋（国際基督教大学教育研究所）

2EV-020

集団間和解による自集団肯定化効果―泥棒洞窟実験
の追試を通じた集団間ステレオタイプ変化の検討―

○熊谷

智博（法政大学）

2EV-021

教育学部生の教職選択と成長欲求の関連

○若松

養亮（滋賀大学）

2EV-022 “利他的”な嘘は許容されるのか？ 嘘の内容が信
頼性評価に与える影響

（84）

橋本

ラー）

久美（札幌国際大学）

章司（甲南女子大学）

○井上裕香子（玉川大学）
清成 透子（青山学院大学）
橋彌 和秀（九州大学）

3. 社会，文化
2EV-023

介護施設職員のストレスに対するソーシャルサポー
ト・ソーシャルスキルの効果

第 3 日午前

9 月27日（木） ポスター掲示時間

○宇佐美尋子（聖徳大学）
高尾 公矢#（聖徳大学）
赤羽 克子#（聖徳大学）

9：20～11：20
展示棟／ポスター会場

3AM-009 疑似科学信奉に関連する直観的思考とその抑制

○菊池

3AM-010 後期高齢者の近隣関係の変化とその関連要因：K2
study における20カ月後の変化

○菅原 育子（東京大学）
髙山
緑（慶應義塾大学）
石岡 良子（慶應義塾大学）
増井 幸恵（東京都健康長寿医療センター研究

聡（信州大学）

所）

菅沼 真樹（東海大学）
小川まどか（東京都健康長寿医療センター研究
所）

3AM-011 対人志向性とジェンダーが恋愛意欲に与える影響

○永久ひさ子（文京学院大学）
山崎 幸子（文京学院大学）

3AM-012 夫婦は偏見を共有するのか

○波多野 文（高知工科大学／日本学術振興会）
榊 美知子（高知工科大学／レディング大学）
小宮あすか（広島大学）
村山
航#（高知工科大学／レディング大
学）

3AM-013 かわいい人と美人の相補性が自尊感情と相手の魅力
評価との関係に及ぼす影響

○宗像
愛（千葉大学）
礒部智加衣（千葉大学）

3AM-014 高等学校における適性検査活用と有効性の評価

○深町

珠由（労働政策研究・研修機構）

3AM-015 食行動に関する文化心理学的研究
（2）
―菜食主義者
の食行動と食物に対する態度―

○古満
和田
一言
川端
今田

伊里（広島修道大学）
有史（立命館大学）
英文（福岡大学）
一光（明治学院大学）
純雄（広島修道大学）

3AM-016 眼鏡のサイズ・有無が印象形成に及ぼす影響 対比
効果・同化効果による検討

○笹本

裕子（法政大学）

3AM-017 大学生の SNS 利用とエゴグラムの関連

○岡本
齋藤

3AM-018 ストレスマインドセットはなぜ健康を改善するの
か？ポジティブ事象への注意バイアス仮説の検証

○竹橋 洋毅（関西福祉科学大学）
豊沢 純子（大阪教育大学）
大久保慧悟#（ディップ）
島井 哲志（関西福祉科学大学）

3AM-019 ERP からみる自他認識の文化的バイアス

○上窪
綾（東京女子大学）
胡
中凡#（國立成功大學）
蕭
富仁#（國立成功大學）
蕭
乃菁#（國立成功大學）
北山
忍（ミシガン大学）
Brian Kraus#（ミシガン大学）
Cristina E Salvador#（ミシガン大学）
唐澤 真弓（東京女子大学）

3AM-020 SNS での再会は，キャリアの再開へ―SNS 上での
弱い紐帯との交流がキャリア・リフレクションに及
ぼす影響―

○永野
藤

（85）

香（東京福祉大学）
瞳（東京福祉大学）

惣一（筑波大学）
桂（筑波大学）

3. 社会，文化
3AM-021 「正義」の心は，罪からの立ち直りを支えるか―公
正世界信念が有前科者に対する Forgiveness および
受容的行動に及ぼす影響―

○六瀬 貴大（法務省）
藤
桂（筑波大学）
遠藤 寛子（宮城学院女子大学）

3AM-022 他者に理解されたという感覚を促進するには？― 2
者間ペアデザインによる，解釈レベルの観点からの
検討―

○伊藤

3AM-023 公共の場における社会的迷惑行為の認知構造の検討

○内山 栞里（東洋大学）
戸梶亜紀彦（東洋大学）

3AM-024 社会的場面における反抗に関する検討

○井出野 尚（徳山大学）
玉利 祐樹（静岡県立大学）
林
幹也（明星大学）
竹村 和久（早稲田大学）

3AM-025 あがり場面における自己効力感の役割

○永井 亜実（金城学院大学）
渡辺 恭子（金城学院大学）
橋本 翔子（金城学院大学）

3AM-026 固執する態度の緩和に与える対立場面状況の影響

○坂田 千文（京都大学）
上田 祥行（京都大学）
野村 理朗（京都大学）

第 3 日午後

9 月27日（木） ポスター掲示時間

言（イデアラボ／東京大学）

13：10～15：10
展示棟／ポスター会場

3PM-005 仮想の温かさに触れ，現実のぬくもりを求め―仮想
現実環境における身体感覚が所属欲求の喚起に及ぼ
す影響―

○藤
永井

3PM-006 同一人種間における曖昧な表情への知覚の個人差に
関する検討―中国人に対する表情知覚に関する
fNIRS を用いた検討―

○藤田 弥世（京都大学）
山本 法子#（京都大学大学院教育学研究科

3PM-007 在日ミャンマー青年の民族的アイデンティティが文
化変容過程に及ぼす影響

○Roi Sawm Sumlut（国際基督教大学）
礒崎三喜年#（国際基督教大学）

3PM-008 交感する名刺交換―名刺交換場面を通した性格判断
の正確性―

○阿部 里香（LicAlor）
荘島宏二郎（大学入試センター）
藤
桂（筑波大学）

（86）

高野
松村
野村

桂（筑波大学）
聖剛（立命館大学）

卒業済）

了太（京都大学）
遼平#（京都大学）
理朗（京都大学）

3. 社会，文化
3PM-009 開発援助プログラムにおける動機づけの心理測定：
マダガスカルにおける農家研修プログラムの調査研
究の成果と課題

○佐柳

信男

（山梨英和大学／国際基督教大学／ JST ／地
球規模課題国際科学技術協力プログラム）

Tsinjo Randriamanana#

（マダガスカル国立農村開発応用研究セン
ター／JST／地球規模課題国際科学技術協
力プログラム）

Harisoa S. A. Razafimbelonaina#

（マダガスカル国立農村開発応用研究セン
ター／JST／地球規模課題国際科学技術協
力プログラム）

Nirina Rabemanantsoa#

（マダガスカル国立農村開発応用研究セン
ター／JST／地球規模課題国際科学技術協
力プログラム）

Henri L. Abel-Ratovo#

（マダガスカル国立農村開発応用研究セン
ター／JST／地球規模課題国際科学技術協
力プログラム）

横山

繁樹#

（国際農林水産業研究センター／JST／地球
規模課題国際科学技術協力プログラム）

3PM-010 演劇体験が社会的能力に及ぼす影響

○渡邊
楠見

智也（京都大学）
孝（京都大学）

3PM-011 「男と女はこんなに違う！」を受け入れるのは誰か
（2）
―男子大学生の両面価値的性差別態度とジェン
ダー自尊心に着目して―

○倉矢

匠（東洋大学）

3PM-012 活発な精神的活動に対する意志力の暗黙理論尺度
（ITW-M）
日本語版の作成

○櫻井
渡辺

3PM-013 対人相互作用場面での対人不安者の解釈・判断バイ
アス

○橋本 佳奈（明治学院大学）
宮本 聡介（明治学院大学）

3PM-014 日本人の「ふつう」の生活：所得階層による推測の
差異

○黒石 憲洋（国際基督教大学教育研究所）
佐野予理子（関東学院大学）

3PM-015 繰り返し囚人のジレンマにおける Extortion 戦略の
有効性

○米谷

充史（神戸大学）

3PM-016 システムへの依存性およびシステムからの離脱不可
能性と社会経済的地位の関連

○川嶋

伸佳（京都文教大学）

3PM-017 震災後の福島県における生活の立て直し―農業・商
業者への聞き取り調査から―

○神崎

真実（立命館グローバル・イノベーショ

3PM-018 集団状況における多元的無知

○加納 啓太（淑徳大学）
神
信人（淑徳大学）
松本 良恵#（玉川大学脳科学研究所）

3PM-019 メンバー評価・集団ステレオタイプ性評価の自己評
価との近似性と内集団同質性認知

○赤須

3PM-020 ツァイガルニック転移効果―未完結ストーリーが興
味・関心と侵入思考に及ぼす影響―

○小野由莉花（同志社大学）
及川 昌典（同志社大学）

（87）

良祐（北海道教育大学／東京大学）
匠（北海道教育大学）

ン研究機構）

浅見 純音#
齋藤 絢子#（OIC 総合研究機構）
サトウタツヤ（立命館大学）

大典（久留米大学比較文化研究所）

3. 社会，文化
3PM-021 社会関係が健康を高めるメカニズム
（1）
社会的ネッ
トワーク・他者との身体接触・認知機能に着目した
予備的検討

○平島 太郎（愛知淑徳大学）
西村 律子（江戸川大学）

3PM-022 いま手の中にある機器に，家族はどうすべきか―イ
ンターネット嗜癖者の治療効果に対する家族の関与
の影響―

○三原
藤

聡子（筑波大学／久里浜医療センター）
桂（筑波大学）

3PM-023 差別受容における踏み石効果の検討

○山本

雄大（八戸学院大学）

第 3 日夕方

9 月27日（木） ポスター掲示時間

15：30～17：30
展示棟／ポスター会場

3EV-005

弱音に対する共感は，人を安心させるか？ LINE 上
でのネガティブ投稿への他者からの反応受領時の気
分に対する自尊心とネガティブ投稿経験・動機の効
果

○長谷川孝治（信州大学）
古里由香里#（信州大学高等教育研究センター）

3EV-006

道徳判断におけるシステム脅威の影響

○朴 ゴウン（名古屋大学）
村田 光二（成城大学）
唐沢
穣（名古屋大学）

3EV-007

祭・年中行事への参加と社会性発達の関連

○久木山健一（九州産業大学）

3EV-008

大学生における「ほめ」の友人関係維持機能―「ほめ」
の根拠の有無と関係の親密度の違いからの検討―

○野﨑

3EV-009

幸せになるために今日できること―幸福感を予測す
る人工知能技術―

○山本 哲也（徳島大学）
吉本潤一郎#（奈良先端科学技術大学院大学）

3EV-010

キャラ化機能尺度の作成と機能評価構造に関する検討
―現代青年はキャラ化によって何を得ているのか―

○平原 詩織（専修大学）
下斗米 淳（専修大学）

3EV-011

成員の迷惑行為への組織対応が他の成員におよぼす
影響
（4）

○礒部智加衣（千葉大学）

3EV-012

食行動に課題を持つ児童・生徒への心理教育的アプ
ローチ―
「栄養という概念」に関わる多様性―

○平田 裕美（女子栄養大学）
水野 彩音#（女子栄養大学）
三浦
芽#（女子栄養大学）
筒井 実佳#（女子栄養大学）
中島ひなの#（女子栄養大学）
杉原 未樹#（女子栄養大学）
根本
澪#（女子栄養大学）

秀正（宮崎公立大学）

3EV-013 「二度見知り」はなぜ生じるか？

○渡部

敦子（福島学院大学）

3EV-014

見知らぬ他者との相互作用が及ぼす心理的影響 : 通
学時の経験を用いた実験的検討

○針原

素子（武蔵大学）

3EV-015

インターネット上における炎上の拡散要因の検討

○河合 崇志（東洋大学）
桐生 正幸（東洋大学）

3EV-016

仮想通貨購入動機に関する研究

○兪

幜蘭（作新学院大学）

3EV-017

髪型・服装の評価が共学・別学女子によって異なる
か？

○大井

修三（岐阜女子大学）

3EV-018

公正世界信念が有名人のゴシップ評価に及ぼす影響

○黄
高橋
阿部

景逸（東北大学）
優香（東北大学）
恒之（東北大学）

（88）

3. 社会，文化
3EV-019

有名人のゴシップに対する社会的評価

○高橋 優香（東北大学）
黄
景逸（東北大学）
阿部 恒之（東北大学）

3EV-020

Effect of product information search type on guilt
of ready meal consumption

○Seung Cheol Jung（Psychology department

3EV-021

The Effect of Group-Goal Perception and Psychological Ownership on Crowdfunding

○Sangeun Jung（Psychology department of

of Chung-Ang University）
Jaehwi Kim（Psychology department of
Chung-Ang University）

Chung-Ang University）

Jaehwi Kim（Psychology department of
Chung-Ang University）

3EV-022

The effect of time interval framing and the level of
means similarity on goal initiation

○Hojun Oh（Psychology department of ChungAng University）

Jaehwi Kim（Psychology department of
Chung-Ang University）

3EV-023

3EV-024

The Effect of Others Perception on Purchase
Behavior - Focusing on the mediating effect of
perceived value on cost

○Minji Shin（Psychology department of Chung-

The Effect of Progressive Frames and Prior
Knowledge on Purchasing Intention of Scarcity
Messages

○Woobin Lee（Psychology department of

（89）

Ang University）

Jaehwi Kim（Psychology department of
Chung-Ang University）

Chung-Ang University）

Jaewhi Kim（Psychology department of
Chung-Ang University）

4. 臨床，障害

4. 臨床，
障害
第 1 日午前

9 月25日（火） ポスター掲示時間

9：20～11：20
展示棟／ポスター会場

1AM-028 食行動におけるポジティブな感情・認知に関する検
討―ベジタリアンと一般的な食行動を実践している
者との比較から―

○三村

1AM-029 パーソナリティと家族関係が，主観的幸福感を介し
て老年期における悲嘆と抑うつに及ぼす影響

○橋本 翔子（金城学院大学）
永井 亜実（金城学院大学）
渡辺 恭子（金城学院大学）

1AM-030 臨床心理士による自殺未遂者支援に資する知識とス
キルの検討

○高井美智子（埼玉医科大学）
川本 静香（山梨県立大学）
川島 義高#（国立精神・神経医療研究セン

千春（淑徳大学）

ター精神保健研究所）

松本

俊彦#（国立精神・神経医療研究セン

上條

吉人#（埼玉医科大学）

ター精神保健研究所）

1AM-031 MMPI 日本版の不幸な歴史
（1）

○村上 宣寛
村上千恵子（千葉大学）

1AM-032 MMPI 日本版の不幸な歴史
（2）

○村上千恵子（千葉大学）
村上 宣寛

1AM-033 感情ラベリングを併せた SST の有効性―対象の少
なさをベイズ推定により補った効果測定の実施―

○佐名

隆徳（千葉県東上総児童相談所）

1AM-034 対人援助職における行動分析的知識の検討 4
士・幼稚園教諭と親における知識差の検討

○宮
岩橋

裕昭（市立福知山市民病院）
瞳（市立福知山市民病院）

保育

1AM-035 中学生における体験の回避と抑うつの関連性

○下田 芳幸（佐賀大学）
石津憲一郎（富山大学）
大月
友（早稲田大学）

1AM-036 筋ジストロフィー患者が抱える困難への心理支援に
おける課題

○藤野

1AM-037 大学生の登校回避感情が生じる要因

○成田 正樹（横浜国立大学）
宮戸 美樹（横浜国立大学）

1AM-038 前思春期・思春期前期の子どもの痩身理想の内在化
の傾向

○山村 健真（ルーテル学院大学）
田副 真美（ルーテル学院大学）

1AM-039 学生相談機関のウェブサイト上における情報発信ー
東京・ソウル・台北・香港の学生相談機関の情報発
信のスタイルの比較

○伊藤

直樹（明治大学）

1AM-040 日本の大学生を対象とした夢の共有行動についての
調査

○大木
岡田

莉加（文教大学）
斉（文教大学）

1AM-041 DAM グッドイナフ人物画知能検査を用いた重度認
知症者の認知機能評価の可能性

○後藤 貴浩（小島慈恵会小島病院）
海谷 夏海#（川崎こころ病院）
宮﨑 和之#（みやぎ県南中核病院）
石井
洋#（川崎こころ病院）

1AM-042 社会的居場所・個人的居場所と内的適応・外的適応
との関連

○寺井
茜（岐阜大学）
伊藤 宗親（岐阜大学）
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陽生（大分大学／大阪大学）

4. 臨床，障害
1AM-043 浦河べてるの家におけるビジュアル・ナラティヴ
当事者研究とべてるまつりにおける多様に外在化さ
れたもの

○小平 朋江（聖隷クリストファー大学）
いとうたけひこ（和光大学）

1AM-044 統合失調症を対象とした自我障害評価ツールとして
のラバーハンド錯覚実験の有用性 身体的所有感の
観点から

○上倉 安代（筑波大学）
大川 一郎（筑波大学）

1AM-045 Post-Event Processing が社会場面の解釈と不安に
与える影響

○築地
岩永

第 1 日午後

9 月25日（火） ポスター掲示時間

大智（広島大学）
誠（広島大学）

13：10～15：10
展示棟／ポスター会場

1PM-029 社交不安傾向者における Post-Event Processing に
ディストラクションが及ぼす影響

○森石 千尋（早稲田大学）
前田 駿太（東北大学）
荻島 大凱#（早稲田大学）
嶋田 洋徳（早稲田大学）

1PM-030 先天性盲児はいかにして見えない自分に気づくのか
―
「見て」という発話行為の変遷をたどって

○能智 正博（東京大学）
園部 愛子#（東京大学）
片山 皓絵#（東京大学）
眞柄 翔太#（東京大学）
沖野 昇平#（東京大学）
風間 菜緒#（東京大学）
広津侑実子#（東京大学）

1PM-031 マインドフルネスおよび注意制御機能とマインドワ
ンダリングおよび感情の関連

○梅田亜友美（早稲田大学）
高橋恵理子#（早稲田大学人間総合研究セン
根建

ター）

金男（早稲田大学）

1PM-032 造血細胞移植患者の無菌室における精神症状に関す
る質的研究

○須藤
鹿内
折田
大塚
赤間
大西
矢野
三上
松本
山本

武司（東海大学）
裕恵（東海大学／北里大学）
睦子#（東海大学医学部付属病院）
敦子#（東海大学医学部付属病院）
史明#（東海大学）
雄一#（東海大学）
広#（東海大学）
克央#（東海大学）
英夫#（東海大学）
賢司（東海大学）

1PM-033 発達障害の大学生に関するメンタルヘルスリテラ
シー尺度の作成―大学教員を対象として―

○水野

雅之（東京家政大学）

1PM-034 育 児 ス ト レ ス 予 防 プ ロ グ ラ ム の 効 果 評 価
（2）
―AAQ-2と FFMQ を用いて―

○藤川
石津

麗（駒沢女子大学）
和子（駒沢女子大学）

1PM-035 解決志向の観察課題が問題状況の認識と対処方略に
及ぼす影響

○高木

1PM-036 自閉スペクトラム症成人の社会適応を予測する神経
及び社会認知機能とその代償的関係

○大塚

貞男（京都大学／神経発達症研究推進機
構）

魚野 翔太（京都大学）
義村さや香#（京都大学）
趙
朔（京都大学／神経発達症研究推進機
十一

（91）

源（東北大学）

構）

元三#（京都大学／神経発達症研究推進
機構）

4. 臨床，障害
1PM-037 外因死の遺族支援に向けたアクションリサーチ
（1）
：東京都監察医務院に面談を求めた遺族の実態
とニーズ

○川島 大輔（中京大学）
坂口 幸弘（関西学院大学）
福永 龍繁#（東京都監察医務院）
川野 健治（立命館大学）

1PM-038 外因死の遺族支援に向けたアクションリサーチ
（2）
外因死遺族ケアのためのリーフレット作成

○川野
伊東
大岡
河上
斎藤

1PM-039 アレキシサイミアの各側面が過剰適応に及ぼす影響
「他者からの否定的評価に対する不安」に着目した
仮説モデルの検討

○阿部 夏希（広島大学）
中島健一郎（広島大学）

1PM-040 徳島大学病院精神科で実施された心理検査の変遷

○松浦 可苗（徳島大学）
武田 知也（徳島大学）
吉田玲於奈#（徳島大学）
中瀧 理仁#（徳島大学）
大森 哲郎#（徳島大学）

1PM-041 アルコール関連刺激への注意バイアスが衝動的行動
に及ぼす影響

○竹澤
緑（早稲田大学）
浅見 祐香#（早稲田大学）
田中 佑樹（早稲田大学／日本学術振興会特別
野村
嶋田

健治（立命館大学）
由康#（関西学院大学）
由佳#（武庫川女子大学）
友信#（GLAN FABRIQUE）
絢子#（立命館大学）

研究員）

和孝（早稲田大学）
洋徳（早稲田大学）

1PM-042 社会的養護施設従事者の養育行動尺度の作成および
信頼性と妥当性の検討

○瀧井 綾子（兵庫教育大学）
伊藤 大輔（兵庫教育大学）

1PM-043 女子大学生における fat talk 従事と個人特性の関連
―Ecological Momentary Assessment を用いて

○高村
愛（お茶の水女子大学）
山﨑 洋子（お茶の水女子大学）
大森 美香（お茶の水女子大学）

1PM-044 統合失調症スペクトラム傾向の予測要因としての自
閉症スペクトラム傾向

○星屋 佳映（名古屋市立大学）
杉浦 義典（広島大学）

第 1 日夕方

9 月25日（火） ポスター掲示時間

15：30～17：30
展示棟／ポスター会場

1EV-025

評価懸念が過剰な心配に及ぼす影響―認知的統制に
よる調整効果の検討―

○町田
清水
佐藤

1EV-026

心理社会的ストレッサーに対するコルチゾール反応
は心拍知覚を促進する

○前田 駿太（東北大学）
荻島 大凱#（早稲田大学）
嶋田 洋徳（早稲田大学）

1EV-027

情報保障支援の利用を通じた聴覚障害学生の心理的
変容に関する研究―支援を受け容れ，主体的に利用
していく過程を中心に―

○瀧澤 颯大（江別市教育委員会）
飯田 昭人#（北翔大学）
澤
聡一（北翔大学）

1EV-028

大学院新入生を対象とした学内開放型グループ交流
活動の実践報告―大学院新入生交流会の試みとその
効果
（1）
―

○黄
小澤

（92）

規憲（徳島大学）
健司（信州大学）
健二（徳島大学）

正国（広島大学）
郁美（広島大学／日本学術振興会特別研
究員（DC））
石田 貴洋#（広島大学）
野口 由華（広島大学）
川﨑のぞみ#（広島大学）
阿部 祐也#（広島大学）
石山奈菜美#（広島大学）
髙垣 耕企（広島大学）

4. 臨床，障害
1EV-029

大学院新入生を対象とした学内開放型グループ交流
活動への参加がコミュニティ感覚や気分状態に及ぼ
す効果―大学院新入生交流会の試みとその効果
（2）
―

1EV-030

抑うつのリスクが高い人はどう見えるか？母親，父
親，友人からのパーソナリティ評価

○中島 実穂（東京大学）
丹野 義彦（東京大学）

1EV-031

大学教職員の大学生に学生相談機関の利用を勧める
意識―学生相談利用のメリット，専門的な心理的援
助に対する態度，パブリック・スティグマに焦点を
あてて―

○木村

真人（大阪国際大学）

1EV-032

大学生における自閉スペクトラム症傾向と感覚異常

○山田

理沙（国立精神・神経医療研究センター

○小澤

郁美（広島大学／日本学術振興会特別研
究員（DC））
黄
正国（広島大学保健管理センター）
髙垣 耕企（広島大学保健管理センター）
石田 貴洋#（広島大学保健管理センター）
野口 由華（広島大学）
阿部 祐也#（広島大学）
川﨑のぞみ#（広島大学）
石山奈菜美#（広島大学）

髙田

神経研究所）

孝二（帝京大学大学院）

1EV-033

青年期のレジリエンスと依存性との関連性 性差と
依存性の質的側面に注目して

○田村

1EV-034

日常的な音楽経験によるコーピングとストレス反応
の関連

○八木咲亜耶（兵庫教育大学）
岡田
涼（香川大学）
伊藤 大輔（兵庫教育大学）

1EV-035

実存的不安尺度
（ECQ）
日本語版作成の試みー大学生
女子を対象とした予備調査

○山﨑 洋子（お茶の水女子大学）
高村
愛（お茶の水女子大学）
大森 美香（お茶の水女子大学）

1EV-036

援助要請スタイルの差異が相談相手の選考に及ぼす
影響の検討

○山内 菜海（日本大学）
坂本 真士（日本大学）
樫原
潤（日本大学／日本学術振興会）

1EV-037

大学におけるセクシュアルマイノリティ学生への支
援―啓発活動による間接的支援の効果―

○松井めぐみ（岡山大学／岡山大学学生総合支援

1EV-038

新任教師のバーンアウトを防ぐためのソーシャル・
キャピタル

○古谷嘉一郎（北海学園大学）
松永 美希（北海学園大学／立教大学）
中村菜々子（兵庫教育大学）

1EV-039

大学生のメンタルヘルスにおける香り効果の前向き
研究
（1）
―生理学的評価項目による検討―

○吉川 弘明（金沢大学）
足立 由美（金沢大学）

1EV-040

大学生のメンタルヘルスにおける香り効果の前向き
研究
（2）

○足立 由美（金沢大学）
吉川 弘明（金沢大学）

1EV-041

成人期の境界域知的発達の WAIS-III プロフィール
特徴

○久保りつ子（牧原クリニック）
牧原 寛之#（牧原クリニック）

1EV-042

学校不適応を抱える患者への集団プログラムの効果

○小野

舟瑛（あ さかホスピタル／岩手医科大

堀井
堀川
天海

祐希#（あさかホスピタル）
美樹#
久#（あさかストレスケアセンター）

（93）

隆宏（鳴門教育大学）

センター）

学）

4. 臨床，障害
第 2 日午前

9 月26日（水） ポスター掲示時間

9：20～11：20
展示棟／ポスター会場

2AM-030 心理専門職への援助要請に影響を与える要因の検討
―セルフ・コンパッションとセルフ・スティグマ，
恥の観点から―

○佐藤

石村
2AM-031 塗り絵による脳活動および気分の変化

修哉（日本学術振興会，東京成徳大学，

クイーンズランド大学，国立精
神・神経医療研究センター 認知
行動療法センター）
郁夫（東京成徳大学）

○野末美和子（金沢工業大学）
近江 政雄（金沢工業大学）
長尾紀久子#（金沢適応カウンセリング＆研究
センター）

2AM-032 感動体験が抑うつに与える影響について―生き方を
媒介変数とした構造方程式モデルを用いた検討―

○阿部 嘉巳（筑波大学）
内田 知宏（尚絅学院大学）

2AM-033 PERMA-Profiler 日本語版の心理統計量の検討―成
人標本251名を用いて―

○伏島あゆみ（金沢工業大学心理科学研究所）
塩谷
亨（金沢工業大学心理科学研究所）

2AM-034 精神的回復力が登校行動持続要因を介し登校行動に
及ぼす影響

○加藤

陽子（十文字学園女子大学）

2AM-035 【欠番】
2AM-036 コミュニケーションロボットとの関わりが大学生の
攻撃性および気分に及ぼす影響―オウム返し機能に
着目して―

○桜井 美加（国士舘大学）
大浦 邦彦#（国士舘大学）
神野
誠#（国士舘大学）
三上可菜子#（国士舘大学）

2AM-037 日本語版 Mini-CERTS
（Cambridge-Exeter Repetitive Thought Scale）
の信頼性・妥当性の検討

○神原

2AM-038 マインドフルネスを用いた介入の効果を調整する個
人特性

○高山 千絵（広島大学）
杉浦 義典（広島大学）
砂田 安秀（広島大学）
田村 紋女（広島大学）

2AM-039 子どもの強みへの注目と精神的健康との関連

○阿部

望（同志社大学／日本学術振興会特別

岸田

広平（同志社大学／日本学術振興会特別

石川

信一（同志社大学）

吉良
尾形

広平（広島大学／日本学術振興会特別研
究員 DC）

悠吾（広島大学）
明子（広島大学）

研究員）
研究員）

2AM-040 身体運動を用いた高齢者の認知機能の評価

○槇坂 苑花（比治山大学）
吉田 弘司（比治山大学）

2AM-041 児童期における主観的幸福感と原因帰属様式の関連
についての検討

○小嶋

佑介（淑徳大学）

2AM-042 投影法課題における図版の特性と性格傾向を反映し
た神経基盤

○齋藤

大輔（金沢大学／連合小児発達学研究科

内海
相澤
牧田
中村
平石
石橋
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金沢校）

Minyoung Jung#（福井大学子どものこころの
発達研究センター）

千種（徳島大学）
直樹（神戸大学）
潔（愛知学院大学）
有吾（徳島大学）
博敏（浜松医科大学）
正浩（大阪教育大学）

4. 臨床，障害
2AM-043 発達障害児をもつ母親の心理的苦痛と家族レジリエ
ンス

○鈴木

浩太（国 立 精 神・神 経 医 療 研 究 セ ン
ター）

平谷美智夫#（平谷こども発達クリニック）
水越 菜那#（国立精神・神経医療研究セン
林
稲垣

ター）

隆#（西川医院）
真澄#（国立精神・神経医療研究セン
ター）

2AM-044 【欠番】
2AM-045 妊婦の被援助志向性について
（1）

○日下部典子（福山大学）

2AM-046 交通事故被害者における心理的苦痛の影響要因

○藤田 悟郎（科学警察研究所）
上田
鼓（警察庁）
栁田 多美（大正大学）
岡村 和子（科学警察研究所）
小菅
律（科学警察研究所）

2AM-047 大学生を対象にした精神的健康に関する縦断的研究

○矢内希梨子（長崎大学）
小川さやか（長崎大学）
田山
淳（長崎大学）

第 2 日午後

9 月26日（水） ポスター掲示時間

13：10～15：10
展示棟／ポスター会場

2PM-029 視線恐怖傾向と視線量との関連―使用言語の比較か
ら―

○若岡里奈子（岐阜県立希望が丘こども医療福祉

2PM-030 東日本大震災における母子関係に関する研究―母親
のソーシャルネットワークが心理面に及ぼす影響―

○久我樹里佳（東北大学）
上埜 高志（東北大学）
富田 博秋#（東北大学災害科学国際研究所）

2PM-031 反すう困窮者の反すう体験プロセスに関する質的研
究

○勝又

2PM-032 うつ病休職者の復職 3 か月後の社会適応状態に与え
る心理社会的要因に関する質的検討

○渡邊明寿香（兵庫教育大学）
伊藤 大輔（兵庫教育大学）
仲座 舞姫（山本クリニック）
石原 綾子#（山本クリニック）
山本 和儀#（山本クリニック）

2PM-033 抑うつ傾向による同調行動の検討

○加藤

伊藤

板倉
伊藤

センター）

宗親（岐阜大学）

結菜（東京大学）

愛（舟伏 清流障がい者就業・生活支
援センターふなぶせ）

憲政#（岐阜大学）
宗親（岐阜大学）

2PM-034 クライエントの主体的な健康行動目標の設定および
実施に向けた参加型カウンセリングプログラムの開
発

○岡村 祐一（筑波大学／S&S Dialogue）
岡田 栄作#（浜松医科大学健康社会医学講

2PM-035 大学生の発達障害傾向がインターネット依存傾向に
与える影響

○菊地
創（中央大学）
富田 拓郎（中央大学）

2PM-036 マインドワンダリングにおける意図性が時間的指向
性及び感情価に及ぼす影響

○管
立石
髙橋

佐藤

川島
熊野
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座）

航#（S&S Dialogue）

思清（早稲田大学）
七海（早稲田大学）
徹（早稲田大学／日本学術振興会特別
研究員）

一朔（早稲田大学総合研究機構）
宏昭（早稲田大学人間科学学術院）

4. 臨床，障害
2PM-037 惨事ストレスケアにおけるデブリーフィング及びデ
フュージングの効果

○青木 千恵（東京消防庁）
清水 祐二#（東京消防庁）
持田 春人#（東京消防庁）
玄海 嗣生#（東京消防庁）
松井
豊（筑波大学）

2PM-038 巧緻性に関与する自閉および発達特性の NIRS を用
いた検討

○鈴村 菜央（京都大学）
西田 駿輝#（京都大学）
船曳 康子#（京都大学）

2PM-039 ネガティブ・ライフイベントと青年期のメンタルヘ
ルス―心的外傷後成長
（PTG）
および心的外傷後スト
レス症状
（PTSS）
による媒介モデル

○西川 里織（熊本大学／福井大学）
小島 雅彦#（福井大学）
藤澤 隆史（福井大学）
友田 明美#（福井大学）

2PM-040 病院で開く高齢者サロンで心理職は何ができるのか

○岩田
岩瀬

2PM-041 再確認傾向が幸福感を低下させるプロセスの検討
―感情制御のための対人ネットワークと重要他者の
特性に着目して―

○安部 主晃（広島大学）
中島健一郎（広島大学）

2PM-042 血液透析患者の日常生活活動に影響を及ぼす因子

○松永 祐輔（北里大学）
渡邉 孝明#（北里大学／さがみ循環器クリ

道子（愛生病院）
敏#（愛知医科大学）

ニック）

山本 尚平#（北里大学）
鈴木 裕太#（北里大学）
磯辺 友祐#（北里大学）
今村 慶吾#（北里大学）
神谷健太郎#（北里大学）
村山 憲男（北里大学／順天堂大学）
松永 篤彦#（北里大学）
田ヶ谷浩邦#（北里大学）
吉田
煦#（北里大学）
2PM-043 中学生の認知的統制に対する認知再構成法に基づく
1 セッションの心理教育の効果

○田中

2PM-044 自閉スペクトラム症者は本当に同一性に固執してい
るのか―反復単語変形効果を用いた検討―

○糸井 千尋（中央大学）
加藤 進昌#（昭和大学発達障害医療研究所）
柏野 牧夫（NTT コミュニケーション科学基

圭介（上越教育大学）

礎研究所）

2PM-045 青年期におけるアイデンティティの確立と自己注目
の方法および抑うつとの関連について

○出井壮二郎（日本大学）
津川 律子（日本大学）

2PM-046 高齢者の行動調整における言語の役割に関する研究

○海老 諭香（中部学院大学短期大学部）
堅田 明義（中部学院大学）
大橋
明（中部学院大学）
水上喜美子（仁愛大学）

第 2 日夕方

9 月26日（水） ポスター掲示時間

15：30～17：30
展示棟／ポスター会場

2EV-024

乳幼児をもつ母親へのサポートと育児不安―生きが
いに着目して―

○宮本

2EV-025

自我同一性の確立および友人関係の満足感が対人ス
トレス・コーピングに与える影響について

○白石 萌実（日本大学）
津川 律子（日本大学）
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純子（近畿大学九州短期大学）

4. 臨床，障害
2EV-026

統合失調症患者と健常者の対称性選好の関連要因に
ついて―気分状態・精神症状から―

○小林 史乃（北里大学）
菅原ひとみ（東海大学）
小平 明子#（鶴賀病院）
延藤 麻子#（鶴賀病院）
塚本 康之#（鶴賀病院）
西澤さくら#（鶴賀病院）
岡本 悠花（北里大学）
川杉 桂太（早稲田大学）
竹村 和久（早稲田大学文学学術院）
岩滿 優美（北里大学）
轟
慶子#（鶴賀病院）

2EV-027

故人とのエピソードの想起に伴う主観的特性と継続
する絆―故人との継続する絆の適応性における自伝
的記憶のはたらき
（2）
―

○田上
山中

2EV-028

MRKH ロキタンスキー症候群における心理的支援
ニーズ

○菰田 敦子（お茶の水女子大学）
石丸径一郎（お茶の水女子大学）

2EV-029

適応的な自己注目を促進する心理教育プログラムの
検討

○田渕
及川

2EV-030

注意と認知による怒り感情の制御に関する検討

○中村 航介（東京大学）
丹野 義彦（東京大学）

2EV-031

自律訓練法言語公式の再検討

○鈴木 常元（駒澤大学）
松崎 優和#（駒澤大学）
望月真以子#（駒澤大学）
山崎 美晴#（駒澤大学）

2EV-032

死別への適応と故人との継続する絆との関連―故人
との継続する絆の適応性における自伝的記憶のはた
らき
（1）
―

○山中
亮（名古屋市立大学）
田上 恭子（愛知県立大学）

2EV-033

学生相談室の室内環境および立地に関する研究：大
学生を対象とした予備的検討

○白川 真裕（日本大学）
津川 律子（日本大学）
羽生 和紀（日本大学）

2EV-034

BPSD に対応する介護専門職の共感性と QOL の関
連

○打和
登（北九州市立大学）
稲谷ふみ枝（鹿児島大学）
打和 華子#（うちわ内科クリニック）

2EV-035

仕事の要求度・組織要因・個人要因が心理的ストレ
ス反応やワークエンゲイジメントに及ぼす影響

○佐藤 秀樹（早稲田大学）
伊藤 理紗（早稲田大学）
小野はるか（早稲田大学）
竹下 若那（早稲田大学）
畑
琴音#（早稲田大学）
小川 祐子（早稲田大学）
鈴木 伸一（早稲田大学）

2EV-036

両側性協調運動の神経心理学的意義

○萱村

2EV-037

過去のいじめ体験が青年期に与える長期的影響―テ
キストマイニングによる PTG の検討―

○長田 真人（神戸大学）
相澤 直樹（神戸大学）

2EV-038

ペットとの別れからの心理的な経過に関する検討
―癒える過程で何が起こるのか―

○髙橋あかね（淑徳大学）

2EV-039

ヤングケアラーにおける親子間の役割逆転の機能の
検討

○奥山

滋樹（東北大学）

2EV-040

女子大学生における母娘関係の捉え方

○市東

加那（淑徳大学）
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恭子（愛知県立大学）
亮（名古屋市立大学）

梨絵（東京学芸大学）
恵（東京学芸大学）

俊哉（武庫川女子大学）

4. 臨床，障害
2EV-041

失恋後の自己成長感に関する研究

第 3 日午前

○村山 美優（ルーテル学院大学）
田副 真美（ルーテル学院大学）

9 月27日（木） ポスター掲示時間

9：20～11：20
展示棟／ポスター会場

3AM-027 統合失調症患者における樹木画の描画特徴について
―健常者との比較を中心に―

○川杉 桂太（早稲田大学）
岩滿 優美（北里大学）
轟
慶子#（鶴賀病院）
菅原ひとみ（東海大学）
小林 史乃（北里大学）
小平 明子#（鶴賀病院）
延藤 麻子#（鶴賀病院）
塚本 康之#（鶴賀病院）
西澤さくら#（鶴賀病院）
轟
純一#（鶴賀病院）
竹村 和久（早稲田大学文学学術院）

3AM-028 自動思考機能性評価目録の開発および信頼性・妥当
性の検討

○田巻 秀樹（札幌少年鑑別所）
田中 恒彦（新潟大学）

3AM-029 高次脳機能障害の介護者への心理的支援に関する検
討

○浜本加奈子（中央大学）
緑川
晶（中央大学）

3AM-030 一般大学生における読み書き困難

○日野
緑川

3AM-031 セルフ・コントロールにおける計画的逸脱

○竹村 忠寛（同志社大学）
杉若 弘子（同志社大学）

3AM-032 発達障害者に対して大学生が持つ態度の規定要因の
検討―類似性の観点に注目して―

○庄司 悠花（お茶の水女子大学）
石丸径一郎（お茶の水女子大学）

3AM-033 多面的注射恐怖尺度の作成および信頼性・妥当性の
検証

○波光 涼風（広島大学）
神原 広平（広島大学／日本学術振興会（DC））
尾形 明子（広島大学）

3AM-034 先天性四肢障害者のピアサポートを促進するワーク
ショップの設計―モノとワザの情報交換ワーク
ショップ

○白神

晃子（宇都宮共和大学）

3AM-035 医療で働く心理士のストレスに関する研究

○岡本
中島
村上
平沼
白井
岩滿

悠花（北里大学）
香澄（東海大学）
尚美#（北里大学）
里紗（北里大学）
教子#（北里大学）
優美（北里大学）

3AM-036 気分状態が臨床場面における共感正確性に与える影
響の検討

○野口
難波
神原
小林
重松
宮谷

由華（広島大学）
修史（広島大学）
広平（広島大学）
亮太（広島大学）
潤（広島大学）
真人（広島大学）

3AM-037 エコ・カルチャー理論を用いた発達障害児を持つ家
族調査：北海道・関西・沖縄からの報告

○伊藤

圭子（東京大学）

3AM-038 侵入的熟考及び意図的熟考と心的外傷後成長の関連
―自尊感情の高低による関連性の違いの検討―

○久保 佑貴（兵庫教育大学）
伊藤 大輔（兵庫教育大学）
伊藤
拓（明治学院大学）
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由貴（中央大学）
晶（中央大学）

4. 臨床，障害
3AM-039 介護家族を対象としたセルフケア・プログラムの実
践研究―マインドフルネス・アプローチを導入した
試み―

○風間

3AM-040 ASD グレーゾーン学生が認知する小集団活動の困
難さとそのサポート要求

○原田 知佳（名城大学）
土屋 耕治（南山大学）

3AM-041 ADHD 傾向者における能動的注意制御が反芻と省察
に及ぼす影響

○小口
高橋
髙橋
熊野

雅江（北翔大学）

真奈（早稲田大学）
史（信州大学）
徹（早稲田大学／日本学術振興会特別
研究員）

宏昭（早稲田大学人間科学学術院）

3AM-042 ADHD 児と ASD 児における遅延割引率の測定―簡
易版遅延割引質問紙を用いた検討―

○池上 将永（旭川医科大学）
荒木 章子#（氏家記念こどもクリニック）
空間美智子（京都ノートルダム女子大学）
佐伯 大輔（大阪市立大学）
奥村 香澄#（名寄市立大学）
高橋 雅治（旭川医科大学）

3AM-043 吃音のある成人の Liebowitz 社交不安尺度の恐怖の
下位尺度に対する探索的 bifactor 分析

○灰谷

3AM-044 SDQ 評定における男女間 DIF の検討～評定者によ
る相違

第 3 日午後

9 月27日（木） ポスター掲示時間

知純（国立障害者リハビリテーションセ
ンター研究所）

酒井奈緒美#（国立障害者リハビリテーション
センター研究所）

森

浩一#（国立障害者リハビリテーション

北條

具仁#（国立障害者リハビリテーション

センター）

センター病院）

○岩田
昇（広島国際大学）
熊谷 龍一（東北大学）
佐伯いずみ#（広島市スクールカウンセラー）

13：10～15：10
展示棟／ポスター会場

3PM-024 原発被災地における自閉スペクトラム症の子どもと
家族の理解と支援

○髙橋

紀子（福島大学）

3PM-025 がんサバイバーのナラティヴにみるレジリエンス要
因

○高井

範子（大阪行岡医療大学）

3PM-026 抑うつ傾向者における自伝的記憶の概括化：問題は
生成検索か直接検索か？

○松本
昇（日本学術振興会／名古屋大学）
髙橋 佳史（法政大学）

3PM-027 被虐待経験と内的作業モデルが表情の誤検出量に及
ぼす影響

○松尾 和弥（甲南大学／日本学術振興会）
大浦 真一（甲南大学）
島
義弘（鹿児島大学）
稲垣
勉（鹿児島大学）
福井 義一（甲南大学）

3PM-028 東日本大震災後の被災者の精神的健康の推移ー混合
軌跡モデリングによる分析

○相羽 美幸（東洋学園大学）
太刀川弘和#（筑波大学）
袖山 紀子#（筑波大学）
高橋
晶#（筑波大学）

3PM-029 発達障害者における立位歩行姿勢の検討

○中川 佳子（都留文科大学）
小山 高正（日本女子大学）
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4. 臨床，障害
3PM-030 弁護士が経験する相談者の自死ケースの実態―Web
調査とインタビュー調査の報告―

○萩臺 美紀（東北大学）
高木
源（東北大学）
坂本 一真（東北大学）
小林 大介（東北大学）
二本松直人（東北大学）
若島 孔文（東北大学）

3PM-031 うつ及びせん妄とアルツハイマー型認知症の比較

○福榮 太郎（横浜国立大学）
福榮 みか#（横浜市立みなと赤十字病院）
一田侑希子#（横浜市立みなと赤十字病院）
京野 穂集#（横浜市立みなと赤十字病院）

3PM-032 健常群における催眠感受性と解離傾向の関連

○中谷 智美（甲南大学）
大浦 真一（甲南大学）
今井田貴裕（甲南大学）
福井 義一（甲南大学）

3PM-033 アルコール依存傾向を説明する飲酒量と飲酒期待の
役割

○浜村

俊傑（東京大学／日本学術振興会）

3PM-034 消防職員の精神的健康と注意機能との関連
（2）
縦断
調査による検討

○畑中
松井

美穂（名城大学）
豊（筑波大学）

3PM-035 成人期 ASD の認知機能の特徴に関する検討

○中坪太久郎（淑徳大学）
稲本 淳子#（昭和大学）
常岡 俊昭#（昭和大学）
横井 英樹#（昭和大学発達障害医療研究所）
田汲 由佳（小平市教育相談室）
三村
將#（慶應義塾大学）
加藤 進昌#（昭和大学発達障害医療研究所）

3PM-036 いじめの被害形態と長期的な抑うつとの関連につい
ての検討

○満石 花歩（広島大学）
吉良 悠吾（広島大学／向洋こどもクリニッ
尾形

ク）

明子（広島大学）

3PM-037 自我漏洩感・被透視感の生起プロセス―写真撮影場
面という新たなパラダイムの可能性について―

○石川 祥啓（専修大学）
下斗米 淳（専修大学）

3PM-038 福島第一原発事故後の放射線不安と情報リテラシー

○高谷理恵子（福島大学）
筒井 雄二（福島大学）

3PM-039 大学生の過剰適応と自己不全感に関する検討

○安田 晃介（岡山大学）
安藤美華代（岡山大学）

3PM-040 大学生活場面におけるスティグマに自閉症の診断提
示が及ぼす影響に関する検討

○谷口 あや（神戸大学）
山根 隆宏（神戸大学）

3PM-041 中国人大学生における身体不満の形成要因―身体不
満指向性および性別による違いの検討―

○李
大森

3PM-042 日本における遠隔カウンセリングの現状 システマ
ティックレビュー

○竹林
前田

3PM-043 災害状況における生存者の罪悪感

孝婷（お茶の水女子大学）
美香（お茶の水女子大学）
唯（福島県立医科大学医学部災害ここ

ろの医学講座／ふくしま心のケア
センター）
正治#（福島県立医科大学医学部災害こ
ころの医学講座／ふくしま心の
ケアセンター）

○阿部 哲理（早稲田大学）
越川 房子（早稲田大学文学学術院）
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4. 臨床，障害
第 3 日夕方

9 月27日（木） ポスター掲示時間

15：30～17：30
展示棟／ポスター会場

3EV-025

過敏性腸症候群に対するマインドフルネス介入の系
統的レビュー

○高橋まどか（早稲田大学）
森
香音#（早稲田大学）
齋藤 順一（早稲田大学／日本学術振興会特別
熊野

研究員）

宏昭（早稲田大学人間科学学術院）

3EV-026

健常群でアレキシサイミア傾向を予測するのはどの
ような思考コントロール方略か？

○義田

3EV-027

反すう思考を誘導しやすい状況の検討

○大井
瞳（筑波大学）
小松 史奈#（筑波大学）
冨田 彩乃#（筑波大学）
望月
聡（法政大学）

3EV-028

がんの親をもつ児童生徒への学校での支援の検討
―小学校・中学校の教員への質問紙調査から―

○神前 裕子（聖心女子大学）
小林真理子#（放送大学）
高橋
都#（国立がん研究センター）

3EV-029

アスペルガー症候群をもつ夫との生活で妻の実存は
どうあったか 妻の記述のテキストマイニングから

○佐藤

3EV-030

看護師の共感性と首尾一貫感覚がバーンアウト症状
に及ぼす影響―共感の指向性に着目して―

○今井田貴裕（甲南大学）
今井田真実#（市立芦屋病院）
松尾 和弥（甲南大学／日本学術振興会）
福井 義一（甲南大学）

3EV-031

中学生の相互独立性・相互協調性と学業ストレッ
サーとの関連―類型による検討―

○奥野 誠一（立正大学）
濱口 佳和（筑波大学）
田島真沙美#（東京女子体育大学）
霜村
麦#（東京学芸大学）

3EV-032

空想傾向と情緒不安定性が心理的ストレス反応に及
ぼす影響

○平田
岩永

3EV-033

日本における効果的な感謝介入技法の開発 被験者
の特性に着目して

○富田 悠斗（東北大学）
安保 英勇（東北大学）

3EV-034

女子大学生の精神的健康度とストレスおよびソー
シャルサポート不満足度との関連

○丸山 香織（岡山大学）
安藤美華代（岡山大学）
平松 清志#（ノートルダム清心女子大学）

3EV-035

教師の援助要請行動を予測する要因：学校組織特性
に着目して

○田中健史朗（山梨大学）

3EV-036

睡眠衛生と緊張緩和技法の教育による夜間睡眠の改
善
（3）
：大学生を対象とした睡眠衛生教育は，睡眠
のトラブルのどの側面を改善できたのか？

○佐藤 俊彦（長野大学）
高橋 研人#（東北大学加齢医学研究所）
安保 英勇（東北大学）

3EV-037

大規模災害時に高齢者施設で行うことのリスト作成
と対策のための研修プログラムの開発

○大川
神田

3EV-038

離婚家庭に対する心理的支援の現状調査

○曽山いづみ（奈良女子大学）

3EV-039

日本人の臨死体験と一人称の“死”の語り 一人称
の死の不可知性への架橋として

○岩崎

美香（明治大学意識情報学研究所）

3EV-040

あいまいな対人場面の結末の分類と社交不安との関
連

○泉水

紀彦（埼玉学園大学）
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俊之（国際医療福祉大学）

佑貴（福島学院大学）

久子（広島大学）
誠（広島大学）

一郎（筑波大学）
尚（筑波大学）

5. 犯罪，非行

5. 犯罪，
非行
第 1 日午前

9 月25日（火） ポスター掲示時間

9：20～11：20
展示棟／ポスター会場

1AM-046 トーナメント方式の顔呈示が目撃証言の正確性に及
ぼす影響

○井上 晴菜（法政大学）
山本 佑実（関西大学）
菅村 玄二（関西大学）

1AM-047 動物殺害犯罪における犯人像の推定

○財津

1AM-048 犯罪に対するイメージの分類―リスク認知と犯罪不
安に着目して―

○柴田 侑秀（同志社大学）
中谷内一也（同志社大学）

第 1 日午後

9 月25日（火） ポスター掲示時間

亘（富山県警察本部刑事部科学捜査研
究所）

13：10～15：10
展示棟／ポスター会場

1PM-045 非行少年と大学生における自閉スペクトラム症傾向
と攻撃性の比較検討

○山脇 望美（名古屋大学）
河野 荘子#（名古屋大学）

1PM-046 死因の推定における遺書の影響と故人の心理情報の
効果―大学生を対象とした分析―

○入山
茂（東洋大学）
滝口 雄太（東洋大学）
池間 愛梨（東洋大学）
桐生 正幸（東洋大学）

1PM-047 確率距離法による連続窃盗犯犯行地予測の試み 1

○小林 正和（宮城県警察科学捜査研究所）
國島 茉由#（宮城県警察科学捜査研究所）

第 2 日午前

9 月26日（水） ポスター掲示時間

9：20～11：20
展示棟／ポスター会場

2AM-048 虐待通告を阻む理由：大学生の意識

○仲

2AM-049 人は満月／新月の夜に殺されるか

○永井みどり（東京医科歯科大学）

2AM-050 取調べ迎合性および自己制御が虚偽自白に及ぼす影
響

○丹藤

第 2 日午後

9 月26日（水） ポスター掲示時間

真紀子（立命館大学）

克也（愛知淑徳大学）

13：10～15：10
展示棟／ポスター会場

2PM-047 不安傾向と情動喚起が目撃記憶に及ぼす影響

○小野瀬

2PM-048 業種別従業員の万引き防止対策についての意識調査

○皿谷 陽子（福山大学）
平
伸二（福山大学）

2PM-049 女児に対する性的行為シナリオへの容認態度と児童
ポルノコミック利用との関連

○池間 愛梨（東洋大学）
滝口 雄太（東洋大学）
入山
茂（東洋大学）
桐生 正幸（東洋大学）
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栞（法政大学）

5. 犯罪，非行
第 3 日午前

9 月27日（木） ポスター掲示時間

9：20～11：20
展示棟／ポスター会場

3AM-045 出来事を想起する際の口頭による嘘が後の記憶に及
ぼす影響について

○坪川

智里（立命館大学）

3AM-046 教員志望の大学生における「死にたい」に対する認
識

○川本

静香（山梨大学）

3AM-047 予防行動と犯行対象の魅力が住宅侵入被害に与える
影響

○島田

貴仁（科学警察研究所）
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6. 数理，統計

6. 数理，
統計
第 1 日午前

9 月25日（火） ポスター掲示時間

9：20～11：20
展示棟／ポスター会場

1AM-049 共分散行列の予測推定

○小笠原春彦（小樽商科大学）

1AM-050 エビングハウスが式に付けた冪数1_25は必要なのか

○深見

1AM-051 複数評定者データの DIF 分析に関する方法的検討

○熊谷 龍一（東北大学）
岩田
昇（広島国際大学）
佐伯いずみ#（広島市スクールカウンセラー）
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武彦（理論心理学研究所）

7. 生理

7. 生理
第 1 日午前

9 月25日（火） ポスター掲示時間

9：20～11：20
展示棟／ポスター会場

1AM-052 心拍変動増大が圧反射感度と随伴性陰性変動に及ぼ
す影響

○榊原

雅人（愛知学院大学）

1AM-053 隠匿情報検査のためのセット内判定法の考案

○山本

直宏（山形県警察本部科学捜査研究所）

1AM-054 主観的輪郭の形成における空間周波数の影響―前
頭・後頭における早期視覚誘発脳波の検討―

○早川 友恵（帝京大学）
長谷川泰進#（帝京大学）
箱崎 雄紀#（帝京大学）
実吉 綾子（帝京大学）

1AM-055 SCIT による意図的テロ行為の検出

○中山
誠（関西国際大学）
李
韓碩（関西国際大学）

第 1 日午後

9 月25日（火） ポスター掲示時間

13：10～15：10
展示棟／ポスター会場

1PM-048 情動刺激に対して瞳孔径応答が示す多感覚統合の個
人差と性格特性の関係

○虫明
岩本
大城

1PM-049 日常の心身の状態の変化に伴うコルチゾールの変化
―30日間の観察研究―

○小川奈美子（早 稲 田 大 学 人 間 総 合 研 究 セ ン

1PM-050 課題難易度の差異が脳波θ帯域の出現量に及ぼす影
響

○川島 哲史（日本大学）
太田 直斗（日本大学）
依田 麻子（日本大学）

第 2 日午前

9 月26日（水） ポスター掲示時間

井澤
菅谷

元（東北大学）
憲宏#（東北大学）
朝一#（東北大学）
ター）

修平（労働安全衛生総合研究所）
渚（横浜市立大学）

9：20～11：20
展示棟／ポスター会場

2AM-051 情報の隠蔽と伝達を意図したときの前頭部脳波非対
称性

○松田いづみ（科学警察研究所）
入戸野 宏（大阪大学）

2AM-052 チンパンジーによる他者の痛みへの注意・生理反応
の検討

○佐藤侑太郎（京都大学野生動物研究センター）
狩野 文浩（京都大学高等研究院）
平田
聡（京都大学野生動物研究センター）

2AM-053 若者における朝型夜型特性と色覚特性の関連

○金
泰希（北里大学）
田ヶ谷浩邦#（北里大学）
松永 祐輔（北里大学）
寄川 兼汰（北里大学）
井上 真里#（北里大学）
市倉加奈子#（北里大学）
深瀬 裕子（北里大学）
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7. 生理
第 2 日午後

9 月26日（水） ポスター掲示時間

13：10～15：10
展示棟／ポスター会場

2PM-050 心拍同期刺激・身体への注意・運動による心拍誘発
電位の変化

○田仲 祐登（慶應義塾大学）
伊藤 友一（慶應義塾大学／日本学術振興会）
柴田みどり（慶應義塾先導研究センター）
寺澤 悠理（慶應義塾大学）
梅田
聡（慶應義塾大学）

2PM-051 社会的場面における共感表出の変化―感情価による
差を表情筋活動で検討する―

○齋藤 菜月（名古屋大学／日本学術振興会）
大平 英樹（名古屋大学）

2PM-052 発表場面における唾液中コルチゾール―感情，知的
活動，発表形式との関連性の検討―

○慶野 友祐（東北大学）
阿部 恒之（東北大学）
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8. 感覚，知覚

8. 感覚，
知覚
第 1 日午前

9 月25日（火） ポスター掲示時間

9：20～11：20
展示棟／ポスター会場

1AM-056 時間知覚のクロスモダル順応効果

○田山 忠行（北海道大学）
奥村 裕介#（北海道大学）

1AM-057 拡張現実映像に対する奥行き知覚特性

○中嶋
豊（成蹊大学／電気通信大学）
菊地 雅大#（成蹊大学）
佐藤 俊治#（電気通信大学）

1AM-058 盆踊りの踊りにみる動作表現～徳島阿波踊りにおけ
る踊り手の動作～

○鷲見

1AM-059 空間的注意が環境座標における運動知覚に及ぼす影
響

○吉本 早苗（広島大学）
竹内 龍人（日本女子大学）

1AM-060 視聴覚間の時間的再較正過程への空間周波数の影響

○竹島

1AM-061 大きさの恒常性知覚における自閉症傾向の影響

○小野島昂洋（早稲田大学）

第 1 日午後

9 月25日（火） ポスター掲示時間

成正（慶應義塾大学）

康博（同志社大学）

13：10～15：10
展示棟／ポスター会場

1PM-051 「影の運動による色の捕捉錯視」における仮現運動
の検討

○中村

1PM-052 自然な情景の中でもヒトは刺激駆動型注意を捕捉す
るのか

○遠藤

光男（琉球大学）

1PM-053 運動視差による奥行知覚

○太田

雅夫（金沢大学）

1PM-054 面の向きによる明度知覚への効果―上下方向と左右
方向の比較―

○小林 勇輝（大阪大学／日本学術振興会）
森川 和則（大阪大学）

1PM-055 オノマトペによる食感の知覚次元の検討

○花田

1PM-056 蛇の回転バリエーション・双方向回転錯視の成立要
因に関する研究
（3）

○富田

第 1 日夕方

9 月25日（火） ポスター掲示時間

浩（北星学園大学短期大学部）

光彦（公立はこだて未来大学）
新（明星大学）

15：30～17：30
展示棟／ポスター会場

1EV-043

バーチャルリアリティ空間における月の錯視

○吉田

1EV-044

前庭感覚入力の脳内処理機構：GVS を用いた脳機
能画像研究

○羽倉 信宏（情報通信研究機構／大阪大学）
青山 一真#（東京大学）
番
浩志#（情報通信研究機構／大阪大学）
横井
淳#（情報通信研究機構／大阪大学）
池谷 裕二#（情報通信研究機構／東京大学）
安藤英由樹#（情報通信研究機構／大阪大学）
Elisa Raffaella Ferrè#（情報通信研究機構／

弘司（比治山大学）

大阪大学／ロンドン
大学ロイヤルホロ
ウェー校）
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8. 感覚，知覚
1EV-045

同期タッピングにおける聴覚フィードバックのピッ
チの影響

○新井田光希（北海道大学）
田山 忠行（北海道大学）

1EV-046

顔の明るさ知覚における左右呈示位置の影響

○伊藤 博晃（北海道大学）
岡田 顕宏（札幌国際大学）

1EV-047

顔パーツ間の大きさ同化錯視の双方向性

○森川 和則（大阪大学）
孫
卉雯#（大阪大学）
松下 戦具（大阪樟蔭女子大学）

第 2 日午前

9 月26日（水） ポスター掲示時間

9：20～11：20
展示棟／ポスター会場

2AM-054 乳児における表情カテゴリカル知覚の神経基盤

○高岡 祥子（中央大学）
金沢
創（日本女子大学）
山口 真美（中央大学）

2AM-055 メトロノーム音が自己ペースのタップタイミングに
及ぼす影響―セキセイインコとヒトの比較実験―

○関
富田

2AM-056 ベルベットハンド錯触は左右の指間で生じ，同側の
指間では生じない：マグニチュード推定実験と一対
比較実験による検証

○宮岡

2AM-057

○下野 孝一（東京海洋大学）
松田 勇祐#（東京海洋大学）
相田 紗織#（東京工科大学）

3 次元数量過大推定現象は要素提示範囲に依存する

義正（愛知大学）
健太#（愛知大学）
徹（静岡理工科大学）

2AM-058 高齢者における音の大きさ恒常性に関する研究

○本多 明生（静岡理工科大学）
安河内鮎美#（早稲田大学）
杉田 陽一#（早稲田大学）

2AM-059 耳鳴再訓練療法における新たな治療音の検討

○真鍋 優奈（香川大学）
佐藤 敬子（香川大学）
宮下 武憲#（香川大学）
福田信二郎#（香川大学）

第 2 日午後

9 月26日（水） ポスター掲示時間

13：10～15：10
展示棟／ポスター会場

2PM-053 重力環境がヒトの時間認知に与える影響 パラボ
リックフライトをもちいた微小重力環境実験

○足立 幾磨（京都大学霊長類研究所）
中宮 賢樹#（京都大学宇宙ユニット）
平田
聡（京都大学野生動物研究センター）
田口 真奈#（京都大学高等教育研究開発推進
川上
友永
土井
松沢

センター）

文人（中部大学）
雅己（京都大学霊長類研究所）
隆雄#（京都大学宇宙ユニット）
哲郎（京都大学高等研究院）

2PM-054 課題無関連刺激が空虚時程知覚に及ぼす影響

○朝岡
陸（金沢大学）
行場 次朗（東北大学）

2PM-055 表情画像観察中の視覚処理の時間精度と持続時間知
覚

○小林
一川

2PM-056 香りに対する嗜好が時間評価に及ぼす効果

○伊藤 一真（文京学院大学）
小林 剛史（文京学院大学）
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美沙（千葉大学）
誠（千葉大学）

8. 感覚，知覚
2PM-057 ロービジョンにおける時空間周波数特性―運動視と
緑内障―

第 2 日夕方

9 月26日（水） ポスター掲示時間

○斎藤 仁子（日本女子大学）
吉本 早苗（広島大学）
竹内 龍人（日本女子大学）

15：30～17：30
展示棟／ポスター会場

2EV-042

仮想環境に高い臨場感を感じるのは誰か？―MMPI
の質的因子分析による検討―

○宮野

2EV-043

睡眠障害治療が顔知覚の視線パタンに与える影響に
ついて

○加藤 正晴（同志社大学）
豊浦麻記子#（兵庫県立リハビリテーション中
小西

秀市（宮崎大学）

央病院）

行郎#（同志社大学／兵庫県立リハビリ
テーション中央病院）

2EV-044

オノマトペをもちいたストループ効果の検証

○矢口 幸康（聖徳大学）
谷中 久和（鳥取大学）

2EV-045

母音音声刺激と垂直・水平方向の長さとの感覚間相
互作用

○平田佐智子（専修大学）
澤
幸祐（専修大学）

2EV-046

チークの形状が顔の大きさ知覚に及ぼす影響

○仲渡

第 3 日午前

9 月27日（木） ポスター掲示時間

江美（愛媛県立医療技術大学）

9：20～11：20
展示棟／ポスター会場

3AM-048 触覚情報が両眼視野闘争下での視覚的意識に及ぼす
影響の再検討

○小野 未琴（九州大学）
廣瀬 信之（九州大学）
森
周司（九州大学）

3AM-049 視覚的不快感の個人差と因子構造

○大西まどか（東京女子大学）
北川 智利（立命館大学／吉賀心理学研究所）
小田 浩一（東京女子大学）

3AM-050 Color affects the intensity of emotions read out
from emoticons

○廖
松陽（女子美術大学）
坂田 勝亮（女子美術大学）
Galina V. Paramei#（リバプール・ホープ大
学）

3AM-051 指の大きさと触覚の感度との関係―触覚経験豊富な
点字ユーザにおける検討―

○大島 研介（神奈川大学）
中野 泰志（慶應義塾大学）

3AM-052 視覚障害者による白杖を用いた間接触におけるテク
スチャー知覚に関する基礎的研究

○布川

第 3 日午後

9 月27日（木） ポスター掲示時間

清彦（東京国際大学）

13：10～15：10
展示棟／ポスター会場

3PM-044 動画像の大きさ選好にスクリーンの大きさと視距離
が及ぼす影響

○原澤 賢充（NHK／東北大学）
澤畠 康仁#（NHK）
宮下 山斗#（NHK）
小峯 一晃#（NHK）
塩入
諭#（東北大学）

3PM-045 さわり心地に対する快・不快臭の効果

○大塚由美子（愛媛大学）
岡本 瑞希#（愛媛大学）
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8. 感覚，知覚
3PM-046 運動の反転の位置・タイミングの知覚：プローブに
用いる刺激の影響

○柳
一川

3PM-047 行為と結果の空間的ギャップが知覚タイミングに及
ぼす影響

○山本健太郎（九州大学／早稲田大学）

3PM-048 課題非関連な触感覚が認知的柔軟性に及ぼす影響
―感覚過敏特性との関連から―

○蒔苗 詩歌（北海道大学／日本学術振興会）
安達
潤#（北海道大学）

第 3 日夕方

9 月27日（木） ポスター掲示時間

淳二（千葉大学）
誠（千葉大学）

15：30～17：30
展示棟／ポスター会場

3EV-041

ベータ運動観察時の脳磁界誘発反応― 2 次元的刺激
と 3 次元的刺激の比較による検討―

○今井
山口
高瀬
田中
内川
岡本

章（信州大学）
卓#（東京電機大学）
弘樹（信州大学）
慶太#（東京電機大学）
義則#（東京電機大学）
秀彦#（国際医療福祉大学）

3EV-042

バネ振り子運動における視覚的弾性判断に関する実
験的検討

○丸山
和田
松原
増田
鎌田

敦也（文教大学）
有史（立命館大学）
和也#（立命館大学）
知尋（文教大学）
晶子（文教大学）

3EV-043

時間長知覚における知覚と意思決定の更正機構

○柏倉
本吉

沙耶（東京大学）
勇（東京大学）

3EV-044

動的な顔の非対称性による年齢知覚への影響

○千葉
宰（工学院大学）
馬場ちひろ#（工学院大学）
蒲池（郷田）みゆき（工学院大学）

3EV-045 「花火」の描画手法にみる事象の知覚と表現―絵画
の表現技法の言語記述と分類に関する予備的検討―
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○鈴木

清重（東の森映画製作所・慶應義塾大
学）

9. 認知

9. 認知
第 1 日午前

9 月25日（火） ポスター掲示時間

9：20～11：20
展示棟／ポスター会場

1AM-062 モバイル型簡易脳波計 Emotiv EPOC+ による顔に
対する事象関連同期・脱同期の計測の信頼性

○秋元

1AM-063 腹腔鏡下手術の客観的評価システムの開発とトレー
ニングシステムの構築

○服部
稔（広島大学）
惠木 浩之#（広島大学）
澤田 紘幸#（広島大学）
向井正一朗#（広島大学）

1AM-064 喚呼によるつり込まれエラー防止効果

○佐藤

文紀（鉄道総合技術研究所）

1AM-065 続・声色の罠：―高いのに低い声？―基本周波数の
高低と声のピッチ感の反転現象の生起と消失

○内田

照久（大学入試センター）

1AM-066 疑似賭博時における不安への病的賭博可能性の程度
の影響

○近江 政雄（金沢工業大学）
岡崎 雄也#（金沢工業大学）

1AM-067 音楽的早期教育が幼児の認知能力に及ぼす影響―時
空間認知課題に着目して―

○小椋佐奈衣（北海道大学）
安達真由美（北海道大学）

1AM-068 明晰夢に関わる認知的要因についての検討―視覚的
探索・系列位置効果と明晰夢の関連―

○岡田

斉（文教大学）

1AM-069 照明の色温度がスマートフォンに対する注意に及ぼ
す影響

○劉
北村
篠原

文娟（大阪大学）
昭彦（大阪大学）
一光（大阪大学）

1AM-070 児童のイメージテストに対する反応―大学生との平
均得点，相関係数の比較―

○畠山

孝男（山形大学）

1AM-071 楽観性と日常生活における失敗行動の関連性

○向居

1AM-072 想像は援助動機を高める

○小國

龍治（関西学院大学／応用心理科学研究

小林

正法（関西学院大学／応用心理科学研究

大竹

恵子（関西学院大学／応用心理科学研究

頼孝（長岡技術科学大学）

暁（県立広島大学）
センター）
センター）
センター）

1AM-073 歌謡曲の印象に及ぼす歌詞の影響

○重野

1AM-074 子どもにおける展望的意図保持の神経基盤

○橋本 照男（東北大学加齢医学研究所）
横田 普務#（九州大学）
川島 隆太#（東北大学加齢医学研究所）

1AM-075 質感を励起感覚に含む色字共感覚に関する検討

○宇野 究人（東京大学）
横澤 一彦（東京大学）

1AM-076 経験が視覚探索の視線パターンに与える影響

○和崎 夏子（日本女子大学）
竹内 龍人（日本女子大学）

第 1 日午後

9 月25日（火） ポスター掲示時間

純（青山学院大学）

13：10～15：10
展示棟／ポスター会場

1PM-057 学習経験の有無と能力の自己評定

○妻藤

（111）

真彦（美作大学）

9. 認知
1PM-058 丸メガネをかけた私は温かくなれる？丸と四角に関
するメタファ一致効果

○岡村 靖人（追手門学院大学）
浦
光博（追手門学院大学）

1PM-059 自伝的記憶の想起における記憶の重要度と想起回数
がアイデンティティの達成に及ぼす影響

○中村友理香（大阪大学）
瀧川 真也（川崎医療福祉大学）

1PM-060 共行為者の競合解消経験が行為者の認知的制御に及
ぼす影響―go/no go フランカー課題を用いた検
討―

○吉崎 一人（愛知淑徳大学）
木村 ゆみ（愛知淑徳大学）

1PM-061 高齢者と老人に対する若者の気分イメージの違い

○畑山 俊輝（八戸学院大学）
松岡 和生（岩手大学）

1PM-062 階層的パターンの知覚における空間的・構造的制約

○杉尾

武志（同志社大学）

1PM-063 統合失調型パーソナリティにおける社会認知機能の
特徴

○魚野
佐藤

翔太（京都大学）
弥（京都大学こころの未来研究セン
ター）

澤田 玲子（神経発達症研究推進機構）
川上 澄香#（京都大学）
義村さや香#（京都大学）
十一 元三#（京都大学／神経発達症研究推進
機構）

1PM-064 視覚的注意の時空間的維持が変化検出を促進する

○中島 亮一（東京大学）
横澤 一彦（東京大学）

1PM-065 認知資源が多肢選択意思決定における魅力効果に及
ぼす影響―聴覚プローブ法を用いた実験的検討―

○都築 誉史（立教大学）
武田 裕司（産業技術総合研究所）
千葉 元気（産業技術総合研究所）

1PM-066 カスタマイズすると欲しくなる？―ユニークネス欲
求が所有感の生起や支払意思額に及ぼす影響の検
討―

○井関 紗代（名古屋大学／日本学術振興会）
北神 慎司（名古屋大学）

1PM-067 人工文法の潜在学習における正の転移と負の転移

○宮脇

1PM-068 日本語を使った意味距離効果の検討

○日野

泰志（早稲田大学）

1PM-069 自然・人工シーンの識別への中心視と周辺視の寄与
について

○田邊

喜一（松江工業高等専門学校）

1PM-070 乳児における接近する人物の認知

○小林

郁（実践女子大学）

恵（愛知県心身障害者コロニー発達障
害研究所）

金沢
創（日本女子大学）
山口 真美（中央大学）
Alice J. O’Toole#（The University of Texas
at Dallas）

1PM-071 集中呈示による長期的単純接触効果に楽観ー悲観傾
向と勢力感が及ぼす影響

○松田
憲（北九州市立大学）
興梠 盛剛#
楠見
孝（京都大学）

1PM-072 商品選択における配列効果と消費者の読みの文化

○有賀

第 1 日夕方

9 月25日（火） ポスター掲示時間

敦紀（広島大学）

15：30～17：30
展示棟／ポスター会場

1EV-048

他者の存在が反応準備に与える影響

○加藤
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公子（愛知淑徳大学）

9. 認知
1EV-049

調性に色を感じるタイプの色聴共感覚と絶対音感の
関係

○鳥羽山莉沙（東京大学）
横澤 一彦（東京大学）

1EV-050

アレキシサイミア傾向者における両眼視野闘争下の
表情知覚

○高橋 玲央（東北大学）
行場 次朗（東北大学）

1EV-051

動作の視覚的及び言語的表象の生成に関与する脳内
基盤の検討

○柴田
寛（東北文化学園大学）
小川 健二（北海道大学）

1EV-052

視覚的印付けの抑制テンプレートの新しい可塑性

○山内 健司（北海道大学）
河原純一郎（北海道大学）

1EV-053

テレビ会議を通した面談におけるコミュニケーショ
ン 国立大学法人等の教育研究の状況の評価におけ
るヒアリング調査を通して

○渋井

1EV-054

2 つのヘッドは 1 つより優れていますか？

○楊
政達（台灣國立成功大學）
謝
承儒#（台灣國立成功大學）
斐斐克馬力歐#（グランドバレー州立大学）

1EV-055

日本語版背側・腹側質問紙の作成

○柴原 直樹（神戸医療福祉大学）
井上 昂司#（神戸医療福祉大学）
田仲 由佳（清泉女学院大学）

1EV-056

エンディングノートに必要な項目―死の時間的展
望―

○下島

1EV-057

視覚的オブジェクトは機能によって認識される？
RSVP による検出課題を用いたカテゴリー間の比較

○太田 直斗（日本大学）
相澤 裕紀（日本大学）
厳島 行雄（日本大学）

1EV-058

マインドリーディング能力の個人内変動：ヴァー
チャルリアリティ空間における相手がロボットか人
かによる比較

○古見 文一（静岡大学）
Antonia Hamilton#（ユニバーシティカレッジ

1EV-059

ストループ効果の反応モダリティによる違い

○芦高 勇気（西日本旅客鉄道）
嶋田 博行（神戸大学）
和田 一成（西日本旅客鉄道）

1EV-060

どのような作品に自分らしさを投影するのか？

○木村美佐子（函館短期大学）
植月 美希（青山学院女子短期大学）

1EV-061

受け手の体勢が表情画像の印象に及ぼす影響―対人
援助場面を想定した検討―

○布井 雅人（聖泉大学）
吉川左紀子（京都大学）

第 2 日午前

9 月26日（水） ポスター掲示時間

進（大学改革支援・学位授与機構）

裕美（杏林大学）

ロンドン）

9：20～11：20
展示棟／ポスター会場

2AM-060 髪型の類似性が顔の印象形成に与える影響とその個
人差

○岩田沙恵子（京都大学／日本学術振興会）
吉田
幸#（京都大学）
月浦
崇（京都大学）

2AM-061 瞬目の模倣が他者の印象に与える影響

○前川
亮（追手門学院大学）
乾
敏郎（追手門学院大学）

2AM-062 局部時間反転音声による無関連音効果：音声の反転
と言語の親密性

○上田 和夫（九州大学）
中島 祥好（九州大学）
Florian Kattner#（ダルムシュタット工科大
学）

Wolfgang Ellermeier#（ダルムシュタット工
科大学）
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9. 認知
2AM-063 ノイズ感受性と聴覚刺激による妨害効果の関連性

○小髙 真奈（慶應義塾大学）
薬師神玲子（青山学院大学）
梅田
聡（慶應義塾大学）

2AM-064 信頼性の第一印象に反する情報への神経応答の年齢
関連差

○鈴木 敦命（東京大学）
江見 美果（国立長寿医療研究センター）
石川 健太（専修大学）
小林 晃洋（専修大学）
大久保街亜（専修大学）
中井 敏晴#（国立長寿医療研究センター）

2AM-065 高齢者における手の幅の見積もりについて

○多田美香里（関西福祉科学大学）

2AM-066 顔の平均知覚における倒立効果の影響

○鑓水 秀和（明治学院大学）
髙橋 康介（中京大学）

2AM-067 動作画像の模倣における視覚的処理
（2）
―観察の視
点と行為のタイプが Reaction Time に及ぼす影響―

○水口

2AM-068 多感覚情動認知における内集団声優位性を決定する
要因―話者の見た目か？言語か？―

○河原美彩子（東京女子大学／日本学術振興会）
山本 寿子（東京女子大学）
田中 章浩（東京女子大学）

2AM-069 ポジティブ思考の想像学習による社交不安低減法の
神経基盤の解明

○榊

崇（信州大学）

浩平（東北大学／東京工業大学地球イン

クルーシブセンシング研究機構）

野澤

孝之#（東京工業大学地球インクルーシ

池田
川島

純起#（東北大学加齢医学研究所）
隆太#（東北大学加齢医学研究所）

ブセンシング研究機構）

2AM-070 記述対象評定法を用いた痛みに関するオノマトペの
特性検討

○奥田

2AM-071 運動による疲労状態の潜在的測定

○佐藤 広英（信州大学）
河原純一郎（北海道大学）

2AM-072 空間性注意が単語完成課題のプライミング効果に及
ぼす影響―健常者の視線解析からの検討―

○阿部 晶子（国際医療福祉大学）
新井田孝裕#（国際医療福祉大学）
四之宮佑馬#（国際医療福祉大学）
鈴木 賢治#（国際医療福祉大学）
野上 豪志#（国際医療福祉大学）

2AM-073 遅延聴覚フィードバックへの順応は行為主体感をど
のように変化させるか―タッピング課題と信号検出
理論による検討―

○菅野

禎盛（九州産業大学）

2AM-074 腹側・背側質問紙と知能検査の関係

○遠藤

正雄（神戸医療福祉大学）

2AM-075 自閉スペクトラム症における視線による注意シフト
と自己関連づけ効果の関係性

○趙
魚野

朔（京都大学）
翔太（京都大学医学研究科発達障害支援

裕紀（金城大学）

医学講座）

義村さや香#（京都大学医学研究科発達障害支
十一

第 2 日午後

9 月26日（水） ポスター掲示時間

援医学講座）

元三#（京都大学）

13：10～15：10
展示棟／ポスター会場

2PM-058 報酬と連合された「位置」が眼球運動を駆動する

（114）

○峯
知里（京都大学／日本学術振興会）
Michel Failing#（アムステルダム自由大学）
Jan Theeuwes#（アムステルダム自由大学）

9. 認知
2PM-059 競合次元の重複が先行手がかりの魅力に及ぼす影響

○蔵冨

恵（愛知淑徳大学）

2PM-060 映像と音楽のずれが刺激の調和感に及ぼす影響

○金岡
重野

真帆（東京学芸大学）
純（青山学院大学）

2PM-061 中学生の価値志向性と心理的居場所感に関する検討

○見戸真由子（岡山大学）
安藤美華代（岡山大学）

2PM-062 男性の多い職場で働く女性による顔の魅力判断

○石川

知夏（NTT サービスエボリューション

小林

哲生（NTT コミュニケーション科学基

中
米満
山田

響子#（九州大学大学院人間環境学府）
文哉（九州大学大学院人間環境学府）
祐樹（九州大学基幹教育院）

○細田

千尋（東京大学／科学技術振興機構さき

2PM-063 防衛的悲観主義が学習行動に及ぼす影響と脳可塑性

研究所）

礎研究所）

がけ）

岡ノ谷一夫（東京大学）
2PM-064 同性ライバルの外見的魅力に基づく配偶者選択行動
の調整

○塩川 史崇（京都大学）
上田 竜平（京都大学／日本学術振興会）
蘆田
宏（京都大学）

2PM-065 刺激位置による視線と選択への影響

○大沼 卓也（近畿大学／東北大学）
佐藤 洋大#（東北大学）
坂井 信之（東北大学）

2PM-066 視聴覚特徴連合の知覚学習

○林 明日美（東京大学）
横澤 一彦（東京大学）

2PM-067 メンタル・レキシコン研究
（XVII）
：漢字仮名交じり
語の処理における単語長・モーラ数効果

○増田 尚史（広島修道大学）
藤田知加子（南山大学）

2PM-068 社会的人支援ロボットとの交流による注意・感情制
御機能の向上

○本間
守谷

拓人（関西大学）
順（関西大学）

2PM-069 中国人と日本人の声に含まれている感情純度の規定
要因

○曹
杉森
高

蓮（東京学芸大学）
伸吉（東京学芸大学）
史明（神奈川大学）

2PM-070 課題非関連な価値ある実物の単純存在効果

○伊藤 資浩（北海道大学／日本学術振興会）
河原純一郎（北海道大学）
山内 健司（北海道大学）

2PM-071 接近回避志向が意思決定時の身体反応に与える影響

○小野間統子（鉄道総合技術研究所）
北村 康宏（鉄道総合技術研究所）
阿部 恒之（東北大学）

2PM-072 音楽の聴取が cold pressor test での痛みに与える影
響

○鍋田 智広（九州女子大学）
三吉 佑奈#（鳴門教育大学）

2PM-073 加齢が視覚的注意に与える影響―色特徴を用いた視
覚探索課題による検討―

○田村 柊人（香川大学）
佐藤 敬子（香川大学）

第 2 日夕方

9 月26日（水） ポスター掲示時間

15：30～17：30

変形のある顔についての相貌印象と笑顔の効果

○真覚

展示棟／ポスター会場
2EV-047
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健（宮城大学）

9. 認知
2EV-048

異文化の想像が色嗜好に与える影響

○熊倉恵梨香（東京大学）
Annette Werner#（チュービンゲン大学）
横澤 一彦（東京大学）

2EV-049

ネガティブ感情が視覚的ワーキングメモリ処理に及
ぼす影響―事象関連脳電位と行動成績を指標とし
て―

○真田

原行（関西学院大学／関西学院大学応用
心理科学研究センター）

三好純太郎#（関西学院大学）
片山 順一（関西学院大学／関西学院大学応用
心理科学研究センター）

2EV-050

Snoezelen
（スヌーズレン）
環境における認知メカニ
ズムの検討―odd ball 課題を用いた心理生理学的研
究―

○橋本
翠（吉備国際大学）
小西 賢三（吉備国際大学心理・発達総合研究

2EV-051

食に関するにおいを手がかりとする自伝的記憶想起
―想起時間と記憶の時期との関連―

○白井真菜美（文京学院大学）
貝原
伶#（文京学院大学）
小林 剛史（文京学院大学）

2EV-052

聴覚障害児の表情認知

○増田早哉子（十文字学園女子大学）

2EV-053

外傷性脳損傷者の表情認知障害の発現機序に関する
研究：事象関連電位による検討

○柴崎 光世（明星大学）
山本佐代子#（TBI リハビリテーションセン

センター）

安崎
藤井

ター）

文子（東京都市大学）
正子#（TBI リハビリテーションセン
ター）

2EV-054

災害発生時の避難呼びかけに対する印象評価

○神田

2EV-055

ドリンク剤における色イメージに関する探索的研究

○岡村 季光（奈良学園大学）
多根井重晴#（青森大学）
増田 善昭#（大和合同製薬）

2EV-056

認知的フュージョンが社会不安の維持に与える影響

○伊熊

2EV-057

歩く姿は百合の花―歩行する他者の好意度評価―

○伊丸岡俊秀（金沢工業大学）

2EV-058

泣きぼくろは本当に魅力的？

○北神 慎司（名古屋大学）
岡崎 七美#（名古屋大学）
井関 紗代（名古屋大学／日本学術振興会）
武野 全恵（名古屋大学／日本学術振興会）

2EV-059

擬音語・擬態語が喚起するイメージが単語の記憶に
及ぼす影響

○赤嶺

2EV-060

魅力的でない顔は気づかれやすいか？―顔に向けら
れる視線傾向と顔の同定課題成績による検討

○藏口 佳奈（追手門学院大学）
谷口 康祐（同志社大学赤ちゃん学研究セン
蘆田

幸治（名古屋工業大学）

里奈（信州大学）

亜紀（名古屋学芸大学）

ター）

宏（京都大学）

2EV-061

空間上の二色配色の好ましさとその反応時間

○金
川端

聖愛（北海道大学）
康弘（北海道大学）

2EV-062

歪んでいるのは 1 のせい ?: 反応時間からみた確率
加重関数

○中村

國則（成城大学）

2EV-063

印象が変化する顔を同一人物と認識するか

○作田由衣子（実践女子大学）
山田 涼子#（法政大学）
羽田 桃子#（法政大学）
赤松
茂#（法政大学）

（116）

9. 認知
第 3 日午前

9 月27日（木） ポスター掲示時間

9：20～11：20
展示棟／ポスター会場

3AM-053 単語ー単語カテゴリー判断課題における反応遅延間
隔の効果

○田爪

3AM-054 単語埋め込みモデルによる意味理解

○浅川 伸一（東京女子大学）
近藤 公久（工学院大学）

3AM-055 英語の Natural Speech に対する脳波反応への習熟
効果

○松本
敦（情報通信研究機構）
片山 順一（関西学院大学）
尾島 司郎#（横浜国立大学）
成瀬
康#（情報通信研究機構）
井原
綾#（情報通信研究機構）

3AM-056 到達把持動作及び箸操作における運動学的特性の検
討

○長谷川 滉（首都大学東京）
福井 隆雄（首都大学東京）

3AM-057 不安とワーキングメモリ能力が避難時の経路移動に
与える影響

○野本 佳弘（東京学芸大学）
関口 貴裕（東京学芸大学）

3AM-058 食材の配色における「美味しさ感」の文化的相違

○今井 裕子（北海道大学）
川端 康弘（心理システム科学）

3AM-059 表情のアンサンブルが後続の表情認知に与える影響

○嶺本 和沙（京都大学）
上田 祥行（京都大学）
吉川左紀子（京都大学）

3AM-060 音声刺激における感情価の識別と側性化―感情価の
識別時に生ずる反応バイアスの有無とその性差の検
討―

○吉本 龍矢（甲南大学）
福井 義一（甲南大学）

3AM-061 マンガ読解時の視線行動と潜在的「心の理論」

○和田

裕一（東北大学）

3AM-062 脳内機能ネットワークによる安静・瞑想状態の検討

○濱本
今水

孝仁（大阪大学）
寛（国際電気通信基礎技術研究所／東

浅井

宏二（京都教育大学）

京大学）

智久（国際電気通信基礎技術研究所）

3AM-063 アクセント位置が非難解釈に及ぼす影響

○髙木 幸子（常磐大学）
坂本 暁彦#（常磐大学）

3AM-064 メタ認知的信念と注意バイアスの関連

○南出 歩美（早稲田大学）
甲斐圭太郎（早稲田大学）
富田
望（早稲田大学）
熊谷 真人#（カウンセリングルームさくら）
熊野 宏昭（早稲田大学）

3AM-065 高齢者との対話：対象指示課題の質的分析とラベル
記述からの検討

○原田 悦子（筑波大学）
池永 将和（筑波大学）

3AM-066 先行する大域的処理がパーソナリティ判断に与える
影響

○佐藤比奈子（同志社大学）
杉尾 武志（同志社大学）

3AM-067 文理解における視覚的イメージの検討―和歌を題材
として―

○伊藤

3AM-068 ネコは同居個体の名前を知っているのか？

○高木 佐保（京都大学／日本学術振興会）
齋藤 慈子（上智大学）
黒島 妃香（京都大学）
藤田 和生（京都大学）
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尚枝（惠泉女学園大学）

9. 認知
第 3 日午後

9 月27日（木） ポスター掲示時間

13：10～15：10
展示棟／ポスター会場

3PM-049 投資・投機判断における未来予測の個人差
（1）
―株
式投資未経験者に対する実験室実験―

○篠原
恵（大阪大学）
富田 瑛智（大阪大学）
綿村英一郎（大阪大学）
森川 和則（大阪大学）

3PM-050 投資・投機判断における未来予測の個人差
（2）

○富田 瑛智（大阪大学）
篠原
恵（大阪大学）
綿村英一郎（大阪大学）
森川 和則（大阪大学）

3PM-051 男性顔におけるパーツの大きさおよび配置が印象評
定に及ぼす影響

○森岡

陽介（聖カタリナ大学）

3PM-052 高齢期における作業記憶と性差

○井上

紗奈（甲南女子大学）

3PM-053 能動的な色刺激選択による運動学習の促進

○松田 英子（東京農工大学／日本学術振興会）
矢野 史郎#（東京農工大学／日本学術振興
近藤

会）

敏之#（東京農工大学／日本学術振興
会）

3PM-054 他者観察が状態不安と変化検出課題成績に与える効
果

○金谷 英俊（立命館大学／愛知淑徳大学）
永井 聖剛（立命館大学）

3PM-055 手続き的妥当性のある説得的メッセージ―両面説得
メッセージにおける論駁の有無を操作して―

○立川

3PM-056 絵画の筆づかいの運動模倣が美的評価に及ぼす影響

○三浦 慎司（名古屋大学）
高瀬 弘樹（信州大学）

3PM-057 Go/No-go 判断が単純接触効果に及ぼす影響につい
て

○鎌田 晶子（文教大学）
臼井 信男（東京医科歯科大学）
吉野 大輔（日本大学）

3PM-058 不気味の谷現象における他人種間効果：瞳孔径計測
による検討

○実吉 綾子（帝京大学）
鈴木
玄（専修大学）
小山 貴士（専修大学）
大久保街亜（専修大学）
Bruno Laeng#（オスロ大学）

3PM-059 顔らしさと視線による注意シフト

○小山 貴士（専修大学）
大久保街亜（専修大学）

3PM-060 プランニングと系列順序記憶の関連についての検討

○肥後
岡本

経康（法政大学）

克己（立命館大学立命館グローバル・イ
ノベーション研究機構）

尚子#（立命館大学）

3PM-061 変化する表情への敏感性

○池田慎之介（東京大学大学院）

3PM-062 予定開心手術を受ける高齢患者の術後せん妄発症要
因に関する予備調査

○福永 寛恵（熊本大学）
髙山 洋平#（済生会熊本病院）
村本多江子#（済生会熊本病院）
積山
薫（京都大学大学院総合生存学館）

3PM-063 服の印象に対する顔の魅力度の影響

○新美 亮輔（新潟大学）
山田 真也#（新潟大学）

3PM-064 顔魅力評価における顔の形態情報と表面情報の相対
寄与度

○中村
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渡邊

航洋（早稲田大学／日本学術振興会／慶
應義塾大学先導研究センター）

克巳（早稲田大学）

9. 認知
第 3 日夕方

9 月27日（木） ポスター掲示時間

15：30～17：30
展示棟／ポスター会場

3EV-046

Likert 型評定時のカーソル軌跡

○椎名

乾平（早稲田大学）

3EV-047

広告画像と商品の覚醒度の一致が購買意図に及ぼす
影響～畏怖と懐かしさ画像に基づく検討～

○王
楠見

隆基（京都大学）
孝（京都大学）

3EV-048

意図的行為に基づいたモノの所有感

○佐々木恭志郎（早稲田大学／九州大学／日本学
渡邊
山田

術振興会）

克巳（早稲田大学）
祐樹（九州大学）

3EV-049

他者感情推定における感情の同化と対比―ラッセル
の円環モデルによる検討―

○山添 貴志（追手門学院大学）
松田 龍斗#（追手門学院大学）
前川
亮（追手門学院大学）
乾
敏郎（追手門学院大学）

3EV-050

課題成績を踏まえたリスク選好の脳内基盤

○北村 康宏（鉄道総合技術研究所）
河地 庸介（東北福祉大学）
阿部 千裕（東北福祉大学感性福祉研究所）
小野間統子（鉄道総合技術研究所）

3EV-051

アルツハイマー病の病態進行に伴う知覚的意思決定
過程の変化―LBA モデルを用いた計算論的アプロー
チ―

○菅原

3EV-052

空間的注意が持続時間知覚に及ぼす影響の検討

○勝又
一川

3EV-053

確率的 SRT 課題遂行時における主観的時間評定

○田中 大介（鳥取大学）
水姓 由薫#（鳥取大学）

3EV-054

高齢者が示す人工物利用への「怖がり」と防止焦点
の加齢変化

○田中伸之輔（筑波大学）
原田 悦子（筑波大学）

3EV-055

トップダウン情報が視覚誘導性のくすぐったさを調
整する

○齋藤 五大（東北大学）
高橋 玲央（東北大学）
行場 次朗（東北大学）

3EV-056

AR 情報提示による自動運転車両の不安度軽減の検
討

○水浪

田鶴（筑波大学人間系みんなの使いやす

坂村
富田
井上
北原
原田

祐希#（筑波大学）
瑛智（大阪大学）
和哉（筑波大学）
格#（筑波大学）
悦子（筑波大学人間系みんなの使いやす

通代（名古屋大学／国立長寿医療研究セ
ンター）

中村 昭範#（国立長寿医療研究センター）
加藤 隆司#（国立長寿医療研究センター）
片平健太郎（名古屋大学）
綾介（千葉大学）
誠（千葉大学）

さラボ）

さラボ／筑波大学）

3EV-057

実行機能ネットワークの同定

○阿部 千裕（東北大学）
河地 庸介（東北福祉大学）

3EV-058

多視点観察時に生じる空間記憶統合の阻害

○道野
栞（関西学院大学）
佐藤 暢哉（関西学院大学）

3EV-059

経路構造が空間的判断に及ぼす効果

○須藤

3EV-060

相手との親密度が対人間の空間距離知覚に及ぼす効
果
（2）

○大藤
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昇（千葉大学）
弘典（広島国際大学）

9. 認知
3EV-061

Diffusion Model Analysis on Distributions of Eye
Fixation Durations in Reading

○Choo Hyeree（Seoul National Univ. Department of Psychology）

Koh Sungryong（Seoul National Univ. Department of Psychology）

3EV-062

時間的に随伴したエージェントロボットの助言に
よって現状維持バイアスは消失するのか？

（120）

○謝花 隆之（帝京平成大学）
大北
碧（専修大学／日本学術振興会）
澤
幸祐（専修大学）

10. 学習

10. 学習
第 1 日午前

9 月25日（火） ポスター掲示時間

9：20～11：20
展示棟／ポスター会場

1AM-077 ラットの風味ー栄養条件づけにおけるデザート効果

○篠原 恵介（大阪大学）
泉屋 佳奈#（大阪大学）
八十島安伸#（大阪大学）

1AM-078 マウスにおける走行性味覚嫌悪学習

○中島 定彦（関西学院大学）
大井 舞子#（関西学院大学）

1AM-079 強化学習に基づくバウト構造のシミュレーション

○山田 航太（慶應義塾大学）
兼村 厚範#（産業技術総合研究所）
坂上 貴之（慶應義塾大学）

1AM-080 アカハライモリにおける二次条件づけの不成立

○谷内
天谷

1AM-081 ラットの空間系列学習における指示忘却

○田中
谷内

第 2 日午前

9 月26日（水） ポスター掲示時間

通（金沢大学）
岬#（金沢大学）
千晶（金沢大学）
通（金沢大学）

9：20～11：20
展示棟／ポスター会場

2AM-076 ラットの予期的対比における文脈手がかりの効果

○西川未来汰（金沢大学）
谷内
通（金沢大学）

2AM-077 ラット海馬の長期／短期記憶に関わる機能的左右半
球非対称性

○阪口 幸駿（同志社大学）
櫻井 芳雄（同志社大学）

2AM-078 脳卒中回復期における小脳灰白質の容積変化

○大須理英子（早稲田大学／ATR 脳情報通信総
合研究所）

森田

とわ#（東京湾岸リハビリテーション病

田中
磯谷

悟志#（浜松医科大学）
悠子（ATR 脳情報通信総合研究所／日

倉重
近藤

宏樹#（電気通信大学）
国嗣#（東京湾岸リハビリテーション病

大高

洋平#（東京湾岸リハビリテーション病

院）

本映画大学）
院）

院／藤田保健衛生大学）

荒牧

勇#（中京大学）

2AM-079 ヒトの随伴性判断における過剰予期効果―RPG タ
スクの適用性の検討―

○永石

高敏（帝塚山大学）

2AM-080 連合学習か命題推論か？：超学習現象における評定
値の確信度の検討

○漆原

宏次（北海道医療大学）

第 3 日午前

9 月27日（木） ポスター掲示時間

9：20～11：20
展示棟／ポスター会場

3AM-069 ジャズ演奏者にとって「優れた即興演奏」とは何か
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○蓮見 絵里（立教大学）
石黒 広昭（立教大学）

10. 学習
3AM-070 ラットの味覚嫌悪学習における条件刺激の感覚特性

○山道 海路（東北大学）
大沼 卓也（東北大学／近畿大学）
坂井 信之（東北大学）

3AM-071 学業ストレス状況のパネル調査によるストレス対処
過程の検討―認知的評価とコーピングの縦断的な関
連―

○合澤 典子（お茶の水女子大学）
大森 美香（お茶の水女子大学）

3AM-072 遅延および社会割引と歩きスマホの関係

○井垣 竹晴（流通経済大学）
山岸 直基（流通経済大学）
Paul Romanowich#（テキサス大学サンアン
トニオ校）
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11. 記憶

11. 記憶
第 1 日午前

9 月25日（火） ポスター掲示時間

9：20～11：20
展示棟／ポスター会場

1AM-082 偶発記憶における生存処理と自己準拠処理による分
散効果

○豊田

1AM-083 質感の視覚記憶における前頭前皮質の役割

○藤道 宗人（京都大学／日本学術振興会）
津田 裕之（京都大学）
山本 洋紀（京都大学）
齋木
潤（京都大学）

1AM-084 言語課題と非言語課題における音楽の無意図的想起

○鈴木

郁生（青森公立大学）

1AM-085 日本人大学生のライフ・スクリプトの特徴と自伝的
記憶からの影響についての検討

○川﨑
上原

采香（お茶の水女子大学）
泉（お茶の水女子大学／人間発達教育

1AM-086 達成目標がカテゴリーリストにおける虚再認に及ぼ
す影響

○山根
德岡

嵩史（川崎医療福祉大学）
大（高松大学）

第 1 日午後

9 月25日（火） ポスター掲示時間

弘司（奈良教育大学）

科学研究所）

13：10～15：10
展示棟／ポスター会場

1PM-073 嗅覚同定能力と加齢が嗅覚刺激による自伝的記憶に
及ぼす影響

○山本 晃輔（大阪産業大学）
小早川 達（産業技術総合研究所）

1PM-074 加害者と結びつくポジティブな感情情報の想起は許
しを促すのか？

○源
春野

健宏（島根大学／情報通信研究機構脳情
報通信融合研究センター）

雅彦#（情報通信研究機構脳情報通信融
合研究センター）

1PM-075 日常場面における認知的失敗行動の自己評価と時間
的展望―認知的失敗質問紙
（CFQ）
と時間的展望尺度
（ZTPI）
の関係―

○清水

寛之（神戸学院大学）

1PM-076 自閉症スペクトラムにおける優れた記憶についての
予備的検討
（2） 大学生の「人より多く知っている
もの」

○川部

哲也（大阪府立大学）

1PM-077 ラットの自発的物体再認記憶に及ぼす内側前頭前野
損傷の効果

○椙田麻菜美（筑波大学）
山田 一夫（筑波大学）
一谷 幸男（筑波大学）

1PM-078 メタ記憶における内的表象抑制の影響

○高城 雅裕（早稲田大学）
杉森絵里子（早稲田大学人間科学学術院）

第 1 日夕方

9 月25日（火） ポスター掲示時間

15：30～17：30
展示棟／ポスター会場

1EV-062

自伝的記憶における多階層的自己とその個人差

○勝見
梓（京都大学）
塩田 翔一（京都大学／日本学術振興会）
月浦
崇（京都大学）

1EV-063

人物の好悪に関する自伝的記憶の想起特性について
―記憶経験質問紙を用いた検討―

○関口理久子（関西大学）
Angelina R. Sutin#（フロリダ州立大学）
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11. 記憶
1EV-064

自伝的記憶に基づくライフナラティブにおける 統
合的解釈に関する考察：ネガティブな出来事に関す
るナラティブデータの内容分析

○細川
彩（国立長寿医療研究センター）
富田真紀子（国立長寿医療研究センター）

1EV-065

他者からの期待が記憶に与える影響とその個人差

○長澤 勇貴（京都大学）
平田
歩#（京都大学）
塩田 翔一（京都大学／日本学術振興会）
月浦
崇（京都大学）

1EV-066

焦り状況下でのルール学習における認知的制御の特
徴―若年者を対象としたルール学習課題を用いた
Web 実験による検討

○須藤

第 2 日午前

9 月26日（水） ポスター掲示時間

智（静岡大学）

9：20～11：20
展示棟／ポスター会場

2AM-081 自閉スペクトラム症児における検索学習が長期保持
に及ぼす効果

○堀田 千絵（関西福祉科学大学）
多鹿 秀継（神戸親和女子大学）
十一 元三#（京都大学）

2AM-082 抑制による記憶の活性速度の低下―逐次サンプリン
グモデルを用いた検討―

○西山
齊藤

2AM-083 目撃者遂行型調査における「書くこと」の効果

○三浦 大志（杏林大学）
松尾 加代（慶應義塾大学）

2AM-084 凶器注目効果における検索方法の違いと情動変化の
影響の検討

○沖田 薫子（同志社大学）
竹原 卓真（同志社大学）

2AM-085 自伝的推論を伴う記憶の想起特性

○田中 京子（久留米大学比較文化研究所）
園田 直子（久留米大学）

第 2 日午後

9 月26日（水） ポスター掲示時間

慧（京都大学／日本学術振興会）
智（京都大学）

13：10～15：10
展示棟／ポスター会場

2PM-074 学習直後の項目と順序の記憶における語長効果 : 項
目と順序の過程分離手続きを用いた検討

○都賀美有紀（立命館大学）
星野 祐司（立命館大学）

2PM-075 DRM パラダイムにおける新奇顔への虚記憶の生起
過程の検討 顔刺激の形態的・評価的側面，及び記
銘者の個人特性からの体系的考察

○島根 大輔（慶應義塾大学）
松井
大（慶應義塾大学）
伊東 裕司（慶應義塾大学）

2PM-076 千円札の記憶高進―単語項目と絵画項目が混在する
日常記憶における繰り返しテストの効果―

○林

2PM-077 仮想環境内の展望記憶課題における意味情報と知覚
情報の影響

○石橋（田邊）亜澄（東北大学）
石橋
遼（東北大学）
Matthew Logie#（the University of Stirling）
Robert Logie#（the University of Edinburgh）

2PM-078 先行経験の量が再認成績に及ぼす影響

○益岡 都萌（兵庫教育大学）
西山めぐみ（人間環境大学）
寺澤 孝文（岡山大学）
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美都子（北海道教育大学）

11. 記憶
第 2 日夕方

9 月26日（水） ポスター掲示時間

15：30～17：30
展示棟／ポスター会場

2EV-064

ラットにおけるストレスレジリエンスと物体・位置
再認課題の関連

○上野 将玄（筑波大学／日本学術振興会）
山田 一夫（筑波大学）
一谷 幸男（筑波大学）

2EV-065

誤検索による学習促進効果
（5）
―解答方法の影響―

○田中紗枝子（徳島文理大学）
宮谷 真人（広島大学）

2EV-066

自閉スペクトラム症者への司法面接における発話文
字数の検討

○上宮
愛（立命館大学）
伊藤 大幸（中部大学）
吉本晏都子（大阪市立大学）
辻井 正次（中京大学）
仲 真紀子（立命館大学）

2EV-067

なつかしい音楽の時間的分布―なつかしさ喚起の規
定因の検討―

○瀧川

2EV-068

ハトにおける内的時間手がかりを用いた展望的記憶
の検討

○岩﨑 純衣（京都大学）
梅田
聡（慶應義塾大学）
黒島 妃香（京都大学）
藤田 和生（京都大学）

第 3 日午前

9 月27日（木） ポスター掲示時間

真也（川崎医療福祉大学）

9：20～11：20
展示棟／ポスター会場

3AM-073 初読後の想起練習課題による再読時の認知処理の調
節―眼球運動と瞳孔径を指標として―

○齋藤
玲（東北大学）
新国 佳祐（東北大学）
和田 裕一（東北大学）
邑本 俊亮（東北大学）

3AM-074 過去・未来事象の無意図的想起とスマートフォン使
用の関連性

○森田

泰介（東京理科大学）

3AM-075 日常場面における時間ベースの展望記憶課題とメタ
認知
（5）
―反復が展望記憶課題に与える影響―

○宇根

優子（早稲田大学）

3AM-076 抑うつ傾向者の感情語に対する記憶判断と記憶成績
の関連

○髙橋

佳史（法政大学）

3AM-077 健常高齢者における記憶モニタリングと精神的健康
度との関連

○林
大竹

敦子（神戸大学）
恵子（関西学院大学）

第 3 日午後

9 月27日（木） ポスター掲示時間

13：10～15：10
展示棟／ポスター会場

3PM-065 虚記憶へ及ぼす処理水準およびストレスの効果

○林
丹野
金

明明（日本学術振興会／国立精神・神経
医療研究センター）

義彦（東京大学）
吉晴#（国立精神・神経医療研究セン
ター）

3PM-066 中学時代と高校時代の自伝的記憶の感情価に関する
研究―日本と台湾の大学生を対象として―

○兵藤
李

宗吉（中央大学）
岩（中央大学）

3PM-067 自伝的記憶の機能と感情調節，時間的展望との関連

○槙
川﨑

洋一（北海道大学）
弥生（日本学術振興会／専修大学）
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11. 記憶
3PM-068 リアリティ・モニタリング・エラー経験質問紙短縮
版の再検査信頼性

○中田英利子（神戸女学院大学）

3PM-069 言語性ワーキングメモリ課題における高齢者の成績
の特徴

○東

美由紀（情報通信研究機構脳情報通信融合
研究センター）

苧阪満里子（情報通信研究機構脳情報通信融合
研究センター）

第 3 日夕方

9 月27日（木） ポスター掲示時間

15：30～17：30
展示棟／ポスター会場

3EV-063 「頭隠して尻見せる」は記憶成績を促進するか

○浅野

3EV-064

なつかしい記憶を思い出すと待てる―なつかしい記
憶想起を伴う時間割引課題における視覚的イメージ
能力の検討―

○川口
潤（名古屋大学）
中村 紘子（愛知淑徳大学）
鈴木 彩華#（名古屋大学）

3EV-065

WM 処理における容量と聴覚情報制限の影響につい
て―健常若年者に対する Effortful listening 仮説の検
討―

○越智 隆太（中央大学）
坂爪 一幸（早稲田大学）

3EV-066

鎮静的音楽と刺激的音楽が BGM 文脈依存効果に与
える影響

○鷺

3EV-067

記憶結合エラーはテストによって抑制されるのか

○平野
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昭祐（イデアラボ）

友里恵（ルーテル学院大学）
哲司（大阪人間科学大学）

12. 言語，思考

12. 言語，
思考
第 1 日午前

9 月25日（火） ポスター掲示時間

9：20～11：20
展示棟／ポスター会場

1AM-087 子供の過剰一般化エラーから文法習得メカニズムを
探る―第一言語習得の通言語的研究プロジェクトに
おける日本語の使役構造の研究―

○巽
智子（リヴァプール大学）
Ben Ambridge#（リヴァプール大学／ ESRC

1AM-088 中国人留学生の留学意識が進路決定に及ぼす影響に
ついて―日本の私費中国人留学生に対する調査に基
づく検討―

○上市 秀雄（筑波大学）
呉
麗敏#（ワンストップ・イノベーション

1AM-089 脳血流動態反応への朗読予告による影響

○福田 由紀（法政大学）
菊池 理紗（法政大学）
梶井 直親（鳥取大学ジュニアドクター育成事

International Centre for
Language and Communicative Development）
Laura Doherty#（リヴァプール大学）
Ramya Maitreyee#（リヴァプール大学）

HR）

萩原
新岡
1AM-090 経験サンプリング法を用いた創造性および精神的健
康とマインドワンダリングの内容に関する検討

○山岡

1AM-091 社会的クリティカルシンキング志向性を高める個人
差要因―日常活動における動機づけ尺度による分類

○南

第 2 日午前

9 月26日（水） ポスター掲示時間

業推進室）

遥#（法政大学）
陽光（法政大学）

明奈（筑波大学／日本学術振興会特別研
究員（DC1））
湯川進太郎#（筑波大学）
学（三重大学）

9：20～11：20
展示棟／ポスター会場

2AM-086 単文産出過程における視覚情報の役割

○西口
楠見

美穂（京都大学）
孝（京都大学）

2AM-087 読み手と書き手の思う E メールの好ましさの比較

○菊池

理紗（法政大学）

2AM-088 批判情報の呈示が信念変化に及ぼす効果― 2 種類の
批判の質の比較と個人差変数

○田中 優子（名古屋工業大学）
平山 るみ（大阪音楽大学短期大学部）

2AM-089 感謝場面時の反すうが感情的 well-being に与える影
響

○岡田 夏美（オーノ／吉備国際大学）
津川 秀夫（吉備国際大学）
田尻 直輝#（名古屋市立大学）

2AM-090 会話による発話の語彙の偏りに関する研究

○作野 舞波（同志社大学）
竹原 卓真（同志社大学）

第 3 日午前

9 月27日（木） ポスター掲示時間

9：20～11：20
展示棟／ポスター会場

3AM-078 絵本に投影された自己像と共感性
（I）

○光田

3AM-079 漢字語とカタカナ語の音韻隣接語数と出現頻度のよ
る効果

○楠瀬
悠（文京学院大学）
日野 泰志（早稲田大学）
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基郎（大阪教育福祉専門学校）

12. 言語，思考
3AM-080 セルフ・コンパッションと望ましい食行動との関連

○石川
智（桜美林大学）
松田チャップマン与理子（桜美林大学）

3AM-081 叡智知識と好奇心，Grit，加齢との関係

○楠見
孝（京都大学）
西川 一二（京都大学）

3AM-082 読書・インターネット利用と進行中の言語変化
―ガ/ノ交替に着目して―

○水野奈津美（東北大学）
和田 裕一（東北大学）
深谷 優子（東北大学）
新国 佳祐（東北大学）
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13. 情動，動機づけ

13. 情動，
動機づけ
第 1 日午前

9 月25日（火） ポスター掲示時間

9：20～11：20
展示棟／ポスター会場

1AM-092 防止焦点は認知資源の温存効果に優れているのか？

○外山
湯
肖
長峯
三和
相川

美樹（筑波大学／教育テスト研究セン
ター（CRET））
立（筑波大学／教育テスト研究セン
ター（CRET））
雨知（筑波大学／教育テスト研究セン
ター（CRET））
聖人（筑波大学／教育テスト研究セン
ター（CRET））
秀平（関西外国語大学／ NPO 法人教育
テスト研究センター（CRET））
充（筑波大学／教育テスト研究セン
ター（CRET））

1AM-093 青年期以降の社会的自己制御の在り方と感謝の関連

○岩﨑 眞和（茨城キリスト教大学）
五十嵐透子（上越教育大学）

1AM-094 質の異なる快感情による不快感情からの回復効果

○門地 里絵（花王感性科学研究所）
忍田 晶子#（花王感性科学研究所）

1AM-095 社会的意思決定における心臓活動と内受容感覚の機
能的役割

○大隅

1AM-096 自身の認知的再評価が他者の認知的再評価に及ぼす
影響

○小林 亮太（広島大学）
中島健一郎（広島大学）
宮谷 真人（広島大学）
中尾
敬（広島大学）

1AM-097 集中内観後の継続的な日常内観による主観的効果の
事例的検討

○長内 優樹（法政大学）
関本 椎菜#（桜蔭高等学校）

1AM-098 日本人における音楽属性への選好と性格特性の関連
性

○土居 裕和（長崎大学）
David M Greenberg#（ケンブリッジ大学）
篠原 一之#（長崎大学）

1AM-099 ノスタルジアは外集団顔の信頼性評価を高める

○小林

正法（関西学院大学／応用心理科学研究

大竹

恵子（関西学院大学／応用心理科学研究

第 1 日午後

9 月25日（火） ポスター掲示時間

尚広（国立精神・神経医療研究センター
精神保健研究所／慶應義塾大学先
導研究センター）

センター）
センター）

13：10～15：10
展示棟／ポスター会場

1PM-079 共感性を客観的に測定する MET-CORE2 日本語版
の信頼性の検討
（2）
―再検査信頼性の検討―
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○福井 義一（甲南大学）
大浦 真一（甲南大学）
松尾 和弥（甲南大学／日本学術振興会）
稲垣
勉（鹿児島大学）
島
義弘（鹿児島大学）

13. 情動，動機づけ
1PM-080 暖かい部屋での脚の温度上昇はネガティブ感情を緩
和する

○笹岡 貴史（広島大学）
渡邉 和彦#（広島ガス技術研究所）
小野健太郎（広島大学）
原田 宗子#（広島大学）
坂本 和夫#（広島大学）
沖本
裕#（広島ガス技術研究所）
山脇 成人#（広島大学）

1PM-081 読み手の感情状態は日本語文処理に影響する

○伏田

幸平（関西学院大学／関西学院大学応用

松原
片山

彩乃#（関西学院大学）
順一（関西学院大学応用心理科学研究セ

心理科学研究センター）

ンター／関西学院大学）

1PM-082 ノ ス タ ル ジ ア の 適 応 的 プ ロ セ ス に 関 す る 検 討
―Personality-Event Connection に着目して―

○長峯 聖人（筑波大学／日本学術振興会）
外山 美樹（筑波大学）

1PM-083 衝動性に対する潜在的自己概念と潜在的感情の検討

○小橋眞理子（立正大学）
井田 政則（立正大学）

1PM-084 体験の回避とストレス反応との関連―予測的研究に
よる検討

○松本

1PM-085 活動の種類を問わないフロー状態測定尺度の開発
自己決定性理論に基づく信頼性・妥当性の検討

○石黒 昂祐（広島大学）
杉浦 義典（広島大学）

1PM-086 身体感覚増幅傾向と感覚モダリティ・身体部位イ
メージの特徴：アレキシサイミア特性との関連から

○岡田 敦史（青森県立保健大学）
行場 次朗（東北大学）

第 1 日夕方

9 月25日（火） ポスター掲示時間

明生（福山大学）

15：30～17：30
展示棟／ポスター会場

1EV-067

共感の背景にある自発的脳活動―視点取得と自発性
徐波/速波比率の関連―

○難波
柏原
橋本
平本
小林
加藤
原口
野口
藤田
中尾

修史（広島大学）
志保（広島大学）
淳也#（広島大学）
亮介#（広島大学）
亮太（広島大学）
美幸#（広島大学）
優輔#（広島大学）
由華（広島大学）
和也#（東京大学）
敬（広島大学）

1EV-068

遊びによるストレス緩和および予防効果の実験的研
究

○橋本
中野

久美（札幌国際大学）
茂（札幌国際大学）

1EV-069

暴力的ゲーム経験は暴力映像への注目段階で鋭敏化
をもたらす―体性感覚刺激に対する脳波と二次課題
反応時間による検討―

○栗田 聡子（三重大学）
片山 順一（関西学院大学）

1EV-070

ほめることがほめ手に与える影響―ほめを自ら考え
た言葉で行ってもらう操作を用いた検討―

○柿沼 亨祐（同志社大学／日本学術振興会）
田中あゆみ（同志社大学）

1EV-071

妬み感情と自己効力感，孤独感の関係について

○星野 諒太（ルーテル学院大学）
谷井 淳一（ルーテル学院大学）

1EV-072

肯定的自動思考の構成要素と抑うつの程度との関連
― 6 か月 4 時点の縦断データを用いて―

○白石
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智子（宇都宮大学）

13. 情動，動機づけ
1EV-073

信念の漂流尺度作成の試み

○平野 真理（東京家政大学）
坪倉 正治#（星槎大学）
瀧田 盛仁#（星槎大学）
早矢仕晃章#（東京大学）
久代 紀之#（九州工業大学）
大澤 幸生#（東京大学）

1EV-074

悲しみを分ける特徴―泣きのオノマトペの表出特徴
に着目して―

○白井真理子（同志社大学）
曽雌 崇弘#（大阪大学）
鈴木 直人（同志社大学）

第 2 日午前

9 月26日（水） ポスター掲示時間

9：20～11：20
展示棟／ポスター会場

2AM-091 時間的プレッシャー下での意思決定過程に及ぼす不
安の影響

○永岑 光恵（東京工業大学）
曽雌 崇弘#（大阪大学）
竹内 あい#（立命館大学）
福田恵美子#（東京工業大学）

2AM-092 痛みに対する音楽の心理的作用

○松本

2AM-093 中学生の知能観が達成目標と確率学習のパフォーマ
ンスに及ぼす影響

○大家まゆみ（東京女子大学）
稲垣
勉（鹿児島大学）

2AM-094 上方向の身体運動によるネガティブ刺激への注意の
促進

○西口 雄基（上智大学）
今泉
修（東京大学）
丹野 義彦（東京大学）

2AM-095 微表情を反映した表情の認識

○茶谷

2AM-096 心理士はクライエントの左右どちら側の顔を見る
か？―心理療法のアプローチのちがいと座席選択―

○石川 健太（専修大学）
大久保街亜（専修大学）

2AM-097 特性尊敬関連感情尺度の修正版作成の試み

○武藤

2AM-098 集中瞑想と洞察瞑想が妨害刺激の価値低減効果に与
える影響

○藤野 正寛（京都大学）
上田 祥行（京都大学）
井上ウィマラ（高野山大学）
大石 悠貴#（NTT コミュニケーション科学
北川
野村

第 2 日午後

9 月26日（水） ポスター掲示時間

淳子（長野県看護大学）

研吾（九州大学／学振 DC1）

世良（お茶の水女子大学教学 IR・教育
開発・学修支援センター）

基礎研究所）

智利（立命館大学）
理朗（京都大学）

13：10～15：10
展示棟／ポスター会場

2PM-079 喫煙習慣と規範の関連へのセルフコントロールの調
整効果―経験サンプリング調査を用いた検討

○後藤 崇志（滋賀県立大学）
倉矢
匠（東洋大学）
金子 迪大（東洋大学21世紀ヒューマン・イン
沓澤
尾崎

2PM-080

3 次元モデルによる感情尺度の検討

タラクション・リサーチ・セン
ター）
岳（東洋大学）
由佳（東洋大学）

○佐藤 俊雄（東洋大学）
堀毛 一也（東洋大学）
北村 英哉（東洋大学）
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13. 情動，動機づけ
2PM-081 産出物の制約が創造的パフォーマンスに及ぼす影響
―制御焦点を調整変数として―

○湯

2PM-082 授業における小学生の状況的意欲の発露状況―フ
ロー理論に着目して―

○近長由紀子（ヒューマン・ビノベーティング推

2PM-083 覚醒法の違いが覚醒後の主観的眠気に与える影響

○木村明香里（兵庫教育大学）
森本 文人（仁愛大学）

2PM-084 かわいさのプライミングが社会的価値志向性に及ぼ
す影響

○吉田 綾乃（東北福祉大学）
金井 嘉宏（東北学院大学）
川本 大史#（中部大学）
入戸野 宏（大阪大学）

2PM-085 体感色を用いた快感情の視覚化

○眞田 和恵（花王）
門地 里絵（花王）
原水 聡史#（花王）
忍田 晶子#（花王）

第 2 日夕方

9 月26日（水） ポスター掲示時間

立（筑波大学／教育テスト研究セン
ター（CRET））
外山 美樹（筑波大学／ CRET）
長峯 聖人（筑波大学／教育テスト研究セン
ター（CRET））
三和 秀平（関西外国語大学／ CRET）
相川
充（筑波大学／ CRET）
進機構）

15：30～17：30
展示棟／ポスター会場

2EV-069

長期的・短期的な母乳授乳経験とオキシトシンホル
モンが母親の情動知覚処理に与える影響

○松永
菊水
茂木
永澤
大山
明和

倫子（京都大学）
健史#（麻布大学）
一孝#（麻布大学）
美保#（麻布大学）
瑠泉#（麻布大学）
政子（京都大学）

2EV-070 「畏敬の念」の神経基盤に関する検討

○高野 了太（京都大学）
野村 理朗（京都大学）

2EV-071

文脈不一致と情動覚醒のどちらが注意を狭めるのか
凶器注目効果に伴う注意の狭まりの検討

○武野 全恵（名古屋大学／日本学術振興会）
北神 慎司（名古屋大学）

2EV-072

歩行訓練におけるポジティブ感情喚起効果について

○松中久美子（関西福祉科学大学）
和角輝美子#（日本ライトハウス視覚障害リハ
ビリテーションセンター）

2EV-073

感情刺激に対する言語的ラベリングによる扁桃体の
活動抑制

○吉村 晋平（追手門学院大学）
森本 朋香#（追手門学院大学）

2EV-074

外的環境が内発的動機づけに与える影響について自
律性の個人差による調整効果

○江
聚名（同志社大学）
草本 美咲#（同志社大学）
田中あゆみ（同志社大学）

第 3 日午前

9 月27日（木） ポスター掲示時間

9：20～11：20
展示棟／ポスター会場

3AM-083 化粧に関する感情意識尺度の作成と日米女性の比較

○佐藤

智穂（資生堂グローバルイノベーション

3AM-084 感謝表出が負債感と主観的幸福感に与える影響

○蔡
内芝
武部
豊島

羽淳（大阪大学）
綾女（大阪大学）
桜子#（大阪大学）
彩（大阪大学）
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センター）

13. 情動，動機づけ
3AM-085 一日・一月・一年・一生，女性のライフサイクルと
心理
（1）
― 4 つのサイクルの心理・肌・体調変化―

○河島 三幸（花王感性科学研究所）
城 しおり#（花王スキンケア研究所）
中野 詩織（花王感性科学研究所）
村上 泉子#（花王スキンケア研究所）
引間 理恵#（花王感性科学研究所）

3AM-086 一日・一月・一年・一生，女性のライフサイクルと
心理
（2）
―気分の変動と肌状態の主観評価との関連
性―

○中野 詩織（花王感性科学研究所）
河島 三幸（花王感性科学研究所）
城 しおり#（花王スキンケア研究所）
村上 泉子#（花王スキンケア研究所）
引間 理恵#（花王感性科学研究所）

3AM-087 物語に対する読者の反応に内面描写量と特性共感が
与える影響

○小嶋

3AM-088 行動免疫からみた特定集団成員への嫌悪的評価の獲
得と変容

○岩佐 和典（就実大学）
坂元 優太（就実大学）

3AM-089 ラップ曲の歌詞の有無によるリラクセーション効果
の検討

○森川 貴嗣（関西学院大学）
彦次
佳#（和歌山大学）
亀島 信也#（関西福祉科学大学）
長田 典子#（関西学院大学）

第 3 日午後

9 月27日（木） ポスター掲示時間

佳子（愛知教育大学）

13：10～15：10
展示棟／ポスター会場

3PM-070 日本語版 S-UPPS-P 衝動性尺度開発の試み

○長谷川智子（大正大学）
川端 一光（明治学院大学）
福田 一彦（江戸川大学）
今田 純雄（広島修道大学）

3PM-071 充実感と達成動機づけの関係について―日中大学生
を対象に―

○李

3PM-072 感情の身体化が崩壊するとき

○山田 祐樹（九州大学）
佐々木恭志郎（九州大学／早稲田大学／日本学

艶（聖泉大学）

術振興会）

井隼

経子（九州大学）

3PM-073 他者の高い遂行成績の提示が課題遂行におよぼす影
響―妬みの傾向に着目して―

○名取

3PM-074 幼児におけるネガティブではない泣きの生起状況の
分類

○和田由美子（九州ルーテル学院大学）
井﨑 美代#（九州ルーテル学院大学）

3PM-075 不確実性が若者と高齢者の好奇心へ与える影響

○八木 彩乃（高知工科大学総合研究所）
篠森 敬三#（高知工科大学）
村山
航#（高知工科大学総合研究所／レ
榊

3PM-076 幸せの時間パターンに関する予備的検討

ディング大学）

美知子（高知工科大学総合研究所／レディ

○金子
鷹阪

（133）

洋典（いわき明星大学）

ング大学）

迪大（東 洋 大 学 ／ 東 洋 大 学 21 世 紀・

ヒューマン・インタラクション・
リサーチ・センター）
龍太（東洋大学）

13. 情動，動機づけ
3PM-077 研究不正行為に関わるリスク要因の検討

第 3 日夕方

○田中 恒彦（新潟大学）
佐藤俊太朗#（長崎大学）
井内 健介#（徳島大学）
佐藤 弘基#（九州大学）
河原 直人#（九州大学）
野内
玲#（信州大学）
河合 孝尚#（長崎大学）

9 月27日（木） ポスター掲示時間

15：30～17：30
展示棟／ポスター会場

3EV-068

ためらい
（躊躇）
の場面の類型と要因の関係性

○鈴木

3EV-069

学習成果のフィードバックによる自己効力感の向上
―教育ビッグデータの活用によって―

○牛
司策（岡山大学）
益岡 都萌（兵庫教育大学）
西山めぐみ（人間環境大学）
寺澤 孝文（岡山大学）

3EV-070

尊敬関連感情と試験成績の関連

○近藤聡太郎（東京大学）
岡ノ谷一夫（東京大学）

3EV-071

情動喚起刺激の提示順が情動評定に及ぼす影響

○加藤みずき（多摩大学）

3EV-072

称賛が表情同調におよぼす影響―運動への動機づけ
向上の検証―

○藤村 友美（産業技術総合研究所）
梅村 浩之（産業技術総合研究所）
田渕 規之#（ミズノ）
岡本 英也#（ミズノ）
風間弥希子#（ミズノ）

3EV-073

保育者に理想的な共感性と感情労働期待の関連―保
護者の視点から―

○木野 和代（宮城学院女子大学）
高橋 靖子#（愛知教育大学）
内田 千春#（東洋大学）
鈴木 有美（福岡女子大学）

3EV-074

親による子どもの欲求充足の認知と子どもの欲求充
足との関連について

○福住
村山

賢男（金沢学院短期大学）

紀明（高知大学）
航#（レディング大学／高知工科大
学）

石井
僚（奈良教育大学）
石川 信一（同志社大学）
大谷 和大（北海道大学）
榊 美知子（レディング大学／高知工科大学）
鈴木 高志（高知工科大学）
田中あゆみ（同志社大学）
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14. 行動

14. 行動
第 1 日午前

9 月25日（火） ポスター掲示時間

9：20～11：20
展示棟／ポスター会場

1AM-100 動物の反応のバウト／休止パターンに関する時系列
モデリング

○松井
大（慶應義塾大学）
山田 航太（慶應義塾大学）
坂上 貴之（慶應義塾大学）
丹野 貴行（明星大学）

1AM-101 イヌのパーソナリティとデモグラフィック特性との
関係

○野瀬
出（日本獣医生命科学大学）
柿沼 美紀（日本獣医生命科学大学）

1AM-102 ジャンガリアンハムスターの空間利用～空間サイズ
の拡張と利用可能性～

○石川

1AM-103 精神疾患に関するスティグマの潜在的側面の検討
―主 観 指 標 お よ び Go/No-Go Association Task
（GNAT）
による測定―

○當房 知佳（早稲田大学）
北原 万莉（早稲田大学）
熊野 宏昭（早稲田大学）

第 1 日午後

9 月25日（火） ポスター掲示時間

悟（北星学園大学）

13：10～15：10
展示棟／ポスター会場

1PM-087 共同作業における掛け声・動作の協調作用―運搬行
動における「せーの」の機能―

○細馬

宏通（滋賀県立大学）

1PM-088 指示された行動の潜時に及ぼす行動随伴性の効果

○田島

裕之（尚絅学院大学）

1PM-089 大学生の日常的な冗談を規定する個人特性の検討

○門脇 彩乃（ルーテル学院大学）
末武 康弘（法政大学）
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15. 発達

15. 発達
第 1 日午前

9 月25日（火） ポスター掲示時間

9：20～11：20
展示棟／ポスター会場

1AM-104 若者のキャリアと自立 : 我が息子の場合

○宮野

1AM-105 大学生の考える「大人」に関する一考察

○高島

1AM-106 自閉症スペクトラム障害児の障害物回避行動：ケー
ススタディ

○樋口 貴広（首都大学東京）
近藤 夕騎#（首都大学東京／国立精神・神経
渡邉

祥雄
翠（いわき明星大学）

医療研究センター病院）

諒#（首都大学東京）

1AM-107 学齢期の子どもの対人場面での自己制御行動：情動
反応性・情動制御性における気質的個人差との関連

○水野

1AM-108 父親の子育て関与に対する母親の批判行動―幼児を
もつ父親を対象に―

○加藤 道代（東北大学）
神谷 哲司（東北大学）

1AM-109 エラー後の対応にみられる加齢効果

○土田 宣明（立命館大学）
河上 実樹（立命館大学）
吉田 裕香#（平成リハビリテーション専門学
田村

里恵（中京大学）

校）

昌彦（立命館大学）

1AM-110 誤信念課題遂行過程における言語処理の役割の検討

○辻

弘美（大阪樟蔭女子大学）

1AM-111 幼児期の「心の理論」の発達と実行機能
（2）
―Guttman’s Scale に基づく分析―

○島

義弘（鹿児島大学）

1AM-112 幼児の他者感情理解と感情的視点取得の発達

○鄭
上原

牙源（お茶の水女子大学）
泉（お茶の水女子大学）

1AM-113 超高齢者の空間的視点取得能力を測る―SONIC 研
究におけるラインマップテストの実施―

○武藤 拓之（大阪大学／日本学術振興会）
権藤 恭之（大阪大学）
稲垣 宏樹（東京都健康長寿医療センター研究
増井

所）

幸恵（東京都健康長寿医療センター研究
所）

小川まどか（東京都健康長寿医療センター研究
所）

沼田恵太郎（大阪成蹊短期大学）
小野口 航（早稲田大学）
石岡 良子（慶應義塾大学）
内芝 綾女（大阪大学）
田渕
恵（中京大学）
1AM-114 協同ゲームにおける交代制ルールの産出

○藤田

1AM-115 幼児期の社会情動的なコンピテンスと児童期の学校
適応

○中道 圭人（千葉大学）
中道 直子（日本女子体育大学）
中澤
潤（植草学園大学）

1AM-116 大学生における子どもへの関心と子育ての社会化志
向の関連

○扇原
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文（大分県立芸術文化短期大学）

貴志（東京学芸大学）

15. 発達
第 1 日午後

9 月25日（火） ポスター掲示時間

13：10～15：10
展示棟／ポスター会場

1PM-090 乳児の自発的微笑と外発的・社会的微笑の縦断的研
究― 2 つの微笑の質的な違いについて―

○池田

1PM-091 運動・身体活動の実践が高齢夫婦の精神的健康と夫
婦関係に及ぼす影響

○原田 和弘（神戸大学）
増本 康平（神戸大学）
近藤 徳彦#（神戸大学）

1PM-092 高齢者の聞こえの問題と運転：DRIVE study ベース
ライン調査から

○河野 直子（名古屋大学）
岩本 邦弘#（名古屋大学）
佐治 直樹#（国立長寿医療研究センター）

1PM-093 成人後期における死に対する態度の変化パターン
（2）
：死に関する思索性および個人背景要因との関
連

○丹下智香子（国立長寿医療研究センター）
西田裕紀子（国立長寿医療研究センター）
富田真紀子（国立長寿医療研究センター）
中川
威（国立長寿医療研究センター／日本

正人（神奈川県警察）

学術振興会）

大塚
礼#（国立長寿医療研究センター）
安藤富士子（国立長寿医療研究センター／愛知
下方

淑徳大学）

浩史（国立長寿医療研究センター／名古
屋学芸大学）

1PM-094 大学生における就職への意識と適応感との関連

○鈴木みゆき（関東学院大学）
鈴木 公基（関東学院大学）

1PM-095 全国調査による高齢者向け新生きがい感スケール作
成と定義

○近藤
勉（神戸医療福祉大学）
鎌田 次郎（関西福祉科学大学）
尾崎 勝彦#

1PM-096 他者の感情理解における子どもと大人の自己中心性
バイアス

○林
西川

創（神戸大学）
未菜#（福岡家庭裁判所）

1PM-097 総報酬量の乏しさによる幼児の分配行動と理由付け
の関連について

○津々

清美（美作大学）

1PM-098 夫婦関係，養育態度・行動の関連―子どもが 3 ～ 8
歳の縦断研究の分析―

○山川賀世子（富山短期大学）
柴田 玲子（聖心女子大学）
高橋 惠子（聖心女子大学）

1PM-099 夫婦関係，養育態度・行動の連続性―子どもが 3 ～
8 歳の縦断研究の分析―

○柴田 玲子（聖心女子大学）
山川賀世子（富山短期大学）
高橋 惠子（聖心女子大学）

1PM-100 宗教性と社会的優位性の初期発達

○孟

憲巍（京都大学／九州大学／日本学術振
興会）

中分
遥（九州大学／オクスフォード大学）
橋彌 和秀（九州大学）
Emily Burdett#（オ ク ス フ ォ ー ド 大 学 ／ コ
ヴェントリー大学）

Jonathan Jong#（オ ク ス フ ォ ー ド 大 学 ／ コ
ヴェントリー大学）

Harvey Whitehouse#（コヴェントリー大学）
1PM-101 幼児の乳児選好が乳児への養育的行動に及ぼす影響

○北田沙也加（東京学芸大学／日本学術振興会）
清水 由紀（埼玉大学）

1PM-102 「朝食を食べない」と回答する中学生の心理的特徴

○清水
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美恵（聖徳大学）

15. 発達
第 1 日夕方

9 月25日（火） ポスター掲示時間

15：30～17：30
展示棟／ポスター会場

1EV-075

幼児の模倣学習における行為タイプと年齢の影響

○木下

1EV-076

高齢者を対象にした自律性尺度の併存的妥当性およ
び再検査信頼性

○深瀬 裕子（北里大学）
寄川 兼汰（北里大学）
松永 祐輔（北里大学）
井上 真里#（北里大学）
金
泰希（北里大学）
市倉加奈子#（北里大学）
田ヶ谷浩邦#（北里大学）

1EV-077

大学生の過剰適応傾向が進路選択に与える影響の日
中比較研究

○任

1EV-078

小学校低学年の読字能力の縦断的測定

○岩瀬 禎宏（吉備国際大学）
津川 秀夫（吉備国際大学）
藤原 直子（吉備国際大学）
宇都宮真輝（吉備国際大学）
藤吉 晴美（吉備国際大学）
川本 悠希（吉備国際大学）
井上 宗政#（吉備国際大学）
岡田 夏美（吉備国際大学）
太田 早紀（吉備国際大学）
森
康行（吉備国際大学）
澁野 千尋#（吉備国際大学）

1EV-079

乳児の学習における注意手がかりの効果：音声モダ
リティを統制して

○奥村

孝司（神戸大学）

玉潔（中央大学）

優子（NTT コミュニケーション科学基
礎研究所）

鹿子木康弘（追手門学院大学）
小林 哲生（NTT コミュニケーション科学基
板倉

礎研究所）

昭二（京都大学）

1EV-080

ヒューマンサービス従事者のバーンアウト―保育士
と介護士の違いに注目した検討―

○竹村 明子（仁愛大学）
辻
尚也#（仁愛大学）

1EV-081

高齢期において日々の感情は年を経ても安定してい
る―測定バースト日誌調査―

○中川

1EV-082

大学生における自己制御力と日常生活との関連性

○井上真理子（富山大学）

1EV-083

新・大人になることへの意識尺度

○齋藤
彩（横浜国立大学）
杉山 明子#（横 浜 国 立 大 学 保 健 管 理 セ ン

安元
樺山
松田
権藤
神出
池邉

井上
1EV-084

子どもの「留守児童」経験が養育者との社会的関係
性に及ぼす影響―
「かかわり指標」を用いて―

○連
矢藤
孫
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威（国立長寿医療研究センター／日本
学術振興会）

佐織#（大阪大学）
舞#（大阪大学）
謙一#（大阪大学）
恭之（大阪大学）
計#（大阪大学）
一典#（大阪大学）

ター）

果子（横浜国立大学）
傑濤（立命館大学／立命館大学立命館グ

ローバル・イノベーション研究機
構）
優子（立命館大学／立命館大学立命館グ
ローバル・イノベーション研究機
構）
怡#（立命館大学立命館グローバル・
イノベーション研究機構）

15. 発達
1EV-085

子どもの問題行動と関連する要因：幼児期から児童
期後期までの縦断研究からの検討

1EV-086 「脳の癖」は加齢と共に変化するのか？

第 2 日午前

○風間みどり（小田原短期大学）
平林 秀美（東京女子大学）
唐澤 真弓（東京女子大学）
○田渕
恵（中京大学）
坂田 陽子（愛知淑徳大学）
三浦 麻子（関西学院大学／大阪大学）

9 月26日（水） ポスター掲示時間

9：20～11：20
展示棟／ポスター会場

2AM-099 成人自閉症者のソースモニタリングに関する研究

○山本 健太（神戸大学）
増本 康平（神戸大学）

2AM-100 ファイナンシャル・リテラシーと夫婦関係満足
―ファイナンス知識・効力感・満足を用いた夫婦ペ
ア・データによる分析―

○神谷

2AM-101 大学中期における適応感と自己概念との関連

○鈴木 公基（関東学院大学）
鈴木みゆき（関東学院大学）

2AM-102 児童の意思伝達を導く要因に関する検討

○中山留美子（奈良教育大学）

2AM-103 幼児のカタカナ読み書き習得に及ぼす文字特性の影
響

○樋口

大樹（NTT コミュニケーション科学基

奥村

優子（NTT コミュニケーション科学基

藤田

早苗#（NTT コミュニケーション科学

服部

正嗣#（NTT コミュニケーション科学

小林

哲生（NTT コミュニケーション科学基

2AM-104

2 歳児の他者の欲求理解課題の成績はなぜ低いのか

哲司（東北大学）

礎研究所）
礎研究所）

基礎研究所）
基礎研究所）

礎研究所）

○伴
碧（大阪大学）
内山伊知郎（同志社大学）

2AM-105 アダルト・アタッチメント・インタビューに見られ
る「甘え」とアタッチメントの表現

○近藤

清美（帝京大学）

2AM-106 認知バイアスにおける加齢の影響―オプションフ
レーミング課題を用いて―

○田
山本
増本

旻（神戸大学）
健太（神戸大学）
康平（神戸大学）

2AM-107 親歴は親の発達意識の何を変え，何を変えないの
か？―子の年齢等の要因と親発達意識に関する一考
察―

○森

和彦（秋田大学）

2AM-108 子どもの絵画選好における発達的変化

○栗川

直子（尚絅大学短期大学部）

2AM-109 高校移行の主観的インパクトと精神的健康の発達的
変化：高校 1 年生を対象とした 4 波縦断調査

○飯村

周平（中央大学）

2AM-110 多感覚知覚における顔への注視パターンの発達的変
化―児童期における情動判断と音韻知覚に着目し
て―

○山本 寿子（東京女子大学）
河原美彩子（東京女子大学／日本学術振興会特
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田中

別研究員 DC）

章浩（東京女子大学）

15. 発達
第 2 日午後

9 月26日（水） ポスター掲示時間

13：10～15：10
展示棟／ポスター会場

2PM-086 ベトナム人留学生にみられる描線動作の特徴：日本
人大学生との比較による予備的検討

○田口

2PM-087 親子関係と養育環境が親の脳機能に及ぼす影響

○藤澤 隆史（福井大学／大阪大学）
久保下 亮#（大阪大学）
牧田
快#（福井大学）
笠羽 涼子#（大阪大学）
友田 明美#（福井大学／大阪大学）

2PM-088 企業における生涯現役を考える―職業的アイデン
ティティの世代差に注目して―

○高橋
彩（前川ヒトづくり財団21）
田島 信元（白百合女子大学）
原
健之（白百合女子大学）

2PM-089 幼児気質質問紙日本語超短縮版作成の試み

○成瀬茉里香（名古屋市立大学）
草薙恵美子（國學院大學北海道短期大学部）
星
信子（札幌大谷大学短期大学部）
鋤柄 増根（名古屋市立大学）
中川 敦子（名古屋市立大学）

2PM-090 学齢期発達障害児の母親の子育てストレス尺度の作
成

○大橋
優（関西福祉科学大学）
谷向みつえ（関西福祉科学大学）
加藤 美朗（関西福祉科学大学）

2PM-091 幼稚園児におけるマインドリーディングの発達的検
討―ディレクター課題を用いて―

○田代 美冬（専修大学）
山上 精次（専修大学）

2PM-092 中高年者のワーク・ファミリー・バランスと主観的
健康感の因果関係― 3 年間の縦断的検討―

○富田真紀子（国立長寿医療研究センター）
西田裕紀子（国立長寿医療研究センター）
丹下智香子（国立長寿医療研究センター）
中川
威（国立長寿医療研究センター／日本

雅徳（獨協大学）

学術振興会）

大塚
礼#（国立長寿医療研究センター）
安藤富士子（国立長寿医療研究センター／愛知
下方

淑徳大学）

浩史（国立長寿医療研究センター／名古
屋学芸大学）

2PM-093 大学生における迷信的しつけの経験と道徳的判断タ
イプとの関連

○首藤 敏元（埼玉大学）
利根川智子（東北福祉大学）
樟本 千里#（岡山県立大学）
上岡 紀美#（仙台白百合女子大学）

2PM-094 父親の共感性と養育スタイルの関連

○齋藤 慈子（上智大学）
野嵜 茉莉（弘前大学）

2PM-095 対象別ケアギビング内的作業モデル間の相互関連性

○大久保圭介（東京大学）

2PM-096

○白井
述（新潟大学）
高橋のぞ美#（新潟大学）
新美 亮輔（新潟大学）

2 ，3 歳児におけるジェスチャーの理解

2PM-097 高齢者の心の理論に関わる実行系機能の検討

○大塚
志澤
佐藤
板倉
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結喜（京都大学こころの未来研究セン
ター）

美保（京都府立医科大学）
鮎美（島根大学）
昭二（京都大学）

15. 発達
第 2 日夕方

9 月26日（水） ポスター掲示時間

15：30～17：30
展示棟／ポスター会場

2EV-075

Catchers of the Lies:「わたしたち」にまつわる利
他的／利己的な嘘のニュアンスが TD/ASD 児者に
よる資源分配に及ぼす影響

○橋彌 和秀（九州大学）
小林 洋美#（九州大学）
新田 博司（九州大学）
前山 航暉#（九州大学）
計野浩一郎#（武蔵野東学園）
東條 吉邦（茨城大学）
長谷川壽一（東京大学）

2EV-076

保育者効力感と時間的展望との関係

○小川内哲生（尚絅大学短期大学部）
龍
祐吉（東海学園大学）

2EV-077

認知機能低下抑制を目指した「現代高齢者版余暇活
動尺度」の開発

○岩佐

一（福島県立医科大学／東京都健康長

吉田

祐子#（東京都健康長寿医療センター）

2EV-078

小学生における物語への没入体験の測定：文学反応
質問紙児童用の検討

○小山内秀和（浜松学院大学）
米田 英嗣（青山学院大学）
古見 文一（静岡大学）
楠見
孝（京都大学）

2EV-079

幼児の絵本選好と大人の絵本選択は一致するか？

○村上

2EV-080

子育て期の父親の育児関与とアイデンティティとの
関連

○森屋 啓子（武蔵野大学）
山崎 浩一（フェリス女学院大学）

2EV-081

青年期における性役割観とキャリア・レディネスの
関連

○田仲 由佳（清泉女学院大学）
石井 国雄（清泉女学院大学）

2EV-082

大学生における自己愛傾向と達成動機の関連性につ
いて

○田中凜太郎（立命館大学）

2EV-083

大学生のキャリア発達に関する研究

○五十嵐

2EV-084

物体概念の階層性の獲得 基本レベルと上位レベル
のカテゴリー化に着目して

○谷口

寿医療センター）

太郎（九州女子大学）

敦（福島大学総合教育研究センター）
康祐（同志社大学赤ちゃん学研究セン
ター）

石橋（田邊）亜澄（東北大学加齢医学研究所）
小西 行郎#（同志社大学赤ちゃん学研究セン
ター）

2EV-085

前期高齢者における老年的超越の発達に対する介護
経験の影響

○増井

幸恵（東京都健康長寿医療センター研究

権藤
中川

恭之（大阪大学）
威（国立長寿医療研究センター／日本

所）

学術振興会）

小川まどか（東京都健康長寿医療センター研究
所）

石岡 良子（慶應義塾大学）
蔡
羽淳（大阪大学）
安元 佐織#（大阪大学）
小野口 航（東京都健康長寿医療センター研究
髙山
稲垣
2EV-086

高校生にとってのロールモデルと将来像

所／早稲田大学）

緑（慶應義塾大学）
宏樹（東京都健康長寿医療センター研究
所）

○向田久美子（放送大学）
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15. 発達
第 3 日午前

9 月27日（木） ポスター掲示時間

9：20～11：20
展示棟／ポスター会場

3AM-090 母親による対幼児歌唱のテンポに関わる要因

○梶川 祥世（玉川大学）
森内 秀夫#（ヤマハ音楽振興会）
澤水 真央#（ヤマハ音楽振興会）

3AM-091 乳幼児をもつ養育者の絵本購入行動と購入絵本に対
する意識と行動

○齋藤

3AM-092 乳児泣き声の制御困難性がストレス反応に与える影
響

○平岡 大樹（京都大学／日本学術振興会）
野村 理朗（京都大学）

3AM-093 乳児の向社会性選好と他者へのコミュニケーション
行動

○篠原 郁子（国立教育政策研究所）
金重 利典（東京大学）
石橋美香子#（お茶の水女子大学）
小山 悠里（東京大学）

3AM-094 まちづくり型生涯学習参加者の参与意識の変化

○宮本

3AM-095 被養育経験と育児不安が養育態度に及ぼす影響

○松本 添実（福山大学）
赤澤 淳子（福山大学）

3AM-096 就学前から就学後にかけての留守番行動の発達

○小島

3AM-097 健康習慣の悪化は性成熟を促進するか？

○日野林俊彦（藍野大学）
清水（加藤）真由子（大阪成蹊大学）
金澤 忠博（大阪大学）

3AM-098 ハーディネスとライフイベントがアタッチメントス
タイルに与える影響

○川本

薫（豊田市青少年相談センターパルク

宮本

邦雄（豊田市青少年相談センターパルク

有（聖徳大学）

邦雄（東海学院大学）

康生（中京大学）

とよた）
とよた）

3AM-099 期待に対する行動の規定要因についての検討 感情
と動機に注目して

○春日

秀朗（福島県立医科大学）

3AM-100 攻撃行動の捉え方のパターンと心理社会的適応の関
連

○関口

雄一（山形大学）

3AM-101 幼児に対する母親の意思決定支援行動

○蓮見

元子（川村学園女子大学）

第 3 日午後

9 月27日（木） ポスター掲示時間

13：10～15：10
展示棟／ポスター会場

3PM-078 顔の識別能力の発達と可塑性

○上野 将敬（大阪大学）
山本 寛樹#（京都大学）
山田 一憲（大阪大学）
板倉 昭二（京都大学）

3PM-079 母親が抱く子どもの将来に対する想いの構造

○中根
愛（日本電信電話）
渡邊 直美#（日本電信電話）
小林 哲生（日本電信電話）

3PM-080 保育場面において幼児が使用する注意喚起行動の行
動目録

○廣瀬 翔平（立命館大学）
園田 和子#（せっつ遊育園）
園田 裕紹#（とりかいひがし遊育園）
矢藤 優子（立命館大学）

3PM-081 ストレンジ・シチュエーションにおける親子間の身
体動作同調―加速度センサを用いた指標の探索的検
討―

○蒲谷
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槙介（愛知淑徳大学）

15. 発達
3PM-082 小中学生の親の養育態度に影響を与える要因の検討

○井梅由美子（東京未来大学）
大橋
恵（東京未来大学）
藤後 悦子（東京未来大学）

3PM-083 思春期の問題行動に対する青年期のとらえ直し
（5）
―思春期の悪に対する高校時代と大学時代のとらえ
直しの比較―

○鹿嶌

3PM-084 母親の生命観教育に対する態度の影響因についての
探索的検討

○田中 美帆（武庫川女子大学）
大塚 穂波（神戸大学）

3PM-085 幼児における向社会的な他者への選好と選択的利他
行動

○熊木

3PM-086 幼稚園児の母親の育児の負担感・不安感・肯定感に
対する保育者のサポートやソーシャルサポートの影
響

○熊谷
梓（至誠学舎立川至誠大空の家）
谷井 淳一（ルーテル学院大学）

3PM-087 情動調整の認知過程に関する文化的差異 日本と米
国の子どもの目標達成場面における情動表出に着目
して

○中田

栄（帝京大学）

3PM-088 幼児期における過去形や時に関する言葉の使用：少
人数の縦断的な発話データによる予備的検討

○上原

泉（お茶の水女子大学）

3PM-089 健康高齢者の注意機能と主観的注意経験との関連

○河上

第 3 日夕方

9 月27日（木） ポスター掲示時間

達哉（広島国際大学）

悠人（福岡教育大学）

実樹（立命館大学）

15：30～17：30
展示棟／ポスター会場

3EV-075

デグーの母子分離経験が離乳前後の情動性に及ぼす
影響

○上北

3EV-076

家族に対して悩みをどのように相談するのか

○伊藤 宏樹（淑徳大学）
白幡 彩芽（淑徳大学）
神
信人（淑徳大学）
田中 寿夫（淑徳大学）

朋子（京都橘大学）

3EV-077

幼児は過去のドラマ遊び体験をどのように描くのか
（3）

3EV-078

子どもの研究倫理と児童の権利の相互関連と矛盾の
検討

○斉藤こずゑ（國學院大學）

3EV-079

主張性が児童の心理的ストレス過程へ及ぼす影響

○江口めぐみ（東京成徳大学）
濱口 佳和（筑波大学）

3EV-080

幼児期における自己と友人の能力認知―活動への関
与度との関連―

○渡辺
近藤

3EV-081

心理学の学部教育における学生のニーズ

○和田
望（淑徳大学）
神
信人（淑徳大学）
大橋 靖史（淑徳大学）
中坪太久郎（淑徳大学）

3EV-082

家族との相談の困難さ

○白幡 彩芽（淑徳大学）
伊藤 宏樹（淑徳大学）
田中 寿夫（淑徳大学）
神
信人（淑徳大学）
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○内田 祥子（高崎健康福祉大学）
石黒 広昭（立教大学）

大介（大谷大学）
綾（園田学園女子大学）

15. 発達
3EV-083

日本では50歳以降の自尊心の低下は見られない：成
人期から老年期における自尊心の年齢差

○荻原

3EV-084

児童養護施設入所児童のアタッチメント表象の変化

○谷向みつえ（関西福祉科学大学）
桂田恵美子（関西学院大学）
赤澤 淳子（福山大学）

3EV-085

幼児の他者理解の発達 社会的表情理解に着目して

○小沢日美子（同朋大学）

3EV-086

絵本画像視聴時における幼児の視線 キャリブレー
ションフリー視線測定装置を用いた測定

○川崎 勝義（星薬科大学／日本女子大学）
伊田菜々花#（日本女子大学）
永田 道子#（水戸赤十字病院）
小山 高正（日本女子大学）
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祐二（東京理科大学）

16. 教育

16. 教育
第 1 日午前

9 月25日（火） ポスター掲示時間

9：20～11：20
展示棟／ポスター会場

1AM-117 地域援助実習が大学院生に及ぼす教育効果

○宇都宮真輝（吉備国際大学）
津川 秀夫（吉備国際大学）
藤原 直子（吉備国際大学）
藤吉 晴美（吉備国際大学）

1AM-118 大学院生による読み困難児童への短期支援
（2）

○川本 悠希（ハッピーテラス／吉備国際大学）
藤原 直子（吉備国際大学）
田尻 直輝#（吉備国際大学）
津川 秀夫（吉備国際大学）
宇都宮真輝（吉備国際大学）
藤吉 晴美（吉備国際大学）
林
美幸#（吉備国際大学）
井上 宗政#（吉備国際大学）

1AM-119 教師の自律性支援の効果に関するメタ分析

○岡田

1AM-120 他者との学習における動機づけ調整方略とメタ認知

○梅本 貴豊（京都外国語大学）
田中健史朗（山梨大学）
矢田 尚也（関西大学）

1AM-121 全国学力・学習状況調査における質問紙調査の再分
析
（3）
―平成28年度学校質問紙データを用いた因子
構造と学力との関連の検討―

○吉澤 寛之（岐阜大学）
谷
伊織（愛知淑徳大学）
杉本 英晴（駿河台大学）
松本明日香（愛知淑徳大学）
寺尾香那子（名古屋大学）
田村 知子#（大阪教育大学）

1AM-122 全国学力・学習状況調査における質問紙調査の再分
析
（4）
―平成27年度児童質問紙データを用いた学力
代理変数の作成―

○谷
伊織（愛知淑徳大学）
吉澤 寛之（岐阜大学）
杉本 英晴（駿河台大学）
松本明日香（愛知淑徳大学）
寺尾香那子（名古屋大学）
田村 知子#（大阪教育大学）

1AM-123 全国学力・学習状況調査における質問紙調査の再分
析
（5）
―独自児童質問紙調査における因子構造と学
力代理変数との関連―

○杉本 英晴（駿河台大学）
吉澤 寛之（岐阜大学）
谷
伊織（愛知淑徳大学）
松本明日香（愛知淑徳大学）
寺尾香那子（名古屋大学）
辰巳 哲子#（リクルートワークス研究所）
鎌田首治朗#（プール学院短期大学）
田村 知子#（大阪教育大学）

1AM-124 全国学力・学習状況調査における質問紙調査の再分
析
（6）

○松本明日香（愛知淑徳大学）
吉澤 寛之（岐阜大学）
谷
伊織（愛知淑徳大学）
杉本 英晴（駿河台大学）
寺尾香那子（名古屋大学）
根津 朋実#（筑波大学）
田村 知子#（大阪教育大学）
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涼（香川大学）

16. 教育
1AM-125 教師の指導計画と児童の学習活動に対する期待，行
動の関連―管理職・学級担任の教員評定データと児
童評定データを用いた検討

○寺尾香那子（名古屋大学）
吉澤 寛之（岐阜大学）
谷
伊織（愛知淑徳大学）
杉本 英晴（駿河台大学）
松本明日香（愛知淑徳大学）
根津 朋実#（筑波大学）
田村 知子#（大阪教育大学）

1AM-126 高校初年次生における構造方略の持続的使用が学習
適応と学業達成に及ぼす影響
（2）
―教科別達成度へ
の影響過程―

○山本
織田

第 1 日午後

9 月25日（火） ポスター掲示時間

博樹（立命館大学）
涼（東亜大学）

13：10～15：10
展示棟／ポスター会場

1PM-103 高校通級指導における TRPG の利用可能性

○佐々木大輔（市立札幌大通高等学校）

1PM-104 共感的説明文が理解と行動に与える影響

○島田

1PM-105 予習に関する学習有効性評価尺度の作成

○松島 るみ（京都ノートルダム女子大学）
尾崎 仁美（京都ノートルダム女子大学）

1PM-106 大学生活への期待は入学後の大学適応を予測する
か？―大学進学予定者を対象とした 1 年間の縦断調
査―

○千島

1PM-107 発達障害児童が在籍する学級づくりと教師のストレ
スとの関係

○藤吉 晴美（吉備国際大学）
森
康行（勝央町立勝間田小学校）

1PM-108 高校生用学業つまずき対処方略尺度の作成及び妥当
性の検証

○富家 直明（北海道医療大学）
新川 広樹（北海道医療大学）
新井 瑞季#（北海道医療大学）
笹浪真利奈#（北海道医療大学）
田山
淳（長崎大学）

1PM-109 産学連携・PBL 型教育プログラムの評価研究：チー
ムエンパワメントの効果検証に向けて

○安田

節之（法政大学）

1PM-110 教師用学級づくり尺度の作成―発達障害児が在籍す
る学級担任を対象として―

○森

康行（岡山県勝田郡勝央町立勝間田小学

1PM-111 中学生のもついじりのイメージ―大学生データとの
比較―

○望月 正哉（日本大学）
吉澤 英里（環太平洋大学）
瀧澤
純（ノースアジア大学）
澤海 崇文（流通経済大学）

第 1 日夕方

9 月25日（火） ポスター掲示時間

藤吉

英昭（信州大学）

雄太（京都大学こころの未来研究セン

ター／日本学術振興会特別研究
員）

校）

晴美（吉備国際大学）

15：30～17：30
展示棟／ポスター会場

1EV-087

ロールレタリングによる看護学生教育への試験的実
践
（7）

○大石

武信（T-time 心理ラボ）

1EV-088

ボーイスカウトの自尊心，リーダーシップ，自律の
力に影響を与える要因について

○田中
安藤
櫻井
中島
黒澤
孫

優（大妻女子大学）
正紀#（玉川大学）
康博#（埼玉大学）
豊#（長野大学）
岳博#（城西大学）
佳茹#（早稲田大学）

（146）

16. 教育
1EV-089

就職活動ストレスおよびキャリア形成に及ぼすキャ
リアレジリエンスの影響

○児玉真樹子（広島大学）

1EV-090

正座は眠気を緩和する―あぐら及び椅坐位との比較
を通して―

○福市 彩乃（関西大学）
山本 佑実（関西大学）
菅村 玄二（関西大学）

1EV-091

知能観が思考の固着に与える影響

○市村 祐樹（立正大学）
井田 政則（立正大学）

1EV-092

ラーニング・コモンズの利用動機についての探索的
検討

○永井 暁行（北星学園大学）
佐藤 淳哉#（北星学園大学学習サポートセン
ター）

米谷さくら#（北星学園大学学習サポートセン
中村

ター）

和彦#（北星学園大学）

1EV-093

大学生における発達障害関連支援ニーズと学業成績
の関連

○佐々木銀河（筑波大学）
高橋 知音（信州大学）
竹田 一則#（筑波大学）

1EV-094

大学新入生の精神的健康度に及ぼす性格傾向の影響

○榎本

光邦（群馬パース大学）

1EV-095 「共同がアイデア生成に及ぼす影響」に関する人々
の信念

○藤木

大介（広島大学）

第 2 日午前

9 月26日（水） ポスター掲示時間

9：20～11：20
展示棟／ポスター会場

2AM-111 保育学生を対象とした Teacher Training の効果検証
（1）

○松田 侑子（弘前大学）
濱田 祥子（比治山大学）

2AM-112 心理学概念の学習における具体例生成効果の検討

○佐藤 浩一（群馬大学）
浅見真友子#（群馬県立あさひ特別支援学校）

2AM-113 青年期の“キャラ”と“本当の自分”との関係性に
ついて：大学生の語りと描画から

○村井 史香（北海道大学病院）
岡本 祐子（広島大学）

2AM-114 褒め行動喚起場面における態度と認知特性との関連

○堀（斉藤）由里（桜花学園大学）

2AM-115 自己評価感情が登校嫌悪感傾向に及ぼす影響

○黒川 雅幸（愛知教育大学）
原田 宗忠（愛知教育大学）
中井 大介（愛知教育大学）

2AM-116 心理学部初年次生を対象にした多職種連携教育と事
前事後デザインを用いた教育効果の検討

○安部 博史（北海道医療大学）
矢田 浩紀#（山口大学）
山本 武志#（札幌医科大学）
相馬
仁#（札幌医科大学医療人育成セン
ター）

2AM-117 大学生の自己コントロールと生活習慣に関する研究

○福田 早苗（関西福祉科学大学）
竹橋 洋毅（関西福祉科学大学）
島井 哲志（関西福祉科学大学）

2AM-118 マインドフルネス呼吸時の立腰姿勢が気分と自律神
経機能に及ぼす影響

○村上 祐介（桃山学院教育大学）
菅村 玄二（関西大学）

2AM-119 大学生の職業観が地元志向に与える影響

○山田

2AM-120 「わからない」の自覚の発達を促進できるか？

○藤原 未沙（神戸女学院大学）
矢野 円郁（神戸女学院大学）
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智之（上越教育大学）

16. 教育
第 2 日午後

9 月26日（水） ポスター掲示時間

13：10～15：10
展示棟／ポスター会場

2PM-098 児童の時間管理が長期休暇中の学習に及ぼす影響

○井邑 智哉（佐賀大学）
髙村 真広（広島大学）
岡崎 善弘（岡山大学）
徳永 智子（岡山大学）

2PM-099 心理学に対して抱かれているイメージと期待
（3）
イメージ・期待・評価に関する測定指標の作成

○小浜
駿（宇都宮共和大学）
高田 治樹（目白大学）

2PM-100 心理学に対して抱かれているイメージと期待
（4）
心理学へのイメージ，期待，現実と適応指標との関
連

○高田
小浜

2PM-101 子どもの行動をどのようにほめているか 3

○小泉 嘉子（尚絅学院大学）
飯島 典子（宮城教育大学）
池田 和浩（尚絅学院大学）

2PM-102 子どもの行動をどのようにほめているか 4 ：保育者
のほめ行動と保育経験年数との関連

○飯島 典子（宮城教育大学）
小泉 嘉子（尚絅学院大学）
池田 和浩（尚絅学院大学）

2PM-103 性役割期待を内包する言葉かけが受け手の自己呈示
とパフォーマンスに及ぼす影響

○吉岡真梨子（広島大学）
井上
弥（広島大学）

2PM-104 歩きスマホの啓発授業が中学生の認識に与えた影響
―討論型授業を受けた群，講義型授業を受けた群，
統制群の比較より―

○西館 有沙（富山大学）
水野 智美（筑波大学）
徳田 克己（筑波大学）

2PM-105 社会人大学生はどのような価値の獲得を期待してい
るか―
「学びを通した価値獲得に対する期待」測定
尺度
（社会人版）
の作成―

○小酒井基文（放送大学）

第 2 日夕方

9 月26日（水） ポスター掲示時間

治樹（目白大学）
駿（宇都宮共和大学）

15：30～17：30
展示棟／ポスター会場

2EV-087

小学生版いじめ認知尺度の開発

○藤井

義久（岩手大学）

2EV-088

中学校体育科における思考を促す球技指導

○道田

泰司（琉球大学）

2EV-089

大学におけるアクティブ・ラーニングとその効果
（2）
―AL の実施は授業者の運営スキルに支えられて
いるのか？―

○牧野

幸志（摂南大学）

2EV-090

高校生の統計リテラシーと批判的思考態度の育成

○伊川
楠見

美保（京都大学／日本学術振興会）
孝（京都大学）

2EV-091

栄養指導を想定した面接場面における BGM 効果の
予備的検討

○亀岡

聖朗（桐生大学）

2EV-092

心理アセスメントに基づく書字に困難を示す発達障
害児へのひらがな書字支援

○栁内 景太（北海道大学）
加戸 陽子#（関西大学）

2EV-093

転機経験を通した教員志望学生の職業決定過程：
Auto-TEM を用いた主観的キャリア分析

○土元 哲平（立命館大学文学）
サトウタツヤ（立命館大学）

（148）

16. 教育
2EV-094

公立小・中学校教師における負担感の構造の検討
（2）
―
「教師の生活・意識・誇り・専門性と教育改善
の可能性に関する調査」より―

○玉井

航太（北海商科大学／国際基督教大学教
育学研究所）

藤田 英典#（共栄大学）
山田 真紀#（椙山女学園大学）
和井田節子#（共栄大学）
鈴木 悠太#（東京工業大学）

2EV-095

子育てに関するメッセージフレーミングと制御適合
―養育スタイルの調整効果に注目して―

○佐々木宏之（新潟国際情報大学）
林 洋一郎（慶應義塾大学）

2EV-096

大学帰属感尺度
（SUM-6）
の開発
（2） 退学・非退学
者の比較

○佐久田祐子（大阪樟蔭女子大学）
奥田
亮（大阪樟蔭女子大学）
川上 正浩（大阪樟蔭女子大学）
坂田 浩之（大阪樟蔭女子大学）

第 3 日午前

9 月27日（木） ポスター掲示時間

9：20～11：20
展示棟／ポスター会場

3AM-102 小学校教員に対する生徒指導領域の教職スキル研修

○立元
真（宮崎大学）
榎本 晴彦#（平成29年度宮崎県派遣研修生）

3AM-103 高校生が抱く心理学への期待観

○林
村上
三沢

3AM-104 算数のメタ認知能力評価基準作成の試み
（2） 修正
版評価基準の妥当性の検証

○吉野
島貫

3AM-105 高等学校における通級による指導に対する発達障害
の子を持つ保護者の期待と不安に関する探索的検討

○福田 航希（岡山大学）
安藤美華代（岡山大学）
丹治 敬之（岡山大学）

3AM-106 初学者が持つ剣道授業のイメージに関する因子分析
的検討

○秋田 裕太（東北大学）
矢野 宏光（高知大学）

3AM-107 青年期における依存―自立のバランスと援助要請が
学業成績および適応感に及ぼす影響

○池田

3AM-108 事前思考にもとづく議論が客観性態度に与える影響

○篠ケ谷圭太（日本大学）
小野田亮介（山梨大学）

3AM-109 異なる友人関係による大学生の無気力の検討

○林

雅子（中央大学）

3AM-110 放課後児童クラブ支援員のストレスと生きがい感の
関係

○風間
布施
安田
長田
加藤
平田

文明（十文字学園女子大学）
晴美#（十文字学園女子大学）
哲也#（東京電機大学）
瑞恵（十文字学園女子大学）
陽子（十文字学園女子大学）
智秋#（十文字学園女子大学）

3AM-111 大学入学共通テスト記述式問題の利用に対する高校
側の意見

○倉元 直樹（東北大学）
宮本 友弘（東北大学）
泉
毅#（東北大学）

第 3 日午後

9 月27日（木） ポスター掲示時間

郷子（奈良大学）
史朗（奈良大学）
良（岡山大学）
巌（北海道教育大学）
靜#（札幌市立明園小学校）

亜紗（国際基督教大学）

13：10～15：10
展示棟／ポスター会場

3PM-090 児童期における道徳授業を利用した役割取得能力向
上トレーニングの学校適応への効果―対照群との比
較―

（149）

○本間

優子（新潟青陵大学）

16. 教育
3PM-091 心理学測定法の反転授業に対して学生はどう受け止
めたかⅡ―心理学測定法と他の科目における授業外
学習の関連―

○藤田 哲也（法政大学）
芳賀
瑛（九州大学）
加藤みずき（多摩大学）

3PM-092

○西山めぐみ（人間環境大学）
益岡 都萌（兵庫教育大学）
田中 優貴#（岡山大学）
牛
司策（岡山大学）
寺澤 孝文（岡山大学）

2 秒に満たない学習で語彙力は確実に伸びていく

3PM-093 欲求支援・阻害行動は基本的心理欲求を充足・挫折
させるか―父親・母親・親友に着目して―

○肖
外山

3PM-094 養育認知が日常的な向社会的行動に与える影響

○須田
望（明治学院大学）
川端 一光（明治学院大学）

3PM-095 読みの速さに及ぼす行動履歴の効果について

○水田

3PM-096 学習者は読解をどう理解しているか？

○樋口隆太郎（大阪大学キャンパスライフ健康支

雨知（筑波大学）
美樹（筑波大学）

茂久（佐賀女子短期大学）
援センター）

石原のり子#（神戸市立工業高等専門学校）
林田 定男#（神戸市立工業高等専門学校）
3PM-097 感謝表明が児童の対人関係認知と well-being に及ぼ
す影響―感謝の手紙を用いて―

○飯田 功平（川崎医科大学総合医療センター）
進藤 貴子（川崎医療福祉大学）
瀧川 真也（川崎医療福祉大学）

3PM-098 記述式問題における字数制限が回答に及ぼす影響
―国語の大学入試問題を用いた実証研究―

○安永

3PM-099 振り返りシートの構造化が小学生の学習成績に及ぼ
す影響

○柏原 志保（広島大学）
井上 真弥#（福山市立福相小学校）
岡
直樹（徳島文理大学）

第 3 日夕方

9 月27日（木） ポスター掲示時間

野口

和央（九 州 大 学 ア ド ミ ッ シ ョ ン セ ン
ター）

裕之#（名古屋大学名誉教授）

15：30～17：30
展示棟／ポスター会場

3EV-087

大学生のジェネリックスキルと学業成績
（2） ドリ
ル問題の信頼性と妥当性の検討
（2）

○黒沢

3EV-088

子どもの話を聞く場面における教師の習慣的態度が
教師の効力感及びワーク・エンゲイジメントに与え
る影響

○中尾 朋子（大阪大学）
三宮真智子（大阪大学）
山口 洋介（大阪大学）

3EV-089

武道の持つ総合的な人間力育成機能に関する一考察

○中嶋

克成（広島大学）

3EV-090

振り返りの深さと学習方略が新たな内容の学習に及
ぼす効果

○岡
柏原
福永

直樹（徳島文理大学）
志保（広島大学）
莉央#（北九州市立医生丘小学校）

3EV-091

補助教材の形式が受講者に与える影響―般市民向け
講座の事例から―

○中村

哲之（東洋学園大学）

3EV-092

就職活動における情報探索戦略とふり返りの関連

○小菅

清香（学習院大学）

3EV-093

親の離婚を経験した小学生に対する教員からの支援
と必要性

○石野

陽子（島根大学）

3EV-094

一人 TT
（Self Team Teaching）
方式による教育改善

○小川

亮（富山大学）

（150）

学（東京電機大学）

16. 教育
3EV-095

Relationship between and Cultural Homelessness
of Third Culture Kids（TCKs）and their Psychological Well-Being:Mediating Effects of Resilience

（151）

○Lee Sookyoung（Sungkyul University）

17. 産業，交通

17. 産業，
交通
第 1 日午前

9 月25日（火） ポスター掲示時間

9：20～11：20
展示棟／ポスター会場

1AM-127 ハワイ・ホノルル市における歩きスマホ禁止条例の
効果

○徳田 克己（筑波大学）
水野 智美（筑波大学）
西館 有沙（富山大学）

1AM-128 評価項目への反応の差に基づく交通ルールの分類

○矢野 伸裕（科学警察研究所）
宮﨑 章夫（茨城大学）

1AM-129 モノレール運転士のチェックリスト活用行動の促進
～運輸指令からの指示に着目して～

○高原 龍二（大阪経済大学）
釘原 直樹（東筑紫短期大学）

1AM-130 バーンアウト傾向の測定―日本版バーンアウト尺度
と MBI ー HS の異同―

○井川 純一（大分大学）
中西 大輔（広島修道大学）

第 1 日午後

9 月25日（火） ポスター掲示時間

13：10～15：10
展示棟／ポスター会場

1PM-112 車掌の案内放送に対する旅客からのポジティブ
フィードバック
（2）
―現地調査によるお褒めの言葉
を獲得しやすい案内放送の特徴―

○菊地 史倫（鉄道総合技術研究所）
山内 香奈（鉄道総合技術研究所）

1PM-113 職場のダイバーシティ＆インクルージョンとウェル
ビーイング

○松田与理子（桜美林大学）
石川 利江（桜美林大学）

1PM-114 運転支援システムの導入が「周囲」道路利用者のリ
スク回避行動に及ぼす影響 初心者ドライバーにお
ける検討

○紀ノ定保礼（静岡理工科大学）
小林 隆史#（大阪大学）
篠原 一光（大阪大学）

第 1 日夕方

9 月25日（火） ポスター掲示時間

15：30～17：30
展示棟／ポスター会場

1EV-096

NEO インタビュイー・スクリーニング・テストの
検証

○荒川
白井
加藤

歩（武蔵野美術大学）
美穂#（ネオマーケティング）
賢大#（ネオマーケティング）

1EV-097

平日および休日の睡眠時間とストレス反応の関連

○坂下

英淑（日立製作所日立健康管理センタ）

1EV-098

鉄道旅客の避難誘導における乗客との連携促進手法
（1）
―平時からの乗客への啓蒙に関する意識―

第 2 日午前

9 月26日（水） ポスター掲示時間

○山内 香奈（鉄道総合技術研究所）
斎藤 綾乃#（鉄道総合技術研究所）
鈴木 大輔#（鉄道総合技術研究所）
菊地 史倫（鉄道総合技術研究所）

9：20～11：20
展示棟／ポスター会場

2AM-121 多角的キャリア・トランジション・スキル尺度の開
発

○德吉

陽河（コーチング心理学協会）

2AM-122 観光旅行者のリピート行動に関する研究
（2）

○岡本

卓也（信州大学）

（152）

17. 産業，交通
2AM-123 援助依頼への曖昧なフィードバックの解釈における
受容期待の効果

○谷辺 哲史（東京大学／日本学術振興会）
佐藤 由依#（パソナ）
唐沢かおり（東京大学）

2AM-124 独立したダブルチェックの手抜き抑制効果

○増田 貴之（鉄道総合技術研究所）
北村 康宏（鉄道総合技術研究所）

第 2 日午後

9 月26日（水） ポスター掲示時間

13：10～15：10
展示棟／ポスター会場

2PM-106 高齢運転者の運転適性検査と運転行動に関する研究

○上野 彩華（警視庁）
木下裕美子#（警視庁）
内田千枝子（順天堂医院）

2PM-107 高齢者における運転能力の過大評価傾向に関連する
信念

○小菅
律（科学警察研究所）
岡村 和子（科学警察研究所）
中野友香子（科学警察研究所）
藤田 悟郎（科学警察研究所）

2PM-108 モバイルロボット走行中の製造作業環境における支
援的保護システム（Safeguarding Supportive System; SSS）の有効性検証

○北條理恵子（労働者健康安全機構労働安全衛生

第 2 日夕方

9 月26日（水） ポスター掲示時間

総合研究所）

清水

尚憲#（労働者健康安全機構労働安全衛

濱島

京子#（労働者健康安全機構労働安全衛

梅崎

重夫#（労働者健康安全機構労働安全衛

生総合研究所）
生総合研究所）
生総合研究所）

15：30～17：30
展示棟／ポスター会場

2EV-097

危険な自転車の乗り方をする理由についてのインタ
ビュー調査

○小畑
矢野

2EV-098

鉄道利用客を対象とした顧客満足度のプロセスの
検証―一都三県の20代から40代男女を対象とした分
析―

○鈴木 綾子（鉄道総合技術研究所）
中川 千鶴#（鉄道総合技術研究所）
斎藤 綾乃#（鉄道総合技術研究所）

2EV-099

モビリティ技術の社会的受容性

○上出

第 3 日午前

9 月27日（木） ポスター掲示時間

亜樹（神戸女学院大学）
円郁（神戸女学院大学）

寛子（名古屋大学）

9：20～11：20
展示棟／ポスター会場

3AM-112 遮断中踏切における通行者の非常通報

○井上

3AM-113 演技場面における声質のステレオタイプに関する検
討

○大杉 尚之（山形大学）
林
大輔（愛知淑徳大学）

3AM-114 介護支援専門員の業務復帰意思に影響する要因の検
討

○細羽

第 3 日午後

9 月27日（木） ポスター掲示時間

貴文（鉄道総合技術研究所）

竜也（県立広島大学）

13：10～15：10
展示棟／ポスター会場

3PM-100 仕事の多面的な数値化に関する研究 数値による職
業の可視化の必要性と可能性

（153）

○松本

真作（労働政策研究・研修機構）

17. 産業，交通
3PM-101 大学生のメタ職業選択観―あなたにとって職業選択
とはどのようなものか―

○鎌倉

3PM-102 上司のサポートは風土としての組織サポートを高め
るか―上司サポートの多様性・一様性による調整効
果―

○相馬 敏彦（広島大学）
堀田
彩#（広島大学）
原口 恭彦#（東京経済大学）

第 3 日夕方

9 月27日（木） ポスター掲示時間

哲史（労働政策研究・研修機構）

15：30～17：30
展示棟／ポスター会場

3EV-096

仕事における目標・動機づけが働きがいに及ぼす影
響

○市村賢士郎（京都大学）
河村 悠太（京都大学）
枡田
恵（三 菱 UFJ リ サ ー チ & コ ン サ ル
伊川
髙橋
楠見

ティング）

美保（京都大学）
雄介（京都大学）
孝（京都大学）

3EV-097

ステレオタイプ内容モデルからみた日本企業におけ
るステレオタイプの検討

○田胡巴瑠子（明治学院大学）
宮本 聡介（明治学院大学）

3EV-098

A Pilot Study of the Cost of Traffic Accidents
Using WTP focus on the Traffic Accident Offenders’PTSD

○Chung Misook（The Korea ROAD Traffic

（154）

Authority/Jeju National University）
Chio Boyoung（Jeju National University）
Park Gillsoo（The Korea ROAD Traffic
Authority）

18. スポーツ，健康

18. スポーツ，
健康
第 1 日午前

9 月25日（火） ポスター掲示時間

9：20～11：20
展示棟／ポスター会場

1AM-131 小学生の地域スポーツにおける指導者ハラスメント
―指導者の過去のスポーツ経験と現在のストレス―

○藤後 悦子（東京未来大学）
井梅由美子（東京未来大学）
大橋
恵（東京未来大学）

1AM-132 指導者によるスポーツ・ハラスメントを測定する尺
度の開発
（1）
―ジュニアスポーツにおける検討―

○大橋
恵（東京未来大学）
藤後 悦子（東京未来大学）
井梅由美子（東京未来大学）

1AM-133 介護老人保健施設入所者と家族とのビデオ通話の効
果―ストレス指標，脳血流からの検討―

○鈴木 公洋（太成学院大学）
井村 弥生#（関西医療大学）
本多 容子#（藍野大学）

1AM-134 体験型健康医学教室への参加が健康意識の促進に及
ぼす影響

○梅村 浩之（産業技術総合研究所）
山下 積徳#（True Balance）
佐藤
洋#（産業技術総合研究所）

1AM-135 タイプ A 行動傾向に対するマインドフルネス呼吸法
の効果

○越川 房子（早稲田大学）
中山 俊紀#（東京都病院経営本部）
前川真奈美（一橋大学学生相談室）

第 1 日午後

9 月25日（火） ポスター掲示時間

13：10～15：10
展示棟／ポスター会場

1PM-115 冬季休暇中の活動が主観的 well-being に及ぼす影響

○川久保 惇（立教大学）
小口 孝司（立教大学）

1PM-116 中等教育学校生の心の健康と食品摂取状況の関連

○加藤 佳子（神戸大学）
永野 和美#（神戸大学附属中等教育学校）
王
一然#（神戸大学）
胡
承洪#（神戸大学）

1PM-117 福島からの避難者のウェルビーイング

○松村

1PM-118 日本語版 Emotional Approach Coping Scales
（状況
版）
の作成

○内田香奈子（鳴門教育大学）

第 2 日午前

9 月26日（水） ポスター掲示時間

治（早稲田大学／総合人文科学研究セ
ンター）

9：20～11：20
展示棟／ポスター会場

2AM-125 長期的課題の遂行と伸び悩み経験 レジリエンスは
継続期間と一貫性ではなく，楽観性と根気と関連す
る

○本多

2AM-126 対人ストレッサーがレジリエンスと否定的対人感受
性を媒介してストレス反応に与える影響

○菊地 航平（日本大学）
川島 哲史（日本大学）
山口 義枝（日本大学）
依田 麻子（日本大学）

2AM-127 視覚-運動協応における利き手と視野の影響

○石田

光男（愛知学院大学）

2AM-128 高齢者の主観的幸福感に影響を与える要因の考察

○中嶋

励子（東京女子大学）
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麻子（東京成徳大学）

18. スポーツ，健康
2AM-129 芸術活動が高齢者の心身健康に及ぼす影響に関する
調査

○千

9 月26日（水） ポスター掲示時間

齢医学研究所）

大場健太郎#（東北大学加齢医学研究所）
石橋
遼（東北大学加齢医学研究所／東北大
杉浦

第 2 日午後

凡晋（仙台白百合女子大学／東北大学加

学スマート・エイジング学際重点
研究センター）
元亮（東北大学加齢医学研究所／東北大
学災害科学国際研究所）

13：10～15：10
展示棟／ポスター会場

2PM-109 ニューロフィードバックが高齢者の認知機能に及ぼ
す効果：シータ波の抑制とワーキングメモリの関係

○山口 哲生（東邦大学）
田崎美弥子（東邦大学）

2PM-110 慣れのホームアドバンテージへの影響の検討

○安部

2PM-111 評価条件づけによる飲酒行動の抑制

○春田 悠佳（上智大学）
遠藤 美紗#（亀田製菓）
樋口 匡貴（上智大学）

2PM-112 首尾一貫感覚の要素はひとまとめにできるのか？

○雲財
啓（神戸大学）
齊藤 誠一（神戸大学）

第 3 日午前

9 月27日（木） ポスター掲示時間

健太（学習院大学）

9：20～11：20
展示棟／ポスター会場

3AM-115 大学生におけるボディイメージに影響を与える要因
の検討

○伊藤
栞（静岡大学）
依田 麻子（日本大学）
川島 哲史（日本大学）

3AM-116 自然とセイバリングに於ける「魅了」の媒介的役割

○佐藤

3AM-117 ユーモアは対人葛藤場面での対処法として有効か

○高岡 しの（椙山女学園大学）
大竹 恵子（関西学院大学）

3AM-118 中学生の運動習慣が友人ストレッサーと抑うつの関
連に及ぼす影響― 1 年間の縦断調査による検討―

○石井
村山

出（ニュージーランド国立オタゴ大
学）

僚（奈良教育大学）
航#（University of Reading ／高知工
科大学）

福住 紀明（高知大学）
石川 信一（同志社大学）
大谷 和大（北海道大学）
榊 美知子（University of Reading ／高知工
科大学）

鈴木 高志（高知工科大学）
田中あゆみ（同志社大学）

第 3 日午後

9 月27日（木） ポスター掲示時間

13：10～15：10
展示棟／ポスター会場

3PM-103 国際大会への参加は翌シーズンの成績低下を招くの
か？
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○榊原

良太（鹿児島大学）

18. スポーツ，健康
3PM-104 福島原発事故後の精神的ストレスと死生観の関連：
放射能に関するリスク認知による媒介効果を中心に

○向井
宮川
太田
青木
玉利
中川

3PM-105 受傷アスリート用ソーシャルサポート尺度開発の試
み

○片上絵梨子（共立女子大学）
藤村
克#（大阪体育大学）
會田
空#（大阪体育大学）
土屋 裕睦（大阪体育大学）

3PM-106 ヨガが女子大学生の気分の変化に与える影響

○鹿内
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智哉（早稲田大学）
隆#（東京大学医学部附属病院）
岳史#（東京大学医学部附属病院）
正平（東京大学医学部附属病院）
祐樹（静岡県立大学）
恵一#（東京大学医学部附属病院）

菜穂（亜細亜大学）

19. ジェンダー

19. ジェンダー
第 1 日午前

9 月25日（火） ポスター掲示時間

9：20～11：20
展示棟／ポスター会場

1AM-136 男性への日傘使用促進に関する実験的研究―世代の
交差カテゴリーを用いて―

○土肥伊都子（神戸松蔭女子学院大学）

1AM-137 夫婦の愛情と個別化志向からみたジェネラティビ
ティ：シニア世代を対象に

○伊藤 裕子（文京学院大学）
相良 順子（聖徳大学）

1AM-138 女性から女性サブタイプへのネガティブな態度
―ジェンダー・アイデンティティと性役割観からの
検討―

○覃
宝妮（広島大学）
森永 康子（広島大学）

1AM-139 性 的 マ イ ノ リ テ ィ の 語 り に お け る 言 語 表 現
―KHcoder による計量的テキスト分析を用いて―

○薛
小凡（福山大学）
青野 篤子（福山大学）

1AM-140 好意的性差別尺度日本語短縮版の作成ー働く女性に
対する好意的差別を考える

○森永 康子（広島大学）
坂田 桐子（広島大学）
北梶 陽子（広島大学）
大池真知子#（広島大学）
福留 広大（広島大学）

第 2 日午前

9 月26日（水） ポスター掲示時間

9：20～11：20
展示棟／ポスター会場

2AM-130 IPV
（Intimate Partner Violence）
被害経験とジェン
ダー観

○宇井美代子（玉川大学）
宮前 淳子（香川大学）
松井めぐみ（岡山大学）
竹澤みどり（富山大学）
寺島
瞳（和洋女子大学）

2AM-131 高校生および大学生におけるデート DV 予防・防止
に向けて
（1）

○赤澤 淳子（福山大学）
井ノ崎敦子（徳島大学）
上野 淳子（四天王寺大学）
松並 知子（武庫川女子大学）
下村 淳子（愛知学院大学）
青野 篤子（福山大学）

2AM-132 高校生および大学生におけるデート DV 予防・防止
に向けて
（2）
―デート DV 被害について―

○上野 淳子（四天王寺大学）
赤澤 淳子（福山大学）
松並 知子（武庫川女子大学）
井ノ崎敦子（徳島大学）
下村 淳子（愛知学院大学）
青野 篤子（福山大学）

2AM-133 高校生および大学生におけるデート DV 予防・防止
に向けて
（3）
―青年期の恋愛関係における親密性と
本来感の関連―

○井ノ崎敦子（徳島大学）
赤澤 淳子（福山大学）
上野 淳子（四天王寺大学）
松並 知子（武庫川女子大学）
下村 淳子（愛知学院大学）
青野 篤子（福山大学）

2AM-134 高校生および大学生におけるデート DV の予防に向
けて
（4）

○下村 淳子（愛知学院大学）
赤澤 淳子（福山大学）
井ノ崎敦子（徳島大学）
上野 淳子（四天王寺大学）
松並 知子（武庫川女子大学）
青野 篤子（福山大学）
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19. ジェンダー
第 3 日午前

9 月27日（木） ポスター掲示時間

9：20～11：20
展示棟／ポスター会場

3AM-119 本邦の LGB アイデンティティの多次元性に関する
探索的研究

○田中

3AM-120 我が国の小学校におけるセクシュアル・マイノリ
ティ支援に関する実態調査

○矢崎 胡桃（山梨英和大学）
本多 明生（静岡理工科大学）

3AM-121 セクシュアルハラスメントに対する意識の20年間の
変容―
「社会における男女のあり方に関する意識調
査2016」
（愛知淑徳大学ジェンダー・女性学研究所）
より―

○加藤みわ子（広島都市学園大学／愛知淑徳大

3AM-122 女子大学生の性別に関する認知と判断：男女平等主
義志向性と自己・他者の行動評価に着目して

○森
裕子（お茶の水女子大学）
石丸径一郎（お茶の水女子大学）

3AM-123 共働き男女のワーク・ファミリー・エンリッチメン
ト―30代，40代，50代の年代差と性差に着目して―

○原
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将司（九州大学）

学）

健之（白百合女子大学）

20. 環境

20. 環境
第 1 日午前

9 月25日（火） ポスター掲示時間

9：20～11：20
展示棟／ポスター会場

1AM-141 大学生のキャンパス内居場所 1

○畑
倫子（文京学院大学）
山崎 幸子（文京学院大学）
上村佳世子（文京学院大学）

1AM-142 大学生のキャンパス内居場所 2

○山崎 幸子（文京学院大学）
上村佳世子（文京学院大学）
畑
倫子（文京学院大学）

1AM-143 大学生のキャンパス内居場所 3 ―キャンパス内空間
における席選択とその要因

○上村佳世子（文京学院大学）
畑
倫子（文京学院大学）
山崎 幸子（文京学院大学）

第 1 日午後

9 月25日（火） ポスター掲示時間

13：10～15：10
展示棟／ポスター会場

1PM-119 幼少期の環境と自然との心理的つながり，風景の回
復感の関係

○芝田

征司（相模女子大学）

1PM-120 災害自己効力感と防災意識の関連

○元吉

忠寛（関西大学）

1PM-121 屋久島のウミガメ産卵の観察体験が自然保護意識に
及ぼす影響
（1）
―観察会参加者の動機・態度・満足
度の分析―

○伊藤

忠弘（学習院大学）

1PM-122 温度環境が道徳的意思決定に与える影響 冷たさ，
温かさでモラル判断は変わるのか

○須藤竜之介（九州大学／日本学術振興会）
請園 正敏（理化学研究所）
高野 裕治（東北大学）
中嶋 智史（広島修道大学）
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