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ポスター発表01　101-103　第1日

ポスター発表　第1日目　10月31日（土）

ポスター発表01　101-103　（11号館大ホール）　15 : 45～17 : 45

在席責任時間　Pに続く3桁が奇数番号：15 : 45～16 : 45　偶数番号：16 : 45～17 : 45（01-03の枝番ではない）

P101-01 若年者における怒り反すう特性とストレス反応との
関連

○八田　武俊 岐阜医療科学大学 
　八田　純子 愛知学院大学

P101-02 自己理解と抑うつ：自己内，対人間における自己へ
の評価の一致度に着目して

○中島　実穂 東京大学・日本学術振興会 
　丹野　義彦 東京大学

P101-03 潜在的シャイネスを測定するSingle Target IATの
作成 （1）

○藤井　勉 Sungshin Women’s University・ 
 NPO法人教育テスト研究センター （CRET） 
　澤海　崇文 神奈川大学・CRET 
　相川　充 筑波大学・CRET

P102-01 愛着の顕在・潜在的内的作業モデルの不一致の大き
さと方向が抑うつに及ぼす影響

○大浦　真一 甲南大学 
　松尾　和弥 甲南大学 
　福井　義一 甲南大学

P102-02 自我消耗するとズルしやすいのか？ 
― 自我消耗が不正行為に及ぼす影響の検討 ―

○小林　麻衣 東洋大学 
　藤島　喜嗣 昭和女子大学 
　樋口　収 北海道教育大学

P102-03 落ち込み要因およびレジリエンス要因に関する検討 ○高井　範子 大阪行岡医療大学

P103-01 日本人向け勇気尺度作成の試み ○一関　祥佑 大正大学

P103-02 集団主義プライミングが脅威後の接近動機再活性化
に及ぼす影響

○寺嶌　裕登 名古屋大学 
　高井　次郎 名古屋大学

P103-03 自己卑下的呈示における他者認知 
― 被呈示者による呈示者の動機の推測に着目し
て ―

○中島　英里香 愛知淑徳大学 
　斎藤　和志 愛知淑徳大学
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ポスター発表01　104-106　第1日

ポスター発表　第1日目　10月31日（土）

ポスター発表01　104-106　（11号館大ホール）　15 : 45～17 : 45

在席責任時間　Pに続く3桁が奇数番号：15 : 45～16 : 45　偶数番号：16 : 45～17 : 45（01-03の枝番ではない）

P104-01 弁解手がかり情報がその後の弁解内容に及ぼす影響 ○山川　樹 日本大学 
　坂本　真士 日本大学

P104-02 ボランティア対象者に対するポジティブ感情がボラ
ンティア参加意思に及ぼす影響

○小池　はるか 東海大学短期大学部

P104-03 被排斥者への共感に伴う対人行動の変容 : emotion 
sharingとmentalizingの違いに着目して

○中島　健一郎 広島大学

P105-01 言語産出における認知制御と不安傾向との関連 ○梶村　昇吾 京都大学・日本学術振興会 
　猪原　敬介 電気通信大学 
　内海　彰 電気通信大学 
　岡　隆之介 京都大学 
　柳岡　開地 京都大学 
　平岡　大樹 京都大学 
　西山　慧 京都大学 
　野村　理朗 京都大学

P105-02 社会的拒絶場面における反応の質的分析 
― 低自尊心者と高自尊心者の安心さがしの差異 ―

○長谷川　孝治 信州大学

P105-03 社会的役割占有感と世間代弁者認知の関係 ○風間　文明 十文字学園女子大学

P106-01 旅客が同じ情報を繰り返し聞く際に生じる不快感情
の緩和要件に関する検討

○菊地　史倫 （公財）鉄道総合技術研究所 
　山内　香奈 （公財）鉄道総合技術研究所

P106-02 予期的後悔が現状維持からの脱却に及ぼす影響（2） ○道家　瑠見子 一橋大学

P106-03 暗黙理論が努力戦略に及ぼす影響 ○相田　直樹 東京大学 
　村本　由紀子 東京大学
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ポスター発表01　107-109　第1日

ポスター発表　第1日目　10月31日（土）

ポスター発表01　107-109　（11号館大ホール）　15 : 45～17 : 45

在席責任時間　Pに続く3桁が奇数番号：15 : 45～16 : 45　偶数番号：16 : 45～17 : 45（01-03の枝番ではない）

P107-01 援助を受けた時とその後の返報能力が感謝と負債感
に及ぼす影響

○山本　晶友 上智大学 
　樋口　匡貴 上智大学

P107-02 日本語版羨望と嫉み尺度の作成と妥当性の検証 ○井上　裕珠 一橋大学 
　横田　晋大 総合研究大学院大学

P107-03 思考抑制とストレス経験は反すうを促すか ○服部　陽介 京都学園大学

P108-01 感情のプライミングによる健康関連行動の促進の試み 
― 子宮頸がん検診の受診行動に関する検討 ―

○樋口　匡貴 上智大学 
　春田　悠佳 上智大学 
　眞銅　桜 上智大学 
　樋口　友香 上智大学 
　松崎　さくら 上智大学

P108-02 日常生活における接近的／回避的欲望：経験頻度と
規定因の検討

○尾崎　由佳 東洋大学 
　後藤　崇志 京都大学 
　倉矢　匠 東洋大学 
　金子　迪大 東洋大学 
　湊　麻由佳 東洋大学 
　沓澤　岳 東洋大学

P108-03 既達成の目標によるセルフ・ライセンシング 
― 社会的排斥時における自己制御過程に着目し
て ―

○櫻井　良祐 東京大学・日本学術振興会 
　渡辺　匠 東京大学 
　唐沢　かおり 東京大学

P109-01 親子間の透明性錯覚：娘と父母の関係を用いた検討 ○武田　美亜 青山学院女子短期大学

P109-02 知覚の不確かさへの気付きが自己の客観性認知に与
える影響の検討

○神原　歩 京都学園大学

P109-03「的中の正当性」に関する探索的研究 ○村上　幸史 神戸山手大学
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ポスター発表01　110-112　第1日

ポスター発表　第1日目　10月31日（土）

ポスター発表01　110-112　（11号館大ホール）　15 : 45～17 : 45

在席責任時間　Pに続く3桁が奇数番号：15 : 45～16 : 45　偶数番号：16 : 45～17 : 45（01-03の枝番ではない）

P110-01 感染脅威と感染予防行動が国産・外国産製品の購買
意欲に及ぼす影響

○八野井　彰 首都大学東京 
　沼崎　誠 首都大学東京

P110-02 異なる種類の説明が絵画の選好に及ぼす影響 ○外山　みどり 学習院大学

P110-03 配偶者獲得目標の活性化がライバル女性の評価に及
ぼす影響

○新井田　恵美 東洋大学 
　堀毛　一也 東洋大学

P111-01 予測時に注目する量的差異と将来の予測動機づけ：
予測傾向の高さを統制した検討

○野田　理世 金城学院大学

P111-02 マインドセットプライミングが方略選択に及ぼす影
響

○松崎　圭佑 首都大学東京 
　沼崎　誠 首都大学東京

P111-03 競争的意思決定での勝敗フィードバックの有無と行
動のランダムさ

○後藤　崇志 京都大学 
　白砂　優希 京都大学 
　柏本　拓哉 東北大学 
　松本　大輝 京都大学 
　日道　俊之 京都大学 
　楠見　孝 京都大学

P112-01 スーツを着た私はまじめ？ 
― スーツの着用がまじめさの自己認知と行動に及
ぼす影響 ―

○埴田　健司 追手門学院大学 
　石井　国雄 清泉女学院大学 
　田戸岡　好香 東京大学・日本学術振興会

P112-02 気分が透明性の錯覚に与える影響 
― SNSに関するリスク・コミュニケーション場面
での検討 ―

○静間　健人 関西大学 
　土田　昭司 関西大学

P112-03 状況要因の考慮が後続の推論に与える影響 ○工藤　恵理子 東京女子大学
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ポスター発表01　113-115　第1日

ポスター発表　第1日目　10月31日（土）

ポスター発表01　113-115　（11号館大ホール）　15 : 45～17 : 45

在席責任時間　Pに続く3桁が奇数番号：15 : 45～16 : 45　偶数番号：16 : 45～17 : 45（01-03の枝番ではない）

P113-01 他者の心的状態の推測に対する不快感情の効果の領
域固有性 
― 近赤外分光法を用いた認知神経科学的検討 ―

○日道　俊之 京都大学・日本学術振興会 
　藤田　弥世 京都大学・日本学術振興会 
　枡田　恵 京都大学 
　河村　悠太 京都大学 
　平岡　大樹 京都大学 
　野村　理朗 京都大学

P113-02 視点取得がターゲットと優劣関係にある他者の評価
に及ぼす影響

○蔵本　知子 

P113-03 空間的距離の変化が他者の行動予測に及ぼす影響 
― 自発的特性推論の観点から ―

○谷口　友梨 大阪市立大学 
　池上　知子 大阪市立大学

P114-01 自己評価と友人からの評価の一致度から受ける印
象：日英比較研究

○越智　美早 神戸大学 
　今田　俊恵 ブルネル大学 
　石井　敬子 神戸大学

P114-02 リーダーの性がPMリーダーシップスタイルをとる
リーダーの印象に及ぼす影響

○笹山　郁生 福岡教育大学 
　築城　幸美 福岡市役所

P114-03 同性他者の意見が異性に対する魅力評価に及ぼす効果 ○天野　陽一 首都大学東京

P115-01 思考方略および個人特性が信じやすさに及ぼす影響 ○伊藤　洋輔 広島大学 
　平川　真 広島大学 
　中島　健一郎 広島大学 
　森永　康子 広島大学

P115-02 社会的信念がエイズに対する偏見抑制動機と態度に
与える影響（2） 
― 大学生を対象とした検討 ―

○大澤　裕美佳 大阪市立大学 
　池上　知子 大阪市立大学

P115-03 女性の優位ステレオタイプ抑制における非優位ステ
レオタイプ活性化の役割

○山本　真菜 日本大学 
　岡　隆 日本大学
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ポスター発表01　116-119　第1日

ポスター発表　第1日目　10月31日（土）

ポスター発表01　116-119　（11号館大ホール）　15 : 45～17 : 45

在席責任時間　Pに続く3桁が奇数番号：15 : 45～16 : 45　偶数番号：16 : 45～17 : 45（01-03の枝番ではない）

P116-01 共有されたステレオタイプの認知が情報伝達に及ぼ
す影響

○菅　さやか 愛知学院大学

P116-02“主観的正常”からの逸脱認知が病気に対する嫌悪
に及ぼす影響

○田坂　麻紘 名古屋大学 
　唐沢　穣 名古屋大学

P116-03 慈悲的性差別が母親の就労継続に対する偏見に及ぼ
す影響：情緒不安定性の調節効果

○脇本　竜太郎 明治大学

P117-01 ポジティブ・ステレオタイプを用いたお世辞が受け
手に与える影響 
― 場面想定法を用いた探索的検討 ―

○エトウ　ジョナタン 名古屋大学 
　唐沢　穣 名古屋大学

P117-02 大学運動部活動における効果的な上方向への影響戦
略の促進条件

○田代　実希 立命館大学 
　山浦　一保 立命館大学

P117-03 2者から異なる方向に説得される場合どちらの説得
を受けいれるのか （2）

○中村　早希 関西学院大学 
　三浦　麻子 関西学院大学

P118-01 マインド・コントロール脆弱性測定の試み（1） 
― 理論的枠組みおよび権威主義的パーソナリティ
との関係 ―

○渡邉　和弥 立正大学 
　木村　真利子 立正大学 
　上瀬　由美子 立正大学 
　西田　公昭 立正大学

P118-02 マインド・コントロール脆弱性測定の試み（2） 
― 下位尺度間関係の検討 ―

○木村　真利子 立正大学 
　渡邉　和弥 立正大学 
　上瀬　由美子 立正大学 
　西田　公昭 立正大学

P118-03 接客者の印象と購買意志に対する言い間違いによる
影響 
― ビデオ視聴状況と模擬接客場面との比較 ―

○伊藤　君男 東海学園大学 
　吉留　正義 東海学園大学

P119-01 セキュリティ対策行動を促進する要因とは何か ○坂本　倫子 法政大学 
　喜入　暁 法政大学 
　新岡　陽光 法政大学 
　越智　啓太 法政大学
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ポスター発表02　201-203　第1日

ポスター発表　第1日目　10月31日（土）

ポスター発表02　201-203　（25号館アリーナA）　15 : 45～17 : 45

在席責任時間　Pに続く3桁が奇数番号：15 : 45～16 : 45　偶数番号：16 : 45～17 : 45（01-03の枝番ではない）

P201-01 ケアマネジャーにおけるメンタルヘルス要因の相互
変容プロセスⅡ

○安田　崇子 慶應義塾大学

P201-02 他者との社会的関係性がやりとりに及ぼす影響は性
別で如何に異なり，知識獲得の程度を異ならせるか

○奈田　哲也 京都橘大学

P201-03 親密さの違いによるソーシャルメディア上の対人関
係の欲求傾向

○石川　真 上越教育大学 
　平田　乃美 白鴎大学

P202-01 非生物に対する心の知覚と道徳的態度の関連 ○谷辺　哲史 東京大学 
　橋本　剛明 京都大学 
　唐沢　かおり 東京大学

P202-02 他者からの善意の知覚が味覚に及ぼす影響 ○谷本　奈穂 一橋大学 
　村田　光二 一橋大学

P202-03 チーム内の関係性とその分化が職務行動とストレス
に及ぼす影響 
― 人事評価制度の運用による調整効果 ―

○川喜田　水希 立命館大学 
　山浦　一保 立命館大学

P203-01 弱い紐帯をもつ者との相互作用と幸福感 ○武上　雅紗世 一橋大学 
　村田　光二 一橋大学

P203-02 嘘をつくことに対する認識尺度の作成（1）  
― 因子構造の検討 ―

○太幡　直也 愛知学院大学

P203-03 大学生のLINEの既読スルーに関する探索的研究 ○岡本　香 東京福祉大学 
　石﨑　達也 東京福祉大学
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ポスター発表02　204-206　第1日

ポスター発表　第1日目　10月31日（土）

ポスター発表02　204-206　（25号館アリーナA）　15 : 45～17 : 45

在席責任時間　Pに続く3桁が奇数番号：15 : 45～16 : 45　偶数番号：16 : 45～17 : 45（01-03の枝番ではない）

P204-01 他者からの注目が嘘の表出に及ぼす影響 ○大谷　友希絵 法政大学 
　越智　啓太 法政大学

P204-02 中国人と日本人における若者の身体接触行動 ○曹　蓮 東京学芸大学 
　杉森　伸吉 東京学芸大学 
　高　史明 神奈川大学

P204-03 初対面で愛想のいい遠回しな日本人, 親密な友人と
本音で議論する中国人 
― 協調的な討論状況における言語コミュニケー
ションの日本・中国間比較 ―

○木村　昌紀 神戸女学院大学 
　毛　新華 神戸学院大学

P205-01 認知的共感性とゲーム選択行動 ○谷田　林士 大正大学

P205-02 社会的文脈に応じた表情と音声による感情表現とそ
の評価

○髙木　幸子 東京女子大学 
　田中　章浩 東京女子大学

P205-03 関係不安と誇大性自己愛が攻撃性に及ぼす影響 
― 周囲の他者からの受容度を媒介要因として ―

○金政　祐司 追手門学院大学

P206-01 攻撃行動における自閉症スペクトラム的特徴，アレ
キシサイミア，攻撃性の影響

○山脇　望美 名古屋大学 
　河野　荘子 名古屋大学

P206-02 特性的な勢力感が制裁と寛容に与える影響 ○橋本　剛明 京都大学 
　唐沢　かおり 東京大学

P206-03 親密関係における共同規範と交換規範の優位性の調整 
― 非応答性リスクと関係喪失コストの相乗的な影
響 ―

○宮崎　弦太 立教大学
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ポスター発表02　207-209　第1日

ポスター発表　第1日目　10月31日（土）

ポスター発表02　207-209　（25号館アリーナA）　15 : 45～17 : 45

在席責任時間　Pに続く3桁が奇数番号：15 : 45～16 : 45　偶数番号：16 : 45～17 : 45（01-03の枝番ではない）

P207-01 失恋の原因が今後の交際相手に求める魅力に及ぼす
影響

○栗林　克匡 北星学園大学

P207-02 恋愛関係における「恋は盲目」関連バイアスの検討 ○越智　啓太 法政大学 
　佐山　七生 法政大学 
　大髙　実奈 法政大学

P207-03 包括的なデートバイオレンス・ハラスメント尺度の
開発

○喜入　暁 法政大学 
　越智　啓太 法政大学

P208-01 乳幼児の孫育児に関わる祖父母のストレスと対処方略 ○諏澤　宏恵 京都光華女子大学

P208-02 関係初期の恋愛スキルと「チャラい人」に対するイ
メージとの関連

○相羽　美幸 東洋学園大学 
　仲嶺　真 筑波大学

P208-03 失恋後も継続する前パートナーとの共通友人が立ち
直りに及ぼす影響

○山下　倫実 十文字学園女子大学

P209-01 恋愛関係の崩壊過程を測定する尺度の作成 ○佐山　七生 法政大学 
　越智　啓太 法政大学

P209-02 高関係流動性社会における関係維持戦略としての
ソーシャルサポート：日加比較研究

○鬼頭　美江 明治学院大学 
　山田　順子 北海道大学 
　結城　雅樹 北海道大学

P209-03 ひいきする医師からの情緒的支えが患者をつなぎと
める、といえるか？

○相馬　敏彦 広島大学
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ポスター発表02　210-212　第1日

ポスター発表　第1日目　10月31日（土）

ポスター発表02　210-212　（25号館アリーナA）　15 : 45～17 : 45

在席責任時間　Pに続く3桁が奇数番号：15 : 45～16 : 45　偶数番号：16 : 45～17 : 45（01-03の枝番ではない）

P210-01 月経時に求めるソーシャル・サポートに関する検
討：期待と知覚の不一致が対象との関係満足度に及
ぼす影響

○永冨　まどか 明治学院大学 
　田中　知恵 明治学院大学 
　宮本　聡介 明治学院大学

P210-02 友人集団における被服選択の類似性 ○山岡　重行 聖徳大学

P210-03 女子大学生の就職活動における着装戦略 ○遠藤　健治 青山学院大学

P211-01 幼児の被服行動に影響を及ぼす諸要因の検討 ○乾　眞理子 華頂短期大学 
　牛田　好美 京都ノートルダム女子大学 
　森下　正修 京都府立大学

P211-02 双子コーデ現象の心理的要因に関する探索的検討 ○市村　美帆 目白大学

P211-03 被服志向性と被服情報探索行動 ○竹下　里穂 東京女子大学

P212-01 集団内関係性認知の効果は多様性信念に規定される ○塩谷　尚正 京都橘大学

P212-02 主観的社会経済的地位とコントロール感・自己制御
の関連 
― 自己制御の尺度を用いて ―

○竹部　成崇 一橋大学 
　松崎　圭佑 首都大学東京

P212-03 先輩への評価が自身の後輩との関係、および集団適
応に与える影響

○森下　雄輔 帝塚山大学 
　谷口　淳一 帝塚山大学
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ポスター発表02　213-215　第1日

ポスター発表　第1日目　10月31日（土）

ポスター発表02　213-215　（25号館アリーナA）　15 : 45～17 : 45

在席責任時間　Pに続く3桁が奇数番号：15 : 45～16 : 45　偶数番号：16 : 45～17 : 45（01-03の枝番ではない）

P213-01 意見集約過程の閾値モデル：個別意思から一般意思へ ○渋谷　和彦 情報・システム研究機構

P213-02 多属性型選択課題における集団意思決定ルールの比較 ○中分　遥 北海道大学・日本学術振興会 
　竹澤　正哲 北海道大学

P213-03 スポーツ集団における集合的効力感の評価形成過程 ○内田　遼介 大阪大学・日本学術振興会 
　釘原　直樹 大阪大学

P214-01 中学生版・社会的支配志向性（SDO）尺度の開発
の試み

○水野　君平 北海道大学

P214-02 ダイバーシティ組織風土に対する信念推測と組織制
度の影響

○正木　郁太郎 東京大学 
　村本　由紀子 東京大学

P214-03 外集団との関係性の意識が集合的罪悪感に与える影響 ○柳　学済 名古屋大学 
　堀田　美保 近畿大学 
　唐沢　穣 名古屋大学

P215-01 集団間のカテゴリーの重複が攻撃行動に及ぼす影響 ○正高　杜夫 大阪大学 
　釘原　直樹 大阪大学

P215-02 外集団脅威の状況手がかりによる外集団攻撃の生起
の性差（2） 
― 最小条件集団を用いた実験的検討 ―

○杉浦　仁美 広島大学 
　坪井　翔 応用社会心理学研究所 
　三船　恒裕 高知工科大学 
　横田　晋大 総合研究大学院大学

P215-03 上司のフィードバックと若手社員の成長感およびコ
ミットメント 
― パネルデータを用いた検討 ―

○繁桝　江里 青山学院大学
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ポスター発表02　216-218　第1日

ポスター発表　第1日目　10月31日（土）

ポスター発表02　216-218　（25号館アリーナA）　15 : 45～17 : 45

在席責任時間　Pに続く3桁が奇数番号：15 : 45～16 : 45　偶数番号：16 : 45～17 : 45（01-03の枝番ではない）

P216-01 新たな職業的自尊心尺度の作成および妥当性の検討 ○川久保　惇 立教大学 
　小口　孝司 立教大学

P216-02 大学職員の職務ストレッサー尺度の作成 ○松木　敦志 （学）立教学院

P216-03 ワークコミットメントとその結果：企業規模による
違いの検討

○太田　さつき 東京富士大学

P217-01 会社‒従業員間のコミュニケーション風土と帰属意識 ○向井　有理子 （公社）国際経済労働研究所 
　山下　京 （公社）国際経済労働研究所・近畿大学 
　八木　隆一郎 （公社）国際経済労働研究所

P217-02 組織全体への信頼に一構成員の振る舞いが与える影響 ○佐藤　浩輔 北海道大学・日本学術振興会 
　大沼　進 北海道大学

P217-03 サーバントリーダーシップがワークストレスに及ぼ
す影響の検討

○王　瑋 広島大学 
　坂田　桐子 広島大学 
　早瀬　良 中部大学 
　杉浦　仁美 広島大学

P218-01 職場におけるポジティブ感情経験に関する調査（1） 
― 職場の実態から今後求められる職場のあり方へ
の一考察 ―

○後藤　学 （株）原子力安全システム研究所 
　酒井　幸美 （株）原子力安全システム研究所

P218-02 仕事内容と雇用形態選択理由からみた非正規従業員
の職務満足感

○小久保　みどり 立命館大学

P218-03 他者志向性とコミュニケーション欲求の世代別検討 ○大坪　寛子 放送倫理・番組向上機構
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ポスター発表02　219-221　第1日

ポスター発表　第1日目　10月31日（土）

ポスター発表02　219-221　（25号館アリーナA）　15 : 45～17 : 45

在席責任時間　Pに続く3桁が奇数番号：15 : 45～16 : 45　偶数番号：16 : 45～17 : 45（01-03の枝番ではない）

P219-01 連絡手段がコミュニティへの帰属心に与える影響 ○新井田　統 KDDI研究所 
　小松　恭子 KDDI研究所 
　岩田　麻佑 KDDI研究所

P219-02 マスメディアにおける「新型うつ」：記事データ
ベースによる検討

○勝谷　紀子 青山学院大学 
　坂本　真士 日本大学

P219-03 メディア接触と韓国人男性イメージの関係 ○乙訓　智世 東京女子大学 
　有馬　明恵 東京女子大学

P220-01 ワールドカップサッカー・ブラジル大会と国民イ
メージ：テレビ視聴の影響

○佐久間　勲 文教大学 
　日吉　昭彦 文教大学

P220-02 Twitter上の川内原発に関するコミュニケーション ○鈴木　万希枝 東京工科大学 
　桑原　武夫 慶應義塾大学

P220-03 物語への没入感がテレビドラマ視聴へ与える影響 ○祥雲　暁代 お茶の水女子大学 
　田島　祥 東海大学 
　麻生　奈央子 お茶の水女子大学 
　坂元　章 お茶の水女子大学

P221-01 香港における日本イメージと日本製品評価・観光旅
行意向

○石井　健一 筑波大学

P221-02 通販番組に対する意識調査 ○藤井　達也 武蔵大学

P221-03“ペヤング事件”を対象とした買い控えの二重過程
モデルの一般性の検討

○工藤　大介 同志社大学
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ポスター発表02　222-224　第1日

ポスター発表　第1日目　10月31日（土）

ポスター発表02　222-224　（25号館アリーナA）　15 : 45～17 : 45

在席責任時間　Pに続く3桁が奇数番号：15 : 45～16 : 45　偶数番号：16 : 45～17 : 45（01-03の枝番ではない）

P222-01 選択肢数と情報量が決定後の後悔・満足度に及ぼす
影響

○森山　加菜 東京女子大学 
　小関　ありさ 東京女子大学 
　針原　素子 東京女子大学

P222-02 中国大学生の日本製品に対する購買意向に影響を及
ぼす心理的要因の検討 
― 面子意識に注目して

○戎　夢婷 筑波大学

P222-03 観光行動に影響する知覚された誘因の検討 ○小杉　考司 山口大学 
　林　幸史 大阪国際大学

P223-01 自由時間活動の重要性における意味づけの相違 ○依藤　佳世 （公社）国際経済労働研究所 
　山下　京 近畿大学 
　古川　秀夫 龍谷大学 
　片山　美由紀 東洋大学 
　八木　隆一郎 （公社）国際経済労働研究所

P223-02 ソーシャルメディア利用は少数派の人々の意見表明
を促すか

○山田　学 （株）NTTドコモ 
　稲葉　哲郎 一橋大学

P223-03 日本人のナショナリズムと再軍備への態度 ○林　幹也 明星大学

P224-01 面子喪失時の対処に関する日中比較 
― 傍観者と行為者の効果 ―

○林　萍萍 神戸大学 
　米谷　淳 神戸大学

P224-02 怒り喚起場面の認知的評価の日タイ比較 ○堀本　美都子 神戸大学 
　米谷　淳 神戸大学

P224-03 Social marginalization risk in Brazilian university 
students 
A comparison with Japan

○Igor Almeida 京都大学 
　内田　由紀子 京都大学



— 59 —

ポスター発表02　225-227　第1日

ポスター発表　第1日目　10月31日（土）

ポスター発表02　225-227　（25号館アリーナA）　15 : 45～17 : 45

在席責任時間　Pに続く3桁が奇数番号：15 : 45～16 : 45　偶数番号：16 : 45～17 : 45（01-03の枝番ではない）

P225-01 感情制御場面における子どもの生理的ストレス反応
の日米比較

○風間　みどり 東京女子大学 
　平林　秀美 東京女子大学 
　唐澤　真弓 東京女子大学 
　Tardif,　Twila University of Michigan 
　Olson,　Sheryl L. University of Michigan

P225-02 自己価値報告におけるデフォルト戦略の日米比較研究 ○佐藤　剛介 名古屋大学 
　橋本　博文 安田女子大学

P225-03 将来における変化の予測：比較文化的観点から ○向田　久美子 放送大学

P226-01 国際志向性の日韓比較調査 ○申　知元 青山学院大学 
　菊地　千秋美 総合車両製作所 
　佐藤　広夢 青山学院大学 
　田崎　勝也 青山学院大学

P226-02 異文化体験前の期待と不安が疑似異文化での感情状
態に及ぼす影響

○鉄川　大健 岡山大学 
　谷口　淳一 帝塚山大学 
　田中　共子 岡山大学

P226-03 地元出身者の移住者受けいれ態度の規定因について ○前村　奈央佳 神戸市外国語大学 
　加藤　潤三 琉球大学

P227-01 幸福の因果モデルについての実証研究 
＜ソーシャル・キャピタル＞と＜将来への見通し＞
の影響力の検討

○渡辺　庸人 （株）ビデオリサーチ 
　木戸　茂 法政大学 
　森本　栄一 （株）ビデオリサーチ 
　宮田　正晃 （株）ビデオリサーチ 
　熊木　友香子 （株）ビデオリサーチ 
　沖田　耕宗 （株）ビデオリサーチ 
　松本　歩 （株）ビデオリサーチ

P227-02 自由選択の感覚がWell-beingに及ぼす影響： 
協調性の共有信念，排除回避傾向，サポートに着目
して

○中里　直樹 広島大学 
　森永　康子 広島大学 
　中島　健一郎 広島大学

P227-03 社会的逆境からの個人的・社会的回復資源 
（1）家庭内不和と介護・看護体験からの回復資源の
比較

○堀毛　一也 東洋大学 
　安藤　清志 東洋大学 
　大島　尚 東洋大学 
　髙橋　幸子 東洋大学
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ポスター発表02　228-230　第1日

ポスター発表　第1日目　10月31日（土）

ポスター発表02　228-230　（25号館アリーナA）　15 : 45～17 : 45

在席責任時間　Pに続く3桁が奇数番号：15 : 45～16 : 45　偶数番号：16 : 45～17 : 45（01-03の枝番ではない）

P228-01 大学生活におけるソーシャル・キャピタルと主観的
ウェルビーイングの縦断的変化（2） 
― 学部1・2年次間のSCの蓄積および利益の検討 ―

○芳賀　道匡 日本大学 
　高野　慶輔 レーベン大学 
　坂本　真士 日本大学

P228-02 福島原発事故避難者の現状とウェルビーイング（3） ○佐藤　史緒 東洋大学 
　安藤　清志 東洋大学 
　堀毛　一也 東洋大学 
　渡辺　浪二 フェリス女学院大学 
　飛田　操 福島大学 
　水田　恵三 尚絅学院大学 
　堀毛　裕子 東北学院大学 
　結城　裕也 立教大学

P228-03 心理的well-beingのon-line測定の試みと妥当性の検討 ○金子　迪大 東洋大学 
　湊　麻由佳 東洋大学 
　沓澤　岳 東洋大学 
　尾崎　由佳 東洋大学 
　後藤　崇志 京都大学 
　倉矢　匠 東洋大学

P229-01 腐女子のジェンダー特徴に関する研究 ○宋　佳 筑波大学

P229-02「女の子なのにすごいね」：女子中学生と数学に対す
る意欲

○森永　康子 広島大学 
　坂田　桐子 広島大学 
　古川　善也 広島大学 
　福留　広大 広島大学

P229-03 集団性別構成比がジェンダーにおける自己ステレオ
タイプ化に及ぼす影響

○坂田　桐子 広島大学 
　森永　康子 広島大学

P230-01 女性スポーツの背景：心理社会的阻害要因に関する
大規模調査

○佐々木　康成 早稲田大学 
　河野　梨香 桜美林大学 
　小野田　哲弥 産業能率大学

P230-02 顔形態と終助詞にみるマンガのジェンダー表現 ○九島　紀子 立正大学 
　長澤　里絵 立正大学 
　齊藤　勇 立正大学

P230-03 日本社会における促進的/抑制的ジェンダー規範と
地位特性

○倉矢　匠 東洋大学
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ポスター発表02　231-233　第1日

ポスター発表　第1日目　10月31日（土）

ポスター発表02　231-233　（25号館アリーナA）　15 : 45～17 : 45

在席責任時間　Pに続く3桁が奇数番号：15 : 45～16 : 45　偶数番号：16 : 45～17 : 45（01-03の枝番ではない）

P231-01 認知症高齢者の要求および応答行動に関する検
討（3） 
― 重度認知症高齢者の応答行動に注目して ―

○水上　喜美子 仁愛大学 
　岩淵　千明 川崎医療福祉大学

P231-02 高齢者のストレッサーと主観的健康の関連について
の研究

○中嶋　励子 東京女子大学

P231-03 社会関係の加齢変化に対する時間展望感と移動能力
の関連

○菅原　育子 東京大学 
　小林　江里香 東京都健康長寿医療センター研究所

P232-01 高齢者における対若者ソーシャルスキル 
― 交流頻度と困難の原因認知，社会的スキルとの
関連 ―

○中野　祥子 岡山大学 
　田中　共子 岡山大学 
　鉄川　大健 岡山大学

P232-02 いじめの加害、傍観、制止行動および被害経験と認
知の歪みの研究

○大西　彩子 甲南大学

P232-03 高校生の喫煙及び飲酒行動に関連する主観的経験 ○三好　美浩 岐阜大学 
　若杉　里実 愛知医科大学

P233-01 ネットいじめ目撃者の対処行動に関する教師および
生徒の評価

○黒川　雅幸 愛知教育大学

P233-02「循環型いじめ」に関する研究（2） 
― 高校生の拒絶感受性との関連を中心にして ―

○三島　浩路 中部大学

P233-03「いじめ」対応を遅らせる集団力学的構造について
の探索的研究

○八ッ塚　一郎 熊本大学
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ポスター発表02　234-236　第1日

ポスター発表　第1日目　10月31日（土）

ポスター発表02　234-236　（25号館アリーナA）　15 : 45～17 : 45

在席責任時間　Pに続く3桁が奇数番号：15 : 45～16 : 45　偶数番号：16 : 45～17 : 45（01-03の枝番ではない）

P234-01 人が極限と感じる状況についての検討 ○須藤　竜之介 九州大学

P234-02 リスクを伴う科学技術に対する市民の関与 ○辻川　典文 神戸親和女子大学

P234-03 在日留学生の家庭防災行動の規定因 
― 受領サポートと関連して

○哈布　日 筑波大学

P235-01 バグオブフィーチャーズ法とサポートベクトルマシ
ンによる精神疾患患者と健常者の樹木画の判別の検
討

○館松　詩織 早稲田大学 
　岩満　優美 北里大学 
　川杉　桂太 北里大学 
　轟　慶子 （医）鶴賀会鶴賀病院 
　轟　純一 （医）鶴賀会鶴賀病院 
　小平　明子 （医）鶴賀会鶴賀病院 
　延藤　麻子 （医）鶴賀会鶴賀病院 
　竹村　和久 早稲田大学

P235-02 休職者のうつ病症状と認知的統制の関連可能性 ○塚原　拓馬 実践女子大学

P235-03 睡眠薬服薬行動予測尺度作成の試み ○和田　洋人 青山学院大学

P236-01 セミ・ラティス構造からみる家族樹形図療法 ○高山　智 青山学芸心理 
　山口　隼ノ介 青山学芸心理

P236-02 大学生を対象とした新型うつ病のイメージ調査（2） ○村中　昌紀 日本大学 
　山川　樹 日本大学 
　坂本　真士 日本大学
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ポスター発表03　301-303　第2日

ポスター発表　第2日目　11月1日（日）

ポスター発表03　301-303　（11号館大ホール）　12 : 00～14 : 00

在席責任時間　Pに続く3桁が奇数番号：12 : 00～13 : 00　偶数番号：13 : 00～14 : 00（01-03の枝番ではない）

P301-01 達成目標が失敗後の成長にもたらす効果 ○新谷　優 法政大学 
　志水　元 立教池袋中学校・高等学校 
　繁桝　江里 青山学院大学

P301-02 潜在的自尊心とセルフモニタリング傾向による顕在
的自尊心の予測

○大橋　恵 東京未来大学

P301-03 内的作業モデルと自己受容の関係に関する検討 ○外尾　安由子 大阪市立大学 
　池上　知子 大阪市立大学

P302-01 白／黒の衣服が着用者の非道徳性と狡（ずる）行動
に与える効果

○上林　憲司 一橋大学 
　村田　光二 一橋大学

P302-02 自尊心が自我脅威状況における補償的自己高揚に与
える影響

○中井　彩香 首都大学東京 
　北村　英哉 関西大学

P302-03 本来感とWell-beingの関連 
― 文化的自己観に着目して ―

○関森　真澄 信州大学 
　岡本　卓也 信州大学 
　長谷川　孝治 信州大学

P303-01 自尊心と解釈レベルがネガティブな出来事の時間的
距離感に及ぼす影響

○朴　ゴウン 一橋大学 
　礒部　智加衣 千葉大学 
　村田　光二 一橋大学

P303-02 怒りと不安が事象の生起確率に関する楽観性に及ぼ
す影響

○佐藤　重隆 東洋大学 
　戸梶　亜紀彦 東洋大学
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ポスター発表03　304-306　第2日

ポスター発表　第2日目　11月1日（日）

ポスター発表03　304-306　（11号館大ホール）　12 : 00～14 : 00

在席責任時間　Pに続く3桁が奇数番号：12 : 00～13 : 00　偶数番号：13 : 00～14 : 00（01-03の枝番ではない）

P304-01 保育者の共感性と感情労働の関連 
― 保育者養成課程における実習経験の振り返りか
ら ―

○木野　和代 宮城学院女子大学 
　内田　千春 共栄大学 
　鈴木　有美 福岡女子大学

P304-02「カルピス」飲用によるなつかしさが感情と社会的
絆に及ぼす効果

○小谷　恵 カルピス（株） 
　楠見　孝 京都大学

P304-03 短時間の映像視聴によって実験的に喚起される感情
状態の持続時間

○高田　琢弘 筑波大学・日本学術振興会 
　湯川　進太郎 筑波大学

P305-01 意思決定正当化理論 （DJT） に基づく追求者におけ
る後悔の検討

○江川　伊織 東京大学 
　丹野　義彦 東京大学

P305-02 大学入学者の大学生活への適応プロセスに関する研
究（4）

○水野　邦夫 帝塚山大学

P305-03 空間的距離の遠・近がユーモア生起に及ぼす効果 ○三好　理央 追手門学院大学 
　浦　光博 追手門学院大学

P306-01 社会的支援マインドセットが他者志向的達成動機づ
けに及ぼす影響

○村田　光二 一橋大学

P306-02 感情の中心化と悲しみの表出・経験との関係 ○鵜子　修司 名古屋大学

P306-03 身体的流暢性が物事の価値に及ぼす影響 
― 利き手を用いた検討 ―

○鷹阪　龍太 東洋大学 
　小島　弥生 埼玉学園大学



— 65 —

ポスター発表03　307-309　第2日

ポスター発表　第2日目　11月1日（日）

ポスター発表03　307-309　（11号館大ホール）　12 : 00～14 : 00

在席責任時間　Pに続く3桁が奇数番号：12 : 00～13 : 00　偶数番号：13 : 00～14 : 00（01-03の枝番ではない）

P307-01 認知スタイルは通俗的心理学信奉を予測するか ○眞嶋　良全 北星学園大学

P307-02 情報端末の不具合におけるフィードバックの違いが
及ぼす影響

○小田　喜理江 東洋大学 
　大島　尚 東洋大学

P307-03 セルフコントロールのトレーニング方法の開発：効
果の促進要因の検討

○沓澤　岳 東洋大学 
　尾崎　由佳 東洋大学

P308-01 スポーツ場面における流れの錯覚： 
サッカーの選手交代の場合

○安部　健太 学習院大学

P308-02 集団フォーマル性とメッセージの抽象度が原因帰属
に及ぼす影響

○田中　知恵 明治学院大学

P308-03 病気回避動機・実験状況と原発事故に伴う汚染地域
の推定との関連

○樋口　収 北海道教育大学 
　下田　俊介 東洋大学 
　小林　麻衣 東洋大学 
　原島　雅之 愛国学園大学

P309-01 選択的な注意と抑制が単純接触効果に及ぼす影響 ○山﨑　瑞紀 東京都市大学

P309-02 心理的本質主義がジェンダーシステム正当性認知に
及ぼす影響

○二木　望 東京大学 
　唐沢　かおり 東京大学

P309-03 社会的不安と再親和相手の集団成員性が社会的排斥
経験後の再親和に与える影響

○津村　健太 一橋大学 
　村田　光二 一橋大学
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ポスター発表03　310-312　第2日

ポスター発表　第2日目　11月1日（日）

ポスター発表03　310-312　（11号館大ホール）　12 : 00～14 : 00

在席責任時間　Pに続く3桁が奇数番号：12 : 00～13 : 00　偶数番号：13 : 00～14 : 00（01-03の枝番ではない）

P310-01“目”が向社会的行動に及ぼす影響：メタ分析によ
る検討（1）

○森　津太子 放送大学 
　高比良　美詠子 中部大学 
　池田　まさみ 十文字学園女子大学

P310-02“目”が向社会的行動に及ぼす影響：メタ分析によ
る検討（2）

○高比良　美詠子 中部大学 
　森　津太子 放送大学 
　池田　まさみ 十文字学園女子大学

P310-03 目に対する恐怖が表情の情動認知の反応時間に及ぼ
す影響

○松尾　和弥 甲南大学 
　福井　義一 甲南大学

P311-01 バイアス盲点と自尊感情との間の関連の検討 ○白砂　優希 京都大学 
　楠見　孝 京都大学

P311-02 対象への知識が後知恵バイアスの生起に及ぼす影響 
― 2014年ワールドカップを用いた検討 ―

○福田　哲也 上智大学 
　浅野　航 （株）カクタ 
　樋口　匡貴 上智大学

P311-03「ふつう」認知と感情状態の関連における独自性欲
求の影響 
― ネパールのデータを用いて ―

○黒石　憲洋 日本教育大学院大学 
　佐野　予理子 関東学院大学

P312-01 内集団の第三者が社会的比較による自己評価に与え
る影響

○大久保　暢俊 東洋大学 
　下田　俊介 東洋大学 
　中村　祥子 東洋大学 
　細川　隆史 東洋大学

P312-02 自己肯定化が健康リスク情報の受容に及ぼす効果の
検討

○下田　俊介 東洋大学 
　大久保　暢俊 東洋大学

P312-03 診断が発達障害へのステレオタイプに及ぼす影響 ○神田　真里 京都大学 
　内田　由紀子 京都大学
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ポスター発表03　313-315　第2日

ポスター発表　第2日目　11月1日（日）

ポスター発表03　313-315　（11号館大ホール）　12 : 00～14 : 00

在席責任時間　Pに続く3桁が奇数番号：12 : 00～13 : 00　偶数番号：13 : 00～14 : 00（01-03の枝番ではない）

P313-01 なぜ善いことをしてもうさんくさいのか？：ステレ
オタイプが偽善者判断に及ぼす影響について

○木村　祥子 名古屋大学 
　唐沢　穣 名古屋大学

P313-02 新・性差別主義とロマンティック幻想の相関 ○麻生　奈央子 お茶の水女子大学 
　坂元　章 お茶の水女子大学

P313-03 女性の自己表象がキャリア男性と専業主夫への印象
に及ぼす影響

○田戸岡　好香 東京大学・日本学術振興会 
　石井　国雄 清泉女学院大学 
　沼崎　誠 首都大学東京 
　村田　光二 一橋大学

P314-01 女性異性愛者のレズビアンに対する態度の規定因 
― ジェンダー自尊心と統制可能性の知覚が及ぼす
影響 ―

○鈴木　文子 大阪市立大学 
　池上　知子 大阪市立大学

P314-02 性別質問への回答がステレオタイプ化に与える影響 ○周　姵辰 一橋大学 
　村田　光二 一橋大学

P314-03 死への恐怖は感情反応と文化的世界観防衛を生じさ
せるのか 
― メタ分析を用いたアプローチ ―

○戸谷　彰宏 広島大学 
　中島　健一郎 広島大学 
　森永　康子 広島大学

P315-01 相補的世界観による体制正当化と社会経済的地位 
正規雇用と非正規雇用の比較

○池上　知子 大阪市立大学 
　矢田　尚也 大阪市立大学

P315-02 不思議現象に対する態度尺度の改訂（3） 
不思議現象に対する態度（47）

○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

P315-03 少年警察ボランティアにおける非行少年に対する態
度の縦断的検討

○藤原　佑貴 科学警察研究所 
　宮寺　貴之 科学警察研究所 
　久原　恵理子 科学警察研究所 
　小林　寿一 科学警察研究所
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ポスター発表03　316-317　第2日

ポスター発表　第2日目　11月1日（日）

ポスター発表03　316-317　（11号館大ホール）　12 : 00～14 : 00

在席責任時間　Pに続く3桁が奇数番号：12 : 00～13 : 00　偶数番号：13 : 00～14 : 00（01-03の枝番ではない）

P316-01 大学での学業遂行と適応を支える心理特性 （2） 
心理的耐久性（Durability）とBig Fiveとの関連

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

P316-02 大学での学業遂行と適応を支える心理的特性 （3） 
心理的耐久性（Durability）と精神的健康度・主観
的幸福感との関連

○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

P316-03 大学での学業遂行と適応を支える心理特性 （4） 
心理的耐久性（Durability）による回答者の類型化

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

P317-01 電磁波に関する知識がリスク認知と信頼感に与える
影響（1）関心と知識量が電磁波関連組織への信頼
感の規定因に与える影響

○小森　めぐみ 四天王寺大学 
　高木　彩 千葉工業大学

P317-02 電磁波に関する知識がリスク認知と信頼感に与える
影響（2）電磁波に関する知識が電磁波の健康リス
ク認知に与える効果

○高木　彩 千葉工業大学 
　小森　めぐみ 四天王寺大学

P317-03 緊急時防護措置準備区域における原子力発電所受容
の規定因

○山口　文恵 広島大学 
　坂田　桐子 広島大学 
　杉浦　仁美 広島大学
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ポスター発表03　318-319　第2日

ポスター発表　第2日目　11月1日（日）

ポスター発表03　318-319　（11号館大ホール）　12 : 00～14 : 00

在席責任時間　Pに続く3桁が奇数番号：12 : 00～13 : 00　偶数番号：13 : 00～14 : 00（01-03の枝番ではない）

P318-01 検診受診者のCT検査とその放射線に対する認識の
分析

○富髙　智成 京都医療科学大学 
　石垣　陸太 京都医療科学大学 
　山本　晃輔 大阪産業大学 
　猪股　健太郎 関西学院大学 
　竹澤　龍一 京都工場保健会 
　内藤　豊 京都工場保健会

P318-02 反実思考が防災行動意図に与える影響 
― 反実思考の種類と時制に着目して ―

○長谷　和久 同志社大学

P318-03 リスク事象に対する知識とリスク認知の検討 
― 医師と一般的消費者との対比 ―

○井出野　尚 慶応義塾大学・早稲田大学 
　吉川　侑記 早稲田大学 
　小山　慎一 千葉大学 
　玉利　祐樹 東京大学 
　竹村　和久 早稲田大学

P319-01 東日本大震災後のリスク不安の変化（3） ○中谷内　一也 同志社大学
　長谷　和久 同志社大学
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ポスター発表04　401-403　第2日

ポスター発表　第2日目　11月1日（日）

ポスター発表04　401-403　（25号館アリーナA）　12 : 00～14 : 00

在席責任時間　Pに続く3桁が奇数番号：12 : 00～13 : 00　偶数番号：13 : 00～14 : 00（01-03の枝番ではない）

P401-01 相対的自己評価の類型間における他者の影響力の認
知の検討 
― 社会規範の探索的研究（17） ―

○岩淵　千明 川崎医療福祉大学 
　小牧　一裕 大阪国際大学 
　森上　幸夫 大阪国際大学

P401-02 相互作用活動を通したパーソナル・スペースの予測
と調整 
― 社会的感受性との関連から ―

○土屋　耕治 南山大学 
　原田　知佳 名城大学

P401-03 注意を向けてくれない相手には親切にしない？ ○山口　千晶 神戸大学 
　大坪　庸介 神戸大学

P402-01 ロシア人は愛想笑いしないのか？ 
― インタビュー実験をもとに ―

○コスチューク　エブゲーニャ 神戸大学 
　米谷　淳 神戸大学

P402-02 釈明受容における謝罪期待の効果とそれを生み出す
個人差の検討

○山本　雄大 東北大学 
　山本　潤美 東北大学 
　大渕　憲一 東北大学

P402-03 関係価値が罪悪感に及ぼす影響：皮膚コンダクタン
ス水準を用いた検討

○松ヶ崎　渓介 神戸大学 
　野口　泰基 神戸大学 
　大坪　庸介 神戸大学

P403-01 貢献感と互恵性規範による援助要請 
― 対人関係領域ごとの検討 ―

○橋本　剛 静岡大学

P403-02 認知・社会的ストレスが乳児の泣き声に対する反応
に与える影響

○平岡　大樹 京都大学 
　野村　理朗 京都大学

P403-03 功利主義的義務感による利他行動 ○清水　計法 大阪大学 
　釘原　直樹 大阪大学
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ポスター発表04　404-406　第2日

ポスター発表　第2日目　11月1日（日）

ポスター発表04　404-406　（25号館アリーナA）　12 : 00～14 : 00

在席責任時間　Pに続く3桁が奇数番号：12 : 00～13 : 00　偶数番号：13 : 00～14 : 00（01-03の枝番ではない）

P404-01 自己と他者についての自由意志信念が援助意図に与
える影響

○松本　龍児 東京大学 
　渡辺　匠 東京大学 
　唐沢　かおり 東京大学

P404-02 好感・非言語コミュニケーション尺度の作成 ○梅野　利奈 目白大学 
　渋谷　昌三 目白大学

P404-03 対人印象に及ぼす視線の方向の効果 ○大谷　みちる 大阪市立大学 
　池上　知子 大阪市立大学

P405-01 上目使いはぶりっこ？それとも魅力的？ ○笠置　遊 立正大学 
　有賀　敦紀 立正大学

P405-02 高校生のソーシャルスキルと社会階層 ○木村　邦博 東北大学

P405-03 人狼ゲームを用いたコミュニケーショントレーニン
グの効果測定

○丹野　宏昭 東京福祉大学

P406-01 新聞記事における“コミュニケーション能力”の出
現頻度と使用法 
― テキストマイニングによる予備的分析 ―

○渡部　麻美 東洋英和女学院大学

P406-02 心理的耐性尺度作成の試み（3）：因子の再検討 ○林　幸史 大阪国際大学 
　戸口　愛泰 大阪国際大学 
　青野　明子 大阪国際大学 
　森上　幸夫 大阪国際大学 
　小牧　一裕 大阪国際大学

P406-03 心理的耐性尺度と自律神経機能およびGHQとの関
連

○青野　明子 大阪国際大学 
　林　幸史 大阪国際大学 
　戸口　愛泰 大阪国際大学 
　森上　幸夫 大阪国際大学 
　小牧　一裕 大阪国際大学



— 72 —

ポスター発表04　407-409　第2日

ポスター発表　第2日目　11月1日（日）

ポスター発表04　407-409　（25号館アリーナA）　12 : 00～14 : 00

在席責任時間　Pに続く3桁が奇数番号：12 : 00～13 : 00　偶数番号：13 : 00～14 : 00（01-03の枝番ではない）

P407-01 人間関係の動物を用いての治療的アプローチに関す
る調査

○内海　裕里花 福島学院大学 
　内藤　哲雄 福島学院大学

P407-02 大学生の友人関係に関する研究 
― 同性友人に恋人を紹介する理由，紹介しない理
由 ―

○牧野　幸志 摂南大学

P407-03 社会関係は「解放」されたか ○石黒　格 日本女子大学

P408-01 大学生の親準備性と情緒的行動との関連について ○安宅　佐智世 徳島文理大学

P408-02 大学生の喫煙・飲酒と友人関係が生活満足度に与え
る影響

○入江　智也 北翔大学

P408-03 親密な人間関係における怒りの感情表出と効果 
― 生存時間分析による検討 ―

○上原　俊介 東北大学 
　森　丈弓 甲南女子大学 
　中川　知宏 近畿大学

P409-01 学級内地位認知と仲間集団形成・維持動機の関係 ○有倉　巳幸 鹿児島大学

P409-02 子育てを介した周囲との関わりへの影響過程の検討 
― 関係流動性，子育て完全主義に着目して ―

○西村　太志 広島国際大学 
　古谷　嘉一郎 北海学園大学

P409-03 子育て期における母親同士の友人グループの特徴と
その関わり方との関連

○大嶽　さと子 名古屋女子大学短期大学部
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ポスター発表04　410-412　第2日

ポスター発表　第2日目　11月1日（日）

ポスター発表04　410-412　（25号館アリーナA）　12 : 00～14 : 00

在席責任時間　Pに続く3桁が奇数番号：12 : 00～13 : 00　偶数番号：13 : 00～14 : 00（01-03の枝番ではない）

P410-01 青年の関係満足感・関係重要度と嫉妬傾向の関連 ○神野　雄 神戸大学

P410-02 個人特性とコーピング評価がもつコーピングの効果
に対する調整効果

○高本　真寛 （独）労働安全衛生総合研究所

P410-03 関係性の喪失はどのように人生の意味を損なうのか 
― 孤独感と過去、現在、未来の有意味性との関
連 ―

○浦　光博 追手門学院大学

P411-01 夫婦を対象としたユーモアコーピングトレーニング
の有効性 
― 自己愛者への介入に注目して ―

○阿部　晋吾 梅花女子大学

P411-02 社会的逆境に関する自由記述の検討 ○坂井　絵里香 東洋大学 
　堀毛　一也 東洋大学

P411-03 愛着スタイルおよび関係目標が葛藤対処方略の選択
に及ぼす影響

○吉田　琢哉 岐阜聖徳学園大学

P412-01 他者との協調は社会的手抜きを抑制するか ○品田　瑞穂 東京学芸大学

P412-02 ネットワーキングの動機づけが小集団での課題遂行
における援助行動に及ぼす影響

○平島　太郎 名古屋大学 
　佐藤　有紀 名古屋大学 
　加藤　仁 名古屋大学 
　五十嵐　祐 名古屋大学

P412-03 情報提供者の受け手に対する信頼にモニタリングが
及ぼす効果

○小杉　素子 静岡大学
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ポスター発表04　413-415　第2日

ポスター発表　第2日目　11月1日（日）

ポスター発表04　413-415　（25号館アリーナA）　12 : 00～14 : 00

在席責任時間　Pに続く3桁が奇数番号：12 : 00～13 : 00　偶数番号：13 : 00～14 : 00（01-03の枝番ではない）

P413-01 大学生の所属集団と異質拒否傾向との関連性について ○久禮　まゆ 同志社大学 
　神山　貴弥 同志社大学

P413-02 集団同一視と成員から所属集団への性質の反映 ○赤須　大典 久留米大学

P413-03 集団間行動における公平性・結果の望ましさと内集
団ひいき（2） 
― 公平性と結果の望ましさの同時提示・択一によ
る検討 ―

○大和田　智文 関西福祉大学

P414-01 インターネット調査による「寛容な信頼」の検討 
― 「信頼」、「寛容」概念との差異、および機能的特
徴について ―

○稲垣　佑典 統計数理研究所

P414-02 交換の各段階における評判参照 ○鈴木　貴久 国立情報学研究所・日本学術振興会 
　小林　哲郎 国立情報学研究所

P414-03 チーム内でのメンタルモデルの共有をいかに測定す
るか？

○秋保　亮太 九州大学 
　縄田　健悟 九州大学 
　池田　浩 福岡大学 
　山口　裕幸 九州大学

P415-01 集団による問題解決パフォーマンス：成員の能力か
異質性か

○飛田　操 福島大学

P415-02 隠れたプロフィールの情報評価バイアスをコン
ピューターシミュレーションを用いて実験する有効性

○村田　遊哉 埼玉大学

P415-03 課題集団における協調的・競争的戦略への志向性：
勢力およびパーソナリティとの関連から

○樽井　この美 名古屋大学 
　五十嵐　祐 名古屋大学
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ポスター発表　第2日目　11月1日（日）

ポスター発表04　416-418　（25号館アリーナA）　12 : 00～14 : 00

在席責任時間　Pに続く3桁が奇数番号：12 : 00～13 : 00　偶数番号：13 : 00～14 : 00（01-03の枝番ではない）

P416-01 幸福感に関わる要因の雇用形態比較 ○有吉　美恵 九州大学 
　山口　裕幸 九州大学

P416-02 従業員の精神的健康とミクロ不公正感：パネル調査
を用いた分析

○川嶋　伸佳 京都文教大学 
　林　洋一郎 慶應義塾大学 
　大渕　憲一 東北大学

P416-03 バーンアウトとうつの異同に関する検討 
自己評価と他者評価に着目して

○井川　純一 広島文化学園大学 
　中西　大輔 広島修道大学 
　坂田　桐子 広島大学

P417-01 大学生の性格特性が組織コミットメントに及ぼす影響 
― 組織メンバーとの性格因子の差異の効果 ―

○石田　正浩 京都府立大学 
　高木　浩人 愛知学院大学

P417-02 本音の抑制がバーンアウト及び失敗傾向に及ぼす影響 
― 看護職と一般従業員の比較 ―

○松本　友一郎 中京大学

P417-03 自己効力感と仕事のやりがいとの関連性 ○小西　ひとみ （社）セルフ・エスティーム研究所

P418-01 潜在保育士の保育士就労を促進・阻害する心理学的
要因（1）

○日向野　智子 東京未来大学 
　山極　和佳 東京未来大学 
　藤後　悦子 東京未来大学 
　角山　剛 東京未来大学

P418-02 興味・関心にもとづいた進路選択の有効性 ○田島　司 北九州市立大学

P418-03 自治体職員の昇任意識の構造 ○深田　仁美 墨田区役所
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ポスター発表　第2日目　11月1日（日）
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P419-01 キャリア教育が中学生・高校生の勤労観・職業不決
断に及ぼす影響 
― テレビ視聴による調整効果の検討 ―

○田島　祥 東海大学 
　麻生　奈央子 お茶の水女子大学 
　祥雲　暁代 お茶の水女子大学 
　坂元　章 お茶の水女子大学

P419-02 Web調査におけるSD法と最小限化回答（1） 
― Straight-liningと回答時間の関係 ―

○山田　一成 東洋大学 
　江利川　滋 （株）TBSテレビ

P419-03 Web調査におけるSD法と最小限化回答（2） 
― Straight-liningの規定因 ―

○江利川　滋 （株）TBSテレビ 
　山田　一成 東洋大学

P420-01 協力行動の閾値の国際比較研究 ○高橋　伸幸 北海道大学 
　松井　駿 広島大学

P420-02 おもしろツイートはいかにして広まったか（1） ○山下　玲子 武蔵大学

P420-03 ソーシャルゲームへの没入を促進・抑制する要因の
実験的検討

○加藤　仁 名古屋大学 
　五十嵐　祐 名古屋大学

P421-01 Twitterにおけるニュースオーディエンスの分断化 ○小川　祐樹 立命館大学 
　小林　哲郎 国立情報学研究所 
　山本　仁志 立正大学 
　鈴木　貴久 日本学術振興会

P421-02 SNS上での間接接触が外国人イメージに及ぼす影響 ○松尾　由美 関東短期大学 
　田島　祥 東海大学 
　寺本　水羽 お茶の水女子大学 
　祥雲　暁代 お茶の水女子大学 
　相田　麻里 お茶の水女子大学 
　渋谷　恵 お茶の水女子大学 
　坂元　章 お茶の水女子大学

P421-03 オンラインで共有・評価されるデジタルゲームプレ
イの効果

○玉宮　義之 獨協大学 
　開　一夫 東京大学
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ポスター発表04　422-424　第2日
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在席責任時間　Pに続く3桁が奇数番号：12 : 00～13 : 00　偶数番号：13 : 00～14 : 00（01-03の枝番ではない）

P422-01 インターネット利用の影響に対する第三者効果と規
制への態度，行動意図との関連

○西村　洋一 北陸学院大学

P422-02 SNS上での外国人との接触が外国人に対する態度に
与える影響 
― 集団間不安の調整効果の検討 ―

○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 
　渋谷　恵 お茶の水女子大学 
　祥雲　暁代 お茶の水女子大学 
　相田　麻里 お茶の水女子大学 
　坂元　章 お茶の水女子大学

P422-03 若手社会人のFacebook利用における写真掲載行動 
― 自己呈示とセキュリティ感覚 ―

○広田　すみれ 東京都市大学 
　関　良明 東京都市大学 
　山崎　瑞紀 東京都市大学

P423-01 広告のメッセージと消費者の商品選択基準との間の
整合性が広告好感度に及ぼす影響 :  
Webサイトの視線分析を通じて

○浅川　雅美 文教大学 
　岡野　雅雄 文教大学

P423-02 企業の「パーソナリティ」知覚とイメージ 
― ツイッターの企業アカウントに対するフォロ
ワーの反応 ―

○李　津娥 東京女子大学

P423-03 過去の口コミ経験と書き込み内容が及ぼす影響 ○泉水　清志 育英短期大学

P424-01 広告のバリアフリー化に関する研究 
― 暗黙知の共有範囲とメディアの特性に関する推
論 ―

○西道　実 奈良大学

P424-02 健康に関するCMにおける質的分析を試みて
― 5CMを事例に

○石山　玲子 成城大学

P424-03 文化的カメレオンと本来感の関連及びwell-beingの
影響  
― サードカルチャーキッズのアイデンティティを
めぐって ―

○羽倉　英美 東京大学 
　磯崎　三喜年 国際基督教大学
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ポスター発表　第2日目　11月1日（日）
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P425-01 Racial essentialism尺度の作成と関連する諸要因の
検討

○藤田　弥世 京都大学・日本学術振興会 
　野村　理朗 京都大学

P425-02 アニメオタクはアニメ的デカ目に魅力を感じるか？ ○太田　碧 法政大学 
　越智　啓太 法政大学

P425-03 間接的要求の使用における日米差 ○平川　真 広島大学大学院 
　清水　裕士 関西学院大学 
　鬼頭　美江 明治学院大学

P426-01 ごはんcravingを引き起こすおかずの効果 ○小松　さくら 中央大学 
　久徳　康史 中央大学 
　檀　一平太 中央大学

P426-02 原因帰属の文化差の並列分散処理モデル ○中山　真孝 京都大学 
　内田　由紀子 京都大学 
　齊藤　智 京都大学

P426-03 日本文化における相互協調性：文化的選好と文化的
予想の区別

○橋本　博文 安田女子大学

P427-01 プロテスタント・キリスト教に関わる人びとにおけ
る主観的幸福感および精神的態度の違い 
― 宗教性／スピリチュアリティと精神的健康の関
連（2） ―

○松島　公望 東京大学 
　具志堅　伸隆 東亜大学 
　荒川　歩 武蔵野美術大学

P427-02 完全主義認知が子育て情報収集行動に及ぼす影響 
― 分位点回帰分析と重回帰分析 ―

○古谷　嘉一郎 北海学園大学

P427-03 他人の作ったおにぎりへの抵抗感に影響を及ぼす要
因の検討

○石井　国雄 清泉女学院大学 
　田戸岡　好香 東京大学・日本学術振興会
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P428-01 社会環境による社会的迷惑行為の抑止メッセージ使
用率の違い

○友野　聡子 宮城学院女子大学

P428-02 メディアが女子大生の痩身願望および摂食制限に及
ぼす影響

○斉藤　慎一 東京女子大学

P428-03 社会的逆境からの回復に関する基礎調査 
（3）社会的逆境の分類

○髙橋　幸子 東洋大学 
　安藤　清志 東洋大学 
　大島　尚 東洋大学 
　堀毛　一也 東洋大学

P429-01 障害のある子どものケア提供者が抱える心身負担と
QOLとの関連性

○富田　眞紀子 首都大学東京 
　杉原　陽子 鎌倉女子大学 
　中川　薫 首都大学東京

P429-02 PTA役員未経験者の意識調査（1） 
― 母親と父親の比較 ―

○有馬　明恵 東京女子大学 
　下島　裕美 杏林大学 
　竹下　美穂 東京女子大学

P429-03 PTA役員未経験者の意識調査（2） 
― PTA肯定派と否定派の比較 ―

○下島　裕美 杏林大学 
　有馬　明恵 東京女子大学 
　竹下　美穂 東京女子大学

P430-01 母親から娘への男女平等観の継承 ○青野　篤子 福山大学 
　澤田　忠幸 愛媛県立医療技術大学 
　宇井　美代子 玉川大学 
　滑田　明暢 滋賀大学

P430-02 母親の就労と性役割態度・就業意識 ○今井　昭仁 神戸大学

P430-03 地域活動における男女の平等感と男女共同参画社会
づくりへの市民参加意図の関連

○前田　洋枝 南山大学
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P431-01 社会考慮に関連する諸要因について 
― 生育環境と養育態度との関連 ―

○北折　充隆 金城学院大学

P431-02 地下鉄サリン事件被害者が抱える問題とニーズの検
討： 
地下鉄サリン事件被害者・家族の心理（5）

○小林　麻衣子 筑波大学 
　藤田　浩之 日本放送協会 
　髙橋　幸子 東洋大学 
　仲嶺　真 筑波大学 
　松井　豊 筑波大学

P431-03 レイプ神話尺度RMASとAMMSAの比較 ○大髙　実奈 法政大学 
　越智　啓太 法政大学

P432-01 被害者-加害者関係による性犯罪被害者非難に関与
する要因の比較

○小俣　謙二 駿河台大学

P432-02 大阪府における子供に対する声かけを伴う事案の類
型化

○池間　愛梨 東洋大学 
　入山　茂 東洋大学 
　桐生　正幸 東洋大学

P432-03 ゲル地区再開発計画における社会関係資本の機能と
形成 
― 行政の介入による社会関係資本の形成に注目し
て ―

○坂本　剛 名古屋産業大学 
　滝口　良 北海道大学 
　Zorig　Tuya New Urbanism LLC 
　井澗　裕 北海道大学

P433-01 地域活動に対する態度と認知された社会関係資本指
標との関連 
― 有意抽出された品川区民を対象とした検討 ―

○高橋　尚也　立正大学

P433-02 首都圏における地域コミュニティの現状の統合的な
理解に向けて（1） 
― コミュニティカルテ作成の試み ―

○加藤　潤三 琉球大学 
　石盛　真徳 追手門学院大学 
　岡本　卓也 信州大学 
　近藤　芳樹 東京ガス（株）

P433-03 首都圏における地域コミュニティの現状の統合的な
理解に向けて（2） 
― 環境配慮行動に注目して ―

○石盛　真徳 追手門学院大学 
　岡本　卓也 信州大学 
　近藤　芳樹 東京ガス（株） 
　加藤　潤三 琉球大学
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P434-01 首都圏における地域コミュニティの現状の統合的な
理解に向けて（3） 
― 地域との繋がりを感じるとき ―

○岡本　卓也 信州大学 
　石盛　真徳 追手門学院大学 
　加藤　潤三 琉球大学 
　近藤　芳樹 東京ガス（株）

P434-02 首都圏における地域コミュニティの現状の統合的な
理解に向けて（4） 
― 定住意図に与える影響―

○近藤　芳樹 東京ガス（株） 
　谷沢　仁美 東京ガス（株） 
　稲垣　勝之 東京ガス（株） 
　加藤　潤三 琉球大学 
　石盛　真徳 追手門学院大学 
　岡本　卓也 信州大学

P434-03 協同学習の行動場面にみる教育機能統合の探索的研
究（2） 
― 教師の「あたたかい突き放し」を促進する学習
場面の分析 ―

○弓削　洋子 愛知教育大学

P435-01 専攻学問とキャリアの関連を考える授業の効果（1） 
― 心理学とキャリアの関連を考える授業が課題価
値，職業レディネスに及ぼす影響―

○松本　明日香 愛知淑徳大学 
　小川　一美 愛知淑徳大学 
　斎藤　和志 愛知淑徳大学

P435-02 専攻学問とキャリアの関連を考える授業の効果（2） 
― 心理学とキャリアの関連を考える授業がコミュ
ニケーション力に及ぼす影響 ―

○小川　一美 愛知淑徳大学 
　松本　明日香 愛知淑徳大学 
　斎藤　和志 愛知淑徳大学

P435-03 学生の特徴を見極めた初年次の学習支援を考える ○寺田　未来 大手前大学

P436-01 ボランティア活動の参加成果と参加志向動機の関係 ○荒井　俊行 早稲田大学

P436-02 ペットは家族とみなせるか ○松田　光恵 くらしき作陽大学




