
ポスター発表 第 1日 9月 18 日 (日)

ポスター発表 01 (南部食堂 1F) 9 : 30～11 : 30

在籍責任時間 奇数番号：9 : 30～10 : 15 偶数番号：10 : 15～11 : 00 討論時間：11 : 00～11 : 30

P01-01 構造方程式モデリングによる Rosenberg 自尊心尺
度の再検討

○吉田 正博 関西大学

P01-02 写真投影法から写真・ナラティブ誘出法 (Photo
Eliciting Narrative Approach: PEN-A) への展開

○石盛 真徳 京都光華女子大学
岡本 卓也 関西学院大学
加藤 潤三 琉球大学

P01-03 「満州」における教員養成と教育規定 ○坂西 友秀 埼玉大学
小谷野 邦子 茨城キリスト教大学

P01-04 課題成績フィードバックが自己評価に与える影響に
ついて
―MP (マウス・パラダイム) を用いた検討―

○吉田 未来 北星学園大学
森尾 博昭 関西大学
今川 民雄 北星学園大学

P01-05 可能自己の明確性が適応に及ぼす影響 ○徳永 侑子 岡山大学
堀内 孝 岡山大学

P01-06 将来予測に対する自己関連情報の選択的想起の影響
と時間的距離感による調整効果：就職活動場面を用
いた質問紙実験(2)

○藤島 喜嗣 昭和女子大学

P01-07 世間に対する自己機能(3)
―自他の整合・不整合事態における世間伝播機能
の検討―

○角尾 美奈 学習院女子大学
飛田 操 福島大学
下斗米 淳 専修大学
風間 文明 十文字学園女子大学

P01-08 世間に対する自己機能(4)
―世間への適応反応の検討―

○風間 文明 十文字学園女子大学
下斗米 淳 専修大学
飛田 操 福島大学
角尾 美奈 学習院女子大学

P01-09 潜在的シャイネスと潜在的自尊心の関連 ○藤井 勉 学習院大学
澤海 崇文 東京大学

P01-10 潜在的シャイネスの変容可能性の検討(1) ○澤海 崇文 東京大学
藤井 勉 学習院大学
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P01-11 戦略的自己呈示尺度の作成 ○遠藤 健治 青山学院大学

P01-12 青年の自己開示と被開示者への認知の関係―同性
の友人と恋人を対象として―

○松原 詩緒 立正大学

P01-13 大学生のストレス開示抑制態度に関する研究 1 ○兪 善英 筑波大学

P01-14 親密な観衆が存在するときの複数観衆問題 ○笠置 遊 大阪大学
大坊 郁夫 大阪大学

P01-15 女性同性愛者の自己開示に伴う家族の心理的変化
～事例研究から～

○安達 菜穂子 広島修道大学
菊本 修 いでしたクリニック
鈴木 亜由美 広島修道大学
増田 尚史 広島修道大学

P01-16 現実における自己開示とウェブログの効用評価の関
係の検討
―ウェブログ利用が精神的健康に及ぼす影響

○中西 裕希未 名古屋大学

P01-17 社会割引を支える心理的基盤の解明 ○韓 若康 北海道大学
高岸 治人 東京大学・日本学術振興会
高橋 泰城 北海道大学

P01-18 シャイネスが作り笑いに及ぼす影響 ○栗林 克匡 北星学園大学

P01-19 主張性と攻撃性および精神的不健康との関連 ○渡部 麻美 東京学芸大学・日本学術振興会
相川 充 東京学芸大学

P01-20 女子大生のキャリア形成支援の基礎的研究(II) ○西村 純一 東京家政大学
佐久間 香子 東京家政大学
吉田 滋子 東京家政大学
平澤 尚孝 東京家政大学
福本 俊 東京成徳短期大学
堀田 千秋 東京家政大学
井島 由佳 東京家政大学
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P01-21 大学生のギャンブル接触の実態とパーソナリティ特性 ○高田 琢弘 筑波大学
湯川 進太郎 筑波大学

P01-22 他者志向的達成動機と親の期待内容および期待観の
関係

○伊藤 忠弘 学習院大学

P01-23 動機づけ向上のためのシナリオ作成(5)
―組織での役割自覚に関する内容分析―

○戸梶 亜紀彦 東洋大学

P01-24 イメージ課題によるごはん craving 抑制効果 ○小松 さくら フリンダース大学・同志社大学・
日本学術振興会

青山 謙二郎 同志社大学

P01-25 自己制御行動が情緒的消耗感に及ぼす影響：動機づ
けに基づく検討

○後藤 崇志 京都大学
楠見 孝 京都大学

P01-26 遅延割引における衝動性とサイコパシーの関連 ○中村 文彦 北海道大学
高岸 治人 東京大学・日本学術振興会
福井 裕輝 国立精神・神経医療研究センター
高橋 泰城 北海道大学

P01-27 もったいない情動の心的機能に関する研究 ○黒川 雅幸 福岡教育大学

P01-28 大学生における自己受容と達成動機の関係 ○篠原 由花 学習院大学

P01-29 一般的信頼感と新自由主義的価値観の関連性および
時代的変遷

○稲垣 佑典 東北大学

P01-30 他者との絆関係と自尊心との関連性について ○戸口 愛泰 大阪国際大学
高木 修 関西大学
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P01-31 意図性と特定性が好意伝達の自己呈示の効果に与え
る影響

○谷口 淳一 帝塚山大学

P01-32 恋愛関係崩壊後の関係の関係性認知の次元とコミッ
トメントへの影響

○山口 司 北星学園大学
今川 民雄 北星学園大学

P01-33 人間関係において大切なこと(2)
―中年期を対象として―

○高井 範子 太成学院大学

P01-34 大学生の友人関係における経験が大学適応感に及ぼ
す影響(1)
親密化過程で経験したネガティブイベントによる検討

○渡邉 舞 北星学園大学
今川 民雄 北星学園大学

P01-35 社会的相互作用における接近・回避的動機づけが共
通ネットワークの変化に及ぼす影響

○山下 倫実 流通経済大学
相馬 敏彦 広島大学

P01-36 現代青年の浮気に関する基礎研究(3)
―大学生の被浮気経験とその内容―

○牧野 幸志 摂南大学

P01-37 評価懸念と内集団ひいき：最小条件集団における内
集団ひいきと心理特性との関連

○三船 恒裕 神戸大学・日本学術振興会
山岸 俊男 北海道大学

P01-38 加害集団内の類似性と罪悪感表明が被害集団からの
評価に与える影響

○後藤 伸彦 名古屋大学・日本学術振興会
唐沢 穣 名古屋大学

P01-39 集合的被害感が高める対日攻撃意図
中国人留学生における検討(1)

○縄田 健悟 九州大学・日本学術振興会
黄 麗華 九州大学
樊 琴 九州大学
山口 裕幸 九州大学

P01-40 日本の大衆文化への接触がもたらす対日態度への影響
中国人留学生における検討(2)

○樊 琴 九州大学
縄田 健悟 九州大学・日本学術振興会
黄 麗華 九州大学
山口 裕幸 九州大学
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P01-41 中国人による日本への集合的屈辱感
中国人留学生における検討(3)

○黄 麗華 九州大学
樊 琴 九州大学
縄田 健悟 九州大学・日本学術振興会
山口 裕幸 九州大学

P01-42 日本語版集団ナルシシズム尺度作成の試み ○金 ジユン 一橋大学
村田 光二 一橋大学

P01-43 協力的集団に対する攻撃行動の検討 ○坪井 翔 京都大学・日本学術振興会
渡部 幹 早稲田大学

P01-44 ポータルサイトでのニュース閲覧が投票参加に及ぼ
す効果

○横山 智哉 一橋大学
稲葉 哲郎 一橋大学
外山 みどり 学習院大学

P01-45 労働組合員の民主党支持傾向を規定する要因構造の
分析

○東 正訓 追手門学院大学

P01-46 草原管理方法の評価・受容プロセスへ伝統的知識の
有無が与える影響の検討

○坂本 剛 名古屋産業大学
野波 寛 関西学院大学
哈斯 額尓敦 Inner Mongolia University

P01-47 住宅業者における身体障害者補助犬法の周知と補助
犬受け入れ

○松中 久美子 関西福祉科学大学
甲田 菜穂子 東京農工大学

P01-48 余暇活動が精神的健康度に与える影響
―未婚単身生活者を対象として―

○西川 千登世 目白大学

P01-49 所有する幸福感と行動する幸福感
―あなたはどちらを重視していますか―

○陳 婷婷 広島大学
早瀬 光司 広島大学
浦 光博 広島大学

P01-50 ジェンダー認知の測定に関する方法的吟味(2)
―自由記述の分析から―

○湯川 隆子 奈良大学
松村 祐一郎 社会福祉法人・いづみ福祉会
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P01-51 両面価値的セクシズムが親密な男女間の性役割及び
勢力関係に及ぼす影響

○後藤 沙奈 広島大学
坂田 桐子 広島大学

P01-52 Dating violence of college students in Japan, Taiwan
and the U.S.

○ Morinaga, Yasuko Kobe College
Frieze H. Irene Univ. of Pittsburgh
Li, Manyu Univ. of Pittsburgh
Aono, Atsuko Fukuyama Univ.
Jou, Yuh-Huey Academia Sinica, Taiwan
Kasai, Makiko Naruto Univ. of Edu.

P01-53 金銭的豊かさか、価値観の共有か？家庭生活満足感
のマルチレベル分析

○森泉 哲 南山大学

P01-54 地方から大都市への移動と趣味ネットワークの拡大 ○石黒 格 日本女子大学

P01-55 多世代ネットワークが子どもの地域活動参加に及ぼ
す影響

○村山 陽 慶應義塾大学

P01-56 高齢女性における老いの自覚に関する研究(2)
―排泄行動の不安意識からの検討―

○水上 喜美子 仁愛大学
岩淵 千明 川崎医療福祉大学

P01-57 広汎性発達障害児・生徒の学校適応―いじめ被害
と友人サポートとの関連―

○大西 彩子 甲南大学
松岡 弥玲 浜松医科大学
望月 直人 浜松医科大学
中島 俊思 浜松医科大学
大西 将史 浜松医科大学
谷 伊織 東海学園大学
辻井 正次 中京大学

P01-58 子どものインターネット利用といじめ(6)
―携帯電話利用がネットいじめの加害経験に与え
る影響を調整する情報モラルの効果―

○熊崎 あゆち お茶の水女子大学
鈴木 佳苗 筑波大学
桂 瑠以 お茶の水女子大学
坂元 章 お茶の水女子大学
橿淵 めぐみ 筑波大学

P01-59 中学生の携帯電話依存と学校適応・いじめとの関連 ○三島 浩路 中部大学

P01-60 学校における心理危機マネージャーに関する考察 1
―警察組織の視点から必要とされる役割を考える―

○片受 靖 立正大学

ポスター発表 01 第 1 日

─ 57─



ポスター発表 第 1日 9月 18 日 (日)

ポスター発表 01 (南部食堂 1F) 9 : 30～11 : 30

在籍責任時間 奇数番号：9 : 30～10 : 15 偶数番号：10 : 15～11 : 00 討論時間：11 : 00～11 : 30

P01-61 高校生時代の排斥経験が環境変化後の自己調整に及
ぼす影響
―縦断調査による検討―

○寺田 未来 広島大学
柳澤 邦昭 広島大学・日本学術振興会
浦 光博 広島大学

P01-62 依存と問題行動
～女子におけるいじめる側の性格特性について～

○緒方 宏明 尚絅大学

P01-63 看護師の職務葛藤場面における対処行動とストレッ
サーの関連

○松本 友一郎 大阪大学

P01-64 病院前診療活動に伴う医師の心的外傷に関する研究
―ふだんの活動と精神的健康との関連―

○市村 美帆 東洋大学
松井 豊 筑波大学
吉野 美緒 日本医科大学
稲本 絵里 日本医科大学
重村 朋子 日本医科大学
増野 智彦 日本医科大学
横田 裕行 日本医科大学

P01-65 コンドーム使用促進に関する心理学的研究(13)
――使用時における羞恥感情の生起メカニズムそ
の 2――

○樋口 匡貴 広島大学
中村 菜々子 兵庫教育大学

P01-66 ルール変更に伴う習慣的環境配慮行動の変容
札幌市ごみ収集区分変更に伴う習慣変更の規定因

○白 晶 北海道大学
森 康浩 北海道大学・日本学術振興会
大沼 進 北海道大学

P01-67 産業廃棄物ゲームによる環境教育効果の日中比較 ○前田 洋枝 南山大学
広瀬 幸雄 関西大学

P01-68 中国・日本における環境配慮行動の規定因の予備的
分析：他者の実行度認知に着目して

○安藤 香織 奈良女子大学
大淵 裕美 奈良女子大学
磯部 香 奈良女子大学

P01-69 平和教育に関する研究(5)
―原子爆弾に対するイメージとは？―

○野中 陽一朗 広島大学

P01-70 キャリア形成能力の高低別にみた，教職志望に及ぼ
す教育実習の影響プロセスの違い：社会・認知的
キャリア理論を基にして

○児玉 真樹子 広島大学
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P01-71 マスコミはペットをどのようにあつかってきたのか
―新聞記事に見る 65 年間の変化―

○松田 光恵 くらしき作陽大学
川上 善郎 成城大学
川浦 康至 東京経済大学

P01-72 夫婦間葛藤解決方略に及ぼす社会的勢力の影響
―台湾人夫婦を対象として―

○周 玉慧 台湾中央研究院

P01-73 オンラインゲームの使用が MMORPG プレイヤー
の社会性に及ぼす影響
―3波パネル調査による検討―

○松尾 由美 お茶の水女子大学
田島 祥 関東学園大学
瓜生 恭子 お茶の水女子大学
坂元 章 お茶の水女子大学

ポスター発表 01 第 1 日

─ 59─



ポスター発表 第 1日 9月 18 日 (日)

ポスター発表 02 (南部食堂 1F) 16 : 00～18 : 00

在籍責任時間 奇数番号：16 : 00～16 : 45 偶数番号：16 : 45～17 : 30 討論時間：17 : 30～18 : 00

P02-01 制御焦点尺度日本語版の検討 ○遠藤 由美 関西大学

P02-02 2 種類の自己愛モデル統合の試み
―3つのモデルの相互関係―

○小塩 真司 中部大学
中山 留美子 三重大学
清水 健司 信州大学

P02-03 自己制御規範と世間イメージ ○山岡 重行 聖徳大学
清水 裕 昭和女子大学
下斗米 淳 専修大学

P02-04 大学生における重要活動と目標、および適応との関
連についての検討

○瀧沢 絵里 学習院大学

P02-05 怒り反すうの効果に関する実験的研究 ○八田 武俊 岐阜医療科学大学

P02-06 ワーキングメモリキャパシティの個人差と
Perspective-Taking，思考抑制がステレオタイプの
抑制に及ぼす影響

○吉田 綾乃 東北福祉大学

P02-07 自発的目標推論における階層レベルの検討 ○野口 友希 (株)ボーダーズ
外山 みどり 学習院大学

P02-08 外集団への好意度がステレオタイプ的言及の共有化
に及ぼす影響

○田村 美恵 神戸市外国語大学

P02-09 学歴格差の原因帰属が相補的事例効果に及ぼす影響 ○池上 知子 大阪市立大学

P02-10 反実思考のしやすさが責任判断に与える影響 ○工藤 恵理子 東京女子大学
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P02-11 喫煙者・非喫煙者の喫煙に対する潜在的イメージの
違い

○小林 知博 神戸女学院大学
平井 啓 大阪大学
狭間 礼子 大阪大学

P02-12 絵文字の組み合わせがメイルに込められた感情の推
測に及ぼす効果

○武田 美亜 青山学院女子短期大学

P02-13 事実と反実の近接性認知と判断の正当性認知が後悔
に及ぼす影響

○笹山 郁生 福岡教育大学

P02-14 解釈レベルと目標への時間的距離の知覚(1)―解釈
レベルの個人差に基づく検討―

○高沢 佳司 名古屋大学
原田 知佳 名古屋大学
服部 陽介 名古屋大学・日本学術振興会
竹橋 洋毅 名古屋大学

P02-15 解釈レベルと目標への時間的距離の知覚(2)
―解釈レベルが時間知覚の勾配，努力意図，時間
配分に及ぼす影響―

○原田 知佳 名古屋大学
服部 陽介 名古屋大学・日本学術振興会
竹橋 洋毅 名古屋大学
高沢 佳司 名古屋大学

P02-16 解釈レベルと目標への時間的距離の知覚(3)
―誘因への時間配分に対する影響―

○服部 陽介 名古屋大学・日本学術振興会
竹橋 洋毅 名古屋大学
高沢 佳司 名古屋大学
原田 知佳 名古屋大学

P02-17 多次元的な公正世界観 (Just World Beliefs) とその
測定
―尺度の妥当性と信頼性についての検討―

○白井 美穂 東洋大学

P02-18 第三者の不貞行為およびその意図が喚起する内在的
正義の推論

○脇本 竜太郎 安田女子大学

P02-19 階層帰属意識とミクロ公正感 ○川嶋 伸佳 東北大学
大渕 憲一 東北大学

P02-20 不思議現象に対する態度と虚記憶生起との関連(2)
不思議現象に対する態度(26)

○川上 正浩 大阪樟蔭女子大学
小城 英子 聖心女子大学
坂田 浩之 大阪樟蔭女子大学
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P02-21 不思議現象に対する態度と携帯電話・友人関係との
関連
不思議現象に対する態度(27)

○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

P02-22 物語への移入が登場事例広告の評価に及ぼす影響
映像による物語呈示を用いた検討

○小森 めぐみ 一橋大学

P02-23 なぞかけの社会的影響：ユーモア研究のパラダイム
を用いて

○照屋 佳乃 広島大学
木村 堅一 名桜大学

P02-24 態度の両価性が情報探索行動に及ぼす影響 ○平島 太郎 名古屋大学
土屋 耕治 南山大学
元吉 忠寛 関西大学
吉田 俊和 名古屋大学

P02-25 対面的説得状況における情報の提示順序とミラーリ
ングによる効果

○今井 芳昭 慶應義塾大学

P02-26 過去の被排斥経験が社会的痛み，社会的再結合に及
ぼす影響

○柳澤 邦昭 広島大学・日本学術振興会
増井 啓太 広島大学・日本学術振興会
古谷 嘉一郎 比治山大学
礒部 智加衣 千葉大学
野村 理朗 京都大学
吉田 弘司 比治山大学
浦 光博 広島大学

P02-27 対人関係における心理的距離と配慮行動との関連性
―社会規範の探索的研究(11)―

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

P02-28 サイコパシー傾向と利他行動の関係 ○中村 敏健 東京大学
平石 界 京都大学
齋藤 慈子 東京大学
長谷川 寿一 東京大学

P02-29 大学生における座席選択時の対人距離の影響に関す
る研究

○安部 健太 学習院大学
外山 みどり 学習院大学

P02-30 他者のための自己犠牲の効果とその規定因の検討 ○小澤 拓大 専修大学
下斗米 淳 専修大学
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P02-31 信頼性判断の正確さと社会的経験 ○林 直保子 関西大学

P02-32 親との同一視と若者の非正規労働者に対する態度の
関連(2)

○大髙 瑞郁 山梨学院大学
唐沢 かおり 東京大学

P02-33 いじめ経験が攻撃性と PDゲームパフォーマンスに
与える影響

○安念 保昌 愛知みずほ大学
高橋 徹 愛知みずほ大学

P02-34 対人コミュニケーション場面における注意配分と共
感性

○谷田 林士 大正大学

P02-35 達成・親和動機と“コミュニケーション力”観の関連 ○矢崎 裕美子 日本福祉大学
小川 一美 愛知淑徳大学
斎藤 和志 愛知淑徳大学
磯野 正典 東海テレビ放送
大西 ルナ 東海テレビ放送

P02-36 インターンシップ研修による“コミュニケーション
力”観の変化

○斎藤 和志 愛知淑徳大学
小川 一美 愛知淑徳大学
矢崎 裕美子 日本福祉大学

P02-37 未知顔記憶における協力性と示差性の効果 ○森本 裕子 京都大学
中嶋 智史 京都大学

P02-38 通信媒体を用いた対人コミュニケーションに関する
認知の検討

○岡本 香 東京福祉大学

P02-39 遠隔ビデオコミュニケーションにおける発話パター
ンの分析
―対面状況と非対面状況における非言語的行動の
果たす役割(3)―

○松田 昌史 NTT コミュニケーション科学基
礎研究所

八重樫 海人 大阪大学
大坊 郁夫 大阪大学

P02-40 SNS 上での友人ネットワークサイズと自己評価
―日米比較―

○宮本 聡介 明治学院大学
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P02-41 過去のテレビ番組を回想法に利用する試み：
高齢者のQOLを豊かにするために

○大坪 寛子 慶應義塾大学
国広 陽子 東京女子大学

P02-42 ライバルの存在が個人の意識や行動にもたらす影響
の国際比較

○太田 伸幸 中部大学

P02-43 震災報道視聴は文化的世界観の防衛を促進したのか
―東日本大震災が非被災地住民の心理と行動に及
ぼす影響(2)―

○橋本 剛 静岡大学

P02-44 緊急場面における援助行動とその適切さに関する実
験的研究(2)

○松浦 均 三重大学
岡村 將弘 (株)カインズ
高比良 美詠子 中部大学

P02-45 道徳的違反に対する怒り
―義憤の怒りを規定する状況要因の検討―

○上原 俊介 東北大学
中川 知宏 近畿大学
国佐 勇輔 東北大学
岩淵 絵里 東北大学

P02-46 置き換えられた攻撃への反応がその後の行動表出に
及ぼす影響

○中西 誠 関西大学
高木 修 関西大学

P02-47 女性における身体的魅力に関する研究―姿勢によ
るイメージの変化―

○島本 健太郎 京都ノートルダム女子大学
牛田 好美 京都ノートルダム女子大学

P02-48 多人数パーティ場面におけるコミュニケーション行
動と関係開始スキルの自己評価との関連

○前田 奈穗 大阪大学
大坊 郁夫 大阪大学

P02-49 携帯メールのソーシャルスキル(1)
～送信相手と使用スタイルによる，実施度と期待度
の相違～

○楠瀬 友季 岡山大学
田中 共子 岡山大学

P02-50 高齢者が若者と交流するためのソーシャルスキル(1)
―高齢者の視点からの検討―

○田中 共子 岡山大学
楠瀬 友季 岡山大学

ポスター発表 02 第 1 日

─ 64─



ポスター発表 第 1日 9月 18 日 (日)

ポスター発表 02 (南部食堂 1F) 16 : 00～18 : 00

在籍責任時間 奇数番号：16 : 00～16 : 45 偶数番号：16 : 45～17 : 30 討論時間：17 : 30～18 : 00

P02-51 集合的効力感の概念特性に関する実験的検討 ○内田 遼介 大阪体育大学
國部 雅大 大阪体育大学・日本学術振興会
手塚 洋介 大阪体育大学
菅生 貴之 大阪体育大学
土屋 裕睦 大阪体育大学

P02-52 リーダー・プロトタイプ像を規定する状況的要因の
特定化
―外集団状況と課題の特性からの検討―

○森下 雄輔 帝塚山大学
谷口 淳一 帝塚山大学

P02-53 プロジェクト活動が大学適応に及ぼす影響 ○中島 誠 三重大学

P02-54 内集団の社会的価値はどのようにして個人の適応を
促すか
：集団アイデンティティと集団メンバーからのサ
ポート期待に着目して

○中島 健一郎 長崎女子短期大学
礒部 智加衣 千葉大学
浦 光博 広島大学

P02-55 尊重の下位概念と集団アイデンティティおよび協力
行動の関連

○早瀬 良 岡山大学
坂田 桐子 広島大学
高口 央 流通経済大学

P02-56 在日コリアンの民族教育に関する社会心理的研究 1
―宝塚市における歴史資料の収集整理―

○渡辺 正恵 追手門学院大学

P02-57 社会的ジレンマにおけるサンクショニングメカニズ
ムの 4形態

○稲葉 美里 北海道大学
高橋 伸幸 北海道大学・社会科学実験研究セ

ンター
中川 遥 JTB北海道

P02-58 社会的ジレンマ状況におけるサンクションの実効化
と主観的構造変換

○小出 悠 淑徳大学
松本 良恵 淑徳大学
神 信人 淑徳大学

P02-59 他者意見が罰行動に与える影響 ○波多野 礼佳 北海道大学
堀田 結孝 上智大学
山岸 俊男 北海道大学

P02-60 社会的勢力感が企業の謝罪にともなう責任判断に与
える影響

○橋本 剛明 東京大学・日本学術振興会
唐沢 かおり 東京大学
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P02-61 影響力の認知が曖昧な因果判断に及ぼす影響 ○岡田 安功 京都大学
楠見 孝 京都大学

P02-62 「ペイ・フォワード」の視点に基づく支援のネット
ワーキング

○渋谷 和彦 統計数理研究所

P02-63 感情や気持ちを伝えるメッセージの送受信者におけ
る相手の存在感

○石川 真 上越教育大学
平田 乃美 白鴎大学

P02-64 成人のコミュニケーションにおけるNatural Pedag-
ogy：
対象の一般的性質の伝達における注視の効果

○河野 周 上智大学
竹澤 正哲 上智大学

P02-65 携帯メール依存に影響を与える心理的要因の検討
―パネルデータを用いて―

○西村 洋一 北陸学院大学

P02-66 若年層のニュース接触行動の検討 ○鈴木 万希枝 東京工科大学

P02-67 ルール定着プロセスに関する縦断的検討(9)
―後部座席ベルト着用の県別に見た意識差につい
て―

○小池 はるか 高田短期大学
高木 彩 千葉工業大学
北折 充隆 金城学院大学

P02-68 ルール定着プロセスに関する縦断的検討(10)
―県別にみた着用率の推移に関する知覚について―

○高木 彩 千葉工業大学
小池 はるか 高田短期大学
北折 充隆 金城学院大学

P02-69 ルール定着プロセスに関する縦断的検討(11)
―県別に見たベルト着用意識に影響する因子につ
いて―

○北折 充隆 金城学院大学
小池 はるか 高田短期大学
高木 彩 千葉工業大学

P02-70 犯罪報道に対する態度に影響する要因を探る ○小杉 考司 山口大学
池田 正博 山口大学
沖林 洋平 山口大学
福田 廣 山口大学
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P02-71 保護者の安全教育への関与が児童の安全行動に及ぼ
す効果

○豊沢 純子 大阪教育大学
藤田 大輔 大阪教育大学

P02-72 住宅用火災警報器設置抑制要因の時系列的検討 ○村上 史朗 奈良大学
岡 泰資 横浜国立大学
栗岡 均 日本消防検定協会
佐藤 博臣 (株)ビューローベリタスジャパン
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P03-01 モノを擬人化する心理(2)
―人工物の表情認知についての日豪比較―

○大森 弘子 関西大学
池内 裕美 関西大学
中西 誠 関西大学
高川 風太 関西大学

P03-02 「幸運」は不確実な集団目標でも持続するか？
―運に関する統制感の研究(8)―

○村上 幸史 神戸山手大学

P03-03 集団表象と自己表象の一致性と集団同一視 ○赤須 大典 久留米大学

P03-04 社会考慮の高さが制御焦点と迷惑抑止メッセージの
評価に及ぼす影響

○高山 美穂 名古屋大学
高尾 堅司 川崎医療福祉大学

P03-05 対人信頼感が危険性認知に及ぼす影響について ○河嶋 章生 関西大学
土田 昭司 関西大学

P03-06 種類の異なる確率情報への受け手の信頼度評価と望
ましさ(2)

○広田 すみれ 東京都市大学

P03-07 「受け手」を尊重したリスクコミュニケーションへ
の期待がリスク管理者の評価に及ぼす影響について
―新型インフルエンザに関して―

○薮ノ 弘美 追手門学院大学

P03-08 懸念的被透視感が欺瞞行動に及ぼす影響(1)
―欺瞞方略と非言語的行動の検討

○齋藤 萌香 東洋大学
川口 史佳 東洋大学
清田 尚行 東洋大学
北村 英哉 東洋大学

P03-09 懸念的被透視感が欺瞞行動に及ぼす影響(2)
―欺瞞行動の映像呈示よる印象評定―

○川口 史佳 東洋大学
齋藤 萌香 東洋大学
清田 尚行 東洋大学
北村 英哉 東洋大学

P03-10 本音と皮肉と嘘のメッセージ作成に及ぼす認知負荷
の効果

○瀧澤 純 首都大学東京
高橋 春菜 首都大学東京
山下 利之 首都大学東京
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P03-11 自己紹介場面における情報受信者の反応 ○秋山 豪 東京工業大学
村井 源 東京工業大学
徃住 彰文 東京工業大学

P03-12 間接的要求の目標 ○平川 真 広島大学
深田 博己 広島大学
塚脇 涼太 広島大学
樋口 匡貴 広島大学

P03-13 中国人の「笑い」に対する認知と信頼行動 ○李 珊 目白大学
渋谷 昌三 目白大学

P03-14 カウンセリング場面における顕在的／潜在的意識の
測定の試み

○潮村 公弘 フェリス女学院大学

P03-15 対面説得場面におけるコミュニケーション特徴の検討 ○横山 ひとみ 大阪大学・日本学術振興会
大坊 郁夫 大阪大学

P03-16 自己ＰＲに対するネガティブ・フィードバックと受
け手の感情反応
―表現方法と失敗学習傾向による違い―

○繁桝 江里 青山学院大学

P03-17 対人コミュニケーションプログラムの効果と大学適
応との関連性

○小牧 一裕 大阪国際大学
戸口 愛泰 大阪国際大学
林 幸史 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
石井 滋 大阪国際大学

P03-18 “人と人のつながりを読むこと”の構造
―対人コミュニケーションの観察に基づく対人関
係特性の推論―

○木村 昌紀 神戸学院大学

P03-19 恋人への愛着機能の認知が親密な関係に及ぼす影響 ○清水 侑子 大阪大学
大坊 郁夫 大阪大学

P03-20 友人ネットワークの大きさが対人葛藤方略スタイル
に及ぼす影響

○本田 周二 神戸学院大学

ポスター発表 03 第 2 日

─ 69─



ポスター発表 第 2日 9月 19 日 (月)

ポスター発表 03 (南部食堂 1F) 9 : 00～11 : 00

在籍責任時間 奇数番号：9 : 00～9 : 45 偶数番号：9 : 45～10 : 30 討論時間：10 : 30～11 : 00

P03-21 友人ネットワークの性質が拒絶のサインへの感受性
に及ぼす影響
―都市・村落間の比較調査より―

○宮崎 弦太 大阪市立大学
池上 知子 大阪市立大学

P03-22 メディア利用が青少年の性行動に及ぼす影響(1)
―ジャンル別のインターネット利用―

○橿淵 めぐみ 筑波大学
安藤 玲子 金城学院大学
鈴木 佳苗 筑波大学
桂 瑠以 お茶の水女子大学
熊崎 あゆち お茶の水女子大学
坂元 章 お茶の水女子大学

P03-23 メディア利用が青少年の性行動に及ぼす影響(2)
―性的情報収集目的のメディア利用―

○安藤 玲子 金城学院大学
橿淵 めぐみ 筑波大学
鈴木 佳苗 筑波大学
桂 瑠以 お茶の水女子大学
熊崎 あゆち お茶の水女子大学
坂元 章 お茶の水女子大学

P03-24 自伝的記憶の想起場面と記憶分布の検討(2)
―3 つの異なる場面設定と対人関係性―

○飯塚 由美 島根県立大学

P03-25 ストレス体験の性質と自己概念の肯定的／否定的変化
―ソーシャル･サポートとの関連を含めて―

○福岡 欣治 川崎医療福祉大学

P03-26 新旧の同性友人からのサポートが大学生の適応感に
及ぼす影響

○福田 詩織 名古屋大学
久保田 健市 名古屋市立大学

P03-27 助けてくれる友は枷になり，助けあう友は支えにな
る，ソーシャルサポートの交換の直接効果と緩衝効果

○岡元 陽一 国際基督教大学

P03-28 サポートの互恵性と精神的健康に関する縦断的研究(4)
―高校生の友人関係初期に着目して―

○谷口 弘一 長崎大学
田中 宏二 岡山大学

P03-29 怒り感情の制御による人格的成長感の獲得
―社会的共有を含む制御方略の弁別的な影響の検
討―

○吉田 琢哉 東海学院大学

P03-30 対人ストレスイベントにおけるコーピングとコーピ
ングへの評価が精神的健康に及ぼす影響

○高本 真寛 筑波大学
相川 充 東京学芸大学
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P03-31 対人ストレスコーピングの志向・実行と首尾一貫感
覚との関連

○中山 真 名古屋大学
吉田 俊和 名古屋大学

P03-32 インテリア空間の自己化における文化比較に関する
研究
―フランス人と日本人―

○松田 奈緒子 京都工芸繊維大学
加藤 力 宝塚大学

P03-33 装いの社会・心理的効果に関する研究(第 1報)
―舞台における衣装の役割―

○牛田 好美 京都ノートルダム女子大学
乾 眞理子 華頂短期大学

P03-34 競技スポーツにおける装いの社会・心理的効果の検討
～競技ウェアの社会・心理的効果～

○箱井 英寿 大阪人間科学大学

P03-35 被服とコミュニケーションと社会的スキルの関係 ○市川 祥子 神戸大学

P03-36 意見サンプリングによる合意性推定の変化 ○土屋 耕治 南山大学

P03-37 社会的行動の合意性推定に関する研究
―交通違反講習受講者と一般運転者の比較―

○吉武 久美 名古屋大学
吉田 俊和 名古屋大学

P03-38 リーダーおよびチームの特性がチーム内葛藤への対
処方略に及ぼす影響

○黒川 光流 富山大学

P03-39 不安の自他一致度及び態度推定の正確さと内集団実
体性認知との関連

○塩谷 尚正 関西大学
土田 昭司 関西大学

P03-40 級友の授業への取り組みが児童の授業への取り組み
に及ぼす影響
～関係の質による級友からの影響の調整効果の検討～

○石田 靖彦 愛知教育大学
永田 匡弘 名古屋市立稲西小学校
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P03-41 自己および他者の経験の振り返りが課題への自信に
及ぼす影響

○藤村 まこと 福岡女学院大学

P03-42 集団内における多数派--少数派の立場変化が集団に
対する捉え方に及ぼす影響
─集団実体性の観点から─

○佐野 予理子 清泉女学院大学

P03-43 Roles of Vicarious Shame and Victim in Black Sheep
Effect on Offenders

○Onuki, Mayuko University of Southern California
Miller, Norman University of Southern California

P03-44 大学生の集団活動における関係的学習資源とコミッ
トメントが個人の成長に及ぼす影響

○野上 真 志學館大学

P03-45 商品の対象者を特定した表現の効果
「～が気になる方に」という表現から消費者はどの
ような認知をするか

○花尾 由香里 東京富士大学

P03-46 訪問先における旅行者の経験内容の分析 ○林 幸史 大阪国際大学
藤原 武弘 関西学院大学

P03-47 ブランドエクイティがくちコミ行動に及ぼす影響：
くちコミの成果に着目した検討

○前田 洋光 神戸親和女子大学
高木 修 関西大学

P03-48 人生希望に及ぼす誕生日の効果 ○川浦 康至 東京経済大学

P03-49 キッチンリフォームのライフスタイルへの影響につ
いて

○岡山 慶子 共立女子短期大学
水嶌 友昭 ささみらぼ
稲垣 円 (株)朝日エル
樋口 惠美子 (株)LIXIL
児玉 好信 共立女子短期大学

P03-50 自己謙遜表出に対する関係流動性知覚と文化的自己
観の規定関係
―文化的価値の観点からの集団表象の媒介効果―

○船越 理沙 フェリス女学院大学
潮村 公弘 フェリス女学院大学
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P03-51 友人関係における影響行動・調整行動の認知 ○荻原 祐二 京都大学
内田 由紀子 京都大学
楠見 孝 京都大学

P03-52 外国人受容へのアイデンティティ多様性の影響
―友人関係の単一・多重送信型による違い―

○向井 有理子 大阪市立大学
田端 拓哉 大阪市立大学
宮崎 弦太 大阪市立大学
池上 知子 大阪市立大学

P03-53 集団状況における自己抑制の発達的変化 ○山﨑 瑞紀 東京都市大学

P03-54 干ばつのエンボディメントとしてのマッサージ
―北西ケニア牧畜民トゥルカナの病気「糞肛門」
をめぐって―

○作道 信介 弘前大学

P03-55 中国における「ふつう」認知と感情状態：個人差要
因の検討

○黒石 憲洋 日本教育大学院大学
佐野 予理子 清泉女学院大学

P03-56 日系南米人親子が抱える問題に関するインタビュー
調査

○三田村 徳美 東京都市大学
山﨑 瑞紀 東京都市大学

P03-57 帰国子女の母国適応とホスト国適応 ○小島 奈々恵 広島大学
深田 博己 広島大学

P03-58 看護師の死への態度と宗教観―死の不安モデルか
らの検討―

○河野 由美 畿央大学

P03-59 養育者の対人ネットワークサイズと時間的制約感が
子育ての仕方に及ぼす影響

○西村 太志 広島国際大学
相馬 敏彦 広島大学

P03-60 物質主義傾向の要因とそれが相対的剥奪感に与える
効果

○引地 博之 東北大学
大渕 憲一 東北大学
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P03-61 交際相手からの暴力(Dating Violence)被害者の認
知傾向

○相羽 美幸 筑波大学
荒井 崇史 科学警察研究所

P03-62 交際相手からの暴力(Dating Violence)被害者の援
助要請行動

○荒井 崇史 科学警察研究所
相羽 美幸 筑波大学

P03-63 韓国中学生の「居場所感」―居場所感尺度作成の試
み―

○金 恩京 関西大学
遠藤 由美 関西大学

P03-64 東日本大震災における避難所の研究
―仙台市に隣接する 2市の場合―

○水田 恵三 尚絅学院大学

P03-65 中国人の分配公正感
―CGSS2006 データを用いた中国人の分配公正感の
検討―

○胡 一逾 北海道大学
犬飼 佳吾 北海道大学
亀田 達也 北海道大学

P03-66 裁判員の判決に対する公正感に関係する要因の検討 ○板山 昂 神戸学院大学

P03-67 一方的な意見を採り上げた事件報道が是認思考と行
動表出様式に及ぼす影響

○植田 裕吾 鶴川サナトリウム病院
井上 直子 桜美林大学

P03-68 非行少年の思考の柔軟性と対処方略の関連 ○足立 知子 名古屋大学
河野 荘子 名古屋大学
近藤 淳哉 大阪少年鑑別所
石井 秀宗 名古屋大学
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P04-01 自己愛の 2側面 (過敏型・誇大型) と屈辱感との関
連性の検討

○薊 理津子 聖心女子大学

P04-02 情報処理方略への気分の効果に状況因が与える影響 ○池谷 光司 東京大学
唐沢 かおり 東京大学

P04-03 “あがり”状況における作業抑制メカニズムの検討
―失敗認知と恥感情に着目して―

○山中 咲耶 名古屋大学
吉田 俊和 名古屋大学

P04-04 感動測定尺度の作成
―『帰ってきたドラえもん』映像と他者スキーマを
用いて―

○加藤 樹里 一橋大学
村田 光二 一橋大学

P04-05 プライムに味嗅覚刺激を用いたAMP紙面版の有効
性の検討

○山﨑 真理子 同志社大学

P04-06 感謝生起状況における対人行動の生起メカニズム
：感謝表現、返礼行動、向社会的行動に関する検討

○蔵永 瞳 広島大学
樋口 匡貴 広島大学

P04-07 怒りの維持過程―状況および特性の観点から― ○遠藤 寛子 筑波大学
湯川 進太郎 筑波大学

P04-08 言い訳としての「うつ病」に対する評価及び，評価
に関与する要因の検討

○山川 樹 日本大学
坂本 真士 日本大学

P04-09 反証事例の自発的想起を媒介とした検索容易性効果(2)：
同化効果を用いた検討

○織田 涼 立命館大学
八木 保樹 立命館大学

P04-10 発言者の反応と観察者の自己関与が発言の信用度の
判断に与える影響

○太幡 直也 常磐大学
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P04-11 身体的な温たかさが他者のあたたかさ認知に与える
影響

○津村 健太 一橋大学
樋口 収 一橋大学
村田 光二 一橋大学

P04-12 競争志向性と対人認知における相補性 ○矢田 尚也 大阪市立大学
池上 知子 大阪市立大学

P04-13 異性愛の顕現化が女性への相補的な対人認知に及ぼ
す影響

○天野 陽一 首都大学東京
沼崎 誠 首都大学東京
高林 久美子 一橋大学
石井 国雄 首都大学東京
佐々木 香織 (株)NTTデータスミス
松崎 圭佑 首都大学東京

P04-14 行為者に対する相互作用の予期が自発的特性推論に
与える影響

○谷口 友梨 立命館大学
八木 保樹 立命館大学

P04-15 多様な他者への心理的距離と異文化志向の関連 ○前村 奈央佳 琉球大学
加藤 潤三 琉球大学

P04-16 差別行動に影響する感情的要因について ○北村 英哉 東洋大学

P04-17 ステレオタイプ抑制におけるサブタイプ活性化の役割
―性ステレオタイプを用いた検討―

○山本 真菜 日本大学
岡 隆 日本大学

P04-18 自己価値への脅威が嫉妬的ステレオタイプの抑制に
及ぼす影響

○田戸岡 好香 一橋大学
村田 光二 一橋大学
石井 国雄 首都大学東京

P04-19 シングリズム：独身者差別は存在するか？ 佐藤 潤美 東北大学
○山本 雄大 東北大学
大渕 憲一 東北大学

P04-20 直接接触・拡張接触による在日コリアンへの偏見の
低減の男女差

○高 史明 東京大学
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P04-21 同性愛者に対する態度の規定因―ベトナムと日本
との比較―

○Nguyen, Thanh Toan 名桜大学
木村 堅一 名桜大学

P04-22 ワールドカップサッカー・南アフリカ大会と国民イ
メージ(3)
―試合中継の視聴の効果―

○佐久間 勲 文教大学
日吉 昭彦 文教大学

P04-23 男性同性愛者への偏見予測要因の検討 ○田坂 麻紘 名古屋大学
栗山 容子 国際基督教大学
唐沢 穣 名古屋大学

P04-24 女性サブカテゴリーが自己ステレオタイプ化に及ぼ
す影響

○高林 久美子 一橋大学

P04-25 事前と事後における因果的説明 ○外山 みどり 学習院大学

P04-26 インターネット親近感尺度の作成と信頼性・妥当性
の検討(1)

○江利川 滋 (株)TBS テレビ
渡辺 久哲 上智大学
山田 一成 法政大学

P04-27 インターネット親近感尺度の作成と信頼性・妥当性
の検討(2)

○渡辺 久哲 上智大学
江利川 滋 (株)TBS テレビ
山田 一成 法政大学

P04-28 IATと質問紙によるロマンティック幻想の測定
―3つの指標間の相関―

○麻生 奈央子 お茶の水女子大学
坂元 章 お茶の水女子大学
沼崎 誠 首都大学東京

P04-29 ｢ひとりぼっち回避規範｣の捉え方の変容プロセス ○大嶽 さと子 浜松医科大学
多川 則子 名古屋経済大学
吉田 俊和 名古屋大学

P04-30 対人コンピテンスと葛藤潜在化―顕在化方略の関
連性

○中津川 智美 名古屋大学
高井 次郎 名古屋大学
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P04-31 対立者の動機推測と対人葛藤方略 ○小嶋 かおり 新潟青陵大学・東北大学

P04-32 描画法に現れる対人関係における対人ストレス因子
の関わり

○犬塚 智咲子 愛知みずほ大学
安念 保昌 愛知みずほ大学

P04-33 1 回限りの囚人のジレンマゲームにおける協力行動
の予測
―対象人物の印象操作誘因の有無が行動予測と評
価に与える影響

○古川 みどり 東京大学
清成 透子 青山学院大学
長谷川 壽一 東京大学

P04-34 非協力者への罰と向社会性との関連 ○堀田 結孝 上智大学・日本学術振興会
山岸 俊男 北海道大学

P04-35 義援金の分配的公正評価：日本と中国の比較 ○高尾 堅司 川崎医療福祉大学
馬 偉軍 華東師範大学

P04-36 等質性の高い集団と異質性の高い集団による集団問
題解決過程

○飛田 操 福島大学

P04-37 発話データのコーディングによる集団内葛藤対処行
動の検討
―集団討議終了時の実質的葛藤との関連―

○村山 綾 関西学院大学
三浦 麻子 関西学院大学

P04-38 化学メーカーにおける安全行動と組織内コミュニ
ケーション(1)
―会社へのコミットメントによる調整効果―

○辻川 典文 関西大学
中川 由理 関西大学
一言 英文 (社)国際経済労働研究所
丹波 秀夫 (社)国際経済労働研究所

P04-39 化学メーカーにおける安全行動と組織内コミュニ
ケーション(2)
―集団志向性と関係満足の影響―

○中川 由理 関西大学
辻川 典文 関西大学
一言 英文 (社)国際経済労働研究所
丹波 秀夫 (社)国際経済労働研究所

P04-40 大学からのサポートが大学の魅力に及ぼす影響
―教員・授業の充実と学生の競争的達成動機の交
互作用効果―

○高木 浩人 愛知学院大学
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P04-41 プロジェクト・チームの集団討議における貢献行動
の検討

○平山 哲行 久留米大学
藤本 学 久留米大学

P04-42 上司と部下が双方に抱く信頼の効用
―職場の雰囲気に対する信頼の効用分析―

○藤原 勇 関西大学
丹波 秀夫 (社)国際経済労働研究所
高木 修 関西大学

P04-43 集団アイデンティティが課題および文脈的パフォー
マンスに及ぼす影響

○石﨑 香菜子 名古屋大学
黒川 光流 富山大学

P04-44 保育活動に関する言及の質的分析による組織的な問
題および改善課題の検討

○塚本 恵信 名古屋経済大学
橋村 晴美 名古屋経済大学

P04-45 組織における Transactive Memory System の形成
促進要因の検討
―タイムプレッシャー下における職務行動を中心
に―

○松尾 和代 九州大学
山口 裕幸 九州大学

P04-46 仕事志向性がストレス反応とコーピングに及ぼす影響
―看護師と教員及び一般職員の比較―

○松本 みゆき 名古屋大学
金井 篤子 名古屋大学

P04-47 働くことの価値観と職務特性の適合が職務満足に及
ぼす影響

○佐藤 有紀 名古屋大学
吉田 俊和 名古屋大学

P04-48 東日本大震災に関するうわさの伝達 ○竹中 一平 岡山短期大学

P04-49 流言接触後の行動規定要因に関する検討 ○岡田 知子 一橋大学
稲葉 哲郎 一橋大学

P04-50 東日本大震災における流言の伝播(1) ○稲葉 哲郎 一橋大学
佐藤 直子 一橋大学
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P04-51 東日本大震災における流言の伝播(2) ○佐藤 直子 一橋大学
稲葉 哲郎 一橋大学

P04-52 うつ病についての関心の推移：Yahoo! 知恵袋の質
問データの分析

○勝谷 紀子 日本大学
岡 隆 日本大学
坂本 真士 日本大学

P04-53 インターネットにおけるプライバシー意識と対策行
動，被害経験の関連

○佐藤 広英 筑波大学
太幡 直也 常磐大学

P04-55 携帯メールの即返行動：集合的勘違いか？ ○齋藤 高史 東北大学
山本 雄大 東北大学
大渕 憲一 東北大学

P04-56 ネット上の対人行動における対人不安傾向の影響 ○萬関 明子 大阪府立大学

P04-57 ソーシャルメディアへの書き込みのテレビの影響に
ついての考察

○新井 範子 上智大学

P04-58 心理社会的問題を抱えた青少年のインターネット利
用の効果に関する再検討
――自傷・自殺念慮を抱えた青少年に焦点をあて
て――

○砂谷 有里 明治学院大学

P04-59 ネット時代のテレビの役割(1)―調査の概要とメ
ディア利用の経年変化―

○萩原 滋 慶應義塾大学
渋谷 明子 慶應義塾大学
志岐 裕子 長崎純心大学
李 光鎬 慶應義塾大学
小城 英子 聖心女子大学
上瀬 由美子 立正大学

P04-60 ネット時代のテレビの役割(2)─SNS 利用とテレビ
視聴─

○渋谷 明子 慶應義塾大学
志岐 裕子 長崎純心大学
李 光鎬 慶應義塾大学
小城 英子 聖心女子大学
上瀬 由美子 立正大学
萩原 滋 慶應義塾大学
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P04-61 ネット時代のテレビの役割(3)―番組志向性とメ
ディア接触―

○志岐 裕子 長崎純心大学
李 光鎬 慶應義塾大学
小城 英子 聖心女子大学
上瀬 由美子 立正大学
萩原 滋 慶應義塾大学
渋谷 明子 慶應義塾大学

P04-62 ネット時代のテレビの役割(4)―年齢によるメディ
ア選択の違い

○李 光鎬 慶應義塾大学
小城 英子 聖心女子大学
上瀬 由美子 立正大学
萩原 滋 慶應義塾大学
渋谷 明子 慶應義塾大学
志岐 裕子 長崎純心大学

P04-63 ネット時代のテレビの役割(5)―スター・アイドル
の社会的共有と時間的展望―

○小城 英子 聖心女子大学
萩原 滋 慶応義塾大学
渋谷 明子 慶応義塾大学
志岐 裕子 長崎純心大学
李 光鎬 慶応義塾大学
上瀬 由美子 立正大学

P04-64 テレビニュース・ワイドショー・情報番組視聴の利
用と満足(2)
―疑似社会的相互作用の充足とニュース番組視聴―

○川端 美樹 目白大学

P04-65 「24 時間テレビ 愛は地球を救う」の分析(4)
―番組コーナー内で用いられる映像・音声技法―

○山本 明 中部大学

P04-66 医療事故報道に必要な情報とメディアの視点
―医療事故番組視聴レポートの分析 2―

○鈴木 靖子 成城大学

P04-67 環境まちづくり団体活動への住民の参加動向(2) ○仁科 信春 福岡工業大学

P04-68 地域防災意識の調査研究(5)
―仙台市と東京都の比較―

○清水 裕 昭和女子大学
西道 実 プール学院大学
竹中 一平 岡山短期大学
田中 優 大妻女子大学
福岡 欣治 川崎医療福祉大学
堀 洋元 大妻女子大学
松井 豊 筑波大学
水田 恵三 尚絅学院大学
元吉 忠寛 関西大学
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P04-69 津波の避難(1)
2010 年チリ地震津波の避難行動における意思決定

○関谷 直也 東洋大学
田中 淳 東京大学
地引 泰人 東京大学

P04-70 津波の避難(2)―2010 年チリ地震津波における避難
行動における意志決定

○田中 淳 東京大学
関谷 直也 東洋大学
地引 泰人 東京大学

P04-71 京都市中京区における近隣生活圏とコミュニティ意
識(2)
―居住地移動とコミュニティ意識との関わり―

○岡本 卓也 関西学院大学
石盛 真徳 京都光華女子大学
加藤 潤三 琉球大学

P04-72 コミュニティ価値の地域間比較 ○加藤 潤三 琉球大学
前村 奈央佳 琉球大学
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