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P01-01 ケアマネジャーの基礎資格別バーンアウト影響要因
の比較

○安田 崇子 慶應義塾大学

P01-02 教室での規範逸脱行動と適応感の関連：縦断的デー
タによる検討

○出口 拓彦 奈良教育大学

P01-03 Self and subjective well-being in Japan and South
Korea

○Park, Joonha 東京大学

P01-04 自己犠牲の適応性の検討 (1)―動機・内容・相互
依存性の観点から―

○小澤 拓大 専修大学
下斗米 淳 専修大学

P01-05 中国人の社会的笑い ○李 珊 目白大学
渋谷 昌三 目白大学

P01-06 社会関係の多様性と信頼性判断 ○林 直保子 関西大学

P01-07 発話された皮肉の持つ効果―自由記述による検討 ○澤海 崇文 東京大学

P01-08 ペン選択時の注意配分：眼球測定装置を用いた検討 ○谷田 林士 大正大学

P01-09 呈示者の持っている情報の違いが繰り返しの犯人識
別の回答に与える影響

○川村 幸弘 駿河台大学

P01-10 現実世界状況法によるパーソナル・スペースの測定 ○山口 千晶 合名会社 神宗
山 祐嗣 大阪市立大学
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P01-11 嘘をつく能力が欺瞞時に表われる行動に及ぼす影響 ○朴 喜静 大阪大学
大坊 郁夫 東京未来大学

P01-12 隠蔽の微笑みについての一考察 ○弓場 美佳子 神戸大学
大坊 郁夫 東京未来大学
米谷 淳 神戸大学

P01-13 知識獲得と体験が大学生のコミュニケーション力に
及ぼす効果
―講義とインターンシップ研修による比較―

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

P01-14 研修先での会話量がコミュニケーション力観および
研修満足度に及ぼす影響

○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

P01-15 親密さの違いによるメールの振る舞い方に関する研究 ○石川 真 上越教育大学
平田 乃美 白鴎大学

P01-16 日常場面における笑顔に対する信頼性判断 ○大薗 博記 早稲田大学・日本学術振興会

P01-17 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 II

○岡本 香 東京福祉大学

P01-18 唱道者の専門性と文末表現が説得効果に及ぼす影響 ○北村 英哉 関西大学

P01-19 釈明者が誠実さを感じる応答様式の検討 ○エトウ ジョナタン 名古屋大学
清水 健司 信州大学
内藤 哲雄 福島学院大学
唐沢 穣 名古屋大学

P01-20 感謝を表出する行動の特徴に関する分析 ○蔵永 瞳 広島大学
樋口 匡貴 広島大学
福田 哲也 広島大学
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P01-21 2者間会話場面におけるパーソナリティ認知と自己
表出との関係

○松山 早希 大阪大学
大坊 郁夫 東京未来大学
谷口 淳一 帝塚山大学

P01-22 大学新入生の学校適応に関連する要因について ○林 幸史 大阪国際大学
小牧 一裕 大阪国際大学
石井 滋 大阪国際大学
森上 幸夫 大阪国際大学
青野 明子 大阪国際大学
戸口 愛泰 大阪国際大学

P01-23 コントにおける出演者の視線の向きが聴衆に及ぼす
影響

○舟戸 貴織 名古屋大学
内藤 哲夫 福島学院大学

P01-24 東日本大震災発災後の行動に及ぼす特性不安と共感
性の影響
―首都圏に居住する大学生の利己的行動・利他的
行動―

○清水 裕 昭和女子大学

P01-25 COMT 遺伝子多型による他者援助とその基盤とな
る情動制御の個人差

○日道 俊之 京都大学
野村 理朗 京都大学

P01-26 スポーツ集団における集合的効力感の信念様態 ○内田 遼介 大阪体育大学
土屋 裕睦 大阪体育大学

P01-27 地域コミュニティの凝集性 ○塩谷 尚正 関西大学
土田 昭司 関西大学
中川 由理 関西大学
辻川 典文 神戸親和女子大学

P01-28 集団主義は異なる意見を排除するのか：集団主義が
寛容性に与える正の効果

○池田 真季 東京大学
村本 由紀子 東京大学
正木 郁太郎 東京大学
品田 瑞穂 東京大学
二木 望 東京大学
岡田 真波 東京大学

P01-29 命令的規範と記述的規範の乖離状況における行動促
進アプローチ

○應治 麻美 名古屋大学
石田 正浩 京都府立大学
唐沢 穣 名古屋大学
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P01-30 集団における排斥の観察が、その後の集団愛着に及
ぼす影響

○礒部 智加衣 千葉大学

P01-31 リーダー行動と集団業績がリーダー評価へ与える影響 ○森下 雄輔 帝塚山大学
谷口 淳一 帝塚山大学

P01-32 仲間集団の勢力分布が集団内排斥・受容傾向に及ぼ
す影響
―地位構造を規定する勢力類型に着目して―

○玉井 颯一 名古屋大学
吉澤 寛之 岐阜聖徳学園大学

P01-33 手続き的公正が満足感に及ぼす影響
―大学サークル集団における集団フォーマル性認知
の差違に着目して―

○三ツ矢 慎平 名古屋大学
吉田 俊和 名古屋大学

P01-34 社会的分配と不確実性：Eye-trackerによる情報探
索過程の検討

○小谷 侑輝 北海道大学
犬飼 佳吾 北海道大学
亀田 達也 北海道大学

P01-35 命令的規範と記述的規範の影響過程に関する検討
―社会規範と重要度が後部座席のシートベルト着
用頻度に与える影響過程―

○高木 彩 千葉工業大学
安藤 雅和 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

P01-36 集団内成員の関係性満足に影響力保持と影響力格差
が与える効果

○岡田 安功 (公財)鉄道総合技術研究所
荻原 祐二 京都大学
Morling, Beth University of Delaware
内田 由紀子 京都大学

P01-37 集団目的と対立する集団規範へのコントロール行動
と、集団主義の関係の検討

○正木 郁太郎 東京大学
山口 勧 東京大学
村本 由紀子 東京大学

P01-38 集団内における多数派―少数派の立場変化が感情
状態に及ぼす影響
―集団実体性の観点から―

○佐野 予理子 清泉女学院大学

P01-39 生徒の仲間集団の排他性に関する研究 (2) ○有倉 巳幸 鹿児島大学

P01-40 従業員の職業価値観とリーダー・タイプの選好に関
する研究

○平川 奈々 東北大学
大渕 憲一 東北大学
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P01-41 学級課題と児童の欲求間の一致が教師の指導性統合
に及ぼす影響：学級内比較

○弓削 洋子 愛知教育大学

P01-42 分散型リーダーシップ構造における機能分担の有効
性の検討

○坂田 桐子 広島大学
外浦 千加 双日建材(株)
清水 裕士 広島大学
早瀬 良 岡山大学

P01-43 解の自明性が低い課題の時，誰がリーダーとして選
ばれるのか

○飛田 操 福島大学

P01-44 集団内で発揮される自己制御の検討
―社会的感受性および社会的自己制御に着目して―

○原田 知佳 名城大学
土屋 耕治 南山大学

P01-45 集団討議における体験が満足度に及ぼす影響 ○上田 あすみ 神戸学院大学
板山 昂 神戸学院大学
吉野 絹子 神戸学院大学

P01-46 パーソナリティ特性と欺瞞の意思決定の関係 ○篠原 優 東京大学
伊藤 言 東京大学
高野 陽太郎 東京大学

P01-47 協力の質が外集団脅威認知に与える影響の検討 ○坪井 翔 京都大学・日本学術振興会
渡部 幹 早稲田大学

P01-48 日中関係における集合的屈辱感が両国間の態度に及
ぼす影響
両国の大学生における検討

○黄 麗華 九州大学
縄田 健悟 九州大学
樊 琴 九州大学
山口 裕幸 九州大学

P01-49 集団間の不公平が外集団への拒否意図に与える影響 ○伊藤 健彦 東京大学
唐沢 かおり 東京大学

P01-50 正当化装置としての正義：『正義』が攻撃評価に与
える影響

○寺口 司 大阪大学
釘原 直樹 大阪大学
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P01-51 翻訳チャットのためのリテラシー教育が偏見低減に
及ぼす効果

○松尾 由美 お茶の水女子大学
田島 祥 関東学園大学
石井 奈保美 同徳女子大学校
奥山 洋子 同徳女子大学校
坂元 章 お茶の水女子大学

P01-52 集団と個人の地位が集団の地位変動に関する動機に
及ぼす影響

○杉浦 仁美 広島大学・日本学術振興会
清水 裕士 広島大学
坂田 桐子 広島大学

P01-53 サンクショナーの評判に対する合意の効果 ○真島 理恵 熊本学園大学

P01-54 ゲーム法を用いた場合の負の互恵性に対する意図の
効果

○田中 大貴 神戸大学

P01-55 地域におけるコリアンマイノリティ
『在日一世の記憶』の分析

○渡辺 正恵 追手門学院大学

P01-56 職務年数と職務レジリエンスの関連性の検討 ○菊地 梓 九州大学・日本学術振興会
山口 裕幸 九州大学

P01-57 NPO団体におけるスキル継承過程の検討 (3) ○新井 洋輔 東京福祉大学

P01-58 組織コミットメントと性格特性
―大学生を対象とした調査―

○高木 浩人 愛知学院大学
石田 正浩 京都府立大学

P01-59 成果主義賃金がチームワーク行動に及ぼす影響
―職務の相互依存性と個人の自律性による調節効
果―

○佐藤 有紀 名古屋大学
吉田 俊和 名古屋大学

P01-60 若年男性の雇用形態に関する原因帰属
―正規・非正規雇用男女データを用いた多母集団
同時分析による検討―

○大石 千歳 東京女子体育大学・同短期大学
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P01-61 上司―部下の関係崩壊の原因と修復方法に関する
研究

○山浦 一保 立命館大学

P01-62 教育実習でリアリティショックを受けた場合，実習
生のキャリア発達を促すための有効な支援は？
―メンタリングに着目して―

○児玉 真樹子 広島大学

P01-63 プロアクティブ特性と就職課活用度による職務探索
行動の違い

○吉原 克枝 福岡工業大学短期大学部

P01-64 ものを捨てる人、捨てられない人
―キッチンリフォームからの考察―

○岡山 慶子 共立女子短期大学
樋口 恵美子 (株)LIXIL
栗林 理恵 (株)朝日エル
伊藤 由貴 (株)朝日エル
川浦 康至 東京経済大学

P01-65 企業イメージに対するキャラクター印象の影響 ○田部井 明美 東京国際大学

P01-66 個人情報の収集場面における情報流出への懸念
―個人情報に関する探索的研究―

○中村 慎佑 関西大学

P01-67 どのような人がどのようなときに苦情を言うか？
―従業員に対する期待と不満・苦情との関係―

○彼谷 直子 筑波大学
野本 可奈 筑波大学
丸田 美穂子 筑波大学
菅 優一郎 筑波大学
松井 豊 筑波大学

P01-68 戦略的自己呈示と着装 ○遠藤 健治 青山学院大学

P01-69 女子大学生のボディイメージに関する研究 ○牛田 好美 京都ノートルダム女子大学

P01-70 大学新入生の対人信頼感の変化に関連する要因の検討 ○水野 邦夫 帝塚山大学
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P02-01 もったいない情動特性の構成概念妥当性の検証 ○黒川 雅幸 福岡教育大学

P02-02 表情認知における気分一致効果に関する研究
―表情認知バイアスの検討―

○趙 紫薇 神戸大学
弓場 美佳子 神戸大学
米谷 淳 神戸大学

P02-03 感情誤帰属手続きを用いた商品評価の有効性の検討
―緑茶飲料の比較―

○山﨑 真理子 京都橘大学

P02-04 自自己愛の 2側面 (過敏型・誇大型) と屈辱感との
関連性の検討 (2)

○薊 理津子 聖心女子大学

P02-05 ワーキングメモリキャパシティの個人差が
社会的文脈における感情制御に及ぼす影響

○吉田 綾乃 東北福祉大学

P02-06 「ふつう」からみた分配行動 (12)：集団主義傾向お
よび成功回避動機の影響

○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

P02-07 マズローの欲求階層理論の検証 ○佐伯 政男 慶應義塾大学
前野 隆司 慶應義塾大学

P02-08 Implicit Positive And Negative Affect Test (IPANAT)
日本語版作成の試み (2)

○下田 俊介 東洋大学
大久保 暢俊 東洋大学
小林 麻衣 東洋大学
佐藤 重隆 東洋大学
北村 英哉 関西大学

P02-09 Implicit Positive And Negative Affect Test (IPANAT)
日本語版作成の試み (3)

○佐藤 重隆 東洋大学
下田 俊介 東洋大学
大久保 暢俊 東洋大学
小林 麻衣 東洋大学
北村 英哉 関西大学

P02-10 日本人におけるイメージ課題によるチョコレート
craving 抑制効果

○小松 さくら 同志社大学
Kemps, Eva Flinders University
Tiggemann, Marika Flinders University
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P02-11 羞恥表出者の心的状態に対する観察者の推測 ○福田 哲也 広島大学
樋口 匡貴 広島大学
蔵永 瞳 広島大学

P02-12 シャーデンフロイデと共感の認知が対人知覚に及ぼ
す影響

○鄭 珪熙 東京大学
唐沢 かおり 東京大学

P02-13 動機づけ向上のためのシナリオ作成 (7)
―勤務形態による動機づけ効果の違いについて―

○戸梶 亜紀彦 東洋大学

P02-14 質問紙によるシャーデンフロイデについての実態調査
―学生における競争的な状況に限定して―

○竹部 成崇 一橋大学
村田 光二 一橋大学

P02-15 集合罪悪感は日常生活場面でも生起するか ○白石 彩乃 広島大学
樋口 匡貴 広島大学

P02-16 怒り反すう特性が怒りの持続と認知，報復動機に及
ぼす影響

○八田 武俊 岐阜医療科学大学

P02-17 他視点取得時における攻撃概念の情報処理 ○常岡 充子 科学警察研究所・東京大学
加藤 毅典 東京大学
高野 陽太郎 東京大学

P02-18 道徳的違反に対する義憤としての怒り感情
―Justice Sensitivityは義憤を喚起させるか？―

○上原 俊介 東北大学
中川 知宏 近畿大学
田村 達 岩手県立大学

P02-19 新聞記事言説による「いじめ」の社会的な構成と解
離：
助詞分析による検討

○八ッ塚 一郎 熊本大学

P02-20 人身事故の量刑判断におけるアンカリング効果 ○森 津太子 放送大学

ポスター発表 02 第 2 日

─ 57 ─



ポスター発表 第 2日 11 月 18 日 (日)

ポスター発表 02 (大ホール入口) 11 : 15〜12 : 45

在籍責任時間 奇数番号：11 : 15〜12 : 00 偶数番号：12 : 00〜12 : 45

P02-21 奪い合いの意識は不幸を招くか？
―資源の限定観からの検討―

○村上 幸史 神戸山手大学

P02-22 社会的排斥が自己と内集団の類似性に与える影響 ○渡辺 匠 東京大学
唐沢 かおり 東京大学

P02-23 解釈レベルと共感性 (社会的距離)――自他の区分 ○伊藤 言 東京大学
篠原 優 東京大学
高野 陽太郎 東京大学

P02-24 促進焦点時にパートナーが自己の目標追求に及ぼす
影響の検討―目標タイプに注目して―

○渡邊 さおり 一橋大学
村田 光二 一橋大学

P02-25 統制感覚と相補的世界観の関係 ○池上 知子 大阪市立大学

P02-26 階層的目標と社会的適応性 (5)
―個人内制御領域における目標固有の状況変動と
規範適合性の影響―

○吉澤 寛之 岐阜聖徳学園大学
中島 誠 三重大学
吉田 琢哉 東海学院大学
原田 知佳 名城大学
土屋 耕治 南山大学

P02-27 マインドセット・プライミングが説得効果に及ぼす
影響

○松崎 圭佑 首都大学東京
沼崎 誠 首都大学東京

P02-28 スポーツ場面での誤認知に関する研究 ○安部 健太 学習院大学

P02-29 地位格差を伴う集団間関係の下での合意性推定 ○田村 美恵 神戸市外国語大学

P02-30 解釈レベルが遡及的悲観主義に及ぼす影響 ○桑山 恵真 一橋大学
樋口 収 一橋大学
村田 光二 一橋大学
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P02-31 女性サブカテゴリーの事例の想起が性役割態度に及
ぼす影響

○埴田 健司 一橋大学
村田 光二 一橋大学

P02-32 母娘間の透明性錯覚 ○武田 美亜 青山学院女子短期大学

P02-33 健康目標と誘惑の提示状況が食べ物の魅力に及ぼす
影響

○新井田 恵美 東洋大学
大江 朋子 帝京大学

P02-34 存在論的恐怖が初対面の異性に対する関係希求反応
に及ぼす影響
―肉食・草食動物プライミングを加えた検討―

○小林 麻衣 東洋大学
清田 尚行 東洋大学
北村 英哉 関西大学

P02-35 視点取得が自己評価および推論に与える影響 ○工藤 恵理子 東京女子大学

P02-36 禁煙外来患者の喫煙量減少に及ぼす潜在的・顕在的
要因

○小林 知博 神戸女学院大学
狭間 礼子 大阪大学
平井 啓 大阪大学

P02-37 青年期におけるコミュニケーション・スキルと友人
関係
―大学生の同性・異性友人に対するコミュニケー
ション・スキルの性差，学年差の検討―

○牧野 幸志 摂南大学

P02-38 大学新入生における大学生活の不安と友人関係の関連 ○高木 麻未 大阪人間科学大学

P02-39 現代青年の友人関係のあり方と「ランチメイト症候
群」傾向の関連

○岡田 努 金沢大学

P02-40 性的動画・雑誌接触が青少年の性意識・行動に及ぼ
す影響 (1)
―性行動への影響―

○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
熊崎 あゆち お茶の水女子大学
桂 瑠以 お茶の水女子大学
坂元 章 お茶の水女子大学
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P02-41 性的動画・雑誌接触が青少年の性意識・行動に及ぼ
す影響 (2)
―性的リアリティへの影響―

○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
熊崎 あゆち お茶の水女子大学
桂 瑠以 お茶の水女子大学
坂元 章 お茶の水女子大学

P02-42 大学生における恋愛によって生じる心理的変化 (2)
―対他的変化に関して―

○髙橋 真知子 筑波大学

P02-43 Parental influence on their childrenʼs mating
relationships among married people in Japan

○TANIGUCHI, Hirokazu Nagasaki University
DUBBS, L. Shelli University of Queensland
BUUNK, P. Abraham University of Groningen and

Royal Netherlands Academy of
Arts and Sciences

P02-44 青年期における親密な関係の崩壊に関する研究
：心理的適応との関連に注目して

○境野 友美 文部科学省

P02-45 対人関係の種別における優先度および影響力と配慮
行動との関連性
―社会規範の探索的研究 (12)―

○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

P02-46 大学生における対人嫉妬尺度の信頼性と妥当性の検討 ○今川 民雄 北星学園大学
渡邉 舞 北星学園大学

P02-47 大学生のストレス開示抑制態度に関する研究 2 ○兪 善英 筑波大学

P02-48 友人関係の親密化過程におけるパーソナリティの類
似性認知が対人魅力に及ぼす影響

○土本 將貴 北星学園大学
今川 民雄 北星学園大学

P02-49 友人関係の単一―多重送信性が拒絶のサインへの
感受性に及ぼす影響
―友人ネットワーク密度に注目して―

○宮崎 弦太 大阪市立大学
池上 知子 大阪市立大学

P02-50 親密な他者からの社会的拒絶への対処行動とその規
定因
―自己開示場面での相手の反応性の予期に焦点を
あてて―

○太田 洋介 大阪市立大学
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P02-51 成人期における主観的幸福感：対人関係からの検討 ○荻原 祐二 京都大学
内田 由紀子 京都大学

P02-52 大学生の友人関係における消極的関係維持 (6)
―対人関係維持動機と潜在的友人選好との関連―

○安藤 史高 岐阜聖徳学園大学
高木 邦子 静岡文化芸術大学

P02-53 都市的環境で拡大する少数派の趣味ネットワーク ○石黒 格 日本女子大学
竹村 幸祐 京都大学

P02-54 外国人研修生に対する批判への反論課題の効果 ○沼田 潤 同志社大学

P02-55 関係流動性が対人恐怖傾向に与える影響
―国内地域間比較を用いた検討―

○佐藤 剛介 北海道大学

P02-56 日米の中高年における精神的健康と身体的健康との
関連

○菅 知絵美 東京大学
唐澤 真弓 東京女子大学

P02-57 一般的他者への態度に及ぼす社会的ネットワークの
影響

○針原 素子 東京女子大学

P02-58 対人関係における選択の自由と親密性―日加比較
研究―

○山田 順子 北海道大学
鬼頭 美江 北海道大学・日本学術振興会
結城 雅樹 北海道大学・社会科学実験研究セ

ンター

P02-59 中高年における関係性のパターンと well-being と
の関連

○杉野 珠理 東京女子大学
唐澤 真弓 東京女子大学

P02-60 Domestic violence perception: A comparative study
of Japan, China and the U.S. (1)

○Morinaga, Yasuko Hiroshima University
Nguyen, Thanh Toan Hiroshima University
Frieze, H. Irene Univ of Pittsburgh
Doi, Akiko Kobe Gakuin Univ.
Hirai, Tatsuya Ritsumeikan Asia Pacific Univ
Cheng, Jessica Univ. of Pittsburgh
Li, Manyu Univ. of Pittsburgh
Li, Cha Northeast Normal Univ.
Joo, Eunsun Duksung Womenʼs Univ
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P02-61 Domestic violence perception: A comparative study
of Japan, China and the U.S. (2)

○Nguyen, Thanh Toan Hiroshima Univ.
Morinaga, Yasuko Hiroshima Univ.
Frieze, H. Irene Univ. of Pittsburgh
Cheng, Jessica Univ. of Pittsburgh
Li, Manyu Univ. of Pittsburgh
Doi, Akiko Kobe Gakuin Univ.
Hirai, Tatsuya Ritsumeikan Asia Pacific Univ.
Joo, Eunsun Duksung Womenʼs Univ.
Li, Cha Northeast Normal Univ.

P02-62 感情抑制スキルに関する日韓比較研究 ○陸 英善 東洋大学

P02-63 在日中国人学生の異文化適応スキル訓練の持続効果 ○毛 新華 神戸学院大学

P02-64 親密な関係における暴力被害後の相談行動に影響を
あたえる要因の検討

○清田 尚行 東洋大学

P02-65 分配場面における outcomeバイアス効果の検討 ○胡 一逾 北海道大学
亀田 達也 北海道大学

P02-66 災害時対応の正当化が対応に関する印象評価に及ぼ
す影響

○山内 香奈 (公財)鉄道総合技術研究所
村越 暁子 (公財)鉄道総合技術研究所
藤浪 浩平 (公財)鉄道総合技術研究所
斎藤 綾乃 (公財)鉄道総合技術研究所
小美濃 幸司 (公財)鉄道総合技術研究所
菊地 史倫 (公財)鉄道総合技術研究所

P02-67 乳幼児を育てる母親の意識と行動 ○川西 千弘 京都光華女子大学
土居 淳子 京都光華女子大学

P02-68 育児サポート・ネットワークのサイズと同質性・異
質性および制約感が子どもへの非意図的暴力に及ぼ
す影響

○西村 太志 広島国際大学
相馬 敏彦 広島大学
古谷 嘉一郎 比治山大学
長沼 貴美 広島国際大学
内田 裕之 大阪大学

P02-69 ニート・ひきこもりリスクと表情認知の関連 ○矢野 裕理 京都大学
内田 由紀子 京都大学
上田 祥行 京都大学
増田 貴彦 アルバータ大学

P02-70 奈良県斑鳩町における徒歩生活圏の再構築に向けた
事例研究

○中原 洪二郎 奈良大学
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P03-01 学業領域における理想と現実の差異が自己受容に与
える影響
―愛着による緩和効果―

○外尾 安由子 大阪市立大学
池上 知子 大阪市立大学

P03-02 接近回避志向と友人関係のありかたが自尊心と精神
的健康に及ぼす影響

○笹山 郁生 福岡教育大学

P03-03 賞賛獲得欲求の下位構造に関する検討 ○小島 弥生 埼玉学園大学
太田 恵子 一橋大学

P03-04 自己制御規範の観点からのセルフ・モニタリング概
念の再検討

○山岡 重行 聖徳大学
柿本 敏克 群馬大学
清水 裕 昭和女子大学

P03-05 自己愛と性格特性，対人不安に関する日韓比較 ○趙 善英 早稲田大学

P03-06 存在論的恐怖が動機づけるのは自己高揚か，一貫性
希求か？
：達成事象の主観的時間的距離に着目した検討

○脇本 竜太郎 明治大学

P03-07 BMIとバストサイズの 2軸による身体像分類およ
びその特徴

○鈴木 公啓 東京未来大学
菅原 健介 聖心女子大学

P03-08 日本語版弁証法的自己観尺度 (Dialectical Self
Scale) の開発

鈴木 智子 京都大学
○阿久津 聡 一橋大学
竹村 幸祐 京都大学
浜村 武 香港中文大学

P03-09 特性レベルの自己概念活性化が将来の計画立案に及
ぼす影響

○藤島 喜嗣 昭和女子大学

P03-10 自己の多面性に違和感を感じるようになる条件 ○田島 司 北九州市立大学

ポスター発表 03 第 2 日

─ 63 ─



ポスター発表 第 2日 11 月 18 日 (日)

ポスター発表 03 (大ホール入口) 13 : 45〜15 : 15

在籍責任時間 奇数番号：13 : 45〜14 : 30 偶数番号：14 : 30〜15 : 15

P03-11 相互独立的‐相互協調的自己観と価値観の関連
―世界価値観調査 2010日本データによる年代別の
検討―

○繁桝 江里 青山学院大学

P03-12 社会的トリレンマ状況における向集団的行動と自尊心 ○寺嶌 裕登 名古屋大学
久保田 健市 名古屋市立大学

P03-13 自己効力感および行動の規定要因についての基礎的
研究
―就職活動に対する自己効力感を用いた考察―

○太田 さつき 東京富士大学

P03-14 スピーチ前後のストレスに及ぼす聴衆の効果と話者
の特性

○吉澤 英里 青山学院大学

P03-15 オープナー・スキルが高い人の発話特徴
―相談場面のロールプレイを通して―

○徳永 侑子 岡山大学
堀内 孝 岡山大学

P03-16 偏見に対する評価条件付けが潜在的偏見の低減に及
ぼす影響

○栗田 季佳 京都大学・日本学術振興会
唐牛 祐輔 京都大学
楠見 孝 京都大学

P03-17 喫煙者に対する否定的ステレオタイプと差別 ○山本 雄大 東北大学
佐藤 潤美 東北大学
大渕 憲一 東北大学

P03-18 社会集団に対するイメージ：ステレオタイプ内容モ
デルからの検討

○佐久間 勲 文教大学

P03-19 男性同性愛者カテゴリーの曖昧さが異性愛者の態度
に与える影響について

○田坂 麻紘 名古屋大学
唐沢 穣 名古屋大学

P03-20 性ステレオタイプが人物の否定的印象に及ぼす効果 (2) ○松尾 藍 筑波大学
吉田 富二雄 東京成徳大学
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P03-21 エイズに対する潜在的態度に非社会的ポジティブ文
脈が及ぼす影響

○大澤 裕美佳 大阪市立大学
池上 知子 大阪市立大学

P03-22 男性異性愛者のジェンダー自尊心と同性愛者に対す
る態度

○鈴木 文子 大阪市立大学
池上 知子 大阪市立大学

P03-23 異性愛の顕現化が親密な異性へのステレオタイプ適
用に及ぼす影響

○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

P03-24 ステレオタイプ変容と情報接触
―顕在指標と潜在指標を用いて―

○佐名 龍太 名古屋大学
久保田 健市 名古屋市立大学

P03-25 ムードが内的偏見抑制動機による潜在的偏見の低減
に及ぼす効果

○石井 国雄 首都大学東京
沼崎 誠 首都大学東京

P03-26 独身者差別における結婚関連信念の影響 ○佐藤 潤美 東北大学
山本 雄大 東北大学
大渕 憲一 東北大学

P03-27 Twitterにおけるコリアンについての言説の分析 ○高 史明 神奈川大学

P03-28 ジェンダー意識に関する検討 V
―軟弱性と恋愛行動の視点から―

○高井 範子 大阪行岡医療大学
井上 靖子 太成学院大学
藤井 小百合 太成学院大学

P03-29 性役割態度における価値観と行動の関連
〜認知された周囲の性役割観と経験への開放性の視
点から〜

○青山 明日香 東海大学附属病院
金井 篤子 名古屋大学

P03-30 女子学生における男女の役割に関する意見の差異と
その対処の検討

○宇井 美代子 玉川大学
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P03-31 ホモフォビアに関する文化ジェンダーモデルと進化
モデルの検討
―一般他者と親族の比較―

○安達 菜穂子 大阪市立大学
増田 尚史 広島修道大学
池上 知子 大阪市立大学

P03-32 BS的言動経験尺度作成の試み ○後藤 沙奈 広島大学
大塚 泰正 広島大学
坂田 桐子 広島大学

P03-33 男性へのバックラッシュ効果に死の顕在化処理が及
ぼす影響

○倉矢 匠 東洋大学
北村 英哉 関西大学

P03-34 物語への移入が物語の登場事物に対する態度に及ぼ
す影響
主人公と登場事物の関係に注目した検討

○小森 めぐみ 一橋大学

P03-35 大学生の健康リスク認知と健康行動 ○西垣 悦代 関西医科大学

P03-36 デフォルトは態度を変えるか ○山田 歩 東京大学
外山 みどり 学習院大学

P03-37 心理的距離と説得メッセージの抽象度がブランドへ
の愛着感に及ぼす影響
―「ユニクロ」と「ヤフー」を用いて―

○勝村 史昭 一橋大学
村田 光二 一橋大学

P03-38 時間的距離と説得方略がエコバッグの評価に及ぼす
影響

○佐藤 広弥 一橋大学
及川 昌典 同志社大学
稲葉 哲郎 一橋大学

P03-39 医療者における専門性の差異が説得内容の理解度に
及ぼす影響

○村瀬 英子 愛知淑徳大学
斎藤 和志 愛知淑徳大学

P03-40 記述的規範の向社会的行動への効果：時系列的検討 ○村上 史朗 奈良大学
小西 琢 NEC
土井 伸一 NEC
板谷 聡子 NEC
田仲 理恵 NEC
山田 敬嗣 NEC
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P03-41 ポスターのイラストとメッセージの組み合わせが社
会的迷惑行為抑止意図に及ぼす影響

○高山 美穂 名古屋大学
吉田 俊和 名古屋大学

P03-42 態度の両価性が情報探索方略に及ぼす影響
―オンラインの情報処理を指標とした検討―

○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

P03-43 大学生の被ライバル視に関する研究 ○太田 伸幸 中部大学

P03-44 心理的負債感が組織市民行動と役割外行動に及ぼす
影響

○石﨑 香菜子 名古屋大学
吉田 俊和 名古屋大学

P03-45 心理学に対するイメージ (5)
―心理学の学習がその後の社会人生活でどのよう
に役立ったか―

○大橋 恵 東京未来大学
岩崎 智史 東京未来大学
藤後 悦子 東京未来大学

P03-46 アンカリング効果の生起プロセスを分ける要因の検討 ○柴田 健史 東京大学
高野 陽太郎 東京大学

P03-47 生理的喚起が他者に噂を話したいと思う程度に及ぼ
す影響

○長谷川 由加子 上智大学
竹澤 正哲 上智大学

P03-48 メディア環境の変化とニュース普及過程の変容 (1)
―金正日死亡のニュースはどのように広まったの
か―

○鈴木 万希枝 東京工科大学
李 光鎬 慶応義塾大学

P03-49 メディア環境の変化とニュース普及過程の変容 (2)
―金正日死亡ニュースの普及過程における付加的
情報の確認と共有行動―

○李 光鎬 慶應義塾大学
鈴木 万希枝 東京工科大学

P03-50 SNSにおけるプロフィール情報の公開に関する基
礎的検討

○佐藤 広英 筑波大学
太幡 直也 常磐大学
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P03-51 ソーシャルゲーム課金者のコミュニケーションの特性 ○新井 範子 上智大学

P03-52 うつ病についての関心の推移 (2)：Yahoo ! 知恵袋
の質問データの分析

○勝谷 紀子 青山学院大学
岡 隆 日本大学
坂本 真士 日本大学

P03-53 ソーシャルメディア上の自己開示と自尊心との関連 ○福田 詩織 名古屋大学
中山 真 名古屋大学
吉田 俊和 名古屋大学

P03-54 児童生徒におけるケータイリスク認知 (2)
―友人、家族、教員とのコミュニケーションがリ
スク認知、テイキング行動に及ぼす影響―

○古谷 嘉一郎 比治山大学
匹田 篤 広島大学
石井 眞治 比治山大学

P03-55 実験法により、インターネットがコミュニケーショ
ン環境として、社交孤独者に与える影響の再検討

○沈 ホ 立命館大学

P03-56 オンラインゲームを用いたシャイネス改善プログラ
ムの開発と効果

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

P03-57 親子間における対面及び電子コミュニケーションの
違い
―道具的サポート，情緒的サポート，親密な会話
の観点から―

○武井 友希 お茶の水女子大学
坂元 章 お茶の水女子大学

P03-58 対人不安が CMCにおける同期性および匿名性の水
準選好に及ぼす影響

○中西 裕希未 名古屋大学
高井 次郎 名古屋大学

P03-59 インターネット利用と消費者インフルエンシャルが
消費者エンパワーメントに与える影響

○范 知善 東京大学
池田 謙一 東京大学

P03-60 アニメ視聴がジェンダー意識に及ぼす影響について (1) ○山下 玲子 武蔵大学
藤井 達也 武蔵大学
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P03-61 アニメ視聴がジェンダー意識に及ぼす影響について (2) ○藤井 達也 武蔵大学
山下 玲子 武蔵大学

P03-62 ソーシャルメディアへの書き込みに対する攻撃的反
応が個人の攻撃意図に与える影響

○吉武 久美 名古屋大学
吉田 俊和 名古屋大学

P03-63 家庭におけるメディアを媒介にしたコミュニケー
ション

○渋谷 明子 創価大学

P03-64 テレビ視聴時間と社会参加活動の関連性
テレビ視聴行動と社会関係資本 (4)

○山田 一成 法政大学
江利川 滋 (株)TBSテレビ
川端 美樹 目白大学

P03-65 平日における社会参加活動の規定因
テレビ視聴行動と社会関係資本 (5)

○江利川 滋 (株)TBSテレビ
川端 美樹 目白大学
山田 一成 法政大学

P03-66 休日における社会参加活動の規定因
テレビ視聴行動と社会関係資本 (6)

○川端 美樹 目白大学
山田 一成 法政大学
江利川 滋 (株)TBSテレビ

P03-67 メディアへの接触が多元的不公正感に与える影響 ○川嶋 伸佳 東北大学

P03-68 安心を求める心―新聞社説にみられる安心の構造 ○川上 善郎 成城大学
川浦 康至 東京経済大学
石山 玲子 成城大学
松田 光恵 くらしき作陽大学

P03-69 若者のテレビ視聴と SNS 利用 ○志岐 裕子 長崎純心大学
渋谷 明子 創価大学
萩原 滋 慶應義塾大学

P03-70 マスコミはペットをどのようにあつかってきたのか (2)
―時代別特徴の分析から―

○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
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P04-01 一般的信頼と感謝メッセージに対する反応 ○油尾 聡子 名古屋大学・日本学術振興会
吉田 俊和 名古屋大学

P04-02 公共空間における社会的迷惑と公私認識の影響 ○谷 芳恵 神戸大学

P04-03 青年期における社会的達成目標と適応との関連 ○篠原 由花 学習院大学
瀧沢 絵里 学習院大学
竹國 沙妃子 学習院大学
依田 尚也 学習院大学

P04-04 ポジティブ感情・ネガティブ感情への共感のしやす
さが迷惑行為の抑制に及ぼす影響

○小池 はるか 高田短期大学

P04-05 マルチレベル・アプローチからみた集団アイデン
ティティが予測する集団内行動 (2)
―命令的規範とそれに対する認知が個人の行動に
及ぼす影響過程の行動間比較―

○尾関 美喜 早稲田大学
三船 恒裕 神戸大学・日本学術振興会
中島 健一郎 長崎女子短期大学

P04-06 所属集団における自己認知と集団同一視 ○赤須 大典 久留米大学

P04-07 社会的アイデンティティ強化過程における
成員間コミュニケーションと集合行為の関与について

○垂澤 由美子 甲南女子大学

P04-08 アイコンタクト知覚体積の規定因に関する探索的研究 ○松田 昌史 NTT コミュニケーション科学基
礎研究所

本間 元康 国立精神・神経医療研究センター
熊野 史朗 NTT コミュニケーション科学基

礎研究所
石井 亮 NTT コミュニケーション科学基

礎研究所
大塚 和弘 NTT コミュニケーション科学基

礎研究所
大和 淳司 NTT コミュニケーション科学基

礎研究所

P04-09 ポイント価値推定における非対称性への双曲割引の
影響

○秋山 学 神戸学院大学

P04-10 他者からの印象評価推測におけるネガティビティ・
バイアス
―他者はあなたが思っているほど、あなたのこと
を悪く思っていない？―

○橋本 剛 静岡大学
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P04-11 自発的な他者推論過程に関する検討 ○谷口 友梨 大阪市立大学
八木 保樹 立命館大学

P04-12 自己スキーマの相違が印象形成過程に及ぼす影響 ○大下 知世 山口大学

P04-13 情報の提示形式が及ぼす印象形成への影響
―ナラティブ形式とリスト形式による提示―

○金田 宗久 愛知学院大学
伊藤 君男 東海学園大学

P04-14 いわゆる“無気力にみえる大学生”の行動特性に対
する類型化の試み

○長内 優樹 駿河台大学

P04-15 身近な他者との比較が自尊心に及ぼす影響 ○塩田 伊都子 十文字学園女子大学

P04-16 友人との社会的比較が学習意欲に及ぼす影響
〜有能感のタイプによる比較検討〜

○石田 靖彦 愛知教育大学
神谷 紗織 愛知教育大学

P04-17 社会的比較と最後通牒ゲーム (2) ○大久保 暢俊 東洋大学
下田 俊介 東洋大学

P04-18 食品放射能リスク認知に及ぼす批判的思考態度と高
次リテラシー
―震災後の市民パネル調査データによる検討
(2)―

○楠見 孝 京都大学
三浦 麻子 関西学院大学
小倉 加奈代 JAIST

P04-19 対象者の特性に応じたリスクコミュニケーションの
開発
〜食品のリスク認知と購買傾向による消費者分類の
検討〜

○花尾 由香里 東京富士大学

P04-20 リスクリテラシーが科学技術に対するリスク認知の
変容に及ぼす影響

○中川 由理 関西大学
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P04-21 食におけるリアリティがリスク情報に基づく信頼性
判断に及ぼす影響

○松原 健太 群馬大学
柿本 敏克 群馬大学

P04-22 ゲイン―ロス効果が量刑判断に及ぼす影響
―裁判員の心証に関する基礎的研究―

○北折 充隆 金城学院大学

P04-23 交際相手からの暴力 (Dating Violence) 被害経験尺
度の作成

○相羽 美幸 筑波大学
荒井 崇史 追手門学院大学

P04-24 主観的な結果の重大性の評価が応報的動機の活性化
に与える影響

○新岡 陽光 東京大学
綿村 英一郎 慶應義塾大学・日本学術振興会
高野 陽太郎 東京大学

P04-25 性犯罪被害者非難をもたらす要因に関する心理学的
研究

○小俣 謙二 駿河台大学

P04-26 恥意識が向社会的行動および社会的逸脱行為の促
進・抑制に及ぼす影響 (2)
―恥意識の種類でみた対象者のタイプと向社会的
行動および社会的逸脱行為との関連―

○中村 真 江戸川大学

P04-27 高校生のアルバイトと学校生活との関連性 ○三好 美浩 岐阜大学

P04-28 高校生がネットを介した仲間内攻撃行動を傍観する
理由の検討

○堀内 由樹子 お茶の水女子大学
橿淵 めぐみ 筑波大学
熊崎 あゆち お茶の水女子大学
鈴木 佳苗 筑波大学
八巻 龍 筑波大学

P04-29 子どものインターネット利用といじめ (9)
―ネットを利用した／利用しない仲間内攻撃の被
害経験の重なり―

○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

P04-30 子どものインターネット利用といじめ (10)
―ネットを利用しない仲間内攻撃行動がネットを
利用した仲間内攻撃行動に及ぼす影響に対する携帯
電話とパソコン利用量の調整効果―

○鈴木 佳苗 筑波大学
熊崎 あゆち お茶の水女子大学
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
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P04-31 携帯電話による心理的なダメージの大きさに影響を
与える要因
―高校生を対象とした調査結果から―

○三島 浩路 中部大学
黒川 雅幸 福岡教育大学
大西 彩子 甲南大学
本庄 勝 (株)KDDI研究所
吉武 久美 名古屋大学
田上 敦士 (株)KDDI研究所
長谷川 亨 (株)KDDI研究所
吉田 俊和 名古屋大学

P04-32 防災訓練に対する意識の質的分析 ○水田 恵三 尚絅学院大学

P04-33 東日本大震災資料のテキストマイニング
―海外のステークホルダーの事例―

○渋谷 和彦 情報・システム研究機構

P04-34 上海の大学生が認知する日本製品の放射性物質によ
る汚染度
―福島第一原子力発電所事故後の推移―

○髙尾 堅司 川崎医療福祉大学
馬 偉軍 華東師範大学

P04-35 災害後の不安傾向と情報収集活動の関連 ○星地 優花 キヤノンソフトウェア(株)
外山 みどり 学習院大学

P04-36 クラスター分析による交通ルールの重要度評定の分析 ○矢野 伸裕 科学警察研究所
宮﨑 章夫 茨城大学

P04-37 消防学校における惨事ストレス教育 ○立脇 洋介 (独)大学入試センター

P04-38 東日本大震災の経験が防災総合学習の実践に及ぼし
た影響
―状況的学習の観点から―

○中村 雅子 東京都市大学

P04-39 東日本大震災とジャーナリストの惨事ストレス (4)
―全国紙新聞社・通信社への質問紙調査からみた
取材・報道活動と心身の自覚症状―

○福岡 欣治 川崎医療福祉大学
高橋 尚也 立正大学
松井 豊 筑波大学
安藤 清志 東洋大学
畑中 美穂 名城大学
井上 果子 横浜国立大学

P04-40 原子力発電に対する態度が省エネ意識に与える影響 ○元吉 忠寛 関西大学
竹橋 洋毅 東京未来大学
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P04-41 習慣行動の解凍と新規環境配慮行動促進についての
長期的効果の検討：容器入り飲料削減とマイボトル
利用促進に関する実験

○白 晶 北海道大学
大沼 進 北海道大学

P04-42 環境まちづくり団体活動への住民の参加動向 (3) ○仁科 信春 福岡工業大学

P04-43 高校生のソーシャルスキルと学業成績の影響過程の
検討
―交差遅れ効果モデルを用いて―

○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

P04-44 社会的スキル自己評価尺度の検討 ○土屋 裕希乃 青山学院大学
遠藤 健治 青山学院大学

P04-45 確率の言語表現―事象の誘位性の効果 ○吉川 肇子 慶應義塾大学
岡本 真一郎 愛知学院大学

P04-46 地域住民のコミュニティ価値と住民参加との関連 ○加藤 潤三 琉球大学

P04-47 大学生用認知的ソーシャル・キャピタル尺度の作成 (2) ○芳賀 道匡 日本大学
高野 慶輔 日本大学・日本学術振興会
坂本 真士 日本大学

P04-48 景観評価とコミュニティ意識のマルチレベル分析 ○岡本 卓也 信州大学
林 幸史 大阪国際大学
中里 直樹 関西学院大学
藤原 武弘 関西学院大学

P04-49 シニア世代の地域貢献意欲と関連要因：マルチレベ
ル分析による検討

○菅原 育子 東京大学

P04-50 定年後のボランティア活動参加意図へのエンパワー
メント期待の効果

○前田 洋枝 南山大学
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P04-51 在宅介護者を対象とした心理的ストレス反応尺度の
項目反応理論による分析

○田中 健吾 大阪経済大学
松浦 紗織 大阪経済大学

P04-52 緊急時に高齢者が取り残されないコミュニケーショ
ンに関する一考察

○中嶋 励子 東京女子大学
安藤 美奈 東京芸術大学
橋本 幸子 橋本アソシエイツ

P04-53 高齢者のシルバー人材センターにおける活動と生活
満足度の関係
―活動理論 (activity theory of aging) の検証―

○中原 純 大阪大学

P04-54 認知症高齢者の要求および応答行動に関する検討 (1)
―認知症高齢者の症状と周辺行動との関連から―

○水上 喜美子 仁愛大学
岩淵 千明 川崎医療福祉大学

P04-55 安心、安全を求めて―サプリメントに依存する心 ○石山 玲子 成城大学
川上 善郎 成城大学
川浦 康至 東京経済大学

P04-56 病院前救急診療活動に伴う看護師の心的外傷に関す
る研究
―衝撃事案における体験と心的外傷の程度との関
連―

○市村 美帆 東洋大学
松井 豊 筑波大学
高田 治樹 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

P04-57 相談への期待尺度の妥当性検討 ○髙橋 幸子 筑波大学

P04-58 The influence of dysfunction of social capital on
organizational citizenship behavior in China

○Wang, Jie Keio University

P04-59 対人ストレス・コーピングと認知的評価，社会的望
ましさとの関連

○髙本 真寛 筑波大学

P04-60 対人葛藤対処方略の選択に対する関係目標の影響
―接近―回避の軸に基づく検討―

○吉田 琢哉 東海学院大学
中津川 智美 浜松大学
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P04-61 人が成長するのは成功したときか失敗したときか (2)
―恋愛感情の告白における立場と結果に着目して―

○中山 真 名古屋大学
吉田 俊和 名古屋大学

P04-62 理系大学生における進学動機とその規定因としての
両親の態度

○塚脇 涼太 広島大学
森永 康子 広島大学
坪田 雄二 県立広島大学
柘植 道子 北里大学

P04-63 達成目標 IATの妥当性の検討 (1)―顕在指標との
関連―

○中野 友香子 東北大学
藤井 勉 学習院大学

P04-64 達成目標 IATの妥当性の検討 (2)―行動指標との
関連―

○藤井 勉 学習院大学
中野 友香子 東北大学

P04-65 日常的な政治に関する会話が政治的関与に及ぼす効果 ○横山 智哉 一橋大学
稲葉 哲郎 一橋大学

P04-66 正当性の評価と手続的公正感が行政への協力意図に
及ぼす影響―内モンゴルの草原管理を事例として

○坂本 剛 名古屋産業大学
野波 寛 関西学院大学
哈斯 額尓敦 内蒙古大学
蘇 米雅 内蒙古工業大学

P04-67 「わからない」は促すべきか？
政治的知識の測定におけるワーディングの効果

○稲葉 哲郎 一橋大学
竹下 俊郎 明治大学
斉藤 慎一 東京女子大学

P04-68 不思議現象に対する態度におけるテレビ番組の影響 (2)
不思議現象に対する態度 (31)

○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

P04-69 不思議現象に対する態度尺度 (APPle) 短縮版の作成 (3)
不思議現象に対する態度 (32)

○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

P04-70 不思議現象に対する態度尺度 (APPle) 短縮版の作成 (4)
不思議現象に対する態度 (33)

○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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