
ポスター発表101-103　第1日

ポスター発表　第1日　7月26日（土）

ポスター発表101-103　（遠友学舎（雨天時 S6））　17 : 00～19 : 00

在席責任時間　Pに続く3桁が奇数番号：17 : 00～18 : 00　偶数番号：18 : 00～19 : 00（01-03の枝番ではない）

P101-01 心理尺度における項目の配置の効果 ○増田　真也 慶應義塾大学 
　坂上　貴之 慶應義塾大学

P101-02 自由意志信念が精神状態におよぼす肯定的効果 ○渡辺　匠 東京大学・日本学術振興会 
　櫻井　良祐 東京大学 
　綿村　英一郎 東京大学 
　唐沢　かおり 東京大学

P101-03 2種類の楽観性の関係：解釈レベル理論による再検討 ○伊澤　冬子 日本大学 
　竹澤　正哲 北海道大学

P102-01 the revised Sociosexual Orientation Inventory邦訳
版の作成

○仲嶺　真 筑波大学 
　古村　健太郎 筑波大学

P102-02 IATによる潜在的自己不一致と理想自己への慢性
的アクセシビリティの関連

○鷹阪　龍太 東洋大学 
　小塩　真司 早稲田大学 
　堀毛　一也 東洋大学

P102-03 姿勢の上下と目の有無が自尊感情に及ぼす影響につ
いて

○落合　春一 首都大学東京 
　沼崎　誠 首都大学東京

P103-01 きょうだい関係の自己開示に関する研究 ○木村　昌紀 神戸女学院大学

P103-02 承認欲求が成功の見込みがあいまいな時の対人行動
に及ぼす影響 （2） 
― 話し合い場面での発言の促進および抑制につい
て ―

○小島　弥生 埼玉学園大学

P103-03 昔話の映像呈示が道徳性にあたえる効果の心理学的
検討

○手島　啓文 東北大学 
　大渕　憲一 東北大学



ポスター発表104-106　第1日

ポスター発表　第1日　7月26日（土）

ポスター発表104-106　（遠友学舎（雨天時 S6））　17 : 00～19 : 00

在席責任時間　Pに続く3桁が奇数番号：17 : 00～18 : 00　偶数番号：18 : 00～19 : 00（01-03の枝番ではない）

P104-01 現代青年の個人特性と仕事への動機づけ 
― 大学生の一般的達成動機とアルバイトへの動機
づけ ―

○牧野　幸志 摂南大学 
　久保　貞也 摂南大学 
　宮崎　良彦 大阪府吹田市

P104-02 羞恥表出者に対する観察者の心的状態の推測 
― 失敗状況および成功状況を用いた検討 ―

○福田　哲也 広島大学 
　樋口　匡貴 上智大学

P104-03 社会的価値の志向性が悲しみを伴った感動に及ぼす
影響 
― お金プライミング操作と映像『象の背中』を用
いて ―

○加藤　樹里 一橋大学 
　村田　光二 一橋大学

P105-01 義憤に関する探索的研究 : 道徳基盤理論にもとづく
検討

○小西　直喜 神戸大学 
　大坪　庸介 神戸大学

P105-02 自己または他者のために努力することが動機づけに
及ぼす影響： 
制御適合理論の視点から

○谷本　奈穂 一橋大学 
　及川　昌典 同志社大学 
　村田　光二 一橋大学

P105-03 感情反応の持続に関するAREAモデルの検討 ○金子　迪大 東洋大学 
　堀毛　一也 東洋大学

P106-01 新商品開発場面における、創造的アイデアの創出に
ついて 
～視点取得と内発的動機づけが創造性に及ぼす影響～

○勝村　史昭 一橋大学 
　村田　光二 一橋大学

P106-02 争奪状況は幸福感を高めるか？ ○村上　幸史 神戸山手大学

P106-03「愛らしい」ポジティブ感情が外集団の評価に及ぼ
す影響について

○高松　礼奈 名古屋大学 
　高井　次郎 名古屋大学



ポスター発表107-109　第1日

ポスター発表　第1日　7月26日（土）

ポスター発表107-109　（遠友学舎（雨天時 S7））　17 : 00～19 : 00

在席責任時間　Pに続く3桁が奇数番号：17 : 00～18 : 00　偶数番号：18 : 00～19 : 00（01-03の枝番ではない）

P107-01 ピンクの衣服がジェンダー関連の自己認知と態度に
及ぼす影響 （1）

○石井　国雄 明治学院大学 
　沼崎　誠 首都大学東京 
　田戸岡　好香 一橋大学

P107-02 ピンクの衣服がジェンダー関連の自己認知と態度に
及ぼす影響 （2）

○田戸岡　好香 一橋大学 
　石井　国雄 明治学院大学 
　沼崎　誠 首都大学東京

P107-03 ワーキングメモリキャパシティの個人差と達成・誘
惑プライミングが課題遂行に及ぼす影響

○吉田　綾乃 東北福祉大学

P108-01 自尊心IATにおける他者カテゴリの役割の検討 ○林　幹也 明星大学

P108-02 不況概念の活性化が摂食意図と行動に及ぼす影響の
検討

○井上　裕珠 一橋大学 
　沼崎　誠 首都大学東京 
　竹部　成崇 一橋大学 
　村田　光二 一橋大学

P108-03 社会的排斥経験後における再親和相手の選択と対人
不安の関連 ― 集団成員性を用いた検討 ―

○津村　健太 一橋大学 
　村田　光二 一橋大学

P109-01 マインドセットプライミングが重要性認知に及ぼす
影響

○松崎　圭佑 首都大学東京 
　沼崎　誠 首都大学東京

P109-02 禁煙成功者・非成功者を分ける潜在的・顕在的要因
～6ヶ月目、12ヶ月目成否からのretrospective研究～

○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

P109-03 閾下単純接触による潜在的効果とその顕在化 
― 認知的負荷による顕在化過程 ―

○川上　直秋 筑波大学



ポスター発表110-112　第1日

ポスター発表　第1日　7月26日（土）

ポスター発表110-112　（遠友学舎（雨天時 S7））　17 : 00～19 : 00

在席責任時間　Pに続く3桁が奇数番号：17 : 00～18 : 00　偶数番号：18 : 00～19 : 00（01-03の枝番ではない）

P110-01 自国に対する「愛国心」が外国イメージの形成に及
ぼす影響 
現代中国人が抱く「日本イメージ」を事例に

○江　暉 東京大学

P110-02 なぜ冷たい人は有能にみえるのか ― 対人認知の相
補性に関する一考察 ―

○矢田　尚也 大阪市立大学
　深田　啓太 井原市役所
　池上　知子 大阪市立大学

P110-03 対人場面でのメタ知覚の正確さに解釈レベル操作が
及ぼす影響

○藤島　喜嗣 昭和女子大学

P111-01 事件に無関連な情報が量刑判断に及ぼす影響 
― Hero-Victim 情報に着目して ―

○松本　真実 千葉大学
　小森　めぐみ 四天王寺大学
　礒部　智加衣 千葉大学

P111-02“男性的な”男性顔に対する選好を規定する要因の
検討 ― 特性不安および愛着スタイルに着目して ―

○高橋　翠 東京大学・日本学術振興会

P111-03 日本における社会的ステレオタイプの実態とその分類 ○松尾　藍 大妻女子大学 
　松井　豊 筑波大学

P112-01「ぽっちゃり」と「でぶ」についてのイメージの比較 ○垂澤　由美子 甲南女子大学 
　竹内　美紗稀  
　辻本　由衣 

P112-02 肯定的・否定的命題による架空集団の潜在的・顕在
的ステレオタイプの形成

○埴田　健司 一橋大学

P112-03 意味誤帰属手続き （SMP） のジェンダー概念への適
用とその調整要因の検討

○伊藤　彬 一橋大学 
　落合　春一 首都大学東京 
　平間　一樹 首都大学東京 
　上林　憲司 一橋大学 
　一村　胡侑希 首都大学東京 
　石井　国雄 明治学院大学



ポスター発表113-115　第1日

ポスター発表　第1日　7月26日（土）

ポスター発表113-115　（遠友学舎（雨天時 S8））　17 : 00～19 : 00

在席責任時間　Pに続く3桁が奇数番号：17 : 00～18 : 00　偶数番号：18 : 00～19 : 00（01-03の枝番ではない）

P113-01 曖昧性が好まれるとき 
― 味覚刺激を用いたEllsberg のパラドックスの再
検討 ―

○秋山　学 神戸学院大学 
　坂口　夢 神戸学院大学

P113-02「新型うつ」のしろうと理論 （3）：社会人を対象と
した検討

○勝谷　紀子 青山学院大学 
　岡　隆 日本大学 
　坂本　真士 日本大学

P113-03 消防職員のストレス経験と外傷後成長 ○元吉　忠寛 関西大学 
　安藤　智恵美 関西大学

P114-01 COMT遺伝子多型がRacial essentialismに及ぼす影響 ○藤田　弥世 京都大学 
　日道　俊之 京都大学・日本学術振興会 
　野村　理朗 京都大学

P114-02 SNSにおける識別情報の開示がSNS上の人間関係
に与える影響 
― デジタルネイティブにおける検討 ―

○岡本　香 東京福祉大学 
　中島　早紀 東京福祉大学

P114-03 信頼性判断における一般的信頼の限定的効果 ○林　直保子 関西大学 
　村上　史朗 奈良大学

P115-01 伝染した心理的痛みと不適応反応に対する感情の媒
介効果

○中島　健一郎 広島大学

P115-02 Facebook利用と妬み感情 ― 社会的比較志向性に着
目して ―

○村川　文梨 一橋大学 
　稲葉　哲郎 一橋大学

P115-03 他者感情が読み取れるだけでは幸せになれな
い？ ― 社会的感受性および自己制御と幸福感の関
連 ―

○原田　知佳 名城大学 
　土屋　耕治 南山大学



ポスター発表116-118　第1日

ポスター発表　第1日　7月26日（土）

ポスター発表116-118　（遠友学舎（雨天時 S8））　17 : 00～19 : 00

在席責任時間　Pに続く3桁が奇数番号：17 : 00～18 : 00　偶数番号：18 : 00～19 : 00（01-03の枝番ではない）

P116-01 青年の日常生活における欺瞞性認知 ○村井　潤一郎 文京学院大学

P116-02 心の理論に対する視点取得傾向及び心的ストレスの
影響

○日道　俊之 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

P116-03 瞳孔径を用いた情動伝染プロセスの検討 ○谷田　林士 大正大学 
　田谷　修一郎 大正大学

P117-01 規範意識が社会的迷惑行為の抑止に及ぼす影響の検
討 ― 他者の視線の調整効果 ―

○森　美月 一橋大学 
　村田　光二 一橋大学

P117-02 日本人の社会的笑い ○李　珊 目白大学 
　渋谷　昌三 目白大学

P117-03 大学生の被ライバル視に関する研究 （2） ○太田　伸幸 中部大学

P118-01 援助行動に対するembarrassmentの影響 ○吉﨑　雅基 関西大学

P118-02 助け合いを促す空気が助け合いを妨げる？ 
― 貢献感と返報性規範が援助要請意図に及ぼす逆
説的影響 ―

○橋本　剛 静岡大学

P118-03 犠牲者数増による援助意思の低下と課題へのコミッ
トメント

○森　久美子 関西学院大学



ポスター発表119-121　第1日

ポスター発表　第1日　7月26日（土）

ポスター発表119-121　（遠友学舎（雨天時 S9））　17 : 00～19 : 00

在席責任時間　Pに続く3桁が奇数番号：17 : 00～18 : 00　偶数番号：18 : 00～19 : 00（01-03の枝番ではない）

P119-01 攻撃行動の予測因としての攻撃正当化潜在的認知バ
イアス

○山脇　望美 名古屋大学 
　河野　荘子 名古屋大学 
　熊谷　智博 大妻女子大学 
　大渕　憲一 東北大学

P119-02「ふたりきょうだい」における対人魅力の検討 ○中嶋　佳苗 国際基督教大学

P119-03 若年者の“コミュニケーション力”に対する態度
～大学生を対象とした予備的検討～

○渡部　麻美 東洋英和女学院大学

P120-01 カウント分位点回帰分析を用いた都市度効果の再考 ○石黒　格 日本女子大学

P120-02 関係流動性と上方比較経験が親密関係での交換不安
に及ぼす影響 ― 特性自尊心による差異の検討 ―

○宮崎　弦太 立教大学 
　矢田　尚也 大阪市立大学 
　池上　知子 大阪市立大学 
　佐伯　大輔 大阪市立大学

P120-03 大学入学前からの対人的信頼・不信感の変化について ○水野　邦夫 帝塚山大学

P121-01 恋愛における告白の成否規定因と成功可能性予測の
検討

○久保田　はる美 法政大学 
　喜入　暁 法政大学 
　越智　啓太 法政大学

P121-02 恋愛における後悔・追及者尺度と自尊心との関連 ○喜入　暁 法政大学 
　久保田　はる美 法政大学 
　越智　啓太 法政大学

P121-03 SNSを介した失恋相手との接触が恋愛関係崩壊後の
立ち直りに与える影響

○山下　倫実 十文字学園女子大学



ポスター発表122-124　第1日

ポスター発表　第1日　7月26日（土）

ポスター発表122-124　（遠友学舎（雨天時 S9））　17 : 00～19 : 00

在席責任時間　Pに続く3桁が奇数番号：17 : 00～18 : 00　偶数番号：18 : 00～19 : 00（01-03の枝番ではない）

P122-01 デートバイオレンス・ハラスメント測定尺度の作成 ○甲斐　恵利奈 法政大学 
　越智　啓太 法政大学 
　長沼　里美 法政大学 
　喜入　暁 法政大学 
　久保田　はる美 法政大学 
　亀川　勇太 法政大学

P122-02 大学生のつきまとい型デートハラスメントと関連す
る諸要因

○越智　啓太 法政大学 
　長沼　里美 法政大学 
　喜入　暁 法政大学 
　久保田　はる美 法政大学 
　甲斐　恵利奈 法政大学 
　亀川　勇太 法政大学

P122-03 恋人をめぐる略奪と競争 ― 恋愛競争性に関する日
加比較研究

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

P123-01 関係不安が本人の親和不満感情に及ぼす影響の検討： 
関係維持方略としての過剰適応行動に注目して

○鈴木　伸哉 名古屋大学 
　五十嵐　祐 名古屋大学 
　吉田　俊和 岐阜聖徳学園大学

P123-02 犯罪被害者遺族の視点から見た有用なサポート ○小林　麻衣子 筑波大学 
　白岩　祐子 東京大学 
　唐沢　かおり 東京大学 
　松井　豊 筑波大学

P123-03「言わないで見守る」方略と子どもの生理的ストレ
ス反応の関連

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

P124-01 自己複雑性がストレス対処行動に及ぼす影響 ○武上　雅紗世 一橋大学 
　村田　光二 一橋大学

P124-02 中高年における身だしなみ意識―配慮の実態とイ
メージ―

○鈴木　公啓 東京未来大学 
　菅原　健介 聖心女子大学

P124-03 競技種目・競技ウェアの違いによる装いの社会・心
理的効果の検討

○箱井　英寿 大阪人間科学大学



ポスター発表125-127　第1日

ポスター発表　第1日　7月26日（土）

ポスター発表125-127　（遠友学舎（雨天時 S10））　17 : 00～19 : 00

在席責任時間　Pに続く3桁が奇数番号：17 : 00～18 : 00　偶数番号：18 : 00～19 : 00（01-03の枝番ではない）

P125-01 集団内関係性認知が集合効力感に与える効果 ○塩谷　尚正 京都産業大学

P125-02 社会的ネットワーク行動の動機づけとエゴセント
リック・ネットワーク構造：大学生サンプルにおけ
る検討

○平島　太郎 名古屋大学 
　五十嵐　祐 名古屋大学

P125-03 個々の集合的効力感と努力量の関連性に対する能力
差の影響

○内田　遼介 大阪大学・日本学術振興会 
　釘原　直樹 大阪大学 
　土屋　裕睦 大阪体育大学

P126-01 罰・報酬の双方が可能な第三者サンクションの実験
的検討

○真島　理恵 熊本学園大学 
　高橋　伸幸 北海道大学

P126-02 情報管理のルール遵守行動の探索的検討―コンプラ
イアンス実践のホンネとタテマエ―

○山根　郁子 （株）日本経営協会総合研究所

P126-03 集団主義とユニークネス欲求が態度変化に及ぼす効果 ○山岡　重行 聖徳大学

P127-01 集団規範の変革を志向した非同調とその規定要因 ○小俣　克之 名古屋大学 
　唐沢　穣 名古屋大学

P127-02 報酬とペナルティの予告と集団による問題解決パ
フォーマンス

○飛田　操 福島大学

P127-03 集団における資源分配の原理選択 ○山西　悠平 北海道大学 
　亀田　達也 北海道大学



ポスター発表128-130　第1日

ポスター発表　第1日　7月26日（土）

ポスター発表128-130　（遠友学舎（雨天時 S10））　17 : 00～19 : 00

在席責任時間　Pに続く3桁が奇数番号：17 : 00～18 : 00　偶数番号：18 : 00～19 : 00（01-03の枝番ではない）

P128-01 価値観と集合的被害感の関係性における脅威の認知
の媒介効果 
日中関係に検定する

○黄　麗華 九州大学 
　縄田　健悟 九州大学 
　宮島　健 九州大学 
　山口　裕幸 九州大学

P128-02 Challenge Stressorの影響を調整する組織風土要因
の検討

○王　瑋 広島大学 
　清水　裕士 広島大学 
　坂田　桐子 広島大学

P128-03 プロジェクトチームの発達に関する縦断的研究 ○池田　浩 福岡大学

P129-01 叱りの効果に影響を与えるコミュニケーションの特性 ○堀下　智子 西日本旅客鉄道（株） 
　藤野　秀則 西日本旅客鉄道（株）

P129-02 若手社員のフィードバック探索と上司のフィード
バック提供の効果

○繁桝　江里 青山学院大学

P129-03 職場におけるポジティブ感情に関する予備的調査 （3） ○後藤　学 原子力安全システム研究所 
　酒井　幸美 原子力安全システム研究所

P130-01 大学間交流の阻害要因に関する探索的研究 ○渡部　昌平 秋田県立大学 
　菅原　良 秋田大学

P130-02 情報発信者の属性と表現が受け手の判断に及ぼす影響 ○畦地　真太郎 朝日大学

P130-03 高校生の情報プライバシーとネット上での対策行
動，迷惑行為被害との関連

○佐藤　広英 信州大学 
　太幡　直也 常磐大学



ポスター発表131-133　第1日

ポスター発表　第1日　7月26日（土）

ポスター発表131-133　（遠友学舎（雨天時 S11））　17 : 00～19 : 00

在席責任時間　Pに続く3桁が奇数番号：17 : 00～18 : 00　偶数番号：18 : 00～19 : 00（01-03の枝番ではない）

P131-01 科学技術の評価を巡る「市民の声」と「大衆に訴え
る論証」

○渋谷　和彦 情報・システム研究機構

P131-02 Web上での学習者間相互交流の仕組みがeラーニン
グに対する動機づけに与える効果 （III）

○澤山　郁夫 大阪大学 
　寺澤　孝文 岡山大学

P131-03 オンライン空間における沈黙の螺旋理論 
― Twitterにおける多数派認知とネットワークの同
質性の影響 ―

○小川　祐樹 立正大学 
　山本　仁志 立正大学

P132-01 SNS上での外国人利用者とのトラブルの分析 ○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 
　坂元　章 お茶の水女子大学

P132-02 LINE利用におけるプライバシー設定およびその利
用行動

○西村　洋一 北陸学院大学

P132-03 テレビ視聴が勤労観に及ぼす影響 ― キャリア教育
による調整効果 ―

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

P133-01 キャラクターに対するイメージと満たされない自己
との関係

○山下　玲子 武蔵大学

P133-02 向社会的規範に基づく消費者行動に関与度と口コミ
が及ぼす影響 
― 広告評価とブランド評価からの検討 ―

○泉水　清志 育英短期大学

P133-03 比較広告のあり方 
― 景気変動90年代との比較を軸に ―

○楊　帆 一橋大学 
　稲葉　哲郎 一橋大学



ポスター発表134-136　第1日

ポスター発表　第1日　7月26日（土）

ポスター発表134-136　（遠友学舎（雨天時 S11））　17 : 00～19 : 00

在席責任時間　Pに続く3桁が奇数番号：17 : 00～18 : 00　偶数番号：18 : 00～19 : 00（01-03の枝番ではない）

P134-01 価値志向性の違いによる明示広告と暗示広告に対す
る評価の差異

○浜本　圭介 関西大学 
　谷口　淳一 帝塚山大学 
　池内　裕美 関西大学

P134-02 2013年参院選における有権者の政治的態度と投票
行動

○東　正訓 追手門学院大学

P134-03 オンライン上の選択的情報接触が世論との一致認知
に及ぼす影響

○山田　学 一橋大学 
　稲葉　哲郎 一橋大学

P135-01 ソーシャル・ネットワークの政治的異質性が拒否政
党に与える効果

○竹本　圭佑 東京工業大学 
　池田　謙一 同志社大学

P135-02 自分が「ふつう」であるとき：パラグアイ人の場合 （1） ○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

P135-03 自分が「ふつう」であるとき：パラグアイ人の場合 （2） ○佐野　予理子 清泉女学院大学 
　黒石　憲洋 日本教育大学院大学

P136-01 突出協力者に対する評価の社会差及びその原因 ○土田　修平 北海道大学 
　結城　雅樹 北海道大学

P136-02 中国人中長期滞在者の抱える日本文化適応上の問題点 
― 短期滞在者の自由記述調査の結果との比較 ―

○毛　新華 神戸学院大学

P136-03 海外ボランティア活動経験がもたらす意識変容に関
する調査

○野村　智之 早稲田大学 
　向後　千春 早稲田大学



ポスター発表137-139　第1日

ポスター発表　第1日　7月26日（土）

ポスター発表137-139　（遠友学舎（雨天時 S12））　17 : 00～19 : 00

在席責任時間　Pに続く3桁が奇数番号：17 : 00～18 : 00　偶数番号：18 : 00～19 : 00（01-03の枝番ではない）

P137-01 異文化間トレーニングによる体験者の気づきと個人
特性の変容

○鉄川　大健 帝塚山大学 
　谷口　淳一 帝塚山大学 
　森下　高治 帝塚山大学

P137-02 東日本大震災で被災した自治体職員のメンタルヘルス 
― 2年4 ヶ月後の継続調査から ―

○桑原　裕子 筑波大学 
　高橋　幸子 筑波大学 
　松井　豊 筑波大学

P137-03 自殺念慮と自殺の対人関係理論 ○相羽　美幸 筑波大学 
　太刀川　弘和 筑波大学 
　松井　豊 筑波大学 
　福岡　欣治 川崎医療福祉大学

P138-01 大学生の余暇活動力と学生生活における不安との関連 ○八城　薫 大妻女子大学

P138-02 男女平等意識の継承：母親の語りから ○青野　篤子 福山大学 
　滑田　明暢 立命館グローバル・イノベーション研究機構

P138-03 犯人の遺体遺棄における移動パターンの考察 ○亀川　勇太 法政大学 
　越智　啓太 法政大学

P139-01 子どもへの事実確認面接にかかわる実務家の意識調査 ○田鍋　佳子 北海道大学・日本学術振興会 
　仲　真紀子 北海道大学

P139-02 非行少年に対する顕在的・潜在的態度尺度作成の試み ○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

P139-03 高校生の主観的経験と喫煙及び飲酒との関連性 ○三好　美浩 岐阜大学



ポスター発表140-142　第1日

ポスター発表　第1日　7月26日（土）

ポスター発表140-142　（遠友学舎（雨天時 S12））　17 : 00～19 : 00

在席責任時間　Pに続く3桁が奇数番号：17 : 00～18 : 00　偶数番号：18 : 00～19 : 00（01-03の枝番ではない）

P140-01 新卒看護職員を対象としたレジリエンスの安定性に
関する縦断調査

○赤嶺　遼太郎 中頭病院 
　上川　英樹 中頭病院

P140-02 大震災後の心的成長と、サスティナブルな心性・行
動および主観的well-beingの関連について

○堀毛　一也 東洋大学

P140-03 越境大気汚染のリスク認知と対策の日中比較
― PM2.5を例に ―

○髙尾　堅司 川崎医療福祉大学 
　元吉　忠寛 関西大学 
　翟　国方 南京大学

P141-01 食品添加物の受容を規定する認知因子と感情因子 
― 認知因子が感情因子を規定する心理モデルの妥
当性 ―

○田中　豊 大阪学院大学 
　北山　雅也 上野製薬（株） 
　荒井　祥 上野製薬（株） 
　松島　由貴 上野製薬（株）

P141-02 地震防災行動規定因としての記述的規範 ○尾崎　拓 同志社大学 
　中谷内　一也 同志社大学

P141-03 大学生の家庭防災行動とその規定因の検討 ○高木　彩 千葉工業大学

P142-01 県外移住者の適応における社会的ネットワークの影響 ○加藤　潤三 琉球大学 
　前村　奈央佳 神戸市外国語大学

P142-02 雪かきボランティアにみる援助者と被援助者の非対
称性

○小西　信義 北海道大学 
　中前　千佳 （一社）北海道開発技術センター 
　原　文宏 （一社）北海道開発技術センター 
　佐藤　浩輔 北海道大学・日本学術振興会 
　大沼　進 北海道大学

P142-03 被援助・援助行動経験がボランティア参加志向動機
に及ぼす影響

○荒井　俊行 早稲田大学



ポスター発表143　第1日

ポスター発表　第1日　7月26日（土）

ポスター発表143　（遠友学舎（雨天時S12））　17 : 00～19 : 00

在席責任時間　Pに続く3桁が奇数番号：17 : 00～18 : 00　偶数番号：18 : 00～19 : 00（01-03の枝番ではない）

P143-01 家族樹形図療法における自己認識の変容と心理効果 ○高山　智 （株）青山学芸心理 
　山口　隼ノ介 （株）青山学芸心理

P143-02 学級内の友人関係が学習に対する意欲と行動に及ぼ
す影響 
― 「友人の特徴」の効果と「関係の特徴」の効果 ―

○石田　靖彦 愛知教育大学 
　友廣　真由 十社小学校

P143-03 電子教材における課題の選択効果 
― 読解力と自己効力感 ―

○玉宮　義之 東京大学 
　開　一夫 東京大学



ポスター発表201-203　第2日

ポスター発表　第2日　7月27日（日）

ポスター発表201-203　（S6）　11 : 00～13 : 00

在席責任時間　Pに続く3桁が奇数番号：11 : 00～12 : 00　偶数番号：12 : 00～13 : 00（01-03の枝番ではない）

P201-01 Web調査の回答形式の違いが結果に及ぼす影響 （3） ○江利川　滋 （株）TBSテレビ 
　山田　一成 東洋大学

P201-02 Web調査の回答形式の違いが結果に及ぼす影響 （4） ○山田　一成 東洋大学 
　江利川　滋 （株）TBSテレビ

P201-03 もったいない情動特性の形成に関する仮説モデルの
構成

○黒川　雅幸 愛知教育大学

P202-01 自分を思いやる人は自分に甘いのか？ ○宮川　裕基 帝塚山大学 
　新谷　優 法政大学 
　谷口　淳一 帝塚山大学

P202-02 他者の主張的セルフ・ハンディキャッピングは悪印
象？ 
― 観察者のセルフ・ハンディキャッピング傾向の
調整効果の検討 ―

○西村　太志 広島国際大学 
　舛本　和太 セキスイハイム中四国（株） 
　柳本　佳奈 （株）自重堂

P202-03 姿勢の上下と目の有無が説得力判断での自信に及ぼ
す影響

○中島　一稀 首都大学東京 
　落合　春一 首都大学東京 
　沼崎　誠 首都大学東京

P203-01 不確実状況における相互独立性・相互協調性による
自己防衛

○寺嶌　裕登 名古屋大学 
　五十嵐　祐 名古屋大学

P203-02 自己開示の効用とリスクに関する研究 ○有倉　巳幸 鹿児島大学

P203-03 若年者における怒り反すう特性と睡眠との関連 ○八田　武俊 岐阜医療科学大学 
　八田　純子 愛知学院大学



ポスター発表204-206　第2日

ポスター発表　第2日　7月27日（日）

ポスター発表204-206　（S6）　11 : 00～13 : 00

在席責任時間　Pに続く3桁が奇数番号：11 : 00～12 : 00　偶数番号：12 : 00～13 : 00（01-03の枝番ではない）

P204-01 学生生活Well-Being尺度の作成と学年差との相関 ○原田　鈴彦 東洋大学 
　谷口　明子 東洋大学 
　堀毛　一也 東洋大学

P204-02 時間割引率と認知的感情制御方略の関連 ○榊原　良太 東京大学・日本学術振興会

P204-03 落ち込みによって魔がさすとき 
― 抑うつ気分が目標保護に与える影響 ―

○服部　陽介 京都学園大学 
　丹野　義彦 東京大学

P205-01 動機づけ維持のためのレジリエンス向上に関する検
討 （1）

○戸梶　亜紀彦 東洋大学

P205-02 潜在的感情は動機で歪みうるのか？ ― IPANATを
用いた検討 ―

○藤井　勉 Sungshin Women’s University・NPO法人 
 教育テスト研究センター （CRET） 
　中野　友香子 東北大学・CRET 
　澤海　崇文 東京大学・CRET 
　相川　充 筑波大学・CRET

P205-03 羞恥の表出は信頼の獲得につながるか？ （2） 
― 羞恥表出による集団間バイアス是正効果の検
討 ―

○樋口　匡貴 上智大学 
　鷹野　宣章  
　福田　哲也 広島大学

P206-01 感情コミュニケーションと非言語チャネル
― 日本人大学生を対象にした感情表示の分析を中
心に ―

○曺　美庚 阪南大学 
　釘原　直樹 大阪大学

P206-02 実際の自我枯渇と自我枯渇の認知が制御資源の節約
に与える影響

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

P206-03 被排斥経験後の表情刺激に対する注意・感情に及ぼ
すノスタルジアの効果 
― 事象関連電位・表情筋筋電図を用いた検討 ―

○川本　大史 広島大学・日本学術振興会 
　浦　光博 追手門学院大学 
　入戸野　宏 広島大学



ポスター発表207-209　第2日

ポスター発表　第2日　7月27日（日）

ポスター発表207-209　（S7）　11 : 00～13 : 00

在席責任時間　Pに続く3桁が奇数番号：11 : 00～12 : 00　偶数番号：12 : 00～13 : 00（01-03の枝番ではない）

P207-01 健康/不健康な食べ物に対する潜在的態度とBMIの
関係

○樋口　収 北海道教育大学 
　石井　国雄 明治学院大学

P207-02 他者との葛藤経験が時間的距離感に及ぼす影響 ○田中　知恵 明治学院大学

P207-03 予測時の量的差異と動機づけの関係 ○野田　理世 金城学院大学

P208-01 自己とモノの連合による授かり効果 
― 潜在的自尊感情を用いた検討 ―

○吉野　伸哉 一橋大学 
　村田　光二 一橋大学

P208-02 無意識的な目標葛藤が自己統制方略に及ぼす影響 （1） 
― 自己への参照に関する検討 ―

○原島　雅之 愛国学園大学 
　小林　麻衣 東洋大学

P208-03 無意識的な目標葛藤が自己統制方略に及ぼす影響 （2） 
― 誘惑への対処に関する検討 ―

○小林　麻衣 東洋大学 
　原島　雅之 愛国学園大学

P209-01 対人的脅威が潜在的自尊心の補償的高揚に及ぼす効果 ○村上　史朗 奈良大学

P209-02 どうか名前で判断しないでください：名前の印象評
定に音韻類似性と音素配列頻度が与える影響

○中山　真孝 京都大学 
　齊藤　智 京都大学

P209-03 印象判断におけるナラティブ情報の処理と認知的複
雑性について

○金田　宗久 愛知学院大学 
　伊藤　君男 東海学園大学



ポスター発表210-212　第2日

ポスター発表　第2日　7月27日（日）

ポスター発表210-212　（S7）　11 : 00～13 : 00

在席責任時間　Pに続く3桁が奇数番号：11 : 00～12 : 00　偶数番号：12 : 00～13 : 00（01-03の枝番ではない）

P210-01 履歴書におけるフォントの違いが印象形成に与える
影響

○渋谷　恵 お茶の水女子大学 
　沼崎　誠 首都大学東京

P210-02 意思決定後の選択の変更に関する状況の影響の検討 
― 選択機会が生まれたとき、第1志望に乗り換える
のか ―

○井出野　尚 早稲田大学・慶應義塾大学 
　大久保　重孝 慶應義塾大学・早稲田大学 
　玉利　祐樹 早稲田大学・東京大学医学部附属病院 
　村上　始 早稲田大学 
　竹村　和久 早稲田大学

P210-03 自己、友人、世間の視点からの他者評価 ○大久保　暢俊 東洋大学 
　下田　俊介 東洋大学

P211-01 認知的複雑性とステレオタイプ抑制による逆説的効
果との関係 
― 女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

P211-02 男性異性愛者のゲイに対する態度とジェンダー自尊心 
― 同性愛者の性役割規範からの逸脱が及ぼす 
影響 ―

○鈴木　文子 大阪市立大学 
　池上　知子 大阪市立大学

P211-03 ポジティブ・ステレオタイプによるパフォーマンス
の低下 
― 制御焦点理論の観点から ―

○エトウ　ジョナタン 名古屋大学 
　唐沢　穣 名古屋大学

P212-01 幸運を得た人の道徳的価値と内在的公正推論 ○村山　綾 関西学院大学・応用心理科学研究センター 
　三浦　麻子 関西学院大学

P212-02 小学校におけるポジティブ心理学的介入の試み 
― ABCDEモデルによる認知的介入 ―

○湊　麻由佳 東洋大学 
　堀毛　裕子 東北学院大学 
　堀毛　一也 東洋大学

P212-03 平等利益の対象の認知が平等主義的価値観に及ぼす
影響

○栗田　季佳 三重大学 
　唐沢　穣 名古屋大学



ポスター発表213-215　第2日

ポスター発表　第2日　7月27日（日）

ポスター発表213-215　（S8）　11 : 00～13 : 00

在席責任時間　Pに続く3桁が奇数番号：11 : 00～12 : 00　偶数番号：12 : 00～13 : 00（01-03の枝番ではない）

P213-01 不思議現象に対する態度とコミュニケーションの関
係 （1） 
不思議現象に対する態度 （39）

○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

P213-02 不思議現象に対する態度とコミュニケーションの関
係 （2） 
不思議現象に対する態度 （40）

○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

P213-03 不思議現象に対する態度におけるテレビ番組の影響 
（3） 
不思議現象に対する態度 （41）

○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

P214-01 社会階層とミクロ不公正感：社会的比較の効果の検討 ○川嶋　伸佳 東北大学 
　大渕　憲一 東北大学

P214-02 テキストマイニングを用いた非広告のくすりに関す
るイメージの探索的研究

○野田　隼人 朝日大学

P214-03 説明経験が自己の社会志向・個人志向性認知に与え
る影響

○宮本　聡介 明治学院大学

P215-01 他者の達成の観察が目標概念の活性化を低減させる
条件の検討

○新井　里奈子 東京女子大学

P215-02 情報提供者の報告行動のモニタリングが信頼に及ぼ
す効果

○小杉　素子 （一財）電力中央研究所

P215-03 アイマークレコーダによる会話中の視線の計測 
― 性差および会話満足度との関連 ―

○山本　恭子 神戸学院大学



ポスター発表216-218　第2日

ポスター発表　第2日　7月27日（日）

ポスター発表216-218　（S8）　11 : 00～13 : 00

在席責任時間　Pに続く3桁が奇数番号：11 : 00～12 : 00　偶数番号：12 : 00～13 : 00（01-03の枝番ではない）

P216-01 ソーシャルメディアの利用と満足尺度の開発の試み （1） ○徐　文臻 名古屋大学 
　高井　次郎 名古屋大学

P216-02 感情労働及び感情労働後の対処方略と心身反応との
関連

○結城　裕也 立教大学

P216-03 発話行為と物を握ることが感情・認知に与える影響 
― 身体心理学の観点からの検討 ―

○須藤　竜之介 明治学院大学

P217-01 恋人と付き合う理由が精神的健康に与える影響 ○古村　健太郎 筑波大学

P217-02 モバイルメールにおける依頼と断りに関する感情伝達 ○加藤　尚吾 東京女子大学 
　加藤　由樹 相模女子大学 
　千田　国広 東映アニメーション（株）

P217-03 サイエンス・カフェは日本人になじまないのか？ 
―― 小規模な体験型・参加型イベントへの参加・
不参加を決める要因の検討 ――

○武田　美亜 青山学院女子短期大学

P218-01 一人っ子は利他的か？： 未就学児を対象にした実験 ○仁科　国之 玉川大学 
　高岸　治人 玉川大学 
　藤井　貴之 玉川大学 
　岡田　浩之 玉川大学

P218-02 募金広告の性質が援助対象への印象及び寄付行動に
及ぼす影響 （1） 
援助者の共感的関心の調整効果

○河村　悠太 京都大学 
　楠見　孝 京都大学

P218-03 社会階層認知が援助意図に及ぼす影響 
― 苦痛の明確さの調整効果 ―

○竹部　成崇 一橋大学 
　村田　光二 一橋大学



ポスター発表219-221　第2日

ポスター発表　第2日　7月27日（日）

ポスター発表219-221　（S9）　11 : 00～13 : 00

在席責任時間　Pに続く3桁が奇数番号：11 : 00～12 : 00　偶数番号：12 : 00～13 : 00（01-03の枝番ではない）

P219-01 利他的行動に対する評価に判断された動機が及ぼす
影響：偽善者と評価される時

○針原　素子 東京女子大学

P219-02 WCRとsomatotypeが男性の身体的魅力に与える影
響について

○佐山　七生 法政大学 
　越智　啓太 法政大学

P219-03 交際期間・空白期間にもとづく同性他者による異性
の評価の推測

○天野　陽一 首都大学東京 
　若尾　良徳 浜松学院大学

P220-01 適応力としての甘え：甘える人ほど新たな環境に早
く適応するか

○新谷　優 法政大学

P220-02 大学生におけるソーシャルメディア上での“つなが
り”に関する縦断的研究 （2） 
― 関係構築時期によるFTFとSNSの変容 ―

○吉武　久美 岐阜聖徳学園大学 
　中山　真 鈴鹿短期大学 
　黒川　雅幸 愛知教育大学 
　大西　彩子 甲南大学 
　三島　浩路 中部大学 
　吉田　俊和 岐阜聖徳学園大学

P220-03 大学生におけるネット上の“つながり”に関する研
究 （3） 
― 社会関係資本の変化と成長感に着目して ―

○中山　真 鈴鹿短期大学 
　吉武　久美 岐阜聖徳学園大学・名古屋大学 
　黒川　雅幸 愛知教育大学 
　大西　彩子 甲南大学 
　三島　浩路 中部大学 
　吉田　俊和 岐阜聖徳学園大学

P221-01「ふれあい恐怖的心性」の対人関係について （2） 
インターネット調査との比較

○岡田　努 金沢大学

P221-02 自己属性の相対的位置づけの構造と身近な他者の影
響力との関連性 
― 社会規範の探索的研究 （14） ―

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

P221-03 対象別拒否に対する感受性尺度の作成 ○戸田　弘二 北海道教育大学



ポスター発表222-224　第2日

ポスター発表　第2日　7月27日（日）

ポスター発表222-224　（S9）　11 : 00～13 : 00

在席責任時間　Pに続く3桁が奇数番号：11 : 00～12 : 00　偶数番号：12 : 00～13 : 00（01-03の枝番ではない）

P222-01 非親族の祖母世代が担う親業補完機能と自己生成の
場としての保育 
B市シルバー人材センターが運営する託児ボラン
ティアへのインタビューから

○諏澤　宏恵 奈良女子大学

P222-02 他者への信頼感および依存欲求が依存拒否経験後の
認知に及ぼす影響

○藤原　勇 国際経済労働研究所 
　髙木　修 関西大学

P222-03 恋愛関係崩壊後の関係についてのPAC分析 ― 葛藤
に焦点を当てて ―

○山口　司 北星学園大学

P223-01 コミットメント戦略としての「えこひいき」 ― 恋愛
関係と友人関係の比較 ―

○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・北海道大学社会科学実験研究センター

P223-02 友人からのネガティブサポートと失敗経験後の目標
達成行動

○福岡　欣治 川崎医療福祉大学

P223-03 制御焦点が関係志向的な対処方略に及ぼす影響 ○吉田　琢哉 東海学院大学

P224-01 対人ストレス対処過程としての身近な他者への相談 ○髙橋　幸子 東洋大学

P224-02 家族コミュニケーションパターンが対人葛藤方略及
び関係満足感に及ぼす影響 ― 友人の親疎関係に着
目して ―

○森泉　哲 南山大学短期大学部

P224-03 アクセサリー着装による印象管理 ○遠藤　健治 青山学院大学



ポスター発表225-227　第2日

ポスター発表　第2日　7月27日（日）

ポスター発表225-227　（S10）　11 : 00～13 : 00

在席責任時間　Pに続く3桁が奇数番号：11 : 00～12 : 00　偶数番号：12 : 00～13 : 00（01-03の枝番ではない）

P225-01 接近回避志向と化粧意識・化粧行動との関連性 ○笹山　郁生 福岡教育大学

P225-02 集団討議における所持情報および推論の貢献度が満
足度へ及ぼす影響

○上田　あすみ 神戸学院大学 
　板山　昂 関西国際大学 
　吉野　絹子 神戸学院大学

P225-03 観客の有無によるホームアドバンテージへの影響 ○安部　健太 学習院大学

P226-01 カタストロフと協力行動に関する一考察：ゲーム実
験的アプローチ

○後藤　晶 山梨英和大学

P226-02 中学運動部の連帯性や部員の適応感における顧問教
師の指導状況と主将のリーダーシップとの関係

○吉村　斉 高知学園短期大学

P226-03 オストラシズムに遭遇した人物のとる行動について
の実験研究 （1）

○山岡　あゆち お茶の水女子大学・日本学術振興会 
　坂元　章 お茶の水女子大学

P227-01 教師と児童の課題一致性が教師の指導性統合に及ぼ
す効果：学級課題共有度の要因

○弓削　洋子 愛知教育大学

P227-02 規範意識と学業満足度が大学生の授業中における逸
脱行動に与える影響

○後藤　彩花 九州大学 
　黒川　雅幸 愛知教育大学 
　山口　裕幸 九州大学

P227-03 利害調整の可視化が交渉の成果と評価に及ぼす効果 ○杉浦　淳吉 慶應義塾大学



ポスター発表228-230　第2日

ポスター発表　第2日　7月27日（日）

ポスター発表228-230　（S10）　11 : 00～13 : 00

在席責任時間　Pに続く3桁が奇数番号：11 : 00～12 : 00　偶数番号：12 : 00～13 : 00（01-03の枝番ではない）

P228-01 メタステレオタイプが外集団に対する親和・援助行
動に及ぼす影響 ― 偏見，集団同一視に着目して ―

○高　遠 東京大学

P228-02 下位集団アイデンティティの顕現化が上位集団への
協力に及ぼす影響

○礒部　智加衣 千葉大学 
　小森　めぐみ 四天王寺大学

P228-03 内集団における効き脳とチーム力との関連 ― 職種
別比較 ―

○若杉　里実 愛知医科大学 
　三好　美浩 岐阜大学

P229-01 目標管理における職務目標が従業員の制御焦点に及
ぼす影響

○佐藤　有紀 名古屋大学 
　五十嵐　祐 名古屋大学

P229-02 大学生サークル集団における問題状況の検討 ○高田　治樹 筑波大学

P229-03 職業人における弱い紐帯との関わりとキャリア・リ
フレーミング

○永野　惣一 東京障害者職業センター 
　尾野　裕美 筑波大学 
　堀内　泰利 筑波大学 
　藤　桂 筑波大学

P230-01 仕事内容と雇用選択理由からみた非正規従業員の
ワーク・モチベーション

○小久保　みどり 立命館大学 
　山下　京 近畿大学 
　向井　有理子 国際経済労働研究所

P230-02 大学での経験と個人志向性・社会志向性との関連 ○加納　理沙 愛知淑徳大学 
　小川　一美 愛知淑徳大学

P230-03 コミュニケーション欲求の世代別検討 ○大坪　寛子 慶應義塾大学



ポスター発表231-233　第2日

ポスター発表　第2日　7月27日（日）

ポスター発表231-233　（S11）　11 : 00～13 : 00

在席責任時間　Pに続く3桁が奇数番号：11 : 00～12 : 00　偶数番号：12 : 00～13 : 00（01-03の枝番ではない）

P231-01 ソーシャルゲームの適応的利用と依存的利用 
─ 若い世代を対象にしたモバイルゲーム調査 （1） ─

○渋谷　明子 創価大学 
　寺本　水羽 お茶の水女子大学 
　秋山　久美子 

P231-02 利用動機からみたソーシャルゲーム依存 
─ 若い世代を対象にしたモバイルゲーム調査 （2） ─

○寺本　水羽 お茶の水女子大学 
　渋谷　明子 創価大学 
　秋山　久美子 

P231-03 ネットコミュニティへの関与の違いに着目した他者
とのつながりの傾向

○石川　真 上越教育大学 
　平田　乃美 白鴎大学

P232-01 ソーシャルメディアでのフィードバックは互酬性規
範を醸成するか

○河井　大介 東京大学 
　松本　涼子 東京大学 
　橋元　良明 東京大学

P232-02 インターネット上の育児に関する掲示板における投
稿と反応の分析

○滑田　明暢 立命館大学

P232-03 ニュースをめぐるTwitter上のコミュニケーション
の分析

○鈴木　万希枝 東京工科大学 
　桑原　武夫 慶応義塾大学 
　藤澤　公也 東京工科大学

P233-01 地方への志向性を測定する尺度の開発と妥当性の検討 ○大吉　健洋 筑波大学 
　石井　健一 筑波大学

P233-02 旅行経験による旅行者の類型化とその特徴 ○林　幸史 大阪国際大学 
　小杉　考司 山口大学

P233-03 テレビコンテンツ内における広告に対する大学生へ
の意識調査

○藤井　達也 武蔵大学



ポスター発表234-236　第2日

ポスター発表　第2日　7月27日（日）

ポスター発表234-236　（S11）　11 : 00～13 : 00

在席責任時間　Pに続く3桁が奇数番号：11 : 00～12 : 00　偶数番号：12 : 00～13 : 00（01-03の枝番ではない）

P234-01 広告の言語比喩表現が消費者に与える印象と効
果 ― 隠喩形式と直喩形式の比較分析 ―

○天野　美穂子 東京大学

P234-02 広告シナリオへの親近性が広告評価に及ぼす影響 ○福田　怜生 学習院大学

P234-03 国連安保理での拒否権行使は一般市民に何を伝える
のか？

○池田　真季 東京大学 
　多湖　淳 神戸大学 
　村本　由紀子 東京大学

P235-01 政策決定の権利承認過程における道徳判断の影
響 ― WWGIIでの正当性判断と道徳基盤との関
連 ―

○坂本　剛 名古屋産業大学 
　野波　寛 関西学院大学 
　大友　章司 甲南女子大学 
　田代　豊 名桜大学

P235-02 投票時の参考情報源と政治意識の関連 ○李　津娥 東京女子大学 
　李　光鎬 慶應義塾大学

P235-03 後悔経験の地域差とInformal social control：実験
的検討

○小宮　あすか University of Virginia 
　大石　繁宏 University of Virginia 
　Minha Lee University of Virginia

P236-01 文化的等価性の阻害要因：レスポンス・スタイルの
観点から

○田崎　勝也 青山学院大学 
　申　知元 青山学院大学

P236-02 中国人と日本人における顔表情と声による情動認知 ○曹　蓮 東京学芸大学 
　杉森　伸吉 東京学芸大学

P236-03 社会人の異文化対処能力尺度の検討 ○小松　英美子 早稲田大学 
　向後　千春 早稲田大学
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P237-01 在日留学生の異文化適応と対日イメージ ― 滞在期
間と出身による比較 ―

○山﨑　瑞紀 東京都市大学

P237-02 マクロ公正感が公共事業への支持におよぼす効果 ○福野　光輝 山形大学

P237-03 Body Dissatisfaction and Drive for Thinness 
Among College Women in Japan

○Shinichi Saito Tokyo Woman’s Christian University
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P238-01「コーチ」とはどのような人々なのか：コーチング
に関するウェブ調査より

○西垣　悦代 関西医科大学 
　堀　正 群馬大学 
　原口　佳典 （株）コーチングバンク

P238-02 一般成人の家族に対するストレス開示抑制態度と抑
うつの関連

○兪　善英 東洋大学 
　松井　豊 筑波大学 
　太刀川　弘和 筑波大学 
　相羽　美幸 筑波大学 
　遠藤　剛 池田病院 
　福岡　欣治 川崎医療福祉大学 
　土井　永史 茨城県立こころの医療センター 
　朝田　隆 筑波大学

P238-03 量刑判断に影響する社会心理学的要因に関する研究 （3） 
― 虐待致死事案におけるゲイン・ロス効果が裁判
に対する評価に及ぼす影響 ―

○北折　充隆 金城学院大学 
　友野　聡子 宮城学院女子大学

P239-01 生活環境における住居侵入犯罪に関する空間行動の
研究

○岩倉　希 日本大学 
　雨宮　護 筑波大学

P239-02 出所者の居住地域と再統合的恥づけ ― 調整要因と
しての集合的効力感

○中川　知宏 近畿大学

P239-03 量刑判断に対する抑制効果の検討：「理性的」な裁判
イメージと「感情的」な被害者イメージに着目して

○白岩　祐子 東京大学 
　唐沢　かおり 東京大学

P240-01 後悔の予期が予防接種意図におよぼす影響 ○吉川　肇子 慶應義塾大学

P240-02 日常における環境諸行動の関わり （2） ○仁科　信春 福岡工業大学

P240-03 家庭における省エネルギーの傾向とその時間的変化 
テキストマイニングを用いた分析

○小林　翼 北海道大学 
　大沼　進 北海道大学 
　森　康浩 北海道大学 
　安保　芳久 北海道環境財団
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P241-01 防災行動意図を媒介した防災行動の規定因の検討 ○哈布日 筑波大学

P241-02 東海・関西地方における輸送障害時の情報取得媒体
と信頼度

○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

P241-03 福島原発事故による健康被害へのリスク認知 （2） ○池田　功毅 中京大学・日本学術振興会 
　平石　界 安田女子大学 
　横田　晋大 総合研究大学院大学 
　中西　大輔 広島修道大学

P242-01 地震防災学習への東日本大震災の影響とその時間的
変化 
― 震災前後の7年間のデータに基づく分析 ―

○中村　雅子 東京都市大学

P242-02 横浜市磯子区におけるコミュニティ意識に関する調
査 （1）

○石盛　真徳 追手門学院大学 
　岡本　卓也 信州大学 
　加藤　潤三 琉球大学 
　近藤　芳樹 東京ガス都市生活研究所

P242-03 横浜市磯子区におけるコミュニティ意識に関する調
査 （2） 
― 居住の契機とPlace Identityの関係 ―

○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 東京ガス都市生活研究所

P243-01 二次の信念理解の発達と評価懸念との関連 ○藤井　貴之 玉川大学 
　高岸　治人 玉川大学 
　岡田　浩之 玉川大学

P243-02 保育実習と小児心肺蘇生講習が保育者効力感に及ぼ
す影響

○古谷　嘉一郎 北海学園大学 
　胡　泰志 比治山大学

P243-03 大学新入生における学習変化に時間的展望が及ぼす
影響 
― 学習意欲を高めたその後は？ ―

○寺田　未来 大手前大学 
　浦　光博 追手門学院大学

P244-01 大学への帰属意識が大学不適応に及ぼす影響 （3） 
― 出席率およびGPAを用いた分析 ―

○中村　真 江戸川大学 
　松田　英子 江戸川大学


