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ポスター発表P01　第1日

P01 ポスター発表 第1日（11月9日）　　9 : 00～10 : 30 9号館3階 933

在席責任時間　奇数番号：9 : 10～9 : 55　偶数番号：9 : 35～10 : 20

P0101 儀礼的感謝行動と対人関係の良好さの認知との関連 ○渡部　麻美 東洋英和女学院大学

 相川　充 筑波大学

P0102 嘘をつく際に用いられる言語的方略の日英比較 ○太幡　直也 愛知学院大学

 Aldert Vrij University of Portsmouth

P0103 日常的攻撃行動尺度の信頼性と妥当性の検討

性格の5因子モデルと怒り表出傾向を用いて

○石橋　加帆 東洋大学

 桐生　正幸 東洋大学

P0104 女性ステレオタイプのプライミングが言語使用に及ぼす

影響

「女性」 の生起割合と共起語の差異に着目して

○笠原　伊織 名古屋大学

 宇佐美　まゆみ 国立国語研究所

 唐沢　穣 名古屋大学

P0105 愚痴の聞き手の負担感の規定因に関する検討 ○山本　佳奈 大阪市立大学

 池上　知子 大阪市立大学

P0106 ウェル ・ ビーイング活性化に関するweb介入の試

み （2）
―5種の介入に対応するウェル ・ ビーイングの変動―

○堀毛　一也 東洋大学

 堀毛　裕子 東北学院大学

P0107 日本語会話におけるディスクレイマー （disclaimer） の

影響

○酒井　拓人 愛知学院大学

P0108 友人選択基準に関する日中韓台比較

EASS 2008による検討

○林　萍萍 大阪商業大学

P0109 他者からの 「日常生活における他者操作方略」 が女

子大学生の承諾におよぼす影響 （2）
―アルバイトにおける店長からの操作を想定して―

○木川　智美 昭和女子大学

 今城　周造 昭和女子大学

P0110 コミュニケーション ・ スキルに及ぼす心理ゲームの効

果 （1）
－複雑系人狼ゲームがコミュニケーション ・ スキルに与

える影響－

○牧野　幸志 摂南大学

P0111 被情動的視点取得の知覚が被共感の知覚および自他

の重なりの知覚に及ぼす影響

○鈴木　雄大 日本大学

 山川　樹 日本大学

 坂本　真士 日本大学

P0112 関係流動性が多元的無知に与える影響 ○中村　咲恵 広島国際大学

P0113 趣味コミュニティへの参加による自己肯定感の変化 ○寺垣内　雅子 広島大学

 今川　真治 広島大学

 中島　健一郎 広島大学

P0114 LINEのグループトークでスルーをしやすい話題の特徴

に関する基礎調査

○宇宿　公紀 都立瑞穂農芸高等学校

 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

P0115 LINEでの攻撃性とその攻撃性を促進する要因につい

て

○陳　晗 立命館大学

 竇　雪 立命館大学
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P0116 間接的要求の解釈にバイアスを生じさせる社会的環境

の存在

○平川　真 広島大学

P0117 援助される経験は援助要請回避行動に変化をもたらす

のか

大学生から大学新入生へのピア ・ サポート効果の検討

○玉水　克明 追手門学院大学

 浦　光博 追手門学院大学

P0118 SNSの利用と生活充実度 ・居場所感の関係性につい

て

○小幡　直弘 北星学園大学

P0119 指導者によるスポーツ ・ハラスメントを測定する尺度の

開発 （3）
―大学生 ・専門学校生を対象とする回顧的調査―

○大橋　恵 東京未来大学

 藤後　悦子 東京未来大学

 井梅　由美子 東京未来大学
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ポスター発表P02　第1日

P02 ポスター発表 第1日（11月9日）　　9 : 00～10 : 30 9号館4階 942

在席責任時間　奇数番号：9 : 10～9 : 55　偶数番号：9 : 35～10 : 20

P0201 排斥経験中の皺眉筋活動に対する特性自尊心の影響 ○伊崎　翼 産業技術総合研究所

 小川　景子 広島大学

P0202 結婚の自由と晩婚化

最大化戦略は初婚を遅くするか

○石黒　格 日本女子大学

P0203 夫と旧友の社会的代理人としての利用が女性のサポー

トネットワークと精神的不適応に及ぼす影響

－妊娠期から出産後1年以上経過時までの3波データ

による検討－

○西村　太志 広島国際大学

 古谷　嘉一郎 北海学園大学

 相馬　敏彦 広島大学

 長沼　貴美 創価大学

P0204 集団内成員間での互恵性認知に与える影響に関する

性差の検討

―大学生のインフォーマル集団を対象にした分析―

○上田　仁 三重大学

 松浦　均 三重大学

P0205 恋愛経験が理想の恋人特性に与える影響 ○玉宮　義之 白鴎大学

 澁澤　茉利亜 日光金属（株）

P0206 友好的な呼称で呼び合える友人関係の育成 ：

SAが展開するグループワークで構成された初年次教育

プログラム

○谷田　林士 大正大学

 野村　小百合 山陰ケーブルテレビジョン（株）

 福地　莉歩 

P0207 叱りの対人的効果 ○阿部　晋吾 関西大学

P0208 異性との不快体験が異性回避傾向に及ぼす効果 ○山岡　重行 聖徳大学

P0209 大学生の友人との関わり方と孤独感の関連

―友人関係における円滑さ ・真面目さ傾向に着目して

―

○近藤　将人 名古屋大学

P0210 夫婦の共同志向性と主観的幸福感

行為者−パートナー相互依存性調整モデルによる検討

○宮崎　弦太 東京女子大学

P0211 完全主義懸念と努力が精神的健康にあたえる影響

―サポートを媒介要因として―

○古谷　嘉一郎 北海学園大学

P0212 壮年期世代のペット喪失感情について （1）
―飼い主の語りの探索的分析　回顧を中心に―

○松田　光恵 くらしき作陽大学

P0213 適応および不適応を捉える視点に関する研究

－教員へのインタビュー調査による検討－

○青陽　千果 札幌市スクールカウンセラー

P0214 スポーツチームの感謝風土に関する検討 ○久保　昂大 九州大学

 杉山　佳生 九州大学

P0215 購買意図に対するコミュニティ参加当初の期待と活動の

影響

○大戸　朋子 KDDI総合研究所

 塚常　健太 KDDI総合研究所

 新井田　統 KDDI総合研究所

P0216 なぜ未婚者は結婚支援サービスを利用しないのか

―サービス利用意図の日米差とその起因に関する比較

文化研究―

○鬼頭　美江 明治学院大学

 山田　順子 玉川大学
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P0217 家族と男女と互恵性の進化心理学を追試する （3）
Healey & Ellis （2007）, Bech-Sørensen & Pollet
（2016）, Cosmides et al. （2010）

○平石　界 慶應義塾大学

P0218 夫婦関係における関係良好性の変化

―― 2年間の夫婦ペア縦断調査による検討 ――

○古村　健太郎 弘前大学

 金政　祐司 追手門学院大学

 浅野　良輔 久留米大学
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ポスター発表P03　第1日

P03 ポスター発表 第1日（11月9日）　　9 : 00～10 : 30 9号館4階 943

在席責任時間　奇数番号：9 : 10～9 : 55　偶数番号：9 : 35～10 : 20

P0301 集団同一視傾向尺度の開発と信頼性 ・妥当性の検討 ○松木　祐馬 早稲田大学

P0302 国際的スポーツイベントとナショナル ・ アイデンティティ

の変化

－ワールドカップサッカー ・ ロシア大会を対象とした研

究－

○佐久間　勲 文教大学

P0303 集合行為または集団内コミュニケーションが肯定的な社

会的アイデンティティに及ぼす効果

○垂澤　由美子 甲南女子大学

P0304 第三者による罰行動の正当性が高いのはいかなる状況

か

6つの経済ゲーム状況の間での比較

○舘石　和香葉 北海道大学

 高橋　伸幸 北海道大学

P0305 ファン行動に基づいたファン分類とファン行動関連要因

に関する検討

○片桐　諒子 東洋大学

P0306 PDゲームにおける視線分析 （2）
関係性による視線推移構造の差異

○安念　保昌 愛知みずほ大学

 高橋　徹 愛知みずほ大学

P0307 長期的関係への投資行動と機会コストの関係の検討 ○真島　理恵 北海道医療大学

 高橋　伸幸 北海道大学

P0308 道徳ジレンマ課題における価値判断とMoral Disen-
gagement との関連 （2）

○早坂　太志 上越教育大学

P0309 コミュニケーション構造の違いが集団凝集性 （魅力度）

に及ぼす影響

○飯塚　優乃 神戸女学院大学

P0310 成員の迷惑行為に対する組織対応の評価に補償行動

と感情が及ぼす影響

○礒部　智加衣 千葉大学

 古川　善也 広島大学

 相馬　敏彦 広島大学

P0311 開放性がダイバーシティ ・ イデオロギーに与える影響

―視点取得の媒介効果の検討―

○服部　典利子 広島大学

 坂田　桐子 広島大学

P0312 発表取消

P0313 「目」 は 「ずる」 を抑止する

スーパーマーケットでの買い物カゴ持ち去り抑止につい

てのフィールド実験

○森　久美子 関西学院大学

P0314 間接互恵状況において異なる社会階層に対して期待す

る規範

○梅谷　凌平 立正大学

 山本　仁志 立正大学

P0315 社会経済的格差が協力行動に及ぼす影響 ：

繰り返し囚人のジレンマゲームによる検証

○陳　佳玉 名古屋大学

 五十嵐　祐 名古屋大学

P0316 小集団の規範が入れ子型社会的ジレンマにおける協力

に与える影響

○北梶　陽子 広島大学

 稲葉　美里 関西大学 ・日本学術振興会

P0317 寛容さを予測する文化社会的要因と認知的完結欲求 ○塚本　早織 愛知学院大学

 Christina Brown Arcadia University
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P0318 他者感情推測が苦手な学生が小集団活動時に発言し

やすい環境

○原田　知佳 名城大学

 土屋　耕治 南山大学

P0319 罰行使者に対する評価の文化差

社会的ジレンマ状況における罰は肯定的な評価をもた

らすか？

○熊井　優日 安田女子大学

 前田　楓 安田女子大学

 橋本　博文 安田女子大学

P0320 確率的な罰がある状況での非協力と損失の確率価値割

引

罰あり公共財ゲームにおける非協力と損失の大きさの主

観的認知

○水野　景子 関西学院大学

 清水　裕士 関西学院大学
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ポスター発表P04　第1日

P04 ポスター発表 第1日（11月9日）　　13 : 30～15 : 00 9号館3階 933

在席責任時間　奇数番号：13 : 40～14 : 25　偶数番号：14 : 05～14 : 50

P0401 環境的宗教プライミングによる協力行動への影響

宗教属性を踏まえた検討

○樋口　匡貴 上智大学

 吉野　ゆい 上智大学

P0402 日本人の自然観と環境観

―環境配慮意識 ・行動との関連を中心に―

○川端　美樹 目白大学

P0403 都市環境と人生満足度に関する日米比較

―非公式社会的統制による媒介過程―

○浅野　良輔 久留米大学

 一言　英文 福岡大学

 伊藤　健一 Nanyang Technological University

P0404 在中国日本人留学生の中国文化適応に関する社会的

スキル ・ トレーニングの試み

○毛　新華 神戸学院大学

 木村　昌紀 神戸女学院大学

 胡　金生 遼寧師範大学

P0405 他者志向的社会不安に対する社会生態学的アプロー

チ

居住地域規模による比較

○佐藤　剛介 高知大学

P0406 日常的な道徳判断における判断基準の日米比較 ○松尾　朗子 名古屋大学

 Vinai Norasakkunkit Gonzaga University
 唐沢　穣 名古屋大学

P0407 生産者の温暖化適応行動に影響する要因の検討

米麦 ・豆 ・野菜を栽培する生産者の意識調査

○今井　葉子 茨城大学

 増冨　祐司 茨城大学

 田村　誠 茨城大学

 馬場　健司 東京都市大学

P0408 四国遍路の接待者 （1）
発心の道場　阿波国篇

○林　幸史 大阪国際大学

P0409 防災行動意図の規定因に関する実験的検討

責任意識は対処コスト認知のネガティヴ影響を調整する

か？

○田中　里奈 奈良女子大学

 竹橋　洋毅 奈良女子大学

P0410 多文化主義は社会参加を促進するのか？

―文化変容イデオロギー， 社会参加， ウェルビーイン

グとの関連―

○森泉　哲 南山大学

P0411 テキストデータから見る内在的公正推論

日米 ・世代間比較を通した検討

○村山　綾 近畿大学

 三浦　麻子 大阪大学

P0412 日本版謙遜行動尺度における妥当性、 及び年代差の

検討

○山﨑　瑞紀 東京都市大学

P0413 チャリティーショップ利用意図の規定因

利用経験者と未利用者の比較

○前田　洋枝 南山大学

 渡邉　聡 愛知淑徳大学

P0414 個性的な犬を求めて ：

日本における個人主義傾向の増加

○荻原　祐二 東京理科大学

 内田　由紀子 京都大学

P0415 日本人の死後観

死後生はどのように信じられているか

○白岩　祐子 東京大学

 堀江　宗正 東京大学

 唐沢　かおり 東京大学
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P0416 独立 ・協調と社会経済的地位の相互作用

日独比較研究

○辻　啓人 名古屋大学

 石井　敬子 名古屋大学

P0417 駅ホームの安全装置に関する旅客の認知

性差と年代差に着目して

○山内　香奈 （公財） 鉄道総合技術研究所

 小野間　統子 （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

P0418 ペットボトル分別行動促進に向けた長期的な介入

ごみ箱の観察データに基づく検討

○森　康浩 宮城学院女子大学

P0419 宗教的伝統の文化的ネスト構造

生態学的分析手法を用いて

○中分　遥 九州大学 ・オックフォード大学

P0420 首都圏ファミリー世帯の省エネルギー行動と価値観の

影響

○大塚　彩美 早稲田大学

 増田　達矢 横浜国立大学

 鳴海　大典 横浜国立大学
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P05 ポスター発表 第1日（11月9日）　　13 : 30～15 : 00 9号館4階 942

在席責任時間　奇数番号：13 : 40～14 : 25　偶数番号：14 : 05～14 : 50

P0501 量刑判断に至る社会考慮の影響について ○北折　充隆 金城学院大学

P0502 スマートフォン依存に関連する要因 （2）
―スマートフォン利用時間と学習阻害， 情緒的側面と

の関連―

○三島　浩路 中部大学

 黒川　雅幸 愛知教育大学

 小西　達也 （株）KDDI総合研究所

 永田　雅俊 （株）KDDI総合研究所

 本庄　勝 （株）KDDI総合研究所

 米山　暁夫 （株）KDDI総合研究所

P0503 医療スタッフの患者の家族対応指標への手がかり ○高井　範子 大阪行岡医療大学

 行岡　秀和 大阪行岡医療大学

P0504 子どもを育む学校 ・家庭 ・地域間連携に関する研

究 （4）
―学校行事を通しての地域住民との交流および保護者

の参加が子どもの社会化に及ぼす影響―

○吉田　琢哉 岐阜聖徳学園大学

 吉澤　寛之 岐阜大学

 浅野　良輔 久留米大学

 玉井　颯一 高知工科大学

 吉田　俊和 岐阜聖徳学園大学

P0505 健康診断結果通知後の再検査受診を促進する要因に

ついて

○川角　公乃 学習院大学

 依田　尚也 学習院大学

P0506 災害時における被災者非難の生起メカニズムの検討

―公正世界信念の機能に注目して―

○加藤　聖子 広島大学

 坂田　桐子 広島大学

P0507 暗黙理論の形成に影響を与える教育環境的諸要因の

検討

○鈴木　啓太 東京大学

 村本　由紀子 東京大学

P0508 中学生の認知のゆがみがいじめ加害経験に与える短期

的影響

○大西　彩子 甲南大学

 木下　雅博 甲南大学

 Yoshito Kawabata University of Guam

P0509 上司から女性部下への評価

―地位脅威とジェンダー脅威―

○清末　有紀 広島大学

 森永　康子 広島大学

P0510 地方自治体における市民の政治意識

2015年から2019年の経年変化

○三浦　麻子 大阪大学

 稲増　一憲 関西学院大学

 中村　早希 関西学院大学

P0511 支援情報発信源としての行政への態度の分析

―沖縄県における低所得者への聞き取りから―

○石原　綾華 放送大学

 中川　一史 放送大学

P0512 所得格差情報に対する多元的正当化

システムへの依存性および公正観の調整効果の検討

○川嶋　伸佳 神奈川大学

P0513 身近な犯罪における加害者家族に対する社会的責任イ

メージ

― 「正当世界信念」 と 「権威主義的傾向」 を用いて

―

○小林　彩乃 東洋大学

P0514 Uターンの規定因に関する社会心理学的検討

在京大学生と30歳代成人との2層による検討

○小浜　駿 宇都宮共和大学
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P0515 平等主義的状況下におけるホモフォビアの表出

伝統的家族規範による正当化効果の検討

○安達　菜穂子 大阪市立大学

 池上　知子 大阪市立大学

P0516 子の数は減っているのに， 親の育児時間は増えている

生活史戦略理論に基づく社会生活基本調査を用いた

分析

○松田　昌史 NTTコミュニケーション科学基礎研究所

P0517 職場における 〈妊婦〉 化のプロセス （2）
職場環境と 〈働き手〉 ／ 〈妊婦〉 志向の関係の類型

からみる妊娠受容

○足立　にれか 白百合女子大学

P0518 東日本大震災被災者の精神的健康の推移に影響を及

ぼす要因の検討

○相羽　美幸 東洋学園大学

 太刀川　弘和 筑波大学

 袖山　紀子 筑波大学

 高橋　晶 筑波大学

P0519 後期高齢者の家族， 友人， 近隣ソーシャル ・ サポート

の軌跡

3年間の追跡調査から

○菅原　育子 東京大学

 髙山　緑 慶應義塾大学

 石岡　良子 慶應義塾大学
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ポスター発表P06　第1日

P06 ポスター発表 第1日（11月9日）　　13 : 30～15 : 00 9号館4階 943

在席責任時間　奇数番号：13 : 40～14 : 25　偶数番号：14 : 05～14 : 50

P0601 葛藤解決における寛容

誰がどのように被害者の寛容抑制動機を和らげるのか

○山口　奈緒美 東北福祉大学

P0602 「部活」 健康度尺度の作成　1
項目の収集と妥当性の検討

○太田　仁 奈良大学

 西田　公昭 立正大学

P0603 学級の社会的目標に対する児童認知の類型化の試み ○山本　琢俟 早稲田大学

 上淵　寿 早稲田大学

P0604 運に関する信念と他者排斥に認知的複雑性が及ぼす

影響の検討

○久禮　まゆ 同志社大学

 神山　貴弥 同志社大学

P0605 孤立回避的同調行動についての検討 ：

ASD傾向との関連に着目して

○ケイン　聡一 広島大学

 中島　健一郎 広島大学

P0606 服従実験の教師役の行動に対する目撃者の認知

教師役の服従率に関する情報の影響

○釘原　直樹 東筑紫短期大学

 綿村　英一郎 大阪大学

P0607 組織特性が大学生の知覚する組織の魅力に及ぼす影

響 （5）
大学生の協調性の調整効果

○高木　浩人 愛知学院大学

 石田　正浩 京都府立大学

P0608 日本語版中庸尺度の作成及び妥当性 ・信頼性の検討 ○竹村　和久 早稲田大学

 李　之林 早稲田大学

 楊　政達 国立成功大学

P0609 謝罪における誠意

―謝罪受容に対するお詫び品の重量効果―

○上原　俊介 鈴鹿医療科学大学

 鈴木　美祐 鈴鹿医療科学大学

P0610 戦略的自己呈示と着装における印象管理 ○遠藤　健治 青山学院大学

P0611 「おそろいでかわいい❤」 の背景 （2）
―双子コーデの経験有無による双子コーデ現象のとら

え方の違い―

○市村　美帆 和洋女子大学

 新井　洋輔 東京福祉大学

P0612 ファン行動における社会的迷惑行為 ○藤川　翔子 東京女子大学

P0613 記述的規範の逆効果

防災行動への記述的規範の促進効果と抑制効果

○尾崎　拓 同志社大学

 中谷内　一也 同志社大学

P0614 間接的な要求は直接的な要求と同様に服従を引き起こ

すのか

Milgramの実験パラダイムに基づく 「忖度」 の心理学

実験

○後藤　崇志 滋賀県立大学

 廣野　優一郎 （株）京都新聞COM
 細馬　宏通 早稲田大学

P0615 シェアド ・ リーダーシップは集団の生産性とメンバー

シップにどのように影響するか

 秋田　沙也加 TAKEUCHI（株）

○本多ハワード　素子 昭和女子大学

P0616 職場における包摂性が集団生産性に及ぼす影響 ○坂田　桐子 広島大学

 馬　萌 広島大学

― 61 ―



— 13 —

ポスター発表P06　第1日

P0617 「不人気な規範」 の維持メカニズムについての検討

流動性に着目して

○岩谷　舟真 東京大学

 長谷川　明紀 東京大学

 村本　由紀子 東京大学

 正木　郁太郎 東京大学

 今城　志保 （株）リクルートマネジメントソリューションズ

P0618 ヘアスタイルの差異による顔形態印象の違い

女子大学生のヘアスタイルとの関連に着目して

○九島　紀子 立正大学

P0619 対人特性と対人葛藤方略の関連 ○橋本　泰央 早稲田大学 ・帝京短期大学

 小塩　真司 早稲田大学

P0620 社会的排斥が食欲に及ぼす影響 ○金子　迪大 京都大学 ・日本学術振興会

 尾崎　由佳 東洋大学

 野村　理朗 京都大学
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ポスター発表P07　第2日

P07 ポスター発表 第2日（11月10日）　　9 : 30～11 : 00 9号館3階 933

在席責任時間　奇数番号：9 : 40～10 : 25　偶数番号：10 : 05～10 : 50

P0701 スマートフォンによるネット依存傾向と家庭環境との関連 ○黒川　雅幸 愛知教育大学

 三島　浩路 中部大学

 小西　達也 （株）KDDI総合研究所

 永田　雅俊 （株）KDDI総合研究所

 本庄　勝 （株）KDDI総合研究所

 米山　暁夫 （株）KDDI総合研究所

P0702 「日本ネタ」 はテレビ番組でどのように描かれている

か （1）
番組の基本情報の分析を中心に

○有馬　明恵 東京女子大学

 山下　玲子 東京経済大学

 志岐　裕子 東京女子大学

 藤井　達也 武蔵大学

P0703 「日本ネタ」 はテレビ番組でどのように描かれている

か （2）
番組コーナーの構成要素にみられる特徴について

○志岐　裕子 東京女子大学

 有馬　明恵 東京女子大学

 山下　玲子 東京経済大学

 藤井　達也 武蔵大学

P0704 「日本ネタ」 はテレビ番組でどのように描かれている

か （3）
「日本ネタ」 に対する評価内容の分析を中心に

○藤井　達也 武蔵大学

 山下　玲子 東京経済大学

 有馬　明恵 東京女子大学

 志岐　裕子 東京女子大学

P0705 世論調査における選択肢分割効果

社会階層意識における 「中」 回答の検討

○増田　真也 慶應義塾大学

P0706 ひとは 「発達障害」 という用語の使用に何を求めてい

るか

Yahoo!知恵袋の回答にみられる特徴語に注目して

○中村　日海里 三重大学

 栗田　季佳 三重大学

P0707 レビューサイトの過去の評価が投稿者の評価に与える

影響

投稿された映画評価の分析による検討

○樋口　浩一 放送大学

P0708 メディアの種類によって第三者効果の程度は異なるか ○正木　誠子 慶應義塾大学

P0709 政治的意見接触に対する政治的態度とニュース利用の

交互作用効果

○北村　智 東京経済大学

 辻　大介 大阪大学

 河井　大介 東京大学

P0710 原子力災害による放射線に対する不安の現在

―福島県外の人々に着目して―

○元吉　忠寛 関西大学

P0711 先端科学技術エンゲージメントを醸成する要因の探索 ○鈴木　万希枝 東京工科大学

P0712 母国メディアの利用と影響 （2）
―日本人海外在住経験者のメディア利用動機―

○李　津娥 慶應義塾大学

 李　光鎬 慶應義塾大学

P0713 母国メディアの利用と影響 （3）
―日本人海外在住経験者におけるメディア利用の影響

―

○李　光鎬 慶應義塾大学

 李　津娥 慶應義塾大学
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P0714 保護者評定によるデジタルゲーム依存尺度の作成 （3）
短縮版作成の試み

○松尾　由美 関東短期大学

 田島　祥 東海大学

 鄭　姝 お茶の水女子大学

 堀内　由樹子 お茶の水女子大学

 寺本　水羽 お茶の水女子大学

 坂元　章 お茶の水女子大学

P0715 教師教育におけるメディア史 ・ メディア論的知見の活用

ネット教育に対する研究者からの貢献可能性

○八ッ塚　一郎 熊本大学

P0716 女子大学生のSNSに対する個人情報開示と炎上の意

識

○山田　純加 東京女子大学

P0717 SNSへの投稿及び拡散に対する行動意図を予測する

諸要因

普段のSNSの利用状況との関連

○田島　祥 東海大学

P0718 平成時代のNo.1ヒット曲の特徴

性別， 属性， 視点による分析

○渡邊　寛 筑波大学 ・日本学術振興会

P0719 自尊心とポジティブツイートとフォロワーからの返信が感

情反応に及ぼす影響

――ポジティブツイートへの賞賛 ・共感は， いかなる感

情を生起させるか？――

○長谷川　孝治 駒澤大学

 古里　由香里 立教大学

P0720 コミュニケーション欲求充足のメディア ・ レパートリー

社会心理学的変数との関係についての世代別検討

○大坪　寛子 慶應義塾大学
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ポスター発表P08　第2日

P08 ポスター発表 第2日（11月10日）　　9 : 30～11 : 00 9号館4階 942

在席責任時間　奇数番号：9 : 40～10 : 25　偶数番号：10 : 05～10 : 50

P0801 リサイクル実践事例に対する印象についての検討 ○白井　美穂 武蔵野美術大学 ・ LSa

P0802 ふるさと納税

〜納税者の心理に着目して〜

○福林　直 筑波大学

 田中　咲野 筑波大学

P0803 画像解析を用いた購買時眼球運動の検討 ○渡辺　藍丸 早稲田大学

 川杉　桂太 早稲田大学

 村上　始 早稲田大学 ・日本学術振興会

 天野　淳 （株）美工 IMC
 竹村　和久 早稲田大学

P0804 仮想接触相手の想像しやすさが仮想接触後の態度に

及ぼす効果

―ゲイ男性との仮想接触による検討―

○堀川　佑惟 日本大学

 岡　隆 日本大学

P0805 2者から異なる方向に説得される状況における手がかり

と論拠の相対的な優劣が態度変容プロセスに及ぼす影

響

○中村　早希 関西学院大学

 三浦　麻子 大阪大学

P0806 片付け行動による生き方の変化1
片付けによる変化の尺度構成

○有野　雄大 筑波大学

 伊藤　実佐子 筑波大学

 大須　晶子 筑波大学

P0807 片付け行動による生き方の変化2
片付けによる生き方変化に影響する要因の分析

○大須　晶子 筑波大学

 伊藤　実佐子 筑波大学

 有野　雄大 筑波大学

P0808 消費者特性によるCMへの注目度 ：

購買態度が合理的である消費者のケース

○浅川　雅美 文教大学

 岡野　雅雄 文教大学

P0809 ビデオ ・ アシスタント ・ レフェリーによる判定の第三者

評価

2018 FIFA ワールドカップを手掛かりに

○安部　健太 帝京大学

P0810 大学生における発達障害児（者）に対する態度の規定

因の検討

―接触経験， 知識， 性別との関連から―

○清水　真世 広島国際大学

P0811 買物意識の規定因を探る （1）
社会経済的要因で買物意識は異なるのか？

○大久保　暢俊 東洋大学

 鷹阪　龍太 東洋大学

 山田　一成 東洋大学

P0812 買物意識の規定因を探る （2）
Big Five性格特性によって買物意識は異なるのか？

○鷹阪　龍太 東洋大学

 大久保　暢俊 東洋大学

 山田　一成 東洋大学

P0813 買物意識の規定因を探る （3）
社会経済的要因と買物意識類型の関連について

○山田　一成 東洋大学

 大久保　暢俊 東洋大学

 鷹阪　龍太 東洋大学

P0814 地元建設業者の役割周知におけるエピソード型情報提

供の有効性

○田中　皓介 東京理科大学

 鷲尾　寛子 東京理科大学

― 65 ―



— 17 —

ポスター発表P08　第2日

P0815 Shift-and-Persist strategyと低社会経済的地位者のやり

ぬく力 （Grit）
― メタ分析による検討 ―

○李　受珉 広島大学

 中島　健一郎 広島大学

P0816 普及啓発活動の経験と認知症者に対する態度の関係

視点取得 （認知症になったとしたら） に基づく顕在的イ

メージを含めた検討

○遠藤　忠 長野大学

 岡　隆 日本大学

 谷田　林士 大正大学

 村山　憲男 順天堂大学

P0817 存在論的恐怖が将来の消費支出の予測に及ぼす影響

子どもを持ちたいという欲求の調節効果とその性差

○脇本　竜太郎 明治大学

P0818 家庭と仕事の葛藤予測と両立志向の関連性について

―未婚者を対象とした検討―

○高林　久美子 東京女子大学

P0819 倫理的消費に対する態度と授産製品に許容する価格

上限

○岩井　阿礼 淑徳大学
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ポスター発表P09　第2日

P09 ポスター発表 第2日（11月10日）　　9 : 30～11 : 00 9号館4階 943

在席責任時間　奇数番号：9 : 40～10 : 25　偶数番号：10 : 05～10 : 50

P0901 日本と中国の比較情報による日本人の中国に対する印

象評価に及ぼす影響

―自己評価維持の観点から―

○野田　夏希 日本大学

P0902 感染脆弱意識とワーキングメモリキャパシティがスティグ

マ集団への態度に及ぼす影響

○吉田　綾乃 東北福祉大学

P0903 性風俗関連特殊営業に従事する女性たちの意識1
―やりがいと魅力に関する検討―

○中村　倫子 筑波大学

P0904 障がい者に対する支援的態度の規定因

－分配的公正観との関連－

○木田　千裕 大阪市立大学

 池上　知子 大阪市立大学

P0905 遺伝子に基づく説明が責任帰属に与える影響

遺伝子本質主義の態度に着目して

○苫米地　飛 東京大学

 唐沢　かおり 東京大学

P0906 先端科学に対するリスク認知 （1）
―知識量と信頼感の影響―

○高木　彩 千葉工業大学

 小森　めぐみ 淑徳大学

 武田　美亜 青山学院女子短期大学

P0907 先端科学に対するリスク認知 （2）
―畏怖 ・嫌悪感情と科学技術に対する価値観の影響

―

○小森　めぐみ 淑徳大学

 高木　彩 千葉工業大学

 武田　美亜 青山学院女子短期大学

P0908 先端科学に対するリスク認知 （3）
―生物および環境に関連する先端科学技術を対象とし

た検討―

○武田　美亜 青山学院女子短期大学

 高木　彩 千葉工業大学

 小森　めぐみ 淑徳大学

P0909 悪性 ・良性妬み行動の測定

―格差の原因と自尊心の影響―

○中井　彩香 首都大学東京

 沼崎　誠 首都大学東京

P0910 犯罪加害者に対する認知と 「非人間化」 ○綿貫　咲穂 東洋大学

P0911 他者の視点に立つことがステレオタイプ低減に及ぼす

影響

○田村　美恵 神戸市外国語大学

P0912 不思議現象に対する態度の変容

不思議現象に対する態度 （63）
○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

P0913 不思議現象に対する態度がウェルビーイングに及ぼす

影響

不思議現象に対する態度 （64）

○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

P0914 なぜフリーターはバッシングされるか？

ステレオタイプ内容モデルからの検討

○田戸岡　好香 高崎経済大学

 石井　国雄 清泉女学院大学

P0915 オタクとはどんな人々か？ （1）
性格特性によるオタクの類型化

○高田　治樹 目白大学

 菊地　学 目白大学

 尹　成秀 帝京大学
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P0916 オタクとはどんな人々なのか？ （2）
オタクと一般人がイメージするオタクステレオタイプの差

異

○菊地　学 目白大学

 高田　治樹 目白大学

 尹　成秀 帝京大学

P0917 オタクとはどんな人々なのか？ （3）
様々な種類のオタクに関するイメージ

○尹　成秀 帝京大学

 高田　治樹 目白大学

 菊地　学 目白大学

P0918 日本における犯罪者に対するステレオタイプの様態

自由記述を用いた検討

○佐名　龍太 名古屋大学

 五十嵐　祐 名古屋大学

P0919 母親の就労状況と娘の潜在的ジェンダー職業ステレオ

タイプ、 キャリア選択の理想度

○小林　知博 神戸女学院大学
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P1001 大学での学業遂行と適応を支える心理特性 （13）
複数大学データによる大学ごとのクラスタ分析

○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

P1002 大学での学業遂行と適応を支える心理特性 （14）
複数大学データによる回答者の類型と適応指標との関

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

P1003 児童期に知覚された共感と動機づけとの関連 ○小池　はるか 東海大学短期大学部

P1004 入学前後の大学観の変化と大学適応との関連について ○水野　邦夫 帝塚山大学

P1005 死の予測不能性が罪悪感に与える影響の検討 ○法　卉 大阪大学

 綿村　英一郎 大阪大学

P1006 大学生はボランティアにおけるネガティブな経験をいか

に意味づけるか

○岩谷　祥太朗 立命館大学

P1007 「畏敬の念」 が外集団不寛容性に与える影響 ○高野　了太 京都大学 ・日本学術振興会

 野村　理朗 京都大学

P1008 被害予測が嫌悪対象者に対する嫌悪度に及ぼす影響 ○石井　拓真 Bar Second Room

P1009 自閉スペクトラム症と利他行動の関連における対象者の

影響

定型発達群を対象にした予備的検討

○伊藤　萌 吉祥寺クローバークリニック

 高岸　治人 玉川大学

P1010 Differentiating emotional responses to cognitive viola-
tions :
Blamable agents and extreme harm differentially elicit 
horror and moral disgust

○Pamela Marie Taylor 京都大学

 内田　由紀子 京都大学

P1011 地域共同体における景観情報に基づく社会関係資本

の推定

Google Street Viewを活用した京都市内小学校区の検

討

○打田　篤彦 京都大学

 箕浦　有希久 同志社大学

 飯田　梨乃 京都大学

 大庭　義也 京都大学

 阪本　達哉 京都大学

 木村　元則 京都大学

 内田　由紀子 京都大学

 竹村　幸祐 滋賀大学

 一言　英文 福岡大学

P1012 感情制御のために選択される他者の特徴についての検

討

○平部　あずみ 広島大学

 安部　主晃 広島大学

 中島　健一郎 広島大学

P1013 地方回帰型移住における移住者の適応プロセスの検討

移住動機タイプ別による比較

○加藤　潤三 立命館大学

 前村　奈央佳 神戸市外国語大学

P1014 被害 ・意図の有無が義憤に及ぼす影響 ○小西　直喜 神戸大学 ・日本学術振興会

 大坪　庸介 神戸大学
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P1015 家族樹形図療法における経年による認識の変化 ○高山　智 青山学芸心理

 中西　亮介 青山学芸心理

P1016 規範逸脱行為に対する大学生の怒り表出行動の検討

同伴者の有無と行為者の性別に着目して

○長澤　里絵 立正大学

P1017 友人間における感謝感情と負債感情が利益供与者へ

の向社会的行動に及ぼす影響

○吉野　優香 筑波大学

 相川　充 筑波大学
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P1101 幼少期の生活環境が現在の先延ばしに及ぼす影響

夏休みの宿題を早くすませていた人は仕事が早いのか

○安達　未来 大阪電気通信大学

 安達　啓介 神戸学院大学

P1102 オンライン上のコミュニケーションスキルの現実と理想の

ギャップ

○石川　真 上越教育大学

 平田　乃美 白鷗大学

P1103 自分を思いやることは自分に甘いことを意味するのか

セルフコンパッションと自分に甘いことの類似点及び相

違点の検討

○宮川　裕基 追手門学院大学

 新谷　優 法政大学

 谷口　淳一 帝塚山大学

P1104 自己の多面性と一貫性が併存した重層性について ○田島　司 北九州市立大学

P1105 シャイネス ・自己開示 ・ ソーシャルサポートが被受容感

に及ぼす影響

○栗林　克匡 北星学園大学

P1106 ユーモアコーピングとWell-beingの関連における地域性

の検討

埼玉 ・東京 ・神奈川 ・大阪 ・兵庫を対象とした比較

○本郷　亜維子 放送大学

P1107 日本人女性が抱く自己像の年齢変化

20代から60代の傾向比較

○山田　雅子 埼玉女子短期大学

P1108 自己記述の内容に影響を与える要因

―書式と教示の効果―

○外山　みどり 学習院大学

P1109 親しい人への加害行為に対するゆるせなさ傾向に関す

る検討

○沼田　真美 大妻女子大学

P1110 ファン心理と情動知能及び恋愛感情の関連性 ○向居　暁 県立広島大学

P1111 愛着不安の高い人はいかにしてネットを荒らすのか

被排斥感の媒介効果の検討

○増井　啓太 追手門学院大学

P1112 喪失体験の適応プロセスにコーピングが与える影響に

ついて

―二重プロセスモデルの視点から―

○野間　了子 広島国際大学

 中島　健一郎 広島大学

P1113 自己評価の高さが及ぼす適応的側面と不適応的側面

の検討

一般的信頼感との関連から

○間賀田　悠吾 大阪府立大学

P1114 関係流動性の異なる地域への移住に伴う適応

Just Minimal Approach による検討

○小楠　なつき 北海道大学

 結城　雅樹 北海道大学

P1115 存在論的恐怖への対処に対する選択的反応の検討

―世代別の日本人データによる総合的考察―

○戸谷　彰宏 広島大学 ・日本学術振興会

 中島　健一郎 広島大学

P1116 今朝、 何食べた？ ：

朝食の摂取が大学生の学業成績に及ぼす影響

○野寺　綾 奈良県立大学
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P1117 低自己評価者はなぜ効果的な自己呈示を行えないの

か？

―2つの自己評価目標の葛藤による自己制御資源の消

費―

○谷口　淳一 帝塚山大学

 宮川　裕基 追手門学院大学

 相馬　敏彦 広島大学

P1118 顔の魅力度が主観的幸福感に及ぼす影響とその媒介

要因の検討

○大薗　博記 鹿児島大学

 奈須　桜子 （株）ビーザ ・ ワン

P1119 良性 ・悪性妬み傾向と自尊感情， 他者軽視傾向の関

係

○稲垣　勉 鹿児島大学

 澄川　采加 鹿児島大学

P1120 Big Fiveパーソナリティ特性と向社会的行動の関連

都市規模ごとに着目して

○吉野　伸哉 早稲田大学

 小塩　真司 早稲田大学
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P1201 情報量の増加は賭けを促進するか ○村上　幸史 神戸山手大学

P1202 なぜ援助者に利己的動機を推測するのか

潜行性決定論に基づく動機推測

○山本　佳祐 大阪市立大学

 池上　知子 大阪市立大学

P1203 共感の正確さに体系的思考力が及ぼす影響 ○矢澤　順根 広島大学

 古川　善也 愛媛大学

 中島　健一郎 広島大学

P1204 ロボットに対する心の知覚の2次元構造と利用意図

介護場面におけるコミュニケーションロボットの利用を題

材とした検討

○谷辺　哲史 東京大学 ・日本学術振興会

 膳場　百合子 早稲田大学

 唐沢　かおり 東京大学

P1205 経済状況が子どもに対する親の投資に及ぼす影響

生活史理論にもとづく検討

○樋口　収 明治大学

 新井田　恵美 東洋大学

P1206 上昇， 下降する価格情報と未来の価格予測 ：

文化間の比較検討

○野田　理世 金城学院大学

 Joanna Roszak University of Social Sciences and Humanities

P1207 スマートフォン操作時の姿勢が潜在的自尊心に及ぼす

影響

顕在的自尊心の調整効果の検討

○小島　弥生 埼玉学園大学

P1208 身体的温かさの感覚が自己と他者の理解の程度の過

大視に与える影響

○工藤　恵理子 東京女子大学

P1209 道徳判断に対するモラルライセンシング効果の影響 ○古川　善也 愛媛大学

P1210 時間的展望が叡智と生活満足度に及ぼす効果

日本版時間的展望バランス尺度 （BTPS-J） の開発に

基づく検討

○楠見　孝 京都大学

 西川　一二 京都大学

 野村　信威 明治学院大学

 Jeffrey Dean Webster Langara College

P1211 スマートフォンに関する思考の抑制が授業の理解に与

える影響

○服部　陽介 京都先端科学大学

P1212 学業成功場面における原因帰属に認知的方略が及ぼ

す影響

○宮前　奈央子 広島大学

 清水　裕士 関西学院大学

 中島　健一郎 広島大学

P1213 社会的迷惑行為を認知した際の感情状態の調査 ○佐藤　洋大 名古屋大学

 荒井　崇史 東北大学

 阿部　恒之 東北大学

 唐沢　穣 名古屋大学

P1214 道徳判断におけるシステム脅威とナショナリズムの影響 ○朴　ゴウン 名古屋大学

 唐沢　穣 名古屋大学

P1215 時間的距離感が未来の自己のポジティブさの知覚に及

ぼす影響

○齋木　彩 （株）マクロミル

 田中　知恵 明治学院大学

P1216 ナース服の色が女性看護師に対する印象に及ぼす影

響

○石井　国雄 清泉女学院大学

 田戸岡　好香 高崎経済大学
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P1217 類似性知覚が他者の意図推測方略に及ぼす影響

Ames （2004, study 1） の追試

○藤島　喜嗣 昭和女子大学

 新井　美沙希 昭和女子大学

P1218 熟慮－実行マインドセットが確証的な情報探索に及ぼ

す影響 （2）
○松崎　圭佑 首都大学東京

 沼崎　誠 首都大学東京

P1219 顕在的 ・潜在的自尊心の不一致と集団主義傾向の関

連

○村上　史朗 奈良大学

P1220 ピンク服の着用が自己認知と他者認知に及ぼす効果 ○埴田　健司 東京未来大学
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