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2015年度「大学院生・若手研究者海外学会発表支援制度」の支援対象	 
	 

日本社会心理学会	 

会長	 村田光二	 

	 

2015年度「大学院生.若手研究者海外学会発表支援制度」支援対象について、規程に従って下
記のように選考を行いました。渉外担当常任理事・唐沢穣氏（名古屋大学）を委員長とし、中谷

内一也氏（理事；同志社大学）、長谷川孝治氏（理事；信州大学）、宮本聡介氏（明治学院大学）、

安藤香織氏（奈良女子大学）を委員とする選考委員会が構成され、慎重な審議をお願いしました。

その結果、大学院生枠の応募件数９件の中から５名の支援対象候補および２名の次点候補を、ま

た若手研究者枠の応募件数２件の中から２名の支援対象候補を、それぞれ推薦することに決定し

ました。この結果について常任理事会および理事会にて審議の結果、以下のように大学院生枠７

名、および若手研究者枠２名を支援対象とすることが承認されましたので、ここに発表します。	 

なお支援金額は、規定に従い「航空運賃の半額＋学会開催日数×5000円」とします。支援対象
者の皆さんは、発表完了後、速やかに証拠書類を添えて学会事務局に申請するようにして下さい。	 

	 

＜支援対象者（五十音順、敬称略）、発表題目、発表学会＞	 

（１）	 大学院生枠： 

・新井
あ ら い

 さくら（東京大学総合文化研究科・D1） 
Criterion validity of the life history strategy scale and its relationship with personality traits.（The 27th 

Human Behavior and Evolution Society Conference. Columbia, Missouri, U.S.A） 

・竹部 成崇
たけべ 	 ま さ たか

（一橋大学社会学研究科・D2） 
Wealth and psychological benefit of donation in Japan: Before and after the Great East Japan Earthquake.

（The 17th Annual Meeting of the Society for Personality and Social Psychology. San Diego, California, 

U.S.A.） 

・中里 直樹
なかざと 	 な お き

（広島大学教育学研究科・D2） 
Low relational mobility, cultural self-construals, and sense of freedom: An integrating model of an adverse 

influence on subjective well-being.（The 17th Annual Meeting of the Society for Personality and Social 

Psychology. San Diego, California, U.S.A.） 

・仁科 国之
にしな 	 く に ゆき

（玉川大学脳科学研究科・M2） 
Social anxiety moderates the effect of affective-subliminal priming in the ultimatum game.（The 11th 

Biennial Conference of Asian Association of Social Psychology. Cebu, Philippines） 

・正木 郁太郎
ま さ き 	 い く た ろ う

（東京大学人文社会系研究科・D2） 
When workplace diversity becomes a positive motivator: Various effects of organizational climate on 

diversity.（The 11th Biennial Conference of Asian Association of Social Psychology. Cebu, Philippines） 

・矢田 尚也
や だ 	 な お や

（大阪市立大学文学研究科・D3） 
Precursors of compensatory judgments in person perception: Perspective and descriptive beliefs about 

social systems.（The 27th Annual Convention of the Association for Psychological Science. New York, 



New York, U.S.A.） 

・山田 順子
やまだ 	 じ ゅ んこ

（北海道大学文学研究科・D2） 
Perceived self-mate value and the selection of mating strategies.（The 27th Human Behavior and Evolution 

Society Conference. Columbia, Missouri, U.S.A.） 

 

（２）	 若手研究者枠：  

・浅野 良輔
あさの	 りょうすけ

（浜松医科大学子どものこころの発達研究センター・特任助教） 
Parenting style influences socialization during early adolescence: The moderating role of residential 

mobility. （The 14th European Congress of Psychology. Milano, Italy） 

・塚本 早織
つかもと 	 さ お り

（名古屋大学環境学研究科・助教） 
When does national boundary become exclusive? （The 17th Annual Meeting of the Society for Personality 

and Social Psychology. San Diego, California, U.S.A.） 

 
以	 上 


