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P01-01 置き換えられた攻撃行動に状態的な共感性のプロセ
スが与える影響の検討

○長沼 里美 法政大学
越智 啓太 法政大学

P01-02 中学生における怒りの表出と制御のプロセス
―統合モデルの視点による検討―

○岩渕 将士 東北大学

P01-03 ラベリングと評価者の立場の違いが攻撃評価に及ぼ
す影響
―原因帰属からの検討―

○寺口 司 大阪大学・日本学術振興会
釘原 直樹 大阪大学

P01-04 潜在的攻撃性と認知的歪みが攻撃行動に及ぼす影響 ○山脇 望美 名古屋大学
河野 荘子 名古屋大学

P01-05 集団同一視としての集団成員評価と自己評価の一致 ○赤須 大典 久留米大学

P01-06 社会的規範と解釈レベルの関連性の検討 ○應治 麻美 名古屋大学
唐沢 穣 名古屋大学

P01-07 社会的アイデンティティの尺度の表現について ○垂澤 由美子 甲南女子大学

P01-08 日本人アイデンティティーの形成に関わる心理的本
質主義信念の役割

○塚本 早織 名古屋大学・日本学術振興会
浅井 暢子 京都文教大学
唐沢 穣 名古屋大学

P01-09 2つの集団で構成される社会で成立する利他行動の
特徴

○小野田 竜一 北海道大学
高橋 伸幸 北海道大学

P01-10 態度変容の三次元空間モデル(5)―縦断的ソシオメ
トリックデータの分析例―

○小杉 考司 山口大学
岡本 卓也 信州大学

P01-11 NPO団体におけるスキル継承過程の検討 (4) ○新井 洋輔 東京福祉大学

P01-12 デフォルトの信頼と内集団信頼の日米比較研究 ○品田 瑞穂 東京大学
橋本 博文 東京大学
三浦 亜利紗 北海道大学
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P01-13 購買行動における利用歴が意思決定による後悔に与
える影響

○藤村 まこと 福岡女学院大学

P01-14 上司-部下の崩壊した信頼関係の修復に関する研究(I)
―関係性の認知と対処行動との関連―

○山浦 一保 立命館大学

P01-15 職場の内集団および自己に対する不公正な処遇が精
神的健康に与える影響

○川嶋 伸佳 東北大学
林 洋一郎 法政大学
大渕 憲一 東北大学

P01-16 「組織成員の倫理性」測定尺度作成の試み ○渡邊 幹代 広島大学
坂田 桐子 広島大学

P01-17 組織コミットメント、性格特性と行動の関連
―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

P01-18 五月病はいつ生じるのか：大学新入生の授業出席率
推移の検討

○高原 龍二 大阪大学

P01-19 中国と日本における企業従業員の心理的ストレス要
因に関する研究
―上海日系企業中国人従業員と日本国内の日本人
従業員の比較―

○田中 健吾 大阪経済大学

P01-20 不本意な異動への対応が主体的な生き方に与える影響 ○木田 俊哉
安藤 智子 筑波大学

P01-21 動機づけ向上のためのシナリオ作成 (11)
―周囲からの扱い、サポート、自己の達成に関連
する事項の検討―

○戸梶 亜紀彦 東洋大学

P01-22 研究開発職の職務満足に対する職務自律性の影響 ○向井 有理子 (公社)国際経済労働研究所
山下 京 近畿大学
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P01-23 東日本大震災による被災地消防職員の精神的健康に
関する研究

○兪 善英 筑波大学
古村 健太郎 筑波大学
松井 豊 筑波大学
丸山 晋 ルーテル学院大学

P01-24 食品添加物のリスクとベネフィット認知による購買
選択への影響

○花尾 由香里 東京富士大学

P01-25 学年進行による大学生の時間的展望の変容に関する
探索的研究

○渡部 昌平 秋田県立大学

P01-26 大学生のジェネリック・スキル習得認知と社会心理
学的個人差との関連
―日常生活スキル・大学適応・キャリア選択の動
機づけ―

○八城 薫 大妻女子大学
西河 正行 大妻女子大学
向井 敦子 大妻女子大学
古田 雅明 大妻女子大学
香月 菜々子 大妻女子大学
加藤 美智子 大妻女子大学
神庭 直子 大妻女子大学
田中 優 大妻女子大学
千田 紗織 大妻女子大学
福島 哲夫 大妻女子大学
堀 洋元 大妻女子大学

P01-27 話し手の生理的喚起が聞き手による二次の情報伝達
に与える影響

○長谷川 由加子 上智大学
竹澤 正哲 北海道大学

P01-28 芸能人への熱中が高校生の生活習慣や友人関係に及
ぼす影響

○祥雲 暁代 お茶の水女子大学
坂元 章 お茶の水女子大学

P01-29 個人的ツイート投稿動機と被リツイート数の関係 ○河井 大介 東京大学
松本 涼子 東京大学
橋元 良明 東京大学

P01-30 インターネット利用における第三者効果―個人要
因との関連―

○西村 洋一 北陸学院大学

P01-31 twitterを介した性格判断の特徴
―執筆者の自己評定と閲覧者の印象評定の比較を
通して―

○藤 桂 筑波大学
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P01-32 インターネット行動とプライバシー次元の関連 ○佐藤 広英 信州大学
太幡 直也 常磐大学

P01-33 大学生における SNSの利用と孤独感およびアイデ
ンティティ確立との関連

○久保 昌平 広島大学
坂田 桐子 広島大学
浦 光博 広島大学

P01-34 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(2)

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

P01-35 翻訳チャットリテラシー教育が交流に対する評価を
媒介して偏見低減に及ぼす影響の検討

○松尾 由美 関東短期大学
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

P01-36 Twitter における“日本人”に関する言説の計量テ
キスト分析

○高 史明 神奈川大学

P01-37 高校生の掲示板，ブログ，リアルへの書き込みと適
応感の関連
―感性分析を用いたテキストマイニングによる検
討―

○黒川 雅幸 福岡教育大学
三島 浩路 中部大学
大西 彩子 甲南大学
本庄 勝 KDDI研究所
吉武 久美 岐阜聖徳学園大学
中村 海 KDDI研究所
橋本 真幸 KDDI研究所
長谷川 亨 大阪大学
吉田 俊和 岐阜聖徳学園大学

P01-38 現代日本の青年期女子における道徳に関する意識構造
――沖縄県と他県との比較調査研究――

○阿部 洋子 跡見学園女子大学

P01-39 被災地支援ボランティア体験の語りにおける体験の
個別化

○文野 洋 文京学院大学
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P01-40 沖縄移住者の移住動機と適応過程についての事例研究 ○前村 奈央佳 関西学院大学
加藤 潤三 琉球大学

P01-41 異文化体験前の不適応想定と関連する個人特性の検討 ○鉃川 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

P01-42 日本人から見た在日中国人留学生の文化適応の問題点
―日本人を対象とする自由記述調査のデータより―

○毛 新華 神戸学院大学

P01-43 中国移民の母国訪問が精神的健康に及ぼす影響 ○雜賀 玲衣 立教大学
小口 孝司 立教大学

P01-44 集団間比較 VS 集団内関係：関係流動性が集団離脱
の原因帰属に与える影響

○土田 修平 北海道大学
結城 雅樹 北海道大学・実験社会科学研究セ

ンター

P01-45 Japanese Studentsʼ Values about Employment ○Charis, Eisen Graduate School of Humanities
Keiko, Ishii Kobe University

P01-46 相互協調的人間観の県民調査：マルチレベル分析を
用いた検討

○田崎 勝也 青山学院大学
加藤 雄太 日本リサーチセンター

P01-47 喫煙状況に及ぼす学歴と性格特性の影響 ○菅 知絵美 東京大学
唐澤 真弓 東京女子大学

P01-48 自分に向けられた視線の知覚における文化差 ○魚野 翔太 京都大学
Jari, Hietanen University of Tampere

P01-49 日本人とタイ人の道徳性の比較―日本人大学生の
調査―

○ POTHISITTHIPORN, TIPPAYARAT 神戸大学
米谷 淳 神戸大学

P01-50 海外長期滞在と日本イメージの変化：日本語教師の
ケース

○内藤 哲雄 福島学院大学
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P01-51 コーピングスタイルと関係満足感との関連―日米
比較―

○森泉 哲 南山大学短期大学部

P01-52 ブラジリアン柔術を通した日本・伯の交流 ○高橋 健太 愛知みずほ大学
安念 保昌 愛知みずほ大学

P01-53 認知症高齢者の要求および応答行動に関する検討(2)
―認知症高齢者と介護スタッフとの関わりから―

○水上 喜美子 仁愛大学
岩淵 千明 川崎医療福祉大学

P01-54 日本の高齢者における生活満足度の関連要因の時代
的変化

○小林 江里香 東京都健康長寿医療センター研究所
深谷 太郎 東京都健康長寿医療センター研究所
菅原 育子 東京大学
秋山 弘子 東京大学
Jersey, Liang ミシガン大学

P01-55 少子高齢化社会に関するしろうと理論 ○大野 俊和 群馬医療福祉大学

P01-56 宗教性／スピリチュアリティと精神的健康の関連
―スピリチュアル現象にみる大学生の諸相(1)―

○具志堅 伸隆 東亜大学
松島 公望 東京大学
平子 泰弘 曹洞宗総合研究センター
徳野 崇行 駒澤大学
相澤 秀生 曹洞宗総合研究センター
酒井 克也 出雲大社和貴講社

P01-57 宗教性／スピリチュアリティと精神的健康の関連
―スピリチュアル現象にみる大学生の諸相 (2)―

○松島 公望 東京大学
具志堅 伸隆 東亜大学
平子 泰弘 曹洞宗総合研究センター
徳野 崇行 駒澤大学
相澤 秀生 曹洞宗総合研究センター
酒井 克也 出雲大社和貴講社

P01-58 不公正経験は自己統制意欲を低減するか？ ○中川 知宏 近畿大学
林 洋一郎 法政大学

P01-59 公正世界観及び攻撃性が加害者非難に及ぼす影響 ○早川 裕矢 関西国際大学
板山 昂 神戸学院大学
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P01-60 量刑判断に影響する社会心理学的要因に関する研究(1)
―ゲイン・ロス効果が懲役言い渡しに及ぼす影響―

○油尾 聡子 宮城学院女子大学
北折 充隆 金城学院大学

P01-61 量刑判断に影響する社会心理学的要因に関する研究(2)
―ゲイン・ロス効果が規範評価に及ぼす影響―

○北折 充隆 金城学院大学
油尾 聡子 宮城学院女子大学

P01-62 警察への信頼の規定要因の検討 ○荒井 崇史 追手門学院大学

P01-63 死体遺棄のプロファイリング ○亀川 勇太 法政大学
越智 啓太 法政大学

P01-64 教員・保護者・一般成人を対象とする法意識に関す
る調査 (1)
―法に対する意識―

○山岡 あゆち お茶の水女子大学・日本学術振興会
橿淵 めぐみ 筑波大学
堀内 由樹子 お茶の水女子大学
猪股 富美子 お茶の水女子大学
八巻 龍 筑波大学
鈴木 佳苗 筑波大学

P01-65 教員・保護者・一般成人を対象とする法意識に関す
る調査 (2)
―罰に対する意識―

○橿淵 めぐみ 筑波大学
堀内 由樹子 お茶の水女子大学
山岡 あゆち お茶の水女子大学・日本学術振興会
猪股 富美子 お茶の水女子大学
八巻 龍 筑波大学
鈴木 佳苗 筑波大学

P01-66 教員・保護者・一般成人を対象とする法意識に関す
る調査 (3)
―共同体・権利に対する意識―

○堀内 由樹子 お茶の水女子大学
山岡 あゆち お茶の水女子大学・日本学術振興会
橿淵 めぐみ 筑波大学
猪股 富美子 お茶の水女子大学
八巻 龍 筑波大学
鈴木 佳苗 筑波大学

P01-67 日本の連続殺人事件における動機推定 ○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
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P02-01 大学生における防災行動の実施に影響する社会認知
的要因
―責任意識を中心に―

○哈布 日 筑波大学
松井 豊 筑波大学

P02-02 東日本大震災における避難行動
―小学校児童の津波避難に関する検討―

○清水 裕 昭和女子大学
水田 恵三 尚絅学院大学
西道 実 奈良大学

P02-03 弱い絆の強さ―沖縄県における原発事故避難者の
ネットワーク

○高橋 征仁 山口大学

P02-04 福島第一原発事故発生後の食品忌避行動
〜被災地との心理的距離と楽観性バイアス〜

○森岡 千穂 松山大学

P02-05 福島原発事故による健康被害へのリスク認知 ○平石 界 安田女子大学
池田 功毅 東京大学
横田 晋大 広島修道大学
中西 大輔 広島修道大学

P02-06 福島原発事故と住民意識 (1)
―放射線に関する勉強会参加者―

○杉山 顕寿 日本原子力研究開発機構
菖蒲 順子 日本原子力研究開発機構
高下 浩文 日本原子力研究開発機構
山本 隆一 日本原子力研究開発機構

P02-07 福島原発事故と住民意識 (2)
―ホールボディカウンターによる内部被ばく検査
参加者―

○郡司 郁子 日本原子力研究開発機構
古野 朗子 日本原子力研究開発機構
米澤 理加 日本原子力研究開発機構
杉山 顕寿 日本原子力研究開発機構

P02-08 中国の大学生におけるリスク事象に対する集合効力感 ○塩谷 尚正 京都産業大学
土田 昭司 関西大学
辻川 典文 神戸親和女子大学
翟 国方 南京大学

P02-09 惨事ストレスにおける新聞報道の時系列的分析 ○堀 洋元 大妻女子大学

P02-10 東日本大震災で被災した自治体職員の外傷後成長 ○桑原 裕子 筑波大学
髙橋 幸子 筑波大学
松井 豊 筑波大学
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P02-11 沖縄における社会不安に関する継続的研究 ○高良 美樹 琉球大学
加藤 潤三 琉球大学
田中 寛二 琉球大学
遠藤 光男 琉球大学
財部 盛久 琉球大学

P02-12 自殺とソーシャル・キャピタルとの関連 ○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
朝田 隆 筑波大学

P02-13 リアルタイムで参加したい 10代のテレビ視聴
─若い世代を対象にしたウェブ調査─

○渋谷 明子 創価大学
志岐 裕子 長崎純心大学
萩原 滋 立教女学院短期大学

P02-14 テレビ番組を話題としたコミュニケーションに関す
る検討

○志岐 裕子 長崎純心大学

P02-15 高校生のポジティブ認知に関連するライフスタイル
要因

○三好 美浩 岐阜大学

P02-16 食品選択基準が食品の選択行動に及ぼす影響 : 商品
パッケージの視線分析を通じて

○浅川 雅美 文教大学
岡野 雅雄 文教大学

P02-17 広告における消費者の積極的な情報処理に関する一
考察

○福田 怜生 学習院大学

P02-18 旧広島市民球場跡地計画策定手続きを市民はどう評
価したのか？

○前田 洋枝 南山大学

P02-19 内閣支持態度の変動要因の検討 ○山田 学 一橋大学
稲葉 哲郎 一橋大学

P02-20 2012年衆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
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P02-21 国連決議・多国籍軍が自衛隊の海外派遣支持に与え
る効果

○池田 真季 東京大学
多湖 淳 神戸大学
村本 由紀子 東京大学

P02-22 韓国青年における社会活動への関与と市民参加に対
する態度

○髙橋 尚也 立正大学

P02-23 「被贈与性」の信念は連帯の基盤か
Sandel (2007) 仮説の検証の試み

○柴内 康文 東京経済大学

P02-24 地域通貨の流通条件の検討 ○林 直保子 関西大学

P02-25 居住地の社会増加率と親との居住距離が子育てへの
展望に及ぼす影響

○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
内田 裕之 大阪大学

P02-26 居住地の社会増加率と周囲の環境評価、文化的自己
観が子育てへの展望に及ぼす影響

○古谷 嘉一郎 北海学園大学
西村 太志 広島国際大学
相馬 敏彦 広島大学
長沼 貴美 創価大学
内田 裕之 大阪大学

P02-27 複合災害がもたらした「喪失」：浪江町民への面接
調査から

○飛田 操 福島大学
水田 恵三 尚絅学院大学
安藤 清志 東洋大学
渡辺 浪二 フェリス女学院大学
佐藤 史緒 東洋大学
堀毛 一也 東洋大学
堀毛 裕子 東北学院大学
結城 裕也 立教大学

P02-28 首都圏における地域コミュニティの現状 (1)
―地域特性によるコミュニティ価値の相違―

○加藤 潤三 琉球大学
石盛 真徳 京都光華女子大学
岡本 卓也 信州大学
近藤 芳樹 東京ガス都市生活研究所
宮城 禎信 東京ガス都市生活研究所
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P02-29 首都圏における地域コミュニティの現状 (2)
―Place Identity やコミュニティ意識が定住意図に
与える影響―

○岡本 卓也 信州大学
石盛 真徳 京都光華女子大学
加藤 潤三 琉球大学
近藤 芳樹 東京ガス都市生活研究所
宮城 禎信 東京ガス都市生活研究所

P02-30 首都圏における地域コミュニティの現状 (3)
―コミュニティ活動への参加の現状と今後の方向
性―

○石盛 真徳 京都光華女子大学
加藤 潤三 琉球大学
岡本 卓也 信州大学
近藤 芳樹 東京ガス都市生活研究所
宮城 禎信 東京ガス都市生活研究所

P02-31 東日本大震災後被災者行動の質的分析 ○水田 恵三 尚絅学院大学

P02-32 大学生のボランティア活動イメージに関する要因分析 ○荒井 俊行 早稲田大学

P02-33 職場におけるポジティブ感情に関する予備的調査(2) ○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

P02-34 30代女性の主観的幸福感の検討
―ソーシャルサポートの観点から―

○谷畑 まゆみ 目白大学
西川 千登世 目白大学

P02-35 ワークライフバランスの緩衝効果に関する検討 林 治子 東京女子大学
○唐澤 眞弓 東京女子大学
中原 純 東京女子大学・日本学術振興会

P02-36 死別後の主観的心理変化と精神的健康の関連 ○河野 由美 畿央大学
渡部 美穂子 相愛大学
金児 曉嗣 相愛大学

P02-37 死別経験の有無と死観が精神的健康に及ぼす影響 ○渡部 美穂子 相愛大学
河野 由美 畿央大学
金児 曉嗣 相愛大学
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P02-38 大学におけるソーシャル・キャピタルと主観的幸福
のマルチレベル分析
―人と人とのつながりの認知・構造的側面に焦点
をあてて―

○芳賀 道匡 日本大学
高野 慶輔 日本学術振興会
坂本 真士 日本大学

P02-39 睡眠の質を規定する要因及び主観的ストレス，抑う
つへの影響

○川久保 惇 立教大学
小口 孝司 立教大学

P02-40 家族樹形図療法における認識の変容 ○高山 智 (株)青山学芸心理
山口 隼ノ介 (株)青山学芸心理

P02-41 「患者の心理」をどう説明するか ○赤嶺 遼太郎 (社医)敬愛会中頭病院
上川 英樹 (社医)敬愛会中頭病院

P02-42 保育実習におけるストレス反応の変動
ネガティブな反すうと楽観主義傾向がストレス反応
とその変動に及ぼす影響

○竹中 一平 武庫川女子大学
原 奈津子 就実大学
鈴木 高志 高知工科大学
太幡 直也 常磐大学

P02-43 大学生における仮想的有能感と勤勉性の関連 ○根本 隆行 立正大学
古屋 健 立正大学

P02-44 質問紙法による日本版 IFEEL Pictures 施行の試み 3
―保育園児の母親と幼稚園児の母親の比較―

○田中 優 大妻女子大学

P02-45 試験でヤマが当たるのは運が良いからなのか？ (その 1) ○土井 孝典 学習院大学
竹綱 誠一郎 学習院大学
平井 花 学習院大学
山本 政人 学習院大学
篠原 由花 学習院大学
竹國 沙妃子 学習院大学

P02-46 試験でヤマが当たるのは運が良いからなのか？ (その 2) ○竹綱 誠一郎 学習院大学
土井 孝典 学習院大学
鎌原 雅彦 聖学院大学
川角 公乃 学習院大学
小菅 清香 学習院大学
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P02-47 達成目標 IAT の妥当性の検討(3)―再検査信頼
性・基準関連妥当性の検討―

○中野 友香子 東北大学
藤井 勉 誠信女子大学校

P02-48 中学生における規範逸脱行動と適応感の関連 ○出口 拓彦 奈良教育大学

P02-49 テーマ学習における選択経験が「生きる力」に及ぼ
す影響―自己調整学習方略に着目して―

○松本 明日香 愛知淑徳大学
小川 一美 愛知淑徳大学

P02-50 大学への帰属意識が大学不適応に及ぼす影響 (2)
―友人関係機能に着目して―

○中村 真 江戸川大学
松田 英子 江戸川大学

P02-51 学校で評価される側面の認知とその自己評価が授業
中の学習行動に及ぼす影響 (2)
―中学校 1年生を対象とした縦断的研究―

○石田 靖彦 愛知教育大学
大嶽 さと子 名古屋女子大学
吉田 俊和 岐阜聖徳学園大学

P02-52 学習習熟度別学級編成における高校生の自己受容感
と学級適応感の関連性について

○小川 響 大妻女子大学
田中 優 大妻女子大学

P02-53 絵本の集団読み聞かせにおける読後活動としての対
話的相互作用

○塚本 恵信 椙山女学園大学
橋村 晴美 中京学院大学中京短期大学部

P02-54 自己意識が対人関係能力の向上に及ぼす影響 ○松田 光恵 くらしき作陽大学
芝崎 良典 くらしき作陽大学

P02-55 ポジティブな状態を尋ねる項目への回答における配
置の効果

○増田 真也 慶應義塾大学

P02-56 Web調査の回答形式の違いが結果に及ぼす影響(1) ○山田 一成 東洋大学
江利川 滋 (株)TBSテレビ

P02-57 Web調査の回答形式の違いが結果に及ぼす影響(2) ○江利川 滋 (株)TBSテレビ
山田 一成 東洋大学
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P02-58 近隣効果および空間的従属性を規定する地理的範囲：
マルチレベルモデルと空間回帰モデルの比較

○高木 大資 東京大学
高浦 佑介 東京大学
木村 綱希 電通マーケティングインサイト
池田 謙一 同志社大学

P02-59 景気動向に関する報道が性役割態度に与える影響 ○野寺 綾 福山大学

P02-60 学生時から就労経験時にかけての男女平等の判断基
準の変化

○宇井 美代子 玉川大学

P02-61 男女平等意識の継承：娘の語りを通して ○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

P02-62 「共働き」の生活総合家事分担をめぐる価値観
―オンライン知識共有コミュニティにおけるやり
とりの分析―

○滑田 明暢 立命館大学

P02-63 いじめ発生における加害者の環境的要因及び心理的
要因

○大嶋 千尋 大妻女子大学
田中 優 大妻女子大学

P02-64 健康関連 CMの分析 ○石山 玲子 成城大学

P02-65 日常における環境諸行動の関わり ○仁科 信春 福岡工業大学

P02-66 ごみ分別行動変容の促進における習慣行動の影響に
ついての検討：
札幌市生ごみ資源化システム実証実験についての事
例調査

○白 晶 北海道大学
森 康浩 北海道大学
大沼 進 北海道大学

P02-67 携帯電話リサイクル行動の心理的規定因 ○髙尾 堅司 川崎医療福祉大学
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P03-01 異性の最後通告ゲームの行動が性的魅力に及ぼす影響 ○大薗 博記 鹿児島大学

P03-02 行為者の性別と利他行動の性質が行為者の魅力度に
及ぼす効果

○武田 美亜 青山学院女子短期大学

P03-03 コミュニケーションに対する自信と表情認知の関連性
―Emotional Intelligence (EI) 測定における妥当性
の観点から―

○高橋 翠 東京大学・日本学術振興会

P03-04 アサーション・スキル獲得が新しい環境への適応に
与える効果

○畠中 智惠 青山学院大学
繁桝 江里 青山学院大学

P03-05 コンセンサス・ゲームにおける参加者の意識が話し
合いに与える影響

○小幡 直弘 北海道大学

P03-06 大学生を対象としたリーダーシップ訓練の効果につ
いて

○古屋 健 立正大学

P03-07 自分への思いやり尺度日本語版の作成 ○宮川 裕基 帝塚山大学
新谷 優 法政大学

P03-08 新版曖昧さ耐性尺度の妥当性の検討 ○友野 隆成 宮城学院女子大学

P03-09 潜在的自尊心が自我脅威後の同調に及ぼす影響 ○寺嶌 裕登 名古屋大学
五十嵐 祐 名古屋大学

P03-10 自己統制の個人差が非対称的な誘惑-目標認知連合
に及ぼす影響

○小林 麻衣 東洋大学
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P03-11 感情伝達時の顔文字使用が透明性の錯覚に及ぼす影響 ○高比良 美詠子 中部大学
伊藤 真貴 尾西信用金庫

P03-12 部屋の特徴から性格は予測できるのか ○喜入 暁 法政大学
亀川 勇太 法政大学
久保田 はる美 法政大学
長沼 里美 法政大学
中村 有紀子 法政大学
越智 啓太 法政大学

P03-13 3次元自己制御とユニークネス欲求の日米比較 ○山岡 重行 聖徳大学

P03-14 防衛的悲観主義と達成への悲観／楽観・達成動機と
の関連
―イタリア人大学生を対象として―

○福沢 愛 東京大学

P03-15 「ふれあい恐怖的心性」の対人関係について
インターネット調査による試み

○岡田 努 金沢大学

P03-16 拒絶感受性が他者からの曖昧な拒絶後の選択的注意
に及ぼす影響

○相田 直樹 東京大学
礒部 智加衣 千葉大学

P03-17 新たな多次元嫉妬尺度の作成 ○神野 雄 神戸大学

P03-18 親密な二者関係での交換不安に状態自尊心と交換規
範志向性が及ぼす影響

○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

P03-19 他者との親密度が透明性の錯覚に及ぼす影響 ○舘野 洋輔 東京大学
村本 由紀子 東京大学

P03-20 他励性に関する探索的研究 ○小牧 一裕 大阪国際大学
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P03-21 失敗経験時に制御焦点とパートナーの反応が失敗後
の感情と受容感に及ぼす影響の検討

○渡邊 さおり 一橋大学
村田 光二 一橋大学

P03-22 親密な関係における絆の確認行動に関する探索的研究 ○山口 真奈 神戸大学
大坪 庸介 神戸大学

P03-23 接近・回避コミットメントとカップルの会話後の感情 ○古村 健太郎 筑波大学

P03-24 被ライバル視に伴う相手への認知に関する研究 ○太田 伸幸 中部大学

P03-25 女性の外見的魅力が欺瞞性認知に及ぼす影響 ○村井 潤一郎 文京学院大学
野瀬 出 日本獣医生命科学大学
坂井 亨輔 文京学院大学

P03-26 二者間の関係性が罪悪感におよぼす影響について ○八木 彩乃 神戸大学
大坪 庸介 神戸大学

P03-27 関係崩壊時の対処方略とその効果 (3)
―別れ話の際の別れたくない人の抵抗は有効なの
か？―

○牧野 幸志 摂南大学

P03-28 母娘の共同行動と母親の心理的満足感 (1) ○鈴木 公啓 東京未来大学
菅原 健介 聖心女子大学

P03-29 母娘の共同行動と母親の心理的満足感 (2) ○菅原 健介 聖心女子大学
鈴木 公啓 東京未来大学

P03-30 結婚生活の質に及ぼす夫婦間ユーモア方略の影響 ○周 玉慧 台湾 中央研究院

P03-31 親との別居が親子間のコミュニケーション量を媒介
として精神的自立に与える影響

○武井 友希 お茶の水女子大学
坂元 章 お茶の水女子大学
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P03-32 大学生の友人関係における消極的関係維持 (7)
―友人に求めるソーシャル・サポートと対人関係
維持動機の関連―

○高木 邦子 静岡文化芸術大学
安藤 史高 岐阜聖徳学園大学

P03-33 社会的相互作用における回避的動機づけが友人ネッ
トワークから得られる２者関係トラブル時のサポー
ト評価に与える影響

○山下 倫実 十文字学園女子大学
相馬 敏彦 広島大学

P03-34 被排斥経験が個人に及ぼすネガティブな帰結
―他者からの受容に対する違和感に着目した検討―

○川本 大史 広島大学・日本学術振興会
伊崎 翼 広島大学
浦 光博 広島大学

P03-35 社会的勢力の自己認知と勢力保持者に対する選好の
関係

○風間 文明 十文字学園女子大学

P03-36 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 (1)
―新入生の SNS使用頻度が関係性攻撃認知と友人
満足度に与える影響―

○吉武 久美 岐阜聖徳学園大学
中山 真 岐阜聖徳学園大学
黒川 雅幸 福岡教育大学
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

P03-37 自己愛傾向と対人ストレスユーモアコーピング、夫
婦間での怒り表出が子育てストレスに及ぼす影響

○太田 仁 梅花女子大学
阿部 晋吾 梅花女子大学

P03-38 差別の正当化-抑制モデルを用いたホモフォビアの
検討―女性役割規範の調整効果―

○安達 菜穂子 大阪市立大学
池上 知子 大阪市立大学

P03-39 東日本大震災におけるグリーフサポートの居場所と
しての機能について

○大塚 光太郎 NPO法人子どもグリーフサポー
トステーション

嘉瀬 貴祥 立教大学
遠藤 伸太郎 立教大学
新谷 健介 立教大学
矢野 麻梨奈 立教大学
大石 和男 立教大学

P03-40 過剰適応と実行されたサポートの関連
―被援助志向性・心理的負債感からの検討―

○小澤 拓大 専修大学
下斗米 淳 専修大学
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P03-41 過去のサポート提供の想起が，将来のサポート受け
取り時の負担感の予期に及ぼす影響 (4)

○古俣 誠司 労働政策研究・研修機構

P03-42 相談相手の反応尺度および心理的適応感尺度の妥当
性検討

○髙橋 幸子 筑波大学

P03-43 ソーシャル・サポートの要請がサポート提供に及ぼ
す効果の文化差

○大橋 卓真 東京大学
橋本 博文 東京大学・日本学術振興会
山口 勧 東京大学

P03-44 小中学生の抑うつ傾向とソーシャルサポートとの関連
―単一市内小中学校における全数調査に基づく検
討―

○大嶽 さと子 名古屋女子大学
伊藤 大幸 浜松医科大学
辻井 正次 中京大学

P03-45 あいまいさへの非寛容性が対人ストレスコーピング
に及ぼす影響 (2)
―性差の分析―

○今川 民雄 北星学園大学
渡邉 舞 北星学園大学

P03-46 大学生における過剰適応と自尊感情，および抑うつ
傾向の関連

○木村 駿介 立教大学
嘉瀬 貴祥 立教大学
遠藤 伸太郎 立教大学
大石 和男 立教大学

P03-47 海での過ごし方−パーソナリティとストレスとの関
わり

○岩野 温子 文教大学
山口 一美 文教大学

P03-48 対人ストレス事態における友人の行動による対人ス
トレスコーピング選択への影響

○加納 理沙 愛知淑徳大学
小川 一美 愛知淑徳大学

P03-49 ソーシャルメディア上の自己開示量の変化に関する
縦断的検討
―対人ストレスおよびサポートの影響に着目して―

○中山 真 岐阜聖徳学園大学
福田 詩織 (株)CIJ
吉田 俊和 岐阜聖徳学園大学

P03-50 囚人のジレンマゲームにおいて視点取得が協力率に
与える影響

○曽根 美幸 北海道大学
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P03-51 サンクショナー評判に対する合意の効果の実験的検討 ○真島 理恵 熊本学園大学
高橋 伸幸 北海道大学

P03-52 リーダーとフォロワーの意見対立時におけるリー
ダー評価過程の検討

○森下 雄輔 帝塚山大学
谷口 淳一 帝塚山大学

P03-53 大学生の集団意識と社会的排斥との関連について
―黒い羊効果と個人差について―

○池口 愛 関西大学

P03-54 分散型リーダーシップ構造の成立に寄与する要因の
検討 (2)
―非公式リーダーに着目して―

○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

P03-55 サポート校の集団宿泊研修による人間関係構築能力
の向上に関する検討

○杉森 伸吉 東京学芸大学・教育テスト研究セ
ンター

土井 聡子 東京学芸大学・教育テスト研究セ
ンター

古屋 真 東京学芸大学・教育テスト研究セ
ンター

相川 充 筑波大学・教育テスト研究セン
ター

曹 蓮 東京学芸大学・教育テスト研究セ
ンター

P03-56 野外教育プログラムの効果
グループワーク・プログラム参加に対する自由記述
の分析から

○林 幸史 大阪国際大学
小牧 一裕 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
石井 滋 大阪国際大学

P03-57 命令的規範と記述的規範の影響過程に関する検討(2)
―命令的規範の順守に導くのは将来の定着期待感
か、あるいは有効性認知か―

○高木 彩 千葉工業大学
小森 めぐみ 千葉大学

P03-58 教師と児童の課題一致性が児童による教師の指導行
動認知に及ぼす効果

○弓削 洋子 愛知教育大学

P03-59 生徒の仲間集団の排他性に関する研究 (4) ○有倉 巳幸 鹿児島大学
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P03-60 運動部員の適応感を規定する顧問教師の育成指導と
主将のリーダーシップの関係

○吉村 斉 高知学園短期大学

P03-61 集団討議における成員の貢献度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

P03-62 集団としての社会的感受性が合意形成過程へ与える
影響
―まなざしからの心の読み取りと合意形成過程へ
の満足との関連―

○土屋 耕治 南山大学
原田 知佳 名城大学

P03-63 集団内で発揮される自己制御の検討 (2)
―集団レベルの指標を用いた社会的感受性との交
互作用効果に着目して―

○原田 知佳 名城大学
土屋 耕治 南山大学

P03-64 意見分布の予測と利害調整の理解を促す学習教材の
開発

○杉浦 淳吉 慶應義塾大学
大沼 進 北海道大学
広瀬 幸雄 関西大学

P03-65 現代大学生における内集団・外集団へのFC効果 ○吉原 智恵子 日本福祉大学

P03-66 日中関係において集合的被害感と集合的屈辱感が攻
撃政策支持に及ぼす影響
日中両国での調査による検討

○黄 麗華 九州大学
縄田 健悟 京都文教大学
山口 裕幸 九州大学

P03-67 資源がフサオマキザルの警戒行動に与える影響 ○坪井 翔 京都大学・日本学術振興会
黒島 妃香 京都大学
藤田 和生 京都大学
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P04-01 チャリティへの寄付を公言することは好印象につな
がるか

○森 久美子 関西学院大学

P04-02 貢献感尺度作成の試み ○橋本 剛 静岡大学

P04-03 地位と勢力が援助行動に及ぼす影響 ○竹部 成崇 一橋大学
村田 光二 一橋大学

P04-04 災害時の寄付行動に関する検討 ○中島 誠 三重大学

P04-05 「ふつう」であることの安心感(15)：中学生の場合 ○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

P04-06 「ふつう」であることの安心感(16)：高校生の場合 ○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

P04-07 数量比較が課題遂行方略に及ぼす効果
Mussweiler & Mayer (2011) の追試

○藤島 喜嗣 昭和女子大学

P04-08 図形の比較とアニマシー知覚の関係 ○大久保 暢俊 東洋大学
下田 俊介 東洋大学

P04-09 社会的促進・抑制と社会的比較の関連について ○夏堀 百合奈 東北大学
大渕 憲一 東北大学

P04-10 大学生における沖縄の社会状況の認知に関する比較
研究―あついオキナワ―

○大城 冝武 沖縄キリスト教学院大学
中村 完 琉球大学
與久田 巌 大阪夕陽丘学園短期大学
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P04-11 日本社会における共有的ステレオタイプの特徴解明
の試み

○菅 さやか 愛知学院大学

P04-12 認知的複雑性と集団のサブタイプとの関係 ○山本 真菜 日本大学
岡 隆 日本大学

P04-13 伝統的・非伝統的女性の想起が潜在的性役割観に及
ぼす影響

○埴田 健司 一橋大学

P04-14 独身者差別の国際比較研究 ○佐藤 潤美 東北大学
山本 雄大 東北大学
大渕 憲一 東北大学

P04-15 ステレオタイプ情報による能力制限の知覚の有無が
数学成績に及ぼす影響

○朝川 明男 日本大学
岡 隆 日本大学

P04-16 同性愛者に対する態度の規定因
―異性同性愛者と同性同性愛者の比較―

○鈴木 文子 大阪市立大学
池上 知子 大阪市立大学

P04-17 ポジティブな非社会的文脈がエイズに対する顕在的
態度に及ぼす影響

○大澤 裕美佳 大阪市立大学
池上 知子 大阪市立大学

P04-18 女性政治家はどう見られているか(1)
―ジェンダー・ステレオタイプについて

○李 津娥 東京女子大学
李 光鎬 慶應義塾大学

P04-19 女性政治家はどう見られているか(2)
―争点能力評価について

○李 光鎬 慶應義塾大学
李 津娥 東京女子大学

P04-20 ペナルティキックにおける成功率の偏った推測 ○安部 健太 学習院大学
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P04-21 命令的規範からの逸脱と記述的規範認知が行為の責
任判断と原因認知に及ぼす効果

○村上 史朗 奈良大学

P04-22 リスク現象における安心追求過程 ○川浦 康至 東京経済大学
川上 善郎 成城大学

P04-23 運・不運の“洗浄”とリスク・テイキングの関係
―Xu, Zwick, & Schwarz (2012) の概念的追試とリ
スク認知への影響―

○佐藤 重隆 東洋大学
大久保 暢俊 東洋大学

P04-24 福島第一原発事故による原子力災害に関する風評反
応について
―社会人と学生のリスク認知構造の比較―

○薮ノ 弘美 追手門学院大学
金川 智惠 追手門学院大学
竹西 亜古 兵庫教育大学

P04-25 福島県産食品のWTPへのリスク認知・属性要因の
影響

○広田 すみれ 東京都市大学
西川 厚伸 東京都市大学

P04-26 逸脱行為の意図が内在的正義の推論に及ぼす影響：
自己効力感の調節効果

○脇本 竜太郎 明治大学

P04-27 認知能力と思考傾向は疑似科学への信奉を規定するか ○眞嶋 良全 北星学園大学

P04-28 行為の主体感は好意の形成を促進するか ○井上 和哉 関西学院大学・日本学術振興会
菊地 正 筑波大学
佐藤 暢哉 関西学院大学

P04-29 “新型うつ”のしろうと理論 (2)：人々の特徴や原
因の検討

○勝谷 紀子 青山学院大学
岡 隆 日本大学
坂本 真士 日本大学

P04-30 不思議現象に対する態度とうわさの機能認知との関係
不思議現象に対する態度 (36)

○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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P04-31 不思議現象に対する態度と性格特性との関係 (2)
不思議現象に対する態度 (37)

○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

P04-32 発達の観点から見る不思議現象に対する態度と個人
特性
不思議現象に対する態度 (38)

○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

P04-33 海外勤務者の母国とホスト国に対する態度
―行動的態度の規定因―

○小島 奈々恵 広島大学
深田 博己 広島文教女子大学

P04-35 恐怖喚起刺激，ポジティブ刺激が喫煙に対する潜在
態度に及ぼす効果

○北村 英哉 関西大学

P04-36 21世紀初頭における有配偶女性の性別役割意識
―認知的不協和の終焉？―

○木村 邦博 東北大学

P04-37 楽観主義者と悲観主義者における評価的条件づけ効
果の特徴

○林 幹也 明星大学

P04-38 大学生の異文化接触経験と対外意識 ○有馬 明恵 東京女子大学
萩原 滋 立教女学院短期大学
国広 陽子 東京女子大学

P04-39 内省機会の提供が保護価値の変容に及ぼす影響 ○羽鳥 剛史 愛媛大学
梶原 一慶 国土交通省
曽我部 蓮 愛媛大学

P04-40 「言い間違い」による説得効果への影響：接客場面
における印象と購買意志を中心として

○伊藤 君男 東海学園大学
吉留 正義 東海学園大学
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P04-41 婚姻が階層帰属意識に与える影響 ○山本 雄大 東北大学
佐藤 潤美 東北大学
大渕 憲一 東北大学

P04-42 専門学校生の結婚観と挙式志向性との関連 ○永野 惣一 筑波大学
宗形 奈津子 筑波大学
小金井 希容子 筑波大学
松井 豊 筑波大学

P04-43 消費者の一般用医薬品購入選択におけるブランド効
果と価格プラセボ効果の比較について

○野田 隼人 朝日大学

P04-44 援助の意図性別にみる感謝の社会的認知モデルの検証 ○吉野 優香 東京学芸大学
相川 充 筑波大学

P04-45 Successful Prototypical Affective Microsequences
についての実験的検討 (1)

○弓場 美佳子 神戸大学
米谷 淳 神戸大学

P04-46 なぜ，他の学習者との繋がりは，学習者の学習量減
少を抑制するか
〜学習者の評価懸念を指標とした考察〜

○澤山 郁夫 岡山大学
寺澤 孝文 岡山大学

P04-47 対人サービスから見たリゾートにおける癒し ○山口 一美 文教大学
小口 孝司 立教大学

P04-48 意見・態度変容に影響を及ぼす社会的・認知的葛藤
の表出形態について

○川角 公乃 学習院大学

P04-49 自己属性の相対的位置づけ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 (13)―

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

P04-50 社会志向性と社会的スキルが社会的迷惑行為の抑止
に及ぼす影響

○森 美月 一橋大学
石黒 格 日本女子大学
村田 光二 一橋大学
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P04-51 競争場面における感情表出の制御―社会的スキル
との関連―

○山本 恭子 神戸学院大学

P04-52 情動伝染と共感性の関連：生理指標を用いた検討 ○谷田 林士 大正大学

P04-53 ウソだと認識できる事柄に対する説明経験が説明対
象の実在性認知に与える影響

○太幡 直也 常磐大学
菅 さやか 愛知学院大学
宮本 聡介 明治学院大学

P04-54 説明経験が説明対象の実在性認知に与える影響：架
空の心理用語を用いて

○宮本 聡介 明治学院大学
菅 さやか 愛知学院大学
太幡 直也 常磐大学

P04-55 SNSの効用に関する一考察 ○岡本 香 東京福祉大学
中島 早紀 東京福祉大学

P04-56 初対面の大学生における 2者・4者間の適応感比較 ○有吉 美恵 九州大学
山口 裕幸 九州大学

P04-57 友人とのコミュニケーション場面における高揚対象
の違いが自己意識に及ぼす影響

○潮村 公弘 フェリス女学院大学

P04-58 人物情報の伝達の抽象性が話し手に対する受け手の
印象形成に及ぼす影響

○舟戸 貴織 名古屋大学
唐沢 穣 名古屋大学

P04-59 感謝の対人機能 (2)：感謝の表出形態によって受け
手の認知・感情は異なるか

○蔵永 瞳 広島大学
樋口 匡貴 上智大学
福田 哲也 広島大学

P04-60 表示規則と感情規則の日中比較
―友人・家族との対人相互作用場面―

○趙 紫薇 神戸大学
米谷 淳 神戸大学
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P04-61 絵文字の感情解読と社会的スキルとの関係―大学
生の場合―

○藤原 正光 文教大学
古谷 由香 東京都・墨田区立東あずま保育園

P04-62 コミュニケーションの重要性認知についての質的検討 ○戸口 愛泰 大阪国際大学

P04-63 社会的笑い尺度作りの試み ○李 珊 目白大学
渋谷 昌三 目白大学

P04-64 小学生の感謝スキルの習得を目標としたソーシャル
スキル教育の効果に関する実験的検討 (2)
―児童による仲間評定と教師による児童評定の分
析―

○藤枝 静暁 川口短期大学
相川 充 筑波大学

P04-65 インターンシップ研修における会話量とコミュニ
ケーション力の自己評価

○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

P04-66 Facebookを利用すると隣の芝生は青く見える？ ○村川 文梨 一橋大学
稲葉 哲郎 一橋大学

P04-67 ソーシャルネットワーク上のコミュニティにおける
他者との関わり方の傾向

○石川 真 上越教育大学
平田 乃美 白鴎大学
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P05-01 自尊感情の年次変化
―大学生サンプルのメタ分析―

○小塩 真司 早稲田大学
岡田 涼 香川大学
並川 努 新潟大学
脇田 貴文 関西大学
茂垣 まどか 立教大学

P05-02 自己受容の心的基盤としての愛着
―理想と現実の乖離がもたらす負の影響の緩和効
果―

○外尾 安由子 大阪市立大学
池上 知子 大阪市立大学

P05-03 過剰な外的適応傾向と本来感の関係性
―理想自己と義務自己の類似性に注目して―

○佐々木 和華子 新教育総合研究会(株)
池上 知子 大阪市立大学

P05-04 就職活動に対する自己効力感の規定要因についての
基礎的研究
―熟達経験，ポジティブ幻想，学年差からの考察―

○太田 さつき 東京富士大学

P05-05 文脈特定的な自己概念の評定における矛盾度 ○福島 治 新潟大学

P05-06 自己評価の 2次元における自己高揚バイアスの差異 ○田端 拓哉 大阪市立大学
池上 知子 大阪市立大学

P05-07 複数観衆問題解決の自信と自己複雑性との関連 ○笠置 遊 立正大学
大坊 郁夫 東京未来大学

P05-08 弁解の評価次元と許しの関係 ○山川 樹 日本大学
坂本 真士 日本大学

P05-09 自己卑下呈示の受け手の反応に関する研究
―他者から自己卑下されたとき，人は何を考え，
どう行動するのか？―

○木村 昌紀 神戸女学院大学
小林 知博 神戸女学院大学

P05-10 社会的動機および他者意識と望ましいと考える自己
表現との関連
―性別の検討―

○渡部 麻美 東洋英和女学院大学
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P05-11 マキャベリアニズムと社会的不適応の関連 ○中村 敏健 東京大学・日本学術振興会
山形 伸二 大学入試センター
平石 界 安田女子大学
齋藤 慈子 東京大学
長谷川 壽一 東京大学

P05-12 プライミング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

P05-13 PBL型初年次教育授業におけるグループメンバー
の組み合わせが学習者に与える影響の検証

○本田 周二 島根大学
鹿住 大助 島根大学
土屋 衛治郎 島根大学
七田 麻美子 島根大学
森 朋子 島根大学

P05-14 パーソナリティ特性がタッチ性向に及ぼす影響
―日本の中学生とその保護者に対する調査分析を
中心に―

○曺 美庚 阪南大学
釘原 直樹 大阪大学

P05-15 共感性がボランティア行動従事・継続に及ぼす影響 ○小池 はるか 高田短期大学

P05-16 青年の公私認識，社会的迷惑に対する意識の関連要因 ○谷 芳恵 神戸大学

P05-17 追求者と追求者傾向、後悔の関連の検討 ○鎌田 晶子 文教大学

P05-18 落ち込みがもたらす悪魔のささやき
―主目標の達成の理想度と抑うつ気分が目標保護
に与える影響―

○服部 陽介 東京大学・日本学術振興会
丹野 義彦 東京大学

P05-19 罪悪感の予測がその後の行動に及ぼす影響について
の検討

○古川 善也 広島大学
樋口 匡貴 上智大学

P05-20 女性は妬まれていると思いやすいのか？
――友人からの妬みの知覚における性差の検討――

○井上 裕珠 一橋大学
樋口 収 一橋大学
村田 光二 一橋大学
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P05-21 他者志向的動機づけが失敗経験後の課題達成動機づ
けに及ぼす影響の検討

○伊藤 彬 一橋大学
村田 光二 一橋大学

P05-22 マインドセットが上方比較における妬みと羨望に及
ぼす影響

○田戸岡 好香 一橋大学
井上 裕珠 一橋大学
石井 国雄 明治学院大学

P05-23 予期的後悔が現状維持からの脱却に及ぼす影響 ○道家 瑠見子 一橋大学

P05-24 戦略的な遡及的悲観主義はネガティブ感情を低減す
るか？

○桑山 恵真 一橋大学
村田 光二 一橋大学

P05-25 誘惑に従うとき：誘惑の強さや頻度・上位目標の影響 ○尾崎 由佳 東洋大学
小林 麻衣 東洋大学

P05-26 焦点化解除によるインパクトバイアスの低減
―未来日記と夏休みの幸福度―

○吉野 伸哉 一橋大学
村田 光二 一橋大学
平井 洋子 首都大学東京

P05-27 ポジティブな感情状態がリスクのある意思決定に及
ぼす影響

○加藤 雅之 学習院大学

P05-28 目標-欲求間の意思決定における後悔
自己決定性と葛藤の種類による影響

○後藤 崇志 京都大学・日本学術振興会
楠見 孝 京都大学

P05-29 ステレオタイプ化の自覚に基づくネガティブ感情と
その変化

○村田 光二 一橋大学

P05-30 不公正感低減方略としての他者行動の支持 ○三ツ矢 慎平 名古屋大学
五十嵐 祐 名古屋大学

ポスター発表 05 第 2 日

─ 87 ─



ポスター発表 第 2日 11 月 3 日 (日)

ポスター発表 05 (講堂兼体育館) 13 : 30〜15 : 00

在籍責任時間 奇数番号：13 : 30〜14 : 15 偶数番号：14 : 15〜15 : 00

P05-31 羞恥の表出は信頼の獲得につながるか？
―Feinberg, et al. (2012) の追試的検討―

○樋口 匡貴 上智大学
福田 哲也 広島大学
蔵永 瞳 広島大学

P05-32 羞恥表出の観察者の行動生起メカニズム(2)
―観察者による羞恥表出者の心的状態の推測が観
察者の行動に及ぼす影響―

○福田 哲也 広島大学
樋口 匡貴 上智大学
蔵永 瞳 広島大学

P05-33 格上・格下相手との競争状況は制御焦点に影響を及
ぼすか？

○平間 一樹 首都大学東京
沼崎 誠 首都大学東京

P05-34 主観的幸福感がシャーデンフロイデの減少に及ぼす
影響

○鄭 珪熙 東京大学
唐沢 かおり 東京大学

P05-35 幸福感に関する尺度の作成 (3)
―日本版 Hedonic and Eudaimonic Motives for
Activities 尺度の構成概念妥当性の検討―

○浅野 良輔 浜松医科大学
塚本 早織 名古屋大学
五十嵐 祐 名古屋大学

P05-36 感情経験の理想と現実の差に関する諸基準と人生満
足感の関連

○金子 迪大 東洋大学
堀毛 一也 東洋大学

P05-37 Implicit Association Testを用いた学習動機の測定
―専攻および天井の高さとの関連―

○栗田 季佳 名古屋大学・日本学術振興会
楠見 孝 京都大学
杉本 匡史 京都大学・日本学術振興会
石川 敦雄 竹中工務店
坂口 武司 竹中工務店
鍋谷 めぐみ 竹中工務店
西田 恵 竹中工務店
高橋 祐樹 竹中工務店

P05-38 怒りの維持過程に基づいた構造化筆記開示法の開発 ○遠藤 寛子 筑波大学
湯川 進太郎 筑波大学

P05-39 他者との心的距離が多属性意思決定における魅力効
果に与える影響

○菊地 学 立教大学
都築 誉史 立教大学
千葉 元気 立教大学
相馬 正史 立教大学
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P05-40 情動的摂食と食品のカロリー量推定バイアスについて ○田中 久美子 大谷大学

P05-41 認識の検査としての隠匿情報検査 ○常岡 充子 東京大学・科学警察研究所
松田 いづみ 科学警察研究所
小川 時洋 科学警察研究所
高野 陽太郎 東京大学

P05-42 ワーキングメモリキャパシティの個人差と意識的・
非意識的感情制御が精神的健康に及ぼす影響

○吉田 綾乃 東北福祉大学

P05-43 感情状態が自己関連情報の処理に及ぼす影響 ○田中 知恵 明治学院大学
原島 雅之 千葉大学

P05-44 空間的視点取得力と他者の心的経験推測の正確さと
の関連についての検討

○神原 歩 奈良女子大学

P05-45 非意識的思考が対人印象の変化に及ぼす影響 ○加藤 樹里 一橋大学
村田 光二 一橋大学

P05-46 他者の立場で考えるとき―視点取得とシミュレー
ション方略の違い

○工藤 恵理子 東京女子大学

P05-47 自由意志信念に応じた帰属プロセスの変容 ○渡辺 匠 東京大学・日本学術振興会
岡田 真波 東京大学
酒井 真帆 東京大学
池谷 光司 横浜市役所
唐沢 かおり 東京大学

P05-48 前喫煙者の潜在的喫煙イメージ
〜喫煙者、非喫煙者との比較〜

○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

P05-49 集団成員性が社会的排斥経験後の最親和に与える影響 ○津村 健太 一橋大学
村田 光二 一橋大学

P05-50 顕在的・潜在的シャイネスが自己呈示行動に及ぼす
効果(2)
―自由記述に基づく検討―

○藤井 勉 誠信女子大学校・NPO 法人教育
テスト研究センター (CRET)

澤海 崇文 東京大学・CRET
相川 充 筑波大学・CRET
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P05-51 顕在的・潜在的シャイネスが対人印象に及ぼす効果
―他者評定を指標として―

○澤海 崇文 東京大学・NPO 法人教育テスト
研究センター (CRET)

藤井 勉 誠信女子大学校・CRET
相川 充 筑波大学・CRET

P05-52 “目”という社会的刺激が向社会的行動に及ぼす影響(1) ○森 津太子 放送大学
高比良 美詠子 中部大学
池田 まさみ 十文字学園女子大学

P05-53 ブランドに対する『愛着感』、『憧れ』、『機能性』が
ブランド態度に及ぼす影響
―ブランド・パーソナリティからのアプローチ―

○勝村 史昭 一橋大学
村田 光二 一橋大学
阿久津 聡 一橋大学

P05-54 行為者との心理的距離が自発的推論に及ぼす影響
―空間的距離による検討―

○谷口 友梨 大阪市立大学
池上 知子 大阪市立大学

P05-55 自制する人が自制しない人を嫌う傾向に関する社会
心理学的検討

○井出野 尚 早稲田大学
林 幹也 明星大学
田村 早紀 (株)トーシンパートナーズ
竹村 和久 早稲田大学

P05-56 ナラティブ形式による情報伝達の影響について ○金田 宗久 愛知学院大学
伊藤 君男 東海学園大学

P05-57 精神症状が表情認知に与える影響 ○須惠 明音 玉川大学
高岸 治人 玉川大学
山岸 俊男 東京大学

P05-58 服装と着用場面が人の印象および魅力に与える影響 ○中西 裕希未 名古屋大学
稲垣 悠介 名古屋大学
鈴木 悠平 名古屋大学
中川 健吾 名古屋大学
野々部 佐紀 名古屋大学
許 智允 名古屋大学

P05-59 ファッション関心と消費行動における大学生の意識
変化

○市川(向川) 祥子 神戸大学

P05-60 カテゴリーの違いによるファン行動構造 ○新井 範子 上智大学
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P05-61 障がい者福祉施設の生産物購入に影響を与える諸要因 ○岩井 阿礼 淑徳大学
新井 範子 上智大学

P05-62 台湾における外国イメージと外国製品評価 ○石井 健一 筑波大学

P05-63 子ども向けテレビ番組および CMが幼児の CM理
解に及ぼす影響について

○山下 玲子 武蔵大学
藤井 達也 武蔵大学

P05-64 母親のテレビ視聴量と親近感の違いによる子ども向
け CMの手法に対する態度について

○藤井 達也 武蔵大学
山下 玲子 武蔵大学

P05-65 他者の購買予測と感情予測：相互独立的―協調的
自己観による比較

○野田 理世 金城学院大学

P05-66 ポイント価値推定における遅延価値割引の影響 ○秋山 学 神戸学院大学

P05-67 最低価格保証店舗での他店チラシ持込み値切り行為
について

○若山 大樹 駒澤大学
吉安 美樹 駒澤大学
國分 輝幸 駒澤大学
仁平 博昭 駒澤大学
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