日本パーソナリティ心理学会第 23 回大会

ご挨拶
このたび，日本パーソナリティ心理学会第 23 回大会を山梨大学甲府キャンパスで開催させ
ていただくこととなりました。日程は，10 月 4 日（土）と 5 日（日）の 2 日間です。
「多様な個性を描こう」
を大会テーマにしました。多様な個性は，多様な個性を容認する社会環境によって育まれます。
それは，構成メンバーがみんな同じように見える社会や組織を思い浮かべれば簡単にわかりま
す。では，今の日本社会はどうでしょうか。パーソナリティ研究は多様な個性を描いているで
しょうか。みなさんの研究ではどうでしょう。本大会をきっかけに，私たちの研究が多様な個
性を描けているのか，について振り返っていただければと思っています。
夏には 40 度を超え，先だっては記録的な豪雪となるなど，極端な天候でテレビや新聞を賑
わせている「個性的な都市」甲府ですが，10 月は暑くもなく寒くもなく，とても快適な気候で
す。

会場の周辺では，山梨のワインやフルーツを堪能したり，温泉でリラックスしたり，武田神
社や昇仙峡の散策を楽しんだりすることができます。
新宿から特急で約１時間半の甲府駅から徒歩約 15 分ですので，おそらくみなさんの予想以
上にとても便利です。どうぞご家族やご友人をお誘いの上ご参加下さい。
大会準備委員一同，みなさまのご参加を心よりお待ち申し上げております。
2014 年 9 月吉日
日本パーソナリティ心理学会第 23 回大会準備委員会
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芸術身体教育コース）

教授）

大会日程
10月4日（土） 参加受付9:45～16:00
10:00

11:00

12:00

13:00

10:45～12：15

M
号
館
1
階

15:00

16:00

17:00

12：45～13：45

基調講演
（大会準備委員会企画）
「生殖工学の最前線」

M12教室

14:00

総会
（お弁当つき）

休憩室（10：00～17：00）

M11教室
10：30～12：30

14：00～15：30

自主企画シンポジウム
「時間と状況のなかでﾊﾟｰｿﾅﾘﾃｨを捉え
るTEA（複線径路・等至性ｱﾌﾟﾛｰﾁ）」

S11教室

S
号
館
1
階

講習会A
（大会準備委員会企画）
「〈語り〉を読み解く」

10：30～12：30

15：15～17：15
大会準備委員会企画
シンポジウム
「ワインを通じて考える
個性と日本人らしさ」

広報委員会企画シンポジウム
「感情と動機づけをめぐって」

S14教室

クローク（10：00～17：30）

S13教室

14：15～16：15
ポスター発表①
大学会館
展示・書籍販売，休憩室（10：00～17：00）
※懇親会 17：30～19：30（会場 大学会館）

10月5日（日） 参加受付 9：15～15:00
10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

14：00～16：45

M
号
館
1
階

特別シンポジウム（大会準備委員会企画）
「多様な個性を伸ばすスポーツ指導」

M12教室

休憩室（10：00～17：00）

M11教室
9：45～11：45

S11教室

S
号
館
1
階

13：00～15：00

経常的研究交流委員会企画
シンポジウムA
「現代青年における友人・異性との関
係はどのようなものか」

経常的研究交流委員会企画
シンポジウムB
「パーソナリティによる
反社会的行動の説明」

10：30～12：00

S14教室

講習会B
（大会準備委員会企画）
「人生径路の個性を捉える
TEA（複線径路等至性アプ
ローチ）」

クローク（9：30～17：00）

S13教室
10：00～12：00
ポスター発表②
大学会館

展示・書籍販売，休憩室（9：30～14：00）
10：30～13：30
LC号館1階

委員会
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17:00

会場へのアクセス

大会会場

山梨大学甲府キャンパス
（〒400-8510
山梨県甲府市武田 4-4-37）
JR 中央本線・甲府駅北口より
徒歩 15 分またはバス 5 分。
（ご来場の際には公共の交通機関
をご利用ください。
）

会場へのアクセスについては，
以下の web ページをご覧ください。
http://www.yamanashi.ac.jp/modules/footer_menu/index.php?content_id=5

新宿駅⇒甲府駅
電車：JR 中央線 特急「あずさ号」又は「かいじ号」で最速８３分
バス： 新宿駅西口高速バスターミナルより最速 119 分
名古屋⇒甲府駅
電車： JR 中央線（塩尻駅経由）／塩尻駅で特急「しなの」から
特急「あずさ」に乗り換え，最短 181 分
電車： 東海道新幹線，JR 身延線（静岡駅経由）／静岡駅で「ひかり」から
特急「ふじかわ」に乗り換え，最短 195 分
バス： JR 名古屋駅前バスセンターより約 240 分
甲府駅⇒甲府キャンパス
バス：甲府駅北口 2 番バス乗り場より「武田神社」または「積翠寺」行き
約 5 分「山梨大学」下車（運賃 100 円） ※バス時刻表は次ページに記載
徒歩：甲府駅北口より武田通りを北上，約 15 分
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キャンパスマップ
【M 号館】
【LC 号館】
基調講演，総会，
各種委員会
特別シンポジウム
休憩室
【S1 号館】
講習会，自主シンポジウム，
委員会企画シンポジウム，
準備委員会企画シンポジウム
クローク

【大学会館】
参加受付
ポスター会場
展示・書籍販売，休憩室

10/4（土） 甲府駅北口 2 番線発

山梨大学発

9:35

増発も含め 2 台運行

17:24

増発も含め 2 台運行

10:00

臨時便

19:49

増発も含め 2 台運行

10:30

増発も含め 2 台運行

10/5（日） 甲府駅北口２番線発

山梨大学発

9:05

増発も含め 2 台運行

17:04

増発も含め 2 台運行

9:35

増発も含め 2 台運行

17:30

臨時便

10:00

臨時便

（運賃はいずれも 100 円）

※大会の開始時・終了時に関わる便のみ掲載しております。終日の運行表は山梨交通 HP
（http://yamanashikotsu.co.jp/index.html）をご参照ください。
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会場図
M 号館

基調講演，総会
特別シンポジウム

休憩室

S 号館
広報委員会企画シンポジウム
準備委員会企画シンポジウム
講習会 B
クローク
スロープ

S2-107

S2-101

S1-106

S1-107 S1-108

S1-109

S1-13
S2-106 S2-105

S2-104

S2-103

S1-14

S2-102

エレベーター

S1-11
玄関ホール

S1-101

S1-12

エレベーター

S3-105

S3-106

S3-107
S1-105
中央入口

S1-102

S3-104 S3-103

S3-102

S3-101

S1-104

自主企画シンポジウム
コピー
室

経常的研究交流委員会
S1-103

企画シンポジウム
講習会 A
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大学会館

懇親会会場

ポスター会場

参加受付

展示・書籍販売

休憩室
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大会参加者へのご案内
１．会期と会場
会期：2014 年 10 月 4 日（土）
・5 日（日）
会場：山梨大学甲府キャンパス（〒400-8510 山梨県甲府市武田 4-4-37）
JR 中央本線 甲府駅北口よりバスにて 5 分または徒歩 15 分

２． 大会参加に関する諸費用
費目

区分

金額（円）
一般

8,000

院生・学部生

6,000

院生（デビュー割）

5,000

一般

9,000

院生・学部生

7,000

院生（デビュー割）

6,000

非会員

10,000

一般

10,000

院生・学部生

8,000

非会員

11,000

一般

5,000

院生・学部生

3,000

一般

7,000

院生・学部生

5,000

早期予約

大会参加費
（論文集代を含みます。

予約

発表費はかかりません。）

当日

予約
懇親会費
当日

発表論文集費

機関購入

6,000

※一度納入された諸費用は払い戻しいたしません。あらかじめご了承ください。
※大会への参加にかかわらず，連名発表者は大会参加費の納入が必要です。
※「デビュー割」とは，院生会員の方が本学会における発表を今大会で初めて行う場合に適用され
るものです（自己申告制）
。2014 年 5 月 30 日までに参加・発表申込を済ませた方に限ります。
※発表論文集は，大会当日，受付にて配布されます。

３．会場設備
受付
大学会館 1 階ホールに受付を設置いたします。大会に参加される方は，会員・非会員，予約参加・
当日参加にかかわらず，必ずお立ち寄りくださいますようお願いいたします。受付にて，参加証お
よび領収証，発表論文集をお渡しいたします。受付時間は，大会 1 日目（10 月 4 日）は 9：45～16：
00，大会 2 日目（10 月 5 日）は 9：15～15：00 です。
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クローク
S 号館 1 階にクロークを設置いたします。貴重品につきましては，各自で管理いただきますよう
お願いいたします。

休憩室
M 号館 1 階および大学会館 1 階多目的ホールを休憩室といたします。多目的ホールには，ポスタ
ー会場および展示・書籍販売スペースを併設いたします。

展示・書籍販売
大学会館 1 階多目的ホールに展示・書籍販売スペースを設置いたします。ポスター会場および休
憩所を併設いたします。

託児所
託児室を大会１日目・2 日目の 9:00～16:00 まで開設します。託児の対象は 1 歳から就学前まで
となります。人数制限（各日 10 名程度）がございますので，なるべくお早めに大会準備委員会宛
（jspp2014@iap.bunken.co.jp）にメールにてご予約下さい。その際，お子様の年齢と人数をお知ら
せください。2014 年 9 月 19 日（金）締め切りとします。

会期中の昼食およびお弁当の事前申し込み
大学生協食堂は休日で営業しておりません。周辺の飲食店をご利用ください。
なお，大会 1 日目の総会では昼食を用意いたします。また，大会 2 日目については，お弁当の事
前申し込みを承ります。申し込み期限は 9 月 24 日（水）です。申し込みは本大会サイトのトップ
ページ（http://conference.wdc-jp.com/jspp/23/）よりお願いいたします。

企画への事前登録
つぎの企画は，出席者数によって会場その他の準備が大きく変わる可能性があるので，優先事前
登録制とさせていただきます。登録の締め切りは 9 月 24 日（水）です。申し込みは本大会サイト
のトップページ（http://conference.wdc-jp.com/jspp/23/）よりお願いいたします。
1.

特別シンポジウム（大会準備委員会企画）
「多様な個性を伸ばすスポーツ指導」

2.

講習会 A（大会準備委員会企画）
「
〈語り〉を読み解く―質的分析の質を高めるために―」

3.

講習会 B（大会準備委員会企画）
「多様な個性のプロセスを描くための TEA（複線径路等至性
アプローチ）
」
※当日，未登録の方も出席できますが，登録された方に優先的に座席を用意します
（開始５分前まで）
。
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その他（注意点）
大会期間中，発表の録音および録画，撮影，中継や実況をする場合は，発表者の許可を得るよ
うお願いいたします。また，Twitter などの公共性の高いメディアで発表内容を情報発信する
場合は，発表者や他の参加者の気分を害することがないようお願いいたします。
大会 1 日目（10 月 4 日）には会場となる山梨大学甲府キャンパス内にて入試が行われます。入
試会場には立ち入ることのないようお願いいたします。

４．大会関連行事のご案内
総会
大会 1 日目（10 月 4 日）の 12：45 より M 号館 1 階の M12 教室にて開催いたします。出席者の
方には昼食を準備しております。

懇親会
大会 1 日目（10 月 4 日）の 17：30 より大学会館ラウンジにて開催いたします。当日参加の受付
は大会受付で行います。

大会発表賞授賞式
大会 1 日目の総会にて昨年度大会の大会発表賞受賞者の発表を行います。
大会 1 日目の懇親会にて表彰状の授与を行います。

理事会
大会前日（10 月 3 日）の 17：30 より，積翠寺温泉要害にて行います。常任理事，理事の先生方
には，あらためて学会事務局よりご案内いたします。

ヤングサイコロジストプログラム（YPP2014）
大会前日（10 月 3 日）の 15 時より， 山梨県地場産業センターかいてらすにて行います。
※YPP2014 の開催場所は大会会場とは異なります。ご注意ください。

５．各種更新ポイントについて
本大会は臨床心理士および学校心理士の資格更新ポイント対象となっております。
臨床心理士に関しては，
「日本臨床心理士資格認定協会：臨床心理士資格更新制度」の「③本協会
が認める関連学会での諸活動への参加」に該当します。
学校心理士に関しては，
「学校心理士認定運営機構：資格取得・更新」の種別記号表と提出書類一
覧(PDF 形式)の「⑤：種別記号 F,G,H（発表参加）
，I（2 日間参加で 1P）
」に該当します。
詳細に関しては，本大会サイトの中の「資格更新ポイント」ページ
（http://conference.wdc-jp.com/jspp/23/license.html）をご参照ください。
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発表者へのご案内
1. ポスター発表


今大会のポスター発表は，2 セッションとなります。ポスター発表 1 は大会 1 日目（10 月 4
日）の 14：15～16：15，ポスター発表 2 は大会 2 日目（10 月 5 日）の 10：00～12：00 で
す。



発表者は，セッションの開始時刻までに自分の発表番号のパネルにポスターを掲示し，在席
責任時間（奇数番号はセッション開始後 60 分，偶数番号はセッション終了前 60 分）の間，
質疑に応じる必要があります。



セッション終了時刻になったら，速やかにポスターの撤去をお願いいたします。撤去されな
いまま放置されたポスターは大会準備委員会で処分いたします。



発表パネルの大きさは，1 発表につき，縦 1.5ｍ，横 1.0ｍです。パネルに収まるのであれば，
ポスターのサイズは問いません。ただし，掲示スペースの上部に「発表題目」
「氏名」
「所属」
を明記してください。なお，資料を配布する場合には，各自で事前に準備していただき，配
布するようお願いいたします。大会会場には資料をプリントアウトおよびコピーできる場所
はございません。



責任発表者がやむを得ない事情により欠席する場合，事前に大会準備委員会の承認を得て，
連名発表者が発表を代行することができます。ただし，承認がない場合，正式な発表として
認められない場合がありますので，ご注意ください。代行や発表取り消しについては，事前
に大会準備委員会まで（jspp2014@iap.bunken.co.jp）ご連絡ください。



今大会では，例年同様，優秀大会発表賞を設けます。抄録原稿を対象とした一次審査と，当
日の発表を対象とした二次審査による総合的審査で受賞者を決定します。

2．準備委員会企画・各種委員会企画・自主企画


会場に発表資料投影用の機材（プロジェクター，スクリーン）を用意します。パソコンは，
各自でご準備ください。パソコンの準備を希望される場合には，事前に大会準備委員会まで
ご相談ください。



登壇者は，各プログラム開始の 5 分前までに会場にお越しいただき，あらかじめファイルを
パソコンに入れておくなどの事前準備をしていただきますようお願いいたします。
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2014 年度ヤングサイコロジストプログラム（YPP2014）
日本パーソナリティ心理学会では、毎年年次大会の前日にヤングサイコロジストプログラム(YPP)
を開催しています。YPP は、若手研究者同士が互いの研究について議論し、研究者間の新たなつなが
りを作る機会として、例年ご好評をいただいております。今年も年次大会の前日に YPP を開催します
ので、全国の若手研究者との交流を深める機会として、ぜひ奮ってご参加ください。

開催日時：2014 年 10 月 3 日 (金) 15 時～18 時
※終了後、19 時から JR 甲府駅周辺で懇親会を予定しております。

開催場所：山梨県地場産業センターかいてらす

3 階円卓会議室

・JR 中央線酒折駅から徒歩 15 分、JR 中央線甲府駅北口からタクシーで 10 分
・会場ウェブサイト：http://kaiterasu.jp/access
※年次大会とは会場が異なるので十分ご注意ください。

企画内容
(1) 研究発表&グループディスカッション
今回は、「希望者による研究発表と、発表内容に対してのグループディスカッション」メインの企
画に据えております。発表をただ聞くだけでなく、発表者への質問や意見をグループでまとめ、議論
した内容をもとに発表者と質疑応答を行うことによって、より充実した議論の場を持ちたいと考えて
おります。それぞれ異なった専門性を持つ参加者同士で多くの意見交換をしていただき、新たな視点
や気づきを皆様に得ていただくことがねらいです。
なお、この企画に際して、15 分の研究発表を行ってくださる方を複数名募集します。ご自身の研究
について、普段とは異なる観点も採りいれて、じっくり議論を深めてみませんか？皆様のご応募をお
待ちしております。

(2) 各自の研究についてのリフレクション
(1) の企画で議論した内容を踏まえた上で、発表者だけでなく、フロアにいらっしゃった方々の研究
についても、改めて深く考えていただくことを目的とします。今後ご自身の研究をどのように発展さ
せたいかを考えていただき、その内容をグループで共有し、さらに意見や感想をやりとりしていただ
くことを予定しています。
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参加資格：学部または大学院に在籍している学生もしくは学部卒業または大学院修了（退学含む）5
年以内の方
※日本パーソナリティ心理学会の会員でない方も、参加可能です。

申込方法：以下の申し込みフォームに必要事項をご記入の上、下記連絡先までお送りください。
・参加費は無料（懇親会は 3000 円～4000 円程度）です。
・会場の収容人数の都合により、定員に達し次第、申し込みを締め切らせていただきます。
また、発表希望が殺到した場合は、先着順で締め切らせていただく場合があります。予め
ご了承ください。
--------------------------------------------------------------------------------------氏名：
所属：
連絡先 e-mail：
研究領域：
参加形態： 研究発表あり or 研究発表なし
懇親会：参加 or 不参加
その他質問など：
--------------------------------------------------------------------------------------注：参加形態および懇親会の部分は、該当するもののみ残してください。

連絡先：jspp.wk@gmail.com

企画：野崎優樹（京都大学・D2）
、市川玲子（筑波大学・D2）
、樫原潤（東京大学・D2）
、澤山郁夫（大
阪大学・D1）

主催：日本パーソナリティ心理学会 広報委員会（担当：川本哲也、木戸彩恵、並川努、渡部麻美）
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大会準備委員会企画
基調講演・講習会・特別シンポジウム
10 月 4 日（土）10：45～12：15 M12 教室
基調講演「生殖工学の最前線―クローンから宇宙繁殖まで―」
講演者：若山照彦（山梨大学）
司会：尾見康博（山梨大学）

企画趣旨
生涯発達研究では，すでに胎児期もその研究対象に取り上げられるようになってきてい
るが，生命の起源に遡ろうとすればするほど，心理学の方法や視点だけでは把握すること
が困難である。本講演では，生殖工学の第一人者である山梨大学生命環境学部の若山照彦
教授に，生殖工学の最先端の研究についてお話しいただき，多様な個性が生まれる背景に
ついて，心理学とは異なる視点からあらためて考える機会としたい。

講演者略歴
1990 年 3 月 茨城大学農学部畜産学科 卒業
1992 年 3 月 茨城大学農学研究科畜産学専攻 修了
1996 年 3 月 東京大学大学院農学系研究獣医学専攻 博士（農学）
1996 年 8 月 ハワイ大学助教授
1999 年 12 月 ロックフェラー大学助教授
2001 年 3 月 アドバンスドセルテクノロジー社 主任研究員
2002 年 6 月 理化学研究所 発生再生科学総合研究センター チームリーダー
2012 年 4 月 山梨大学生命環境学部 教授

講演者受賞歴
山崎貞一賞(2010)，文部科学大臣表彰 科学技術賞（研究部門）(2010)，
日本学術振興会賞(2009)，日本学士院奨励賞(2009)など多数。
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質的研究に関する講習会

企画趣旨
「多様な個性を描こう」とするとき，量的方法では把握しきれないと考えることが一般
的であろう。そこで，多様な個性を描くのに適していると考えられる質的方法に関して，
以下の二つの講習会を開催し，パーソナリティ心理学における適用方法とその可能性につ
いて実践的に学ぶ。

10 月 4 日（土）14：00～15：30 S11 教室
講習会 A「
〈語り〉を読み解く―質的分析の質を高めるために―」
講師：能智正博（東京大学）
司会：尾見康博（山梨大学）

10 月 5 日（日）10：30～12：00 S14 教室
講習会 B「人生径路の個性を捉える TEA（複線径路等至性アプローチ）
―初心者には最初の手ほどきをします；経験者には個別相談をします―」
講師：サトウタツヤ（立命館大学）
渡邊芳之（帯広畜産大学）
司会：東海林麗香（山梨大学）
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特別シンポジウム（大会準備委員会企画）
10 月 5 日（日）14：00～16：45 M12 教室

多様な個性を伸ばすスポーツ指導
話題提供者：為末 大（一般社団法人 アスリートソサエティ）
Keith Duquette (EMC Corporation)
指定討論者：尾見康博（山梨大学）
司会・通訳：佐柳信男（山梨英和大学）
通訳：Colin Moreshead(The New York Times)

企画主旨
2012 年 12 月に高校バスケットボール部の主将が自殺した事件は，日本のスポーツ指導者の
指導のあり方について議論を巻き起こした。その中心の一つとなったのが体罰の是非であった。
驚かされるのは，世代を問わず，体罰を肯定する意見がその後も依然としてあり，かつ，あの
痛ましい事件後ですら，スポーツ現場における体罰の実態がプロアマ問わずマスコミやネット
メディアで報じられ続けていることである。表沙汰にならないものの方がおそらく多いであろ
うし，実際に体罰を用いて指導しているという話は聞くので，日本中で体罰を用いた指導がな
されているものと思われる。また，体罰とは言えなくても，脅したりすかしたり，人格を否定
するような暴言はさらに「常識的」に用いられており，現場で問題視されているとは思えない。
強くなるため，あるいは上手になるためには，体罰をはじめとする罰による指導が不可欠で
あるという信念は指導者の間に根強くあると思われるが，それはなぜなのだろうか。欧米だっ
たら人権問題になりそうな指導がなぜ未だに継続しているのだろうか。
また，日本独特のスポーツ文化である部活は，地域クラブが普及していない日本においては，
スポーツ界の底辺を支えている活動である（詳しくは，中澤(2014)や Omi(in press)を参照）
。
しかし，学校の課外活動であるにもかかわらず，体罰や暴言による指導がここまで容認されて
いる。それだけでなく，当該スポーツの専門家でない教員が顧問をすることも多く，顧問が当
該スポーツのプレーヤーとしての経歴を持っていたとしても，指導やコーチングの研修が充実
していないために，必ずしも指導者として適切であるかどうかもわからない。
また，特に集団競技の場合，生徒の上手い下手（技量の差）による扱われ方の違いが半端な
く大きい。レギュラー組とベンチ組，プレーヤー組と応援組との間でまったく異なる。部活動
は，教育の一環とみなされるにもかかわらず，なぜ，このような不平等が容認され続けている
のだろうか。日本の教育は悪平等と揶揄されるほどに平等が好まれているにもかかわらず。
体罰や暴言による指導，そして不平等な指導は，
「多様な個性を伸ばす指導」とはおよそ相容
れないものと思われる。また，生涯スポーツという観点からも，スポーツ嫌いを一定程度育て
ているという意味でマイナスに働いているものと思われる。
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本シンポジウムでは，米国のスポーツ指導の実態を地域のクラブチームで女子バスケットボ
ールのコーチをしている Keith Duquette 氏に紹介していただくとともに，４００M ハードル
の世界選手権二大会連続銅メダリストであり，現在の日本のスポーツ指導やスポーツのあり方
についてマスコミやＳＮＳ等で積極的に発言している為末氏にご見解を披瀝していただくこと
によって，グローバルな観点に立ち，日本における「多様な個性を伸ばすスポーツ指導」がい
かに可能であるかを考えたい。

大会準備委員会企画シンポジウム
10 月 4 日（土）15：15～17：15 S14 教室

ワインを通じて考える個性と日本人らしさ

司会：酒井 厚（山梨大学）
話題提供者：小林弘憲（シャトー・メルシャン）＃
水上 東（モンデ酒造株式会社）＃
斉藤史恵（山梨大学ワイン科学研究センター）＃

企画主旨
パーソナリティの発達に関わる要因については，気質などの個体側要因と環境要因の相互作
用から検討する研究が様々に行われ，多くの知見が積み重ねられている。近年では，個体側要
因を遺伝子のレベルで捉えたり，環境要因を家庭などの身近なものばかりでなく，地域を含め
た包括的な視点から検討する試みも増えている。
パーソナリティをめぐる個人と環境の間には，相互作用の結果であるパーソナリティの違い
によって，個人が周囲の環境に異なる影響を与え，変化した環境がまた個人のパーソナリティ
の形成や発達に寄与するという循環的な関係性が考えられる。しかし，こうした循環的な関係
性は，長期的なスパンで捉えて把握できていくものであり，実証的な研究はまだ少なく十分に
議論されていない。
同様な循環的な関係性は，ワインをめぐる生産者と消費者のやりとりにあてはめて考えるこ
とができるだろう。醸造家が，ブドウの個体差と地質や気候などの環境との相互作用から造り
出したワインを介して，何年にもわたり消費者とのやりとりを重ねることで，ワインの個性が
磨き上げられ，日本のワイン文化が展開されていく。
本企画では，山梨県内のワイナリーに所属する 2 人の気鋭の醸造家と，味覚の専門家を迎え，
生産者と消費者の両者の立場から，ワイン作りの歴史やワインと日本人のこれからの関係性に
ついてご議論頂き，置かれた環境との相互作用による“熟成の結果としての個性のあり方”に
ついて考えていきたい。
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委員会企画シンポジウム
10 月 4 日（土）10：30～12：30 S14 教室

感情と動機づけをめぐって

企画者：日本パーソナリティ心理学会広報委員会
司会者：梅本貴豊（名古屋大学）
話題提供者：大芦 治（千葉大学）
戸梶亜紀彦（東洋大学）
村上達也（筑波大学）
指定討論者：速水敏彦（中部大学）

企画主旨
我々の日常生活において，感情と動機づけはあらゆる場面で関与しており，両者とも，人を
行動へと駆り立て，行動を方向付け，維持するという点では共通した機能を持っているといえ
る。また，たとえば，
「楽しいから○○をしたい」
「ムカつくから△△をしたくない」というよ
うな場合，感情のあり方が動機づけを規定しているというように，両者は時に一方が図となり，
もう一方が地となって，相補的に作用しているであろう。しかし，それが機能する条件やメカ
ニズムには微妙な重なりと差異があると考えられる。それでは，仕事や学習などの場面で，感
情は動機づけとどのように関連し，人の行動を導くのであろうか。
本シンポジウムでは，このような問題をめぐり，今まで扱われることが比較的少なかった「感
情」という観点から動機づけを捉え，理論と応用の双方からの幅広い話題提供を土台として議
論を深めることを目的とする。
話題提供として，大芦氏・戸梶氏・村上氏の 3 人に登壇いただき，感情と動機づけ，行動な
どを結ぶ理論的研究や，特定の感情状態と動機づけのつながりに関わる研究などについてご紹
介いただく。
これらの話題提供の後，感情と動機づけに関する近著もある速水氏から指定討論をいただき，
フロアとの自由なディスカッションを深めたい。

( 17 )

10 月 5 日（日）9：45～11：45 S11 教室

現代青年における友人・異性との関係はどのようなものか
―行動の背後にある動機に着目して―

企画者：日本パーソナリティ心理学会経常的交流委員会
司会者：畑野 快（日本学術振興会／京都大学）
中谷陽輔（同志社大学）
話題提供者：石本雄真（立命館大学，非会員）
本田周二（島根大学）
谷口淳一（帝塚山大学）
指定討論者：岡田 努（金沢大学）

企画主旨
青年期は，同性友人や異性との親密な関係を構築することが特に重要な時期とされている。
しかし，1990 年代以降，青年は友人や異性と必ずしも親密な関係を結ぼうとせず浅い関係にと
どめる（希薄さ）
，同調するような行動をとる（同調性）
，人によって付き合い方を変える（フ
リッパー志向）など以前とは異なった「現代的な」友人・異性との関係が見られるようになっ
ている。このような傾向は，1990 年代から指摘されているものの，その特徴および行動の背後
にある動機などそのメカニズムについては十分に議論されていない。現代青年の友人関係につ
いて，そのメカニズムの一端を明らかにすることは，青年の適応・不適応について友人関係の
視点から支援するための方策を議論する上で，意義のあることと考えられる。
本シンポジウムでは，現代青年における友人・異性との関係について実証的に研究を行って
いる先生方を話題提供として招き，それぞれの研究を発表していただく。石本先生からは，現
代青年の友人関係の特徴を心理的距離，同調性に着目した上で適応・不適応の観点から概観し，
ご自身の研究を発表していただく。そして，現代青年の友人関係のメカニズムの一端を明らか
にする上でその行動の背後にある動機に着目し，同性友人との関係性動機に着目して研究を行
っている本田先生，異性に対する自己呈示動機に着目して研究を行っている谷口先生にそれぞ
れご自身の研究を発表していただく。
また，指定討論として岡田氏をお招きし，個別の研究・発表に関する質問およびコメントに
加えて，現代青年の友人関係に関わる研究全体を見据えたコメントをいただく予定である。こ
れらの発表，コメントに加えて，フロアの参加者からの質問・ご意見も踏まえ，現代青年の友
人・異性との関係のメカニズムの検討とその支援のあり方について活発な議論ができればと考
えている。
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10 月 5 日（日）13：00～15：00 S11 教室

パーソナリティによる反社会的行動の説明
―その限界と可能性―

企画者：日本パーソナリティ心理学会経常的交流委員会
司会者：吉澤寛之（岐阜大学）
話題提供者：酒井 厚（山梨大学）
大隅尚広（広島修道大学）
中川知宏（近畿大学）#
指定討論者：永房典之（新渡戸文化短期大学）

企画主旨
暴力，犯罪，いじめに代表される反社会的行動は，主に社会科学においてその解決が求めら
れている課題であり，多様なアプローチによる検討がなされている。反社会的行動を規定する
要因は，個人単位のミクロな生物学的要因や心理学的要因から，集団や社会単位のよりマクロ
な社会学的要因に至り多様であるが，心理学的要因の一つであるパーソナリティ要因による説
明が課題解決にどのように寄与しているかはあまり議論がなされていない。
多元論的アプローチが優勢な犯罪・非行研究のなかにパーソナリティ要因を位置づけたとき
に，どのような実証的意味があるのかを考えてみたい。パーソナリティ要因のなかで説明力の
比較的高い低自己統制は，仲間集団の犯罪・非行傾向の高さなどの文脈的要因が併存した場合
においてとくに，その説明力が上がるとされる。また，特性的で可変性に乏しいパーソナリテ
ィ要因に反社会的行動の説明を求めることは，介入の視点からみると様々な問題が生じえると
いえよう。
本企画では，気鋭の若手研究者の中から，反社会的行動をパーソナリティ要因と環境要因と
の相互作用により説明する研究者，パーソナリティの基盤としての脳機能に注目した研究者，
仲間集団の影響を扱う研究者の３者を迎え，パーソナリティ要因による説明における限界と可
能性について議論を試みる。指定討論者には，自己意識的感情や特性としての行動基準の観点
から反社会的行動を研究する永房氏を迎える。
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自主企画シンポジウム
10 月 4 日（土）10：30～12：30 S11 教室

時間と状況のなかでパーソナリティを捉える TEA（複線径路・等至性アプローチ）
―実践的方法論としての可能性の拡がり―
企画者：安田裕子（立命館大学）
三田地真実（星槎大学）
荒川歩（武蔵野美術大学）
司会者：三田地真実（星槎大学）
話題提供者：松本玲子（上智大学短期大学部）
豊田香（東京大学大学院教育学研究科）
田代裕一朗（熊本市子ども発達支援センター）
・三田地真実（星槎大学）
指定討論者：安田裕子（立命館大学）

企画主旨
パーソナリティは，状況と時間経過のなかで現れるものである（サトウ・渡邊，2011）
。そ
うしたパーソナリティ，すなわち人の存在の様相を捉える手法のひとつに複線径路・等至性ア
プローチ（TEA）がある（安田・サトウ，2012）
。TEA は，人間の発達や人生径路の多様性・
複線性を時間経過と文化的・社会的文脈のなかで捉えることを目的に開発された。パーソナリ
ティの様相が，人の生と密接に絡み合っているものであると考えるならば，TEA という方法論
は，パーソナリティの維持と変容の様相を捉えるのに役立つ手法であるといえるだろう。
本シンポジウムでは，TEA の方法論について，人生の径路を描き出すという手法が，様々な
現場でいかに応用的に実践にもちいられているのかを，3 つの事例を用いて議論することを目
的とする。まず，学生相談の現場で，TEM 図をカウンセラーがクライアントと共にその人生
の軌跡を描き出し，実際のカウンセリングに用いた事例（松本）
，次に，ビジネス研修の現場で，
TEA の手法を，未来の径路を描き出すことに用いた事例（豊田）
，そして，言語臨床の現場で，
セラピストが選択する治療方法の分岐を描き出すのに TEM 図を用いた事例（田代・三田地）
を取り上げる。これらの報告を通じて，パーソナリティを，過程と発生を捉える TEA を用い
て描き出す適切性と応用可能性について検討を進めたい。
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ポスター発表A 10月4日（土） ポスター掲示時間14：15～16：15
在席責任時間 奇数番号14：15～15：15 偶数番号15：15～16：15
PA01 外向性，神経症的傾向と日常感情との関連に及ぼ
す日常生活出来事の効果

門田昌子
寺崎正治
福田正人

＃ 安藤正人

倉敷市立短期大学 保育学科
川崎医療福祉大学医療福祉学部
川崎医療福祉大学大学院
医療福祉学研究科
臨床心理学専攻博士後期課程
川崎医療福祉大学医療福祉学部

PA02 ゆるしと愛着の関連―自己注目を媒介として―

沼田真美
今野裕之

目白大学大学院
目白大学大学院

PA03 仲間との協同的な学習における心理的欲求の充足

岡田涼

香川大学教育学部

PA04 顕在的・潜在的自尊感情の不一致が他者軽視に及
ぼす影響―無意識的な自尊感情のネガティブな側
面―

藤井勉
澤田匡人

Sungshin Women's University
宇都宮大学教育学部

PA05 公共場面における行動基準と屈辱感，羞恥感，罪悪
感との関連性

薊理津子

聖心女子大学

PA06 エゴ・レジリエンスが中年期の発達課題に果たす役
割

畑潮

PA07 時間的展望イメージ尺度の作成の試み(3)－時間的
展望とレジリエンスとの関連性－

松田美登子 東京富士大学経営学部

PA08 青年期・成人期初期における恋人を欲しいと思わな
い理由とコミュニケーションに対する自信との関連

高坂康雅

和光大学現代人間学部
心理教育学科

PA09 中学生の教師ステレオタイプと担任教師に対する信
頼感の関連

中井大介

愛知教育大学

PA10 女性の身体に対する数値と視角での認識の差異―
評価する側の性別による差異も考慮して―

鈴木公啓

東京未来大学

PA11 信念が先か？侵入思考が先か？ ―思考抑制に関す
る信念と侵入思考の関連についての縦断的検討―

服部陽介

京都学園大学

PA12 共感性，協調性と向社会的傾向，向社会的行動との
関係

登張真稲
大山智子

文教大学人間科学部
白百合女子大学
生涯発達研究教育センター
埼玉大学教育学部
文教大学

目白大学大学院心理学研究科
博士課程後期
小野寺敦子 目白大学人間学部

首藤敏元
＃ 名尾典子
PA13 確定診断のない就学前児童の認知特性― 田中ビ
ネーⅤ知能検査からの検討 ―

吉原勝

放送大学大学院文化科学研究科

PA14 交際相手に対するネット上でのモニタリング行動に影
響を与える要因―Facebookとメール・LINEとの比較

中山満子

奈良女子大学研究院人文科学系

( 21 )

PA15 情動コンピテンスと被排斥者の悲しみを調整する行
動との関連

野崎優樹

PA16 化粧の程度が自己・他者の印象評価に及ぼす影響

清水麻莉子 名古屋大学大学院
教育発達科学研究科
望月聡
筑波大学大学院
人間総合科学研究科

PA17 シャイネスに特徴的な認知と日常出来事の経験頻度
との関連

福田正人
寺崎正治
門田昌子

PA18 大学生の気分が落ち込む要因と回復方法―KJ法と
テキストマイニング分析から―
PA19 生涯発達におけるクオリティ・オブ・ライフと精神的健
康（４）― 就学前期におけるパーソナリティの加齢変
化：遺伝と環境の影響性の検討 ―

京都大学大学院教育学研究科
／日本学術振興会

川崎医療福祉大学大学院
医療福祉学研究科臨床心理学専攻
川崎医療福祉大学医療福祉学部
倉敷市立短期大学保育学科

小林美佐子 早稲田大学大学院
人間科学研究科

菅原ますみ お茶の水女子大学大学院
人間文化創成科学研究科
田中麻未
千葉大学社会精神保健
教育研究センター
酒井厚
山梨大学教育人間科学部
眞榮城和美 清泉女学院大学人間学部
心理コミュニケーション学科
＃ 齊藤彩
お茶の水女子大学大学院
人間文化創成科学研究科

PA20 生涯発達におけるクオリティ・オブ・ライフと精神的健
康（5）―就学前期のパーソナリティに及ぼす遺伝と環
境の影響における性差―

田中麻未

千葉大学社会精神保健
教育研究センター
菅原ますみ お茶の水女子大学大学院
人間文化創成科学研究科
酒井厚
山梨大学教育人間科学部
眞榮城和美 清泉女学院大学人間学部

PA21 「ふつう」志向性尺度作成の試み（1）―予備調査結
果に関する報告―

黒石憲洋

日本教育大学院
大学学校教育研究科
＃ 佐野予理子 清泉女学院大学

PA22 特権意識がインターネット上のネガティブな経験に与
える影響―二分法的思考を媒介要因として―

下司忠大
小塩真司

早稲田大学大学院文学研究科
早稲田大学文学学術院

PA23 インターネット上における高校生の情報プライバシー
―世代間の比較―

佐藤広英
太幡直也

信州大学人文学部
常磐大学人間科学部

PA24 自尊感情の変動性指標の再検査信頼性

市村美帆

目白大学

PA25 悲観性と達成動機との関連について―内的／外的
悲観の分類

福沢愛

東京大学大学院

PA26 大学生の心配の内容とその構造についての探索的
富島大樹
検討
＃ 末永清
＃ 藤生英行

PA27 the revised Sociosexual Orientation Inventory
邦訳版の作成（2）―社会的望ましさとの関連―
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仲嶺真

聖徳大学心理教育相談所
聖徳大学福祉・心理学部
筑波大学大学院
人間総合科学研究科

筑波大学大学院
人間総合科学研究科
古村健太郎 筑波大学大学院
人間総合科学研究科

PA28 心理学教育の技法と哲学とは何か，それをどう醸成
するか―心理学教育力パワーアップセミナーの試み
―

荒川歩
北村英哉
澤田匡人
大久保智生

武蔵野美術大学
関西大学社会学部
宇都宮大学教育学部
香川大学教育学部

PA29 過去の経験と青年期の自我同一性の感覚の関連

小島淳広

東京大学大学院

PA30 血液型で他者を嫌悪する人はどのような人なのか

山岡重行

聖徳大学心理・福祉学部心理学科

PA31 感情プロセスの言語化と認知的統制との関連性の検
討

酒井久実代 日本女子体育大学

PA32 パーソナリティとアイデンティティとの因果の方向性
―交差遅延効果モデルによる検討―

畑野快
高橋雄介

PA33 先延ばしに及ぼす感情の効果

PA34 青年期におけるパーソナリティの変化―YG性格検査
を用いた検討―
PA35 短縮版Grit尺度の作成 (1) －因子構造の確認－

日本学術振興会／京都大学
京都大学大学院教育学研究科

阿部智絵美
＃ 林洋一
＃ 末次晃
名取洋典

福島県立医科大学
いわき明星大学
いわき明星大学
いわき明星大学

川本哲也

東京大学大学院
／日本学術振興会

西川一二
関西大学大学院
奥上紫緒里 関西大学大学院

PA36 短縮版Grit尺度の作成 (2)－パーソナリティ特性と
の関連性－

奥上紫緒里 関西大学大学院
西川一二
関西大学大学院

PA37 サイコパシーと攻撃性の関係に及ぼす他者に対する
情動反応の影響

田村紋女
杉浦義典

広島大学大学院総合科学研究科
広島大学大学院総合科学研究科

PA38 学生スタッフのキャンプ体験に関する語りはどのよう
山元隆子
に変化するか？－ZICEから体験の時間的変化を捉 ＃ 五十嵐麻希
後藤龍太
えるためのパイロットスタディ－
盛合智絵
森慧太朗
山下温子
平野直己

岩見沢キャンプ心理学研究会
岩見沢キャンプ心理学研究会
岩見沢キャンプ心理学研究会
岩見沢キャンプ心理学研究会
岩見沢キャンプ心理学研究会
岩見沢キャンプ心理学研究会
岩見沢キャンプ心理学研究会

PA39 自閉症スペクトラム傾向における因子構造の検討

氏家悠太

千葉大学融合科学研究科
／日本学術振興会特別研究員

PA40 集団でのコラージュ制作とシェアリングが気分と他者
への親和感情・親和行動に与える影響

竹内いつ子 川崎医療福祉大学大学院
寺崎正治
川崎医療福祉大学医療福祉学部
武井祐子
川崎医療福祉大学医療福祉学部

PA41 日本語版新奇恐怖尺度の作成とその信頼性と妥当
性の検討
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松尾由美
田島祥
＃ 祥雲暁代
寺本水羽
＃ 相田麻里
坂元章

関東短期大学
東海大学
お茶の水女子大学
お茶の水女子大学
お茶の水女子大学
お茶の水女子大学大学院
人間文化創成科学研究科

PA42 二分法的思考が過度の規範意識におよぼす影響―
規範遵守率の異なる集団間比較の視点から―

上原依子

大阪大学人間科学研究科

PA43 自伝的記憶の具体性の減少は抑うつの悪化を予測
する―非臨床群におけるCaRFAXモデルの縦断的
検討―

松本昇

筑波大学大学院人間総合科学研究
科／日本学術振興会
筑波大学人間系

PA44 中国人青年の自己愛傾向に関する発達的変化の検
討―親子関係と友人関係の視点から―

張愛子

PA45 コミットメントが親密な関係における感情経験に与え
る影響

古村健太郎 筑波大学大学院
人間総合科学研究科

望月聡

東京学芸大学大学院
連合学校教育学研究科

PA46 着装に関する規範意識と同調による自己肯定や不
安の変化について―面接場面の場合―

松原詩緒
＃ 須田理恵

文化学園大学
文化学園大学

PA47 顕在的・潜在的シャイネスが初対面場面での行動に
及ぼす影響

田島祥
松尾由美
＃ 祥雲暁代
寺本水羽
＃ 相田麻里
坂元章

東海大学
関東短期大学
お茶の水女子大学
お茶の水女子大学
お茶の水女子大学
お茶の水女子大学大学院
人間文化創成科学研究科

PA48 他者からの相談に答えることはなぜ難しいのか―答 高比良美詠子 中部大学人文学部心理学科
えにくいと感じる相談の内容的特徴と被相談者の反
応―
PA49 Mind Perceptionと共感性との関連－共感の差は
認識の差を生むのか－

石橋里佳

関西大学大学院心理学研究科

PA50 過去の交際期間は長いほど望ましいのか？―「長す
ぎた春」が異性としての魅力に及ぼす影響―

天野陽一
若尾良徳

首都大学東京
浜松学院大学

PA51 成人における遊戯性の個人差と感情的well-being
の関連

雨宮俊彦

関西大学社会学部

PA52 大学生競技者における謙虚さに関する基礎的研究

遠藤伸太郎 中央大学理工学部人間総合理工学
科／自治医科大学医学部
＃ 和秀俊
田園調布学園大学人間福祉学部
＃ 大石和男
立教大学コミュニティ福祉学部
＃ 小峯力
中央大学理工学部人間総合理工学
科

PA53 特性自己制御動機尺度の開発

新延知美
今野裕之

目白大学心理学研究科
目白大学人間学部

PA54 小中学生の5因子性格特性と攻撃性の関連―大規
模横断データに基づく検討―

谷伊織

東海学園大学

PA55 描画に現われた不安についての研究（その1）―中学
3年生は高校受験を目前にして不安のかたまりに
なっている―

浮谷秀一
大村政男
藤田主一

東京富士大学
日本大学
日本体育大学
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PA56 描画に現われた不安についての研究（その2）－中
学３年生は高校受験を目前にして不安のかたまりに
なっている－
PA57 日本語版2因子集団間不安尺度の構造―
Greenland et al.(2012)にもとづいて―

藤田主一
大村政男
浮谷秀一
寺本水羽
松尾由美
田島祥
＃ 祥雲暁代
＃ 相田麻里
坂元章

日本体育大学
日本大学
東京富士大学
お茶の水女子大学
関東短期大学こども学科
東海大学
お茶の水女子大学
お茶の水女子大学
お茶の水女子大学
大学院人間文化創成科学研究科

PA58 自由意志信念とステレオタイプの関連―運命論の考
渡辺匠
＃ 唐沢かおり
えはステレオタイプを助長する―

東京大学／日本学術振興会
東京大学

PA59 自己決定理論における動機づけ調整段階の連続性
後藤崇志
に関する検討
＃ 楠見孝

京都大学
京都大学

PA60 幼児期から児童期初期における自尊感情の発達―
QOL尺度を用いた縦断的調査から―

眞榮城和美 清泉女学院大学人間学部
心理コミュニケーション学科
前川浩子
金沢学院大学文学部国際文化学科
＃ 松本聡子
お茶の水女子大学
酒井厚
山梨大学教育人間科学部

PA61 どのような人がTwitterをこまめに閲覧し，ツイートす
るのか（II）―自己関連情報の収集に関わる心理特
性に着目した検討―

澤山郁夫
三宅幹子

大阪大学大学院人間科学研究科
岡山大学大学院教育学研究科

PA62 自己概念の統合度，分化度が精神的健康に及ぼす
影響

徳永侑子

岡山大学大学院社会文化科学研究
科

PA63 楽観性が認知的評価に及ぼす影響―ストレス状況間
の差異の検討―

合澤典子

お茶の水女子大学大学院

PA64 『時間さまざま』―時間を長く感じる場面と時間を短く
感じる場面の特徴分析―

森田麻登

身延山大学仏教学部
／国際基督教大学大学院
アーツ・サイエンス研究科

PA65 外向性の高い人たちはいかなるときも自律的か―社
会生態学的アプローチに基づく検討―

浅野良輔

浜松医科大学

PA66 複線径路・等至性アプローチによる留学生の化粧行
為とパーソナリティ変容過程の検討

木戸彩恵

立命館大学立命館
グローバル・イノベーション研究機構
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ポスター発表B 10月5日（日） ポスター掲示時間10:00～12:00
在席責任時間 奇数番号10:00～11:00 偶数番号11:00～12:00

PB01 全体と個のかかわらせ方－発達臨床学へ向けての
一つの試み―

秋山幹男

PB02 やる気の低下理由によって効果的な動機づけ調整
の仕方は異なるのか

梅本貴豊

PB03 就活不安を有する大学生のパーソナリティ― SCI・
SWT・SCT ―

広島文教女子大学人間科学部

名古屋大学PhD登龍門推進室
／名古屋大学大学院教育発達科学
研究科
田中健史朗 名古屋大学大学院
教育発達科学研究科
橋本泰子

日本教育臨床研究所

PB04 内的作業モデルと表情認知（1）―反応時間について
―

島義弘

鹿児島大学教育学部

PB05 「白雪姫」の人物像やあらすじはなぜ変わるのか―
保育士・幼稚園教諭志望学生に聞く―

大野木裕明 仁愛大学人間生活学部

PB06 恥意識が大学生の就学意欲に及ぼす影響―仲間と
の不一致に起因する恥意識は，就学意欲を抑制す
るのか―

中村真

江戸川大学社会学部

PB07 向社会的行動における状況要因の影響の場面差お
よび個人差

二村郁美

名古屋大学大学院
教育発達科学研究科

PB08 就職活動における選択肢の見積もりと心理的負担の
関連

太幡直也

常磐大学人間科学部

PB09 モノレール緊急停止時の案内方法による乗客の心
理の違い―適切な案内方法の検討―

高原龍二
＃ 釘原直樹

大阪経済大学経営学部
大阪大学大学院人間科学研究科

PB10 一般成人向け万引き防止教育プログラムの開発およ
び効果の検証

大久保智生 香川大学教育学部
岡田涼
香川大学教育学部

PB11 経験の語り直しにおける，語りの変容について

横山克貴

東京大学教育学研究科

PB12 大学生の“コミュニケーション力”接触経験と取得イ
メージ

渡部麻美

東洋英和女学院大学

PB13 属性的楽観性の領域一般性の検討

伊澤冬子
＃ 竹澤正哲

日本大学文理学部人文科学研究所
北海道大学大学院文学研究科

PB14 パーソナリティ障害傾向の精神的健康への縦断的影
響―愛着スタイルを統制変数として―

市川玲子
村上達也

筑波大学
筑波大学

PB15 外国人への排外的態度とパーソナリティとの関連―
サイコパシー，社会的支配志向性，共感性との関連
の検討―

増井啓太
横田晋大

日本学術振興会
総合研究大学院大学
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PB16 仮病に関する心理学的研究―回避逃避型コーピン
グを中心としたさまざまなコーピング方略との関連性
―

川西泰子
尾見康博

信州大学大学院教育学研究科
山梨大学大学院教育学研究科

PB17 人格障害をモデルにしたパーソナリティ検査に関す
る研究 (14)―因子構造の世代比較

中澤清

関西学院大学

PB18 日本と中国の大学生の職業意識の比較―職業選択
において重視する要因と就業目的の観点から―

山本ちか
二宮克美

名古屋文理大学短期大学部
愛知学院大学総合政策学部

PB19 人狼ゲーム経験による欺瞞場面の手がかり信念の差 丹野宏昭
異―大学生，人狼ゲーム愛好者，人狼ゲーム舞台 ＃ 児玉健
演者の比較―

東京福祉大学
ドイツゲームスペース@Shibuya
有限会社ことり

PB20 楽観・悲観主義による注意バイアスの違い―線画表
情刺激によるドット・プローブ課題を用いて―

中山伸一
筑波大学
西村多久磨 東京大学大学院教育学研究科
村上達也
筑波大学

PB21 カウンセラーの自己開示がクライエントの自己開示に
与える効果―カウンセラーが開示する体験の類似性
を考慮して―

田中健史朗 名古屋大学大学院
教育発達科学研究科

PB22 教員養成課程学生における仮想的有能感と学習へ
の動機づけ―課題価値および自己決定理論の視点
から―

伊田勝憲

静岡大学教育学研究科

PB23 人およびロボットとの対面状況に対人不安が及ぼす
野村竜也
影響
＃ 神田崇行
鈴木公啓
山田幸恵

龍谷大学理工学部
ATR知能ロボティクス研究所
東京未来大学
岩手県立大学社会福祉学部

PB24 相対評価とテスト成績が達成感情に与える影響―完
鈴木雅之
＃ 豊田哲也
全主義傾向による調整効果に着目して―
＃ 孫媛

国立情報学研究所
国立情報学研究所
国立情報学研究所

PB25 成人期女性のIＷＭと本人が認知した配偶者のIＷ
Ｍ

山岸明子

PB26 潜在的反社会性測定法の開発と併存的妥当性の検
討―Single Category IATに基づく紙筆版測定法と
パソコン版測定法の関連分析―

吉澤寛之

岐阜大学大学院教育学研究科

PB27 親からの期待に対する行動の規定要因－日本とエス
トニアの大学生の比較－

春日秀朗

立命館大学大学院文学研究科

PB28 境界性パーソナリティ傾向と認知的完結欲求―自尊
感情を媒介要因として―

三枝高大
小塩真司

早稲田大学大学院文学研究科
早稲田大学文学学術院

PB29 社会的逆境からの精神的回復・成長資源に関する
研究－（1）調査の概要－

堀毛一也
堀毛裕子

東洋大学社会学部社会心理学科
東北学院大学教養学部
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PB30 社会的逆境からの精神的回復・成長資源に関する
研究 ―（2）Sense of Coherence(SOC)の視点から
―

堀毛裕子
堀毛一也

東北学院大学教養学部
東洋大学社会学部社会心理学科

PB31 エンディングノートの記入項目と時間的展望

下島裕美

杏林大学保健学部

PB32 大学生の貯蓄とお金に対する信念の関連

渡辺伸子

筑波大学大学院
人間総合科学研究科

PB33 援助要請行動の予測要因の検討―ソーシャルサ
ポートによる調整効果―

永井智

立正大学心理学部

PB34 大学生のボランティア活動への参加志向動機の形
成

荒井俊行

早稲田大学大学院人間科学研究科

PB35 ポストフェストウム的時間性の測定尺度の研究―抑う
つの促進要因としての可能性の検討―

杉山崇
神奈川大学人間科学部
五味美奈子 浦和大学こども学部

PB36 自己PRと対人スキル・対人不安の関連

森本哲介
高橋誠

明星大学人文学部福祉実践学科
東京学芸大学大学院
連合学校教育研究科

PB37 うつ病罹患者に対するステレオタイプの探索的検討
―質的分析の観点から―

樫原潤

東京大学大学院教育学研究科

PB38 アクビのうつりやすい性格特性―一般化線形モデル
大原貴弘
を用いた検討―
＃ 本多明生

いわき明星大学人文学部
山梨英和大学人間文化学部

PB39 女子大学生における対人関係の類型と親準備性(1)

井森澄江
伏見友里
岩治まとか

東京家政大学
東京家政大学
鶴川女子短期大学

PB40 女子大学生における対人関係の類型と親準備性(2)

岩治まとか
井森澄江
伏見友里

鶴川女子短期大学
東京家政大学
東京家政大学

PB41 女子大学生における対人関係の類型と親準備性(3）

伏見友里
井森澄江
岩治まとか

東京家政大学
東京家政大学
鶴川女子短期大学

PB42 成長レジリエンスとアタッチメントおよび主観的幸福
感との関連

村木良孝

東京大学大学院教育学研究科

PB43 心理学の授業に対するコスト認知が学習行動に及ぼ
す影響―大学新入生を対象にして―

解良優基
中谷素之

名古屋大学大学院教育発達研究科
名古屋大学大学院教育発達科学研
究科心理発達科学専攻

PB44 がん闘病記に見られるがん患者の自尊心の特徴

矢田真子

川崎医療福祉大学大学院
医療福祉学研究科
川崎医療福祉大学医療福祉学部
川崎医療福祉大学

寺崎正治
武井祐子
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PB45 識別力を用いたバウム・テストの標準化

荒木みさこ
＃ 佐名隆徳

PB46 自己ＰＲ支援介入の効果に関する検討

高橋誠

PB47 主張行動および受け手の主張性と，応答行動の目
標設定との関連(1)

森本哲介

東京学芸大学大学院連合学校教育
研究科
明星大学人文学部

江口めぐみ

立正大学心理学部

PB48 学童期後期における対人不安（シャイネス）の発達
相澤直樹
的変化について（2）―シャイネス・タイプとの関連から
＃ 山根隆宏
―

PB49 AD/HD傾向もそう悪いものではない―モーゼ錯覚
の場合―

桜美林大学
千葉県中央障害者相談センター

仁平義明
佐藤拓
＃ 高原萌

神戸大学大学院人間発達環境学研
究科
奈良女子大学研究院生活環境科学
系
白鷗大学教育学部
いわき明星大学人文学部心理学科
東北大学

PB50 内的作業モデルの情報処理機能について（3）―
Single Category IATを用いて―

戸田弘二

北海道教育大学

PB51 多次元的に捉えた曖昧さへの態度とアクセプタンス
の関係について

榎木宏之

琉球大学大学院医学研究科精神病
態医学講座 ／ 平和病院
琉球大学大学院医学研究科
精神病態医学講座
琉球大学大学院医学研究科
精神病態医学講座

＃ 甲田宗良
＃ 近藤毅

PB52 自己志向的完全主義から抑うつへのプロセスに関わ
る諸要因の検討――心理的ストレスモデルを用いて―

坪田祐基

PB53 顕在・潜在的内的作業モデルがライフイベントの経
験頻度に及ぼす影響―潜在連合テスト(Implicit
Association Test）を用いた検討―

大浦真一

＃ 福井義一

PB54 曖昧さ耐性と楽観性および精神的回復力の関連性

友野隆成

宮城学院女子大学
学芸学部心理行動科学科

PB55 タテとヨコの関係におけるアサーション力と性格特性
の関連

清水順子

北星学園大学大学院
社会福祉学研究科
北星学園大学

西山薫

名古屋大学大学院教育発達科学研
究科／日本学術振興会特別研究員
DC
甲南大学大学院
人文科学研究科博士課程
甲南大学文学部

PB56 醜形恐怖心性と身体満足感との関連―承認欲求の
類型からの検討―

大村美菜子 立正大学大学院心理学研究科
小島弥生
埼玉学園大学人間学部
沢宮容子
筑波大学大学院人間系

PB57 自己制御能力の個人差が先延ばし行動に及ぼす影
響 ―エフォートフル・コントロールと先延ばしの適応
性との関連について―

吉田恵理
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聖心女子大学

PB58 大学生の学習に対する利用価値およびコスト感覚が
学業的満足遅延に及ぼす影響の検討

中西満悠
中谷素之

名古屋大学大学院教育発達科学研
究科・心理発達科学
名古屋大学大学院教育発達科学研
究科心理発達科学専攻

PB59 性格評定時の反応時間にみられる変動係数の比較

松田浩平
佐藤恵美

東北文教大学
東京富士大学

PB60 特性語提示と文章提示における性格評定時の反応
時間の検討

佐藤恵美
松田浩平

東京富士大学
東北文教大学

PB61 抑うつと主観的な天候感受性

津田恭充

愛知学泉大学家政学部

PB62 日常生活における論理性に対する価値観の日米比
中野瑠美子 大阪大学大学院人間科学研究科
較(2)―質問項目間の相関関係にみられる日米の相 ＃ 三宮真智子 大阪大学大学院
違―
PB63 怒り顔刺激呈示時の注意焦点範囲の縮小

西口雄基
丹野義彦

東京大学大学院総合文化研究科
東京大学大学院総合文化研究科

PB64 侵入思考に対するコントロール方略と被害妄想的観
念との関連―縦断データによる検討―

佐藤拓
荒木剛

いわき明星大学人文学部心理学科
東北大学加齢医学研究所附属ス
マートエイジング国際共同研究セン
ター
尚絅学院大学総合人間科学部
公益財団法人鉄道総合技術研究所

＃ 池田和浩
＃ 菊地史倫
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協

賛 企

業

株式会社風間書房

株式会社ナカニシヤ出版

株式会社北大路書房

福村出版株式会社

KEEPAD JAPAN 株式会社

保育出版社

サクセス・ベル株式会社

株式会社有斐閣

本大会開催にあたり，多くの企業，団体から協賛をいただいたことを心より感謝申し上げます。
日本パーソナリティ心理学会 第 23 回大会準備委員会委員長

日本パーソナリティ心理学会

第 23 回大会準備委員会

委員長

尾見 康博（山梨大学）

事務局長

東海林麗香（山梨大学）

委員

酒井 厚（山梨大学）

委員

塚越 奈美（山梨大学）

委員

佐柳 信男（山梨英和大学）

委員

森田 麻登（身延山大学）

委員

岡本 依子（湘北短期大学）

委員

文野 洋（文京学院大学）
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尾見康博

