日本パーソナリティ心理学会 第 24 回大会
ご挨拶
このたび，日本パーソナリティ心理学会第 24 回大会を北海道教育大学札幌キャンパスで開催させ
ていただくことになりました。日程は，8 月 21 日（金）と 22 日（土）の 2 日間です。
北海道は，四国と九州を合わせた以上の大きな土地に日本全体の 4.3％の人口を持つ地域で，さま
ざまな土地から入植，移住してきた人々が多いせいか，しがらみにとらわれない大らかな気質がある
ようです。この土地で人間のパーソナリティについて関心を持つ皆様が集い，意見を交わし，考えを
深める機会を得たことを誠に嬉しく思います。日本をとりまく環境にはさまざまな困難がありますが，
人の本質や特徴，人と人との絆について今一度ふりかえり，相互に学び合う場としたいと考えており
ます。
今大会では基調講演として，家族関係とパーソナリティに関する縦断研究など第一線でご活躍の菅
原ますみ先生（お茶の水女子大学）をお迎えして，親子双方のライフスパンでのパーソナリティの加
齢変動についてご自身の研究データを中心にご講演いただきます。またその他の大会企画としては，
いじめや不登校などの問題行動に対するアプローチやアタッチメント･スタイルの新しい測定法など，
各委員会および準備委員会の企画による計 8 本のシンポジウムを用意しております。
大会2 日目の午後には公開講座「自閉症スペクトラム障害をめぐる問題」を開催いたします。当事
者から見える世界など最新の知識を得ると共に，それぞれの立場から改めてパーソナリティという
ものについて考える機会となれば幸いです。この公開講座は学校心理士のスキルアップにもつなが
るもので，学校教員をはじめとした一般市民の方達にも無料で公開しています。
なお，本大会は北海道教育大学札幌校の後援をいただいております。ここに記して感謝いたします。
本大会では各々の研究の発展だけでなく，教員養成大学での開催ということで教育に対してもなに
がしかの貢献ができる大会にしたいと願っています。8月後半のこの時期は，例年通りであれば，秋
晴れの空にさわやかな風が心地よい季節です。本州以南はまだ夏休みの時期と思います。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，多くの皆様のご参加を心よりお待ちしております。
2015 年 7 月吉日
日本パーソナリティ心理学会第 24 回大会準備委員会
委員長 戸田 弘二（北海道教育大学）
副委員長 戸田 まり（北海道教育大学）
事務局長 平野 直己（北海道教育大学）

ロゴマーク・表紙作成：李 知恩（北海道教育大学札幌校准教授 美術教育）
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※懇親会に参加する方は，17:00に正面玄関前に集合して下さい。貸し切りバスにて懇親会場
（ルネッサンスサッポロホテル３F 日本料理 花城）までお送りいたします。
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会場へのアクセス	
 

大会会場	
 
北海道教育大学札幌校
〒002-8502	
  北海道札幌市北区あいの里５条３−１
会場へのアクセスについては、http://www.hokkyodai.ac.jp/access/も参照ください。
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会場図	
 
【会場は正面の建物です！】	
 
	
  大学の正面から入って建物右手からお入りください。	
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休憩室
展示・書籍販売

大会参加者へのご案内
１．会期と会場
会期：2015 年 8 月 21 日（金）
・22 日（土）
会場：北海道教育大学札幌校（〒002-8502 札幌市北区あいの里 5 条 3 丁目 1 番 5 号）
【JR】札幌駅から，学園都市線「あいの里教育大駅」下車，バスにて 6 分または徒歩 20 分
【地下鉄・バス】①地下鉄南北線：
「麻生駅」から，中央バスあいの里教育大線（麻 24）で「あいの里
4 条 5 丁目」又は「教育大学前」下車，徒歩 3 分
②地下鉄東豊線：
「栄町駅」から，中央バス栄町教育大線（栄 23）
（栄 20）で「教育大学前」下車，
徒歩 3 分
２．大会参加に関する諸費用

区分

費目

大会参加費

大会参加費

懇親会費

懇親会費

発表論文集

予約

当日

予約

当日

金額（円）

一般会員

8,000

院生・学生会員

6,000

非会員（一般・院生・学生）

9,000

一般会員

9,000

院生・学生会員

7,000

非会員（一般・院生・学生）

10,000

一般会員

6,000

院生・学生会員

4,000

非会員（一般・院生・学生）

6,000

一般会員

7,000

院生・学生会員

5,000

非会員（一般・院生・学生）

7,000

予約注文のみ

5,000

※ 一度納入された諸経費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。
※ 発表論文集は大会公式サイトから，事前または当日参加申込された方のみ無料でダウンロードできます。
予約注文（6月末で受付締切済み）された方には，発表論文集を会期後に発送いたします。なお，会期後
の発表論文集の販売はいたしませんので，ご注意願います。
※ 今大会では院生デビュー割り・早期予約割引はありませんが，院生・学生会員の予約参加費は昨年度の大
会での院生デビュー割りと同額になっております。
３．会場設備
受付
講義棟 1 階右側入り口の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，必ずお立ち寄り下さいますようお願いいたします。受付にて，参加証及び領収
書をお渡しいたします。受付時間は大会 1 日目（8 月 21 日）が 9:00～16:00，大会 2 日目（8 月 22 日）は
9:00～14:30 です。
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クローク
講義棟 2 階 212 教室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
講義棟 2 階 206 教室および 3 階 308 教室を休憩室といたします。308 教室には展示・書籍販売スペースを
併設いたします。
展示・書籍販売
講義棟 3 階 308 教室に展示・書籍販売スペースを設置するとともに，休憩室を併設いたします。
託児所
託児所を大会 1 日目の 9:00～16:30，2 日目の 9:00～15:30 まで開設いたします。完全予約制ですので，
事前の申込がない場合にはご利用できません。希望される方は，大会公式ホームページの「託児室のお知ら
せ」
（http://conference.wdc-jp.com/jspp/24/takuji.html）に記載された方法で，8 月 7 日（金）までに札幌シ
ッターサービスに直接お申し込み下さい。
会期中の昼食
大会 1 日目（金）は大学生協食堂・購買ともに営業しております。また，大会 1 日目の総会では昼食を用
意いたします。大会 2 日目（土）は大学生協食堂・購買ともに営業しておりません。大学周辺に数軒の飲食
店，コンビニエンスストアはございますが，当日は混雑することが予想されますのでご注意願います。
その他（注意点）
北海道教育大学は敷地内全面禁煙です。喫煙される方は携帯用の灰皿をご持参の上，大学の敷地外で
喫煙されますようお願いいたします。
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。
４．大会関連行事のご案内
総会
大会 1 日目（8 月 21 日）の 12:30 より講義棟 3 階 305 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（8 月 21 日）の 18:30 より「日本料理 花城」
（ルネッサンスサッポロホテル３F）にて開催
いたします。大会会場から貸し切りバスにて懇親会会場までお送りいたします（所要時間約 50 分）
。
懇親会場に直接いらっしゃる方は下記の住所にお願いいたします。
札幌市豊平区豊平 4 条 1 丁目 1 番 1 号 ルネッサンスホテルサッポロ３F 日本料理 花城
http://www.hanagi-jp.com/hanagi/index.html
地下鉄東西線「菊水」駅２番出口より徒歩９分，または地下鉄東豊線「豊水すすきの」駅３番出口より
徒歩 13 分
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。

(7)

理事会
大会前日の 8 月 20 日（木）の 15:00 より，北海道教育大学札幌駅前サテライト教室 2 にて開催の予定で
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（YPP2015)
大会前日の 8 月 20 日（木）に下記の要領で行いますので，ご参加下さいますようお願いいたします。
開催日時： 2015 年 8 月 20 日 (木) 13 時 20 分 ～ 16 時 30 分
場
所： 北海道教育大学札幌駅前サテライトキャンパス教室 1
http://www2.hokkyodai.ac.jp/satellite/sate-access.html
参加費 ： 無料
＜企画の流れ＞
第 1 部： 研究を「伝える」ことについて外部講師からの講演
第 2 部： 参加者同士の研究発表
＜外部講師＞
奥村泰之先生（一般財団法人医療経済研究・社会保険福祉協会 医療経済研究機構 研究部 研究員）
武田美亜先生（青山学院女子短期大学 現代教養学科 人間社会専攻 准教授）
５．各種資格更新ポイントについて
本大会は臨床心理士及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。
(1) 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
(2) 学校心理士に関しては，
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。
また，8 月 22 日（土）13:00～15:00 開催の公開講座「自閉症スペクトラム障害をめぐる課題」は同様に
「②：種別記号 B1 (1P）
」に該当します。
詳細は第 24 回大会公式ホームページの「資格更新ポイント」をご覧下さい。
http://conference.wdc-jp.com/jspp/24/license.html
６．公開講座について
本大会では，大会参加者以外の一般の方々も大会 2 日目の 13:00 からの公開講座にご参加いただけます。
参加費は無料です。一般の方々で学校心理士資格更新ポイント（B1）を希望する方は，当日，会場入り口の
受付でお申し出下さい。
公開講座（大会準備委員会・北海道教育大学札幌校後援）8 月 22 日（土）13:00～15:00
「自閉症スペクトラム障害をめぐる課題」 講演者：齊藤真善（北海道教育大学）
※本公開講座は学校心理士資格更新ポイント（B1）に該当します。
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発表者へのご案内
１．ポスター発表
(1) 今大会のポスター発表は，3 セッションとなります。ポスター発表 1 は大会 1 日目（8 月 21 日）の 10:00
～12:00，ポスター発表 2 は 14:00～16:00，ポスター発表 3 は大会 2 日目（8 月 22 日）の 10:00～12:00
です。
(2) 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。
(3) 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。
(4) 発表パネルの大きさは，1 発表につき，縦 200cm，横 90cｍ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，資料を配付する場合には，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。
(5) 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
（jspp2015sapporo@gmail.com）ご連絡ください。
(6) 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･各種委員会企画シンポジウム
(1) 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。
(2) 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
入れておく等の事前準備をしていただきますようお願いいたします。

(9)

2015 年度ヤングサイコロジストプログラム（YPP2015）
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たり、研究活動を行う上で必要な情報を
交換したりする機会を提供することを目的としています。今年も年次大会の前日に YPP を開催いたします。
開催日時：2015 年 8 月 20 日 (木) 13 時 20 分 ～ 16 時 30 分(延長あり)
※終了後、17 時 30 分から会場周辺で懇親会を予定しております。
開催場所：北海道教育大学サテライトキャンパス(ＪＲ「札幌駅」西口より徒歩 2 分)
※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) 研究を「伝える」ことについての講演
この企画は、講演を通して参加者の皆さまが、将来有意義で独創性のある研究を「伝える」ための手掛か
りを得ることを目的としています。良い研究とは、研究意義を「伝える」ことによって初めて役立つ知見に
なるといえるでしょう。研究を行う上で必要な、研究者の持つべき「伝える」姿勢や技術について、参加者
の皆さまに考えていただくきっかけとなればと思います。
外部講師として、多くの研究を行っておられる 2 名の先生方を招聘し、研究を「伝える」ということにつ
いて講演していただきます。それぞれの先生方には、心理学を専門とする研究者に対して「伝える」という
ことと、心理学を専門としない人々に対して「伝える」ということについて、講演していただきたいと考え
ております。
講師の先生方のご紹介
・奥村泰之先生（一般財団法人 医療経済研究・社会保険福祉協会 医療経済研究機構 研究部 主任研究員）
臨床家との共同研究→査読付きの学術論文の公表→研究成果のアウトリーチの 3 つのプロセスを大切にさ
れており、多くの専門機関との共同研究・国内/海外ともに多くの研究論文を執筆・研究成果を分かりやすい
形で多くの方に伝えていけるようご尽力されています。坂本真士・大平英樹 編 (2013) 心理学論文道場: 基
礎から始める英語論文執筆 世界思想社.の共同著者の一人でもあります。
・武田美亜先生（青山学院女子短期大学 現代教養学科 人間社会専攻 准教授）
コミュニケーションにおける認識やその心理過程について多くの社会心理学研究を行われています。さら
に近年では、科学技術の魅力を専門家間・研究者間だけでなく、一般の方々や専門外の研究者にも分かりや
すく伝わるような、一方向性でなく双方向性のコミュニケーション形態であるサイエンスコミュニケーショ
ンの立場からも多くの検討をされています。国立科学博物館認定サイエンスコミュニケータでもあります。
(2) 研究発表
講演いただいた内容も踏まえながら、お互いの研究発表についてどうすればより効果的に「伝える」こ
とができるかについて、参加者の皆さまでグループごとに議論していただきます。参加者の皆さまは、ご
自身の研究について5分程度で発表をできるように用意をお願いいたします。講師の先生方にもオブザーバ
としてグループの議論に入っていただき、ご助言をいただく予定です。
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。
参加費： 無料
※事前の参加申し込みは締め切っております
連絡先：jspp.wk@gmail.com
企画：後藤 崇志 (京都大学、実行委員長)、清水 順子 (北星学園大学)、村木 良孝 (東京大学)、
沼田 真美 (筑波大学)
主催：日本パーソナリティ心理学会 広報委員会
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大会準備委員会企画
基調講演
8 月 21 日（金）14:00～16:00 305 教室

パーソナリティの加齢変動
―子育て世帯の長期追跡研究から―
講演者
司 会

菅原ますみ（お茶の水女子大学）
戸田まり （北海道教育大学）

1.概要
親のパーソナリティは、従来、子どものパーソナリティに関わる環境要因として扱われることが多かっ
たが、子育て期の成人のパーソナリティの変化を発達初期からの子どものパーソナリティの変化と同様の
枠組みで見るとどのようなことがわかるだろうか。本講演では、妊娠期から子どもの成人期に至るまでの
家族の精神保健をテーマとした長期縦断調査のデータを元に、親子双方のライフスパンでのパーソナリテ
ィの変化や個人差の変動、それに関わる属性要因、親子のパーソナリティとペアレンティングとの関連、
そしてそれらが最終的に親子それぞれのメンタルヘルスにどのように影響するか検討をおこなった結果
について報告する。
ライフスパンでのパーソナリティの加齢変動については、2000 年頃より大規模な研究がおこなわれて
きている（Roberts & DelVecchio, 2000; Soto et al., 2011 など）
。また、遺伝と環境を共有する親子のパーソナ
リティとペアレンティングとの関連についても検討が始まっており（Prinzie et al., 2009; Haan & Prinzie,
2012）
、こうした海外の知見とも比較しながら、子育て世帯における家族のパーソナリティの発達とその
変化について考えていきたい。
2.講演者略歴
1987 年 東京都立大学大学院博士課程満期退学（心理学専攻）1990 年 文学博士
1987 年 湘北短期大学幼児教育科専任助手
1989 年 湘北短期大学幼児教育科専任講師
1995 年 国立精神･神経センター精神保健研究所 家族・地域研究室長
2002 年 お茶の水女子大学文教育学部助教授
2007 年 お茶の水女子大学大学院教授
2014 年 日本学術会議連携会員（心理学・教育学分野）
3.講演者受賞歴
2001 年 日本発達心理学会論文賞
2014 年 日本子ども学会優秀発表賞、日本パーソナリティ心理学会優秀大会発表賞
4.主要文献
『個性はどう育つか』
（菅原ますみ著 大修館書店 2003 年）
『子ども期の養育環境と QOL』
（菅原ますみ編著 金子書房 2012 年）
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公開講座
8 月 22 日（土）13:00～15:00 305 教室

自閉症スペクトラム障害をめぐる課題
講演者

齊藤真善（北海道教育大学）

司 会

戸田弘二（北海道教育大学）

1.概要
前半では，成人当事者との対話を通して得た自閉スペクトラム障害の内的世界について紹介しま
す。さらに当事者と協力して行った心理実験の結果を解説し，当事者の認知的特性について，主観・
客観の両面からアプローチしたいと思います。後半では，幼児期におけるスクリーニング及び保護
者支援の実態，学齢期に始まる自己認知支援の際の留意点など，ライフステージごとの臨床的課題
を整理し，今後の支援のあり方についての私見を述べたいと思います。
2.講演者略歴
北海道大学大学院教育学研究科博士後期課程単位取得（特殊教育・臨床心理学講座）
平成 9～11 年
札幌市東保健センター
精神発達判定員
平成 11～14 年
札幌市児童福祉総合センター
心理療法士
平成 19～25 年
札幌市中央保健センター
精神発達相談員（兼業）
（主な社会活動）
北海道特別支援教育学会
北海道児童青年精神保健学会
北海道高機能広汎性発達障害児者親の会
北海道学習障害児者親の会
札幌市教育委員会特別支援教育巡回相談員事業
特別支援教育推進事業・石狩教育局管内特別支援連携協議会

事務局長
理事
ディレクター
顧問
スーパーバイザー
委員及び巡回相談員

3.主要文献
・齊藤真善（2014）第 5 章 事例 7 不登校・行動上の問題を抱える学童期のケース 発達障害児者
支援とアセスメントのガイドライン 金子書房 p354-360.
・齊藤真善（2015）第 7 章 第 2 節 学齢期の子を持つ保護者・家庭の支援 発達障害のある子の
自立に向けた支援 金子書房 p162-167.
・安達潤・齊藤真善（2009）自閉症スペクトラム障害とコミュニケーションリズム 月間言語
Vol.38, No.6, p42-49.
・齊藤真善 杉村佳菜（2010）高機能広汎性発達障害者における視覚的順序への聴覚刺激の影響に
ついて 北海道教育大学紀要（教育科学編） 第 60 巻第 2 号 p61-69.
・安達潤 齊藤真善 萩原拓 神尾陽子（2012）アイトラッカーを用いた高機能広汎性発達障害者
における会話の同調傾向の知覚に関する実験的検討 児童青年精神医学とその近接領域
53(5),p561-576.
※日本パーソナリティ心理学会第 24 回大会には参加せず本公開講座のみを受講する場合は，
学校心理士資格更新ポイント（１ポイント・B1）の対象となります。
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大会準備委員会企画シンポジウム
8 月 21 日（金）9:30～11:30 306 教室

中学生の問題行動に対する多面的アプローチ
― 青年心理学の新展開(7) ―
企画者：日本パーソナリティ心理学会第24回大会準備委員会・髙坂康雅(和光大学)
司会者：髙坂康雅(和光大学)
話題提供者：中井大介(愛知教育大学)
髙坂康雅(和光大学)
石本雄真(鳥取大学)
指定討論者：加藤弘通(北海道大学)
1. 企画主旨
いじめや不登校，非行，学級崩壊など，学校で生じる問題行動は，その数こそ漸減傾向にあるものの，
取り組むべき教育課題であるといえる。その取り組みには，問題行動が生じる心理的・環境的な背景を一
般的および個別的に理解することとともに，実践的で多面的な支援・援助の方法の低減とその有効性の検
証が必要である。青年心理学やパーソナリティ心理学では，主に前者に重きがおかれているため，個別的
な背景が無視され，また，具体的な支援・実践には議論が及ばない。一方，臨床心理学では，後者に傾倒
する一方，理論的・一般的な議論がなされないこともある。
本シンポジウムでは，問題行動の理論的な議論，実証データに基づいた議論，そして，実践報告に基づ
いた議論を通して，中学生の問題行動に対する理論と実践が融合した多面的なアプローチを模索していき
たい。
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8 月 22 日（土）9:30～11:30 305 教室

アタッチメントスタイルの新しい測定法とその応用可能性
― DMM-AAI と ECR-RS 日本語版 ―
企画者：日本パーソナリティ心理学会第 24 回大会準備委員会・戸田弘二（北海道教育大学）
司会者：戸田弘二（北海道教育大学）
話題提供者：三上謙一（北海道教育大学）
古村健太郎（筑波大学）
村上達也（筑波大学）
指定討論者：北川 恵（甲南大学）
１．企画主旨
最近，面接法でも質問紙法でも，新しい尺度が開発され，日本でも報告されるようになってきた。面接
法としては，Crittenden ,P.M.の開発した Dynamic-Maturational Model of Attachment and Adaptation
（アタッチメントと適応の力動ー成熟モデル）方式による AAI（以下，DMM-AAI）が日本でも紹介され，
従来の AAI よりも成人期の複雑なアタッチメント方略を理解するのに優れていると報告されている。一
方，質問紙尺度においても Fraley ら（2011）の開発した ECR-RS の日本語版が作成され，対象者に負
担をかけることなく，母親，父親，友人，恋人（もしくは配偶者）の 4 対象へのアタッチメントスタイル
を測定することが可能になり，アタッチメント対象との関係特異的な影響を捉えることができるようにな
ってきた。
本シンポジウムでは，DMM-AAI のコーダーの資格を取得した三上謙一氏（北海道教育大学）と ECR-ES
日本語版の開発を行った古村健太郎氏・村上達也氏（筑波大学）に，データにもとづいてそれぞれの測定
法の特徴とメリットを語ってもらう。そして，これらの報告を受けて，新しい測定法が今後の研究や臨床
現場にどのような貢献を成すか，また，研究や臨床活動に用いるためにはどのような問題点や課題がある
かなどについて，質問紙尺度にも半構造化面接法にも精通し，活発な研究・臨床実践活動を行っている甲
南大学北川恵教授に指定討論を行っていただく。
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8 月 22 日（土）9:30～11:30 306 教室

様々な holding の在り方
― 抱えられる環境を作るプロセス ―
企画者：日本パーソナリティ心理学会第24回大会準備委員会・舛田亮太（山陽学園大学）
司会者：舛田亮太（山陽学園大学）・平野直己（北海道教育大学）
話題提供者：舛田亮太（山陽学園大学）
石田哲也（久留米大学）
小田部貴子（福岡工業大学）
平野直己（北海道教育大学）
１．企画主旨
holding(抱えること）は Winnicott の概念であり、母親が子どもの育児をおこなうように、クライエン
トをほどよく、そして粘り強く抱え、支援し続けることを意味する概念である。精神分析的心理療法や力
動的心理療法といった心理面接の中での支援を指すが、対象が子ども、学生、患者、地域社会と場所が変
われば、様々な形での抱え方があると思われる。またその抱え方により、Cl が徐々に成長していく過程
も異なってくる。本シンポジウムでは、異分野を専攻する研究者が各アプローチに基づいた抱え方を提示
し、プロセスの異同点を検討したい。
本シンポジウムの進め方は、舛田・平野が司会を担当し、企画趣旨を冒頭で説明する。次に、舛田・石
田・小田部・平野からそれぞれのフィールドでの抱える環境を作るプロセスについて話題提供を行う。残
りの時間では、指定討論者は設けず，フロアとの積極的意見を頂きながら議論を深めていきたい。
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委員会企画シンポジウム
8 月 21 日（金）9:30～11:30 304 教室

Helpful Tips for Writing and Presenting Your Research in English
企画者： 日本パーソナリティ心理学会国際交流委員会
講演者： Emmanuel Manalo（京都大学）
司会者： 田中麻未（千葉大学）
１．企画主旨
近年，私たちが研究活動を続けていく上で，国際学会での発表や海外誌への投稿は，必要不可欠なも
のになっています。…とは言うものの，いざ自分の研究を英語で表現しようと思っても，どのような表
現がより相応しいのか悩み始めるとなかなか思うようには捗らず，途中で手つかずの期間がしばらく続
いたという経験はないでしょうか？そこで，本シンポジウムでは，英語での口頭発表や論文執筆のスキ
国際学会や論文執
ルに関する指導にもあたられている京都大学の Emmanuel Manalo 先生をお招きし，
筆における効果的なプレゼンテーションの方法についてご講演いただきます。本企画が，英語でのプレ
ゼンテーションに対する皆さんの悩みを解消し，今後の国際学会へのエントリーと投稿へのきっかけや
，次なるステップのお役に立つ場となることを期待しています。
２．講演者略歴
Dr. Manalo is professor of educational psychology at Kyoto University’s Graduate School of
Education. Prior to his current position, he was professor at Waseda University’s Faculty of Science
and Engineering, and Director of the University of Auckland’s Student Learning Center. He
completed his Bachelors and Masters degrees at the University of Auckland, and his PhD through
Massey University in New Zealand. His research interest is in the broad area of teaching and
learning strategies, including critical thinking, and diagram use in problem solving and
communication.
Dr. Manalo is author of over 100 research publications, including several books, and numerous

articles in journals including Learning and Instruction, and Journal of Applied Research in Memory
and Cognition (JARMAC). He is an Editorial Board member of several academic journals, and is one
of the Academic Editors of the journal PLOS ONE.

Recent Distinctions/Awards
・Best Paper Award, The 8th International Conference on the Theory and Application of Diagrams,
Melbourne, Australia, July 28– August 1, 2014.
・Life Membership Award, Association of Tertiary Learning Advisors of Aotearoa New Zealand
(ATLAANZ), presented in
Auckland, New Zealand, August 7, 2014.
※ Manalo 教授の論文出版リストは，以下のwebsiteからご覧いただけます
(http://www.educ.kyoto-u.ac.jp/cogpsy/member/manalo.html)
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8 月 21 日（金）9:30～11:30 305 教室

いじめの心理学
― パーソナリティ心理学はいじめ問題にどうアプローチするか ―
企画者：日本パーソナリティ心理学会経常的研究交流委員会
司会者：松下健（北陸学院大学）
話題提供者：澤田匡人（宇都宮大学）
大久保智生（香川大学）
指定討論者：中村玲子（帝京平成大学）
１．企画主旨
いじめは個人の健全な発達に深刻な影響を与えるため，教育現場において最も大きな関心が集まる問題
の一つである。いじめには加害者と被害者のほかに，聴衆，傍観者という立場の人間が存在する。聴衆は
いじめを面白がることで加害者のいじめを容認するような印象を与え，間接的にいじめを援護する役割を
担う。その結果としていじめの問題がより深刻になる。傍観者はいじめに対して見て見ぬふりをする。そ
のような黙認行為によって，やはりいじめを間接的に援護する。いじめにはこのような 4 つの構成要素が
あり，それぞれがいじめに関与している。
いじめに関する心理学的研究は数多く行われており，現在もなおその研究は増え続けている。しかし，
いじめについてパーソナリティという観点からの議論は十分に行われていない。そこで，本シンポジウム
はいじめという問題に対してパーソナリティ心理学がどのようにアプローチするかを議論したい。
話題提供者にはシャーデンフロイデに関する研究を数多く行っておられる澤田匡人先生と学校適応や
防犯の研究を行われている大久保智生先生をお迎えし，ご自身の研究やいじめと関連する研究について発
表していただく。
指定討論者の中村玲子先生には，いじめ抑止のプログラムを作成されたご経験から，話題提供者の先生
方の発表に対して質問やコメントをいただく。また，パーソナリティ心理学がいじめの解決にどのように
寄与しうるか，フロアの先生方の質問やご意見をいただきながら活発な議論ができればと考えている。
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8 月 22 日（土）9:30～11:30 304 教室

学会ウェブサイトのベンチマーキングの試み
企画者：日本パーソナリティ心理学会各種電子化検討小委員会
司会者：家島明彦（大阪大学）
話題提供者：家島明彦（大阪大学）
：佐藤広英（信州大学）
：竹内一真（多摩大学）
：佐藤恵美（東京富士大学）
指定討論者：松田浩平（東北文教大学）
１．企画趣旨
ベンチマーキングとは，一般的に「優れた他組織の効果的・効率的な実践の方法を学び，自組織
に適した形で導入して，改革・改善に結びつけるための一連の活動」を意味する。心理学関連学会
が多数存在し，組織環境の変化が激しい時代において，情報発信力が学会運営に大きく影響するこ
とは言うまでもない。本学会の運営にとって欠くことができない情報（例えば，学会活動の結果を
表す内部の情報・データ，学会活動に影響を与える外部環境の情報・データ，競争や競合他組織の
情報・データなど）は今まで整理・分析されてこなかったように思われる。そこで，本シンポジウ
ムでは，学会ウェブサイトのベンチマーキングを試みる。具体的には，心理系の他学会のウェブサ
イトと本学会のウェブサイトを比較し，今後の改革・改善の方向性を検討する。

( 18 )

8 月 22 日（土）13:00～15:00 304 教室

心理学におけるマルチメソッド・アプローチ
企画者：日本パーソナリティ心理学会広報委員会
司会者：大谷和大（大阪大学）
話題提供者：長谷川晃（東海学院大学）
鈴木雅之（昭和女子大学）
指定討論者：佐々木淳（大阪大学）
山田剛史（岡山大学）
１．企画趣旨
仮説的構成概念を扱う心理学において，研究方法として全く問題のない方法は存在しない(吉田,
2006)。それゆえ，その目的や状況に応じて適切な方法を使い分けるマルチメソッド・アプローチ
によって仮説的構成概念へと迫っていく必要がある。また，近年は研究の成果や価値は，自らの所
属する学問領域に対して貢献するだけではなく，社会問題の解決に寄与することが要請されること
も多い。このような要請に応えるためには複数の方法論に精通した上で研究を行い，研究成果を上
げることが求められる(坂元, 2002)。
このような背景を鑑み，本シンポジウムでは，複数の方法論を用いて研究を実施している研究者
から，なぜマルチメソッド・アプローチを必要としたのか，どのようにして複数の方法論を習得し
てきたのか等について話題提供いただき，それについて議論を行うことで，マルチメソッド・アプ
ローチの可能性について考えていきたい。

( 19 )

8 月 22 日（土）13:00～15:00 306 教室

雑談：これからのパーソナリティ心理学
―

学会 24 年を振り返り，今後を展望する

―

企画者：日本パーソナリティ心理学会経常的研究交流委員会
進行役：二宮克美（愛知学院大学）
本田周二（島根大学）
１．企画趣旨
日本パーソナリティ心理学会は第 24 回大会を開催するまでになった。まさに四半世紀が経とう
としている。学会の記念誌である「20 年史」も編纂され、日本におけるパーソナリティ研究の歩
みを知ることができる。
今年、学会役員の選挙で役員交代の時期を迎えた。この時期に、
「これからのパーソナリティ心
理学」を展望したいと考えた。フロアの方々を交え、
「これからのパーソナリティ心理学」と題し
てフリートークの雑談会を企画した。普段は学会の運営に物申す機会がほとんどないが、是非この
雑談会を通して、発言していただきたい。
おおよその進行は以下のようである。ざっくばらんに、半分真面目に、活発な雑談会になること
を期待している。
２．これまでの歩み
■期待される発言者
（１）歴代の理事長を代表して（浮谷秀一氏）
（２）記念誌編纂委員会を代表して（サトウタツヤ氏）
（３）機関誌編集委員会を代表して（渡邊芳之氏）
（４）各種委員会を代表して
①経常的研究交流委員会（二宮克美氏）
②広報委員会（家島明彦氏）
③国際交流委員会（小塩真司氏）
④学会活性化委員会（松田英子氏）
（５）学会事務局（加藤司氏）
３．今後の展望
■期待される発言者
（１）新・理事長
（２）新（次期）機関誌編集委員長
（３）新（次期）各種委員会委員長
①経常的研究交流委員会
②広報委員会
③国際交流委員会
④学会活性化委員会
（４）新（次期）事務局長
４．雑談
ワイワイガヤガヤ、学会員ならどなたでも発言して下さい。時間の許す限り、意見交換をしまし
ょう。特段のまとめはありません。
引用文献
日本パーソナリティ心理学会 20 年史編纂委員会編(2015). 日本パーソナリティ心理学
会 20 年史（仮題）
．福村出版．
（Ninomiya Katsumi, Ukiya Schuuichi, Sato Tatsuya, Watanabe Yoshiyuki, Ieshima Akihiko,
Oshio Atsushi, Matsuda Eiko, Kato Tukasa, et.al.）
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ポスター発表 1A 自己・子ども
8 月 21 日（金）10：00～12：00
208 教室
在席時間 奇数番号 10：00～11：00
偶数番号 11：00～12：00
○は責任発表者
PA01

自己愛が屈辱感を媒介してゆるしにおよぼす影響(1)－特性ゆるしに関する分析－
○沼田 真美（筑波大学大学院人間総合科学研究科）

PA02

自己愛の 2 側面（過敏型・誇大型）と屈辱感との関連性の検討(3)
○薊 理津子（江戸川大学）

PA03

敵意帰属と怒りが自己愛的傾向に与える影響について－怒りを調整変数とする敵意帰属の
効果(2)－
○相澤 直樹（神戸大学大学院人間発達環境学研究科）

PA04

セルフ・コンパッションと自己関連指標との関係
○有光 興記（駒澤大学）
青木 康彦（Paka Paka）

PA05

高自己評価者は妬まない－Dark Triad 傾向と相対的剥奪感の関連は自尊感情に調整される
－
○喜入 暁（法政大学大学院人文科学研究科）
越智 啓太（法政大学文学部）

PA06

文化的自己観の違いによる本来感の基準の相違－被受容感が本来感・自尊心・自己価値の随
伴性に与える影響に着目して－
○関森 真澄（信州大学大学院人文科学研究科）
岡本 卓也（信州大学人文学部）
長谷川 孝治（信州大学人文学部）

PA07

ネガティブ感情に及ぼす顕在的・潜在的自尊感情の不一致の影響－不一致の「大きさ」と「方
向」の観点から－
○藤井 勉（College of Humanities, Sungshin Women's University）

PA08

自尊感情低下後における自尊感情回復の効力感についての検討－自尊感情低下後の回復行
動との関連から－
○櫻井 英未（日本女子大学大学院人間社会研究科）

PA09

食生活は自尊感情を向上させるのか？－「中食」の利用頻度と自尊感情の関連－
○木村 駿介（立教大学大学院コミュニティ福祉学研究科）
大石 和男（立教大学コミュニティ福祉学部）
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ポスター発表 1A 自己・子ども
8 月 21 日（金）10：00～12：00
208 教室
在席時間 奇数番号 10：00～11：00
偶数番号 11：00～12：00
○は責任発表者
PA10

賞賛獲得欲求・拒否回避欲求と自尊感情の関係－自己好意/自己有能感尺度を用いた分析に
よる検討－
○小島 弥生（埼玉学園大学人間学部）

PA11

パラノイアは自尊心の保護として生じるか
○津田 恭充（愛知学泉大学）

PA12

Twitter での思考整理的ツイート頻度と私的自意識の関係－公的自意識がもたらす調整効果
－
○澤山 郁夫（大阪大学大学院人間科学研究科，日本学術振興会）
三宅 幹子（岡山大学大学院教育学研究科）

PA13

小学生の読書動機と読書行動との関連性－半年後の読書行動の予測－
○臼井 博（札幌学院大学）

PA14

児童期後期の不注意および多動性・衝動性と抑うつ－養育態度・親子関係との関連－
○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）
菅原 ますみ（お茶の水女子大学基幹研究院）

PA15

子ども期の社会性の発達に関する縦断研究プロジェクト(10)－幼児期・児童期の協力行動と
気質との関連－
○酒井 厚（首都大学東京）
眞榮城 和美（清泉女学院大学）
梅崎 高行（甲南女子大学）
前川 浩子（金沢学院大学）

PA16

子ども期の社会性の発達に関する縦断研究プロジェクト(11)－絵本読み場面にみる親子相
互作用と 3 歳児の自己評価的感情との関連－
○眞榮城 和美（清泉女学院大学）
田中 由佳（清泉女学院大学）
酒井 彩子（お茶の水女子大学大学院）
梅崎 高行（甲南女子大学）
前川 浩子（金沢学院大学）
酒井 厚（首都大学東京）
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ポスター発表 1A 自己・子ども
8 月 21 日（金）10：00～12：00
208 教室
在席時間 奇数番号 10：00～11：00
偶数番号 11：00～12：00
○は責任発表者
PA17

子ども期の社会性の発達に関する縦断研究プロジェクト(12)－5 歳児の自己制御に対する母
親の mind-mindedness と約束との関連－
○梅崎 高行（甲南女子大学）
則定 百合子（和歌山大学）
眞榮城 和美（清泉女学院大学）
前川 浩子（金沢学院大学）
酒井 厚（首都大学東京）

PA18

子ども期の社会性の発達に関する縦断研究プロジェクト(13)－きょうだい関係と仲間関係
の観点から－
○前川 浩子（金沢学院大学）
上長 然（佐賀大学）
眞榮城 和美（清泉女学院大学）
梅崎 高行（甲南女子大学）
酒井 厚（首都大学東京）

PA19

小中学生における共感性，対人的感謝，向社会的行動の関連
○村上 達也（筑波大学人間系）
藤原 健志（筑波大学人間系）
相川 充（筑波大学人間系）

PA20

集団間の社会的比較に伴う感情の検討－学級間の比較に焦点を当てて－
○長峯 聖人（筑波大学大学院）
外山 美樹（筑波大学）

PA21

小中学生の 5 因子性格特性と日本語版 SDQ の関連－SDQ の日本語版の保護者評定による
検討－
○谷 伊織（東海学園大学人文学部）

PA22

少人数教育は個性を活かせるか－小笠原村母島小中学校の事例から－
○尾見 康博（山梨大学大学院総合研究部）
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ポスター発表 1B 青年期
8 月 21 日（金）10：00～12：00
209 教室
在席時間 奇数番号 10：00～11：00
偶数番号 11：00～12：00
○は責任発表者
PB01

女子大学生の対人関係・対人態度の発達と社会人準備性(1)
○井森 澄江（東京家政大学）
岩治 まとか（東京家政大学）
伏見 友里（東京家政大学）

PB02

女子大学生の対人関係・対人態度の発達と社会人準備性(2)
○岩治 まとか（東京家政大学）
伏見 友里（東京家政大学）
井森 澄江（東京家政大学）

PB03

女子大学生の対人関係・対人態度の発達と社会人準備性(3)
○伏見 友里（東京家政大学）
井森 澄江（東京家政大学）
岩治 まとか（東京家政大学）

PB04

自己分析に対する信念と進路不決断との関連
○立岡 みどり（目白大学大学院心理学研究科）

PB05

ふれ合い恐怖的心性における自己の側面－対人恐怖的心性と比較して－
○石澤 奈未子（市立釧路総合病院）
西山 薫（北星学園大学社会福祉学部）

PB06

シャイネス者の事前情報収集が初対面場面での不適応改善に及ぼす効果(1)－自己評定に関
する検討－
○渋谷 恵（お茶の水女子大学）
田島 祥（東海大学）
松尾 由美（関東短期大学）
寺本 水羽（お茶の水女子大学）
坂元 章（お茶の水女子大学）

PB07

新奇恐怖と評価懸念がシャイネスの諸側面に及ぼす影響
○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）
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ポスター発表 1B 青年期
8 月 21 日（金）10：00～12：00
209 教室
在席時間 奇数番号 10：00～11：00
偶数番号 11：00～12：00
○は責任発表者
PB08

メディア利用がシャイネスに及ぼす影響－暗黙の自己観による調整効果の検討－
○田島 祥（東海大学）
松尾 由美（関東短期大学）
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）

PB09

シャイネスと援助の必要性の曖昧さが向社会的行動に及ぼす影響(1)
○二村 郁美（名古屋大学大学院教育発達科学研究科）

PB10

SNS 上における対人魅力に影響を与える要因の検討
○佐藤 広英（信州大学）

PB11

インターネット使用とネット上及び学校における攻撃行動の被害経験の関係性(1)－インタ
ーネット使用量が攻撃行動の被害経験に及ぼす影響－
○桂 瑠以（川村学園女子大学）
鈴木 佳苗（筑波大学）
山岡 あゆち（お茶の水女子大学）
橿淵 めぐみ（お茶の水女子大学）
坂元 章（お茶の水女子大学）

PB12

攻撃性の高低からみた大学生におけるライフスキルの特徴
○嘉瀬 貴祥（立教大学大学院，日本学術振興会特別研究員 DC2）
大石 和男（立教大学コミュニティ福祉学部）

PB13

友人関係における動機づけが友人とのコミュニケーションに及ぼす影響
○本田 周二（島根大学）

PB14

社会的クリティカルシンキングとコミュニケーションスキルの関連－ENDCORE モデルの
視点から－
○磯和 壮太朗（大阪大学大学院人間科学研究科）

PB15

看護学生のコミュニケーションスキルの特徴－看護学生と他大学学生の比較－
○武山 雅志（石川県立看護大学）
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ポスター発表 1B 青年期
8 月 21 日（金）10：00～12：00
209 教室
在席時間 奇数番号 10：00～11：00
偶数番号 11：00～12：00
○は責任発表者
PB16

対人的文脈における防衛的悲観主義の役割－初対面の他者への行動パターンに着目した検
討－
○清水 陽香（広島大学大学院教育学研究科）
中島 健一郎（広島大学大学院教育学研究科）
森永 康子（広島大学大学院教育学研究科）

PB17

認知的および感情的共感の個人差が表情認知課題の遂行に及ぼす影響－日本語版 QCAE を
用いた検討－
○岡田 顕宏（札幌国際大学）
永井 優里香（札幌国際大学大学院）
伊藤 博晃（北海道大学大学院）

PB18

醜形恐怖心性と身体可変性および自己志向的完全主義との関連
○大村 美菜子（東京福祉大学学生相談室）
沢宮 容子（筑波大学大学院人間系）
小島 弥生（埼玉学園大学人間学部）

PB19

恋人からの心理的暴力被害の段階－潜在ランク理論による検討－
○古村 健太郎（筑波大学大学院）

PB20

重要他者に対する愛着が恋愛の欺瞞場面に及ぼす緩和効果－プライミングの刺激課題によ
る違い－
○亀井 隆幸（立命館大学文学研究科）
八木 保樹（立命館大学）

PB21

恋愛関係崩壊後の元恋人同士による PAC 分析
○山口 司（北星学園大学大学院）

PB22

交際期間・空白期間によって異性から受ける評価の推測
○天野 陽一（首都大学東京）
若尾 良徳（浜松学院大学）

PB23

30 歳の異性交際未経験者に帰属されるパーソナリティ特性
○若尾 良徳（浜松学院大学）
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ポスター発表 2C 測定
8 月 21 日（金）14：00～16：00
208 教室
在席時間 奇数番号 14：00～15：00
偶数番号 15：00～16：00
○は責任発表者
PC01

病理的自己愛目録日本語版（PNI-J）の作成(1)－因子構造の検討－
○川崎 直樹（日本女子大学）
小塩 真司（早稲田大学文学学術院）

PC02

「新型うつ」の特性と尺度項目の分類
○辻 万里絵（大阪経済大学大学院人間科学研究科）

PC03

日本語版 Game Addiction Scale (GAS) の作成－青年期を対象とした妥当性の検討－
○古賀 佳樹（中京大学心理学部）
川島 大輔（中京大学心理学部）

PC04

日本語版 Dickman Impulsivity Inventory の信頼性と妥当性の検討(2)
○小橋 眞理子（立正大学大学院心理学研究科）
井田 政則（立正大学心理学部）

PC05

簡易解離尺度の作成 2－大学生群と臨床群の弁別性－
○舛田 亮太（山陽学園大学）

PC06

全般的な誘惑対処方略尺度の作成－項目の選定と再検査信頼性の検討－
○小林 麻衣（東洋大学人間科学総合研究所）

PC07

2 因子集団間不安尺度の改訂－信頼性と妥当性の検討－
○寺本 水羽（お茶の水女子大学）
松尾 由美（関東短期大学）
田島 祥（東海大学）
渋谷 恵（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）

PC08

日本語版 Ten Item Personality Inventory (TIPI-J)の多世代応用可能性－高齢者と若齢者の
比較から－
○岩井 律子（理化学研究所 理研 BSI-トヨタ連携センター）
熊田 孝恒（理化学研究所

理研 BSI-トヨタ連携センター，京都大学情報学研究科）
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ポスター発表 2C 測定
8 月 21 日（金）14：00～16：00
208 教室
在席時間 奇数番号 14：00～15：00
偶数番号 15：00～16：00
○は責任発表者
PC09

早期不適応スキーマの負担の少ない測定方法について－トライアル版スキーマ・チェックリ
ストの作成について－
○杉山 崇（神奈川大学人間科学部）
五味 美奈子（浦和大学子ども学部）

PC10

大学生用自己分化度尺度の作成および信頼性と妥当性の基礎的検討
○工藤 浩二（東京学芸大学）

PC11

達成関連語リストの作成
○中山 伸一（筑波大学大学院人間総合科学研究科）

PC12

成長レジリエンスとパーソナリティとの関連－成人版成長レジリエンス尺度の妥当性検証
－
○村木 良孝（東京大学大学院教育学研究科，日本学術振興会 DC）

PC13

「ひとめぼれ傾向」尺度の作成と分析－「ビビビ」はどの程度恋愛の持続を予測するか－
○越智 啓太（法政大学文学部）
喜入 暁（法政大学大学院人文科学研究科）

PC14

認知的構造欲求尺度の邦訳・妥当化の試み
○樫原 潤（東京大学大学院教育学研究科，日本学術振興会）

PC15

理科における「自律的な学び」を測定する心理尺度の作成
○後藤 崇志（京都大学高等教育研究開発推進センター）
中西 一雄（守山市教育研究所）
加納 圭（滋賀大学教育学部）

PC16

グラスゴー感覚尺度(GSQ)日本語版の妥当性の検討
○氏家 悠太（千葉大学融合科学研究科，日本学術振興会）

PC17

ローゼンバーグ自尊感情尺度の構造－世代間比較の観点から－
○福留 広大（広島大学大学院教育学研究科）
戸谷 彰宏（広島大学大学院教育学研究科）
古川 善也（広島大学大学院教育学研究科）
中島 健一郎（広島大学大学院教育学研究科）
森永 康子（広島大学大学院教育学研究科）
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ポスター発表 2C 測定
8 月 21 日（金）14：00～16：00
208 教室
在席時間 奇数番号 14：00～15：00
偶数番号 15：00～16：00
○は責任発表者
PC18

社会に適応するために必要な SWITCH－ホームレスの実体験に基づく社会的スキル尺度の
開発－
○藤本 学（立命館大学 教育開発推進機構）

PC19

読解におけるメタ理解的知識の構造比較－授業準備状況での「わかる」の基準とは－
○柄本 健太郎（東京学芸大学）

PC20

筆跡とパーソナリティとの関連についての文献検討－先行研究の概要と今後の展望－
○加藤 央也（中京大学心理学部）
川島 大輔（中京大学心理学部）

PC21

本学会誌の論文中で用いられている測定法の頻度調査
○安田 傑（大阪大谷大学人間社会学部）
鈴木 千晴（奈良女子大学大学院人間文化研究科）

PC22

学習状況が使用する方略の選択に与える影響－評定方法の違いに関する検討－
○山口 剛（法政大学大学院人文科学研究科，日本学術振興会）

( 29 )

ポスター発表 2D 産業・臨床
8 月 21 日（金）14：00～16：00
209 教室
在席時間 奇数番号 14：00～15：00
偶数番号 15：00～16：00
○は責任発表者
PD01

職場のハラスメントの有無と心理的ストレス諸要因との関連
○永冨 陽子（大阪経済大学大学院人間科学研究科）
田中 健吾（大阪経済大学経営学部）

PD02

ハラスメント体験と職場ストレッサー・心理的ストレス反応との関連
○田中 健吾（大阪経済大学経営学部）
永冨 陽子（大阪経済大学大学院人間科学研究科）

PD03

新入社員の自我同一性の変化と職務満足感の変化の関連
○原田 新（岡山大学学生支援センター）

PD04

若年就労者のプロアクティブ行動と職業ストレスの関連－自己志向性の調整効果について
の検証－
○星 かおり（お茶の水女子大学）

PD05

ソーシャルスキルトレーニングによる自己効力感の変化－個別トレーニングによる積極的
傾聴法訓練の効果－
○中嶋 葉子（成城大学大学院文学研究科）

PD06

ロ・テストの色彩反応と表情 Go/No-Go 課題中の事象関連電位
○鈴木 千晴（奈良女子大学大学院人間文化研究科）

PD07

パーソナリティ障害傾向における対人関係機能が適応に及ぼす影響
○市川 玲子（筑波大学大学院人間総合科学研究科，日本学術振興会特別研究員）
外山 美樹（筑波大学人間系）

PD08

うつ病症状のポジティブバイアスにおける原因認知の関連
○永井 智（立正大学心理学部）

PD09

曖昧さ耐性は抑うつの抵抗要因となりうるか？－素因ストレスモデルによる検討－
○友野 隆成（宮城学院女子大学学芸学部）

PD10

自己注目，抑うつ傾向の年代推移
○中島 実穂（東京大学大学院総合文化研究科）

PD11

自閉症スペクトラム傾向と侵入思考に対する統制感・方略との関連
○佐藤 拓（いわき明星大学教養学部）
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ポスター発表 2D 産業・臨床
8 月 21 日（金）14：00～16：00
209 教室
在席時間 奇数番号 14：00～15：00
偶数番号 15：00～16：00
○は責任発表者
PD12

確定診断のない幼児の認知特性(2)－田中ビネー知能検査Ⅴからの検討－
○吉原 勝（関西大学大学院心理学研究科）

PD13

カウンセラーの肯定的 Self-involving 技法の効果に性差はあるのか－カウンセリング実験
を用いた検討－
○田中 健史朗（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 PD）

PD14

カウンセラーに対する印象評価が自己開示に与える影響－女性の方がカウンセラーに好意
感を持つ？－
○清水 麻莉子（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，日本学術振興会特別研究員 PD）

PD15

不妊治療中の心理的サポートの必要性について－夫婦間コミュニケーションに着目して－
○五月女 麻衣（岡山大学大学院保健学研究科）
中塚 幹也（岡山大学大学院保健学研究科）

PD16

子どもたちがキャンプで得た「力」をどのように捉えるか？－評定尺度による事前事後調査
と ZICE 面接調査の補完性－
○長谷川 香奈（岩見沢キャンプ心理学研究会）
山下 温子（岩見沢キャンプ心理学研究会）
渡邉 智絵（岩見沢キャンプ心理学研究会）
五十嵐 麻希（岩見沢キャンプ心理学研究会）
後藤 龍太（岩見沢キャンプ心理学研究会）
山元 隆子（岩見沢キャンプ心理学研究会）
平野 直己（岩見沢キャンプ心理学研究会）

PD17

集団でのコラージュ制作後と旅行計画作成後のシェアリング時における発言内容の比較
○竹内 いつ子（川崎医療福祉大学）
寺崎 正治（川崎医療福祉大学）
武井 祐子（川崎医療福祉大学）
門田 昌子（倉敷市立短期大学）

PD18

保育者効力感と二次元レジリエンスの関連－実習前後の効力感の変化に着目して－
○中山 真（鈴鹿大学短期大学部）
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ポスター発表 2D 産業・臨床
8 月 21 日（金）14：00～16：00
209 教室
在席時間 奇数番号 14：00～15：00
偶数番号 15：00～16：00
○は責任発表者
PD19

幼児の気質特徴と遊び，育児不安，育児満足との関連
○門田 昌子（倉敷市立短期大学）
寺崎 正治（川崎医療福祉大学）
武井 祐子（川崎医療福祉大学）
竹内 いつ子（川崎医療福祉大学）
奥富 庸一（立正大学）

PD20

居住環境と関係流動性，子育て完全主義の関連性
○西村 太志（広島国際大学心理学部）
古谷 嘉一郎（北海学園大学経営学部）

PD21

子育て完全主義と完全主義認知の関連－乳幼児を育てている母親を対象にした検討－
○古谷 嘉一郎（北海学園大学）
西村 太志（広島国際大学）

PD22

産後うつの発達軌跡の同定ならびに子どもの攻撃性との関連－出生コホートと潜在クラス
成長モデルによる検討－
○浅野 良輔（浜松医科大学，大阪大学・金沢大学・浜松医科大学・千葉大学・福井大学
連合小児発達学研究科）
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ポスター発表 3E 青年期・パーソナリティ
8 月 22 日（土）10：00～12：00
208 教室
在席時間 奇数番号 10：00～11：00
偶数番号 11：00～12：00
○は責任発表者
PE01

大学生のパーソナリティとレジリエンス・感謝に関する一考察－SCT・草むらテストによる
－
○橋本 泰子（日本教育心理研究所）

PE02

大学生の謝罪表現と寛容性の個人差について－許しに関する経験から－
○玉置 陽香（北星学園大学大学院社会福祉学研究科）
佐藤 祐基（北星学園大学大学院社会福祉学研究科）
今川 民雄（北星学園大学社会福祉学部）

PE03

大学生における関係的自己の可変性と共感経験との関連
○池江 咲耶（北星学園大学大学院社会福祉学研究科）
佐藤 祐基（北星学園大学大学院社会福祉学研究科）
今川 民雄（北星学園大学社会福祉学部）

PE04

大学への帰属意識が大学不適応に及ぼす影響(4)－帰属意識に基づいて分類した大学生のタ
イプと大学不適応との関連－
○中村 真（江戸川大学社会学部）
松田 英子（東洋大学社会学部）
薊 理津子（江戸川大学社会学部）

PE05

大学生のひきこもり親和性に影響を与える心理的要因の検討
○新井 博達（太陽の園発達医療センター）
風間 雅江（北翔大学教育文化部）

PE06

期待達成度認知が大学生の自我同一性の感覚に与える影響の検討
○春日 秀朗（立命館大学）

PE07

利用価値認知への介入が大学生の学習行動に及ぼす影響－熟達目標の個人差に着目して－
○解良 優基（名古屋大学大学院教育発達科学研究科，日本学術振興会）
中谷 素之（名古屋大学大学院教育発達科学研究科）
梅本 貴豊（京都外国語大学総合企画室）
柳澤 香那子（名古屋大学大学院教育発達科学研究科）
中西 満悠（株式会社システムリサーチ）

PE08

青年の扶養意識と介護負担感－過剰適応傾向との関連－
○杉山 佳菜子（太成学院大学）
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ポスター発表 3E 青年期・パーソナリティ
8 月 22 日（土）10：00～12：00
208 教室
在席時間 奇数番号 10：00～11：00
偶数番号 11：00～12：00
○は責任発表者
PE09

自己制御能力の個人差が先延ばし行動に及ぼす影響について－インタビュー調査による探
索的検討－
○吉田 恵理（聖心女子大学人間科学専攻）

PE10

大学生における先延ばし行動についての研究－性格特性に着目して－
○髙橋 達也（札幌国際大学大学院）
岡田 顕宏（札幌国際大学人文学部）

PE11

成人愛着の顕在・潜在的側面は一致しているか？ その 1－顕在・潜在的愛着スタイルの検
討－
○福井 義一（甲南大学文学部）
大浦 真一（甲南大学大学院人文科学研究科）

PE12

成人愛着の顕在・潜在的側面は一致しているか？ その 2－顕在潜在関係不安と顕在潜在関
係回避の検討－
○大浦 真一（甲南大学大学院人文科学研究科）
福井 義一（甲南大学文学部）

PE13

一般他者と重要な他者の愛着表象が表情認識に与える影響
○大久保 圭介（東京大学大学院教育学研究科）

PE14

Dark Triad と他者操作方略の関連－Dark Triad の「裏切り者戦略」仮説の検証－
○下司 忠大（早稲田大学文学研究科）
小塩 真司（早稲田大学文学学術院）

PE15

Dark Triad パーソナリティ特性と飲酒との関連－飲酒効果予期の調整効果の検討－
○増井 啓太（日本学術振興会特別研究員（PD）
，慶應義塾大学文学部）

PE16

タイプ A パーソナリティと悪夢症状の関連の検討－悪夢の頻度，悪夢の苦痛度，および自
殺企図からの分析－
○松田 英子（東洋大学社会学部）
岡田 斉（文教大学人間科学部）

PE17

認知された自他のパーソナリティによる対人関係の良好性の予測(2)－自己開示度を指標と
して－
○水野 邦夫（帝塚山大学心理学部）
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ポスター発表 3E 青年期・パーソナリティ
8 月 22 日（土）10：00～12：00
208 教室
在席時間 奇数番号 10：00～11：00
偶数番号 11：00～12：00
○は責任発表者
PE18

学習への自律的動機づけ形成とパーソナリティ発達－有機的統合理論における各調整と自
我同一性の感覚との関連から－
○伊田 勝憲（静岡大学教育学研究科）

PE19

「反個人主義」というパーソナリティ傾向の検討
○山岡 重行（聖徳大学心理・福祉学部心理学科）

PE20

社会的逆境からの精神的回復・成長資源に関する研究－(3) Sense of coherence(SOC)および
関連する個人的資源－
○堀毛 裕子（東北学院大学教養学部）
堀毛 一也（東洋大学社会学部）

PE21

パーソナリティと道徳的価値観との関係
○天野 快（東京大学大学院教育学研究科教育心理学コース）

PE22

感覚感受性の高さと精神的健康の関連
○船橋 亜希（中京大学大学院心理学研究科）

PE23

感謝・希望介入が主観的 well-being に与える影響について
○坂井 絵里香（東洋大学大学院社会学研究科）
堀毛 一也（東洋大学大学院社会学研究科）

PE24

青年期における恋愛様相モデルと愛情の三角理論との関連
○高坂 康雅（和光大学現代人間学部）

( 35 )

ポスター発表 3F 基礎研究
8 月 22 日（土）10：00～12：00
209 教室
在席時間 奇数番号 10：00～11：00
偶数番号 11：00～12：00
○は責任発表者
PF01

高校教育における人格形成－人格に対する心理学、現場の方針、生徒の語りの間の隔たりか
ら－
○神崎 真実（立命館大学大学院，日本学術振興会 特別研究員）

PF02

日本と中国の大学生の職業意識の比較－何がなんでも就職したい学生の特徴－
○山本 ちか（名古屋文理大学短期大学部）
二宮 克美（愛知学院大学）

PF03

「ふつう」認知と感情状態の関連における独自性欲求の影響－カザフスタンのデータを用い
て－
○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（関東学院大学人間共生学部）

PF04

Communication Competence and Interest in Learning English－Exploratory survey on
the aspect of personal traits－
○NAKANO Rumiko（Graduate School of Human Sciences, Osaka University）

PF05

自己効力感と内発的価値が学習成果に関連するプロセス－行動的・感情的エンゲージメント
を媒介して－
○梅本 貴豊（京都外国語大学総合企画室）
伊藤 崇達（京都教育大学教育学部）

PF06

努力承認評価が内発的動機づけに与える影響の検討－正答数と解決不可能課題遂行後の動
機づけに着目して－
○三和 秀平（筑波大学大学院）
外山 美樹（筑波大学）

PF07

ネガティブ記憶の抑制能力と個人差の関連－ワーキングメモリ容量と精神的健康に注目し
て－
○小林 正法（名古屋大学大学院，日本学術振興会）
真田 原行（東京大学大学院）
川口 潤（名古屋大学大学院）

PF08

二分法的思考が推論・評価に及ぼす影響－二重プロセス理論の観点から－
○三枝 高大（早稲田大学大学院文学研究科）
小塩 真司（早稲田大学文学学術院）
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ポスター発表 3F 基礎研究
8 月 22 日（土）10：00～12：00
209 教室
在席時間 奇数番号 10：00～11：00
偶数番号 11：00～12：00
○は責任発表者
PF09

二分法的思考が規範の当為視におよぼす影響－関係流動性の異なる社会における規範の性
質変動の視点から－
○上原 依子（大阪大学大学院人間科学研究科）

PF10

思考抑制とネガティブ気分がマインドワンダリングに及ぼす影響
○服部 陽介（京都学園大学）

PF11

情動コンピテンスと排斥観察時の代理的情動との関連
○野崎 優樹（京都大学大学院教育学研究科，日本学術振興会）

PF12

匂いによる過去と未来の無意図的想起に個人差要因が及ぼす影響－情動知能および嗅覚イ
メージ能力の個人差に注目して－
○山本 晃輔（大阪産業大学人間環境学部）

PF13

人に恨まれたら何が起こるのか？－テキストマイニングによる恨みの分析－
○佐藤 栄晃（関西大学大学院心理学研究科）
北村 英哉（関西大学社会学部）

PF14

ボランティア参加志向動機への身近な参加経験者の影響
○荒井 俊行（早稲田大学大学院人間科学研究科）

PF15

青年のコスプレへの動機と心理的効用の検討－大学生とコスプレイヤーの比較から－
○大久保 智生（香川大学教育学部）
森本 李沙（赤磐市立山陽幼稚園）
鈴木 公啓（東京未来大学こども心理学部）

PF16

ファン心理における「宗教的」心性の構造－ファン対象を妄信し，人生のモデルとする－
○向居 暁（高松大学発達科学部）

PF17

エフォートフル・コントロールにおける年齢差と性差
○川本 哲也（東京大学大学院教育学研究科，日本学術振興会特別研究員）
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ポスター発表 3F 基礎研究
8 月 22 日（土）10：00～12：00
209 教室
在席時間 奇数番号 10：00～11：00
偶数番号 11：00～12：00
○は責任発表者
PF18

検診受診者の CT 検査に対する認識の分析
○富髙 智成（京都医療科学大学）
石垣 陸太（京都医療科学大学）
山本 晃輔（大阪産業大学）
猪股 健太郎（関西学院大学）
竹澤 龍一（京都工場保健会）
内藤 豊（京都工場保健会）

PF19

痩身達成困難度と痩身希求行動の関連－ムリだと思ったらどうするか－
○鈴木 公啓（東京未来大学）

PF20

筆記開示の内容が外傷体験に及ぼす影響について－脳波を指標として－
○友田 貴子（埼玉工業大学）

PF21

制御適合はパフォーマンスを高めるのか？
○外山 美樹（筑波大学，NPO 法人教育テスト研究センター（CRET）
）
三和 秀平（筑波大学大学院，NPO 法人教育テスト研究センター（CRET））
湯 立（筑波大学大学院，NPO 法人教育テスト研究センター（CRET））
長峯 聖人（筑波大学大学院，NPO 法人教育テスト研究センター（CRET））
相川 充（筑波大学，NPO 法人教育テスト研究センター（CRET））

PF22

感染症脅威が食物新奇性恐怖・嗜好に及ぼす影響
○石井 国雄（清泉女学院大学）
田戸岡 好香（日本学術振興会，東京大学）

PF23

叱責による罪悪感，屈辱感，羞恥感と対処行動との関連－自己の落ち度に着目して－
○太幡 直也（愛知学院大学総合政策学部）

PF24

表情の情動認知が心理的適応に及ぼす影響－自己評価と実際のパフォーマンスの一致・不一
致に着目して－
○松尾 和弥（甲南大学大学院人文科学研究科）
福井 義一（甲南大学文学部）
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