
口頭研究発表（第１日午前） 
 
第1日（11月15日） ３階口頭発表会場 司会：山本文夫・稲富 健 
 番号    発  表  題  目                       所     属              氏   名 
  1 20年間にみる日本女性の購買態度時系列 福岡女学院大学         山本文夫   …1 
 分析 －「対応分析法」による解析－ 
 
  2 企業組織におけるリーダーの自信は何か   九州大学大学院人間環境学府  ○池田 浩   …2 
    ら生まれるのか －管理職経験年数の効 九州大学大学院人間環境学   古川久敬 
 果－     研究院 
 
  3 鉄道機関における安全に関する組織規範 九州大学大学院人間環境学府  ○三沢 良   …3 
 －参与観察調査による不安全行動の実態      〃         稲富 健 
 把握－     九州大学大学院人間環境学   山口裕幸 
      研究院 
       
  4 鉄道運転業務における運転士と管理者の 九州大学大学院人間環境学府  ○稲富 健   …4 
 相互理解に関する諸問題 －「現場の運      〃         三沢 良 
 転士の声」から安全意識高揚の方向性を 九州大学大学院人間環境学   山口裕幸 
 探る－     研究院 
 
  5 暴力映像が攻撃性に及ぼす影響  久留米大学大学院心理学     坂本有希   …5 
      研究科 



口頭研究発表（第１日午後） 
 
第1日（11月15日） ３階口頭発表会場 司会：富永大介・芳野正昭 
 番号    発  表  題  目                       所     属              氏   名 
  1 走行開始時姿勢の左右非対称性について 志學館大学人間関係学部      木下昌也    …6 
 
  2 重度・重複障害を伴う子どもとのコミュ 佐賀大学文化教育学部     ○芳野正昭   …7 
 ニケーションを改善する為の教師の「読 佐賀大学大学院教育学研究科  村上大樹 
 み取る」「伝える」「係わる」技術の検討 
 (1) 
 
  3 重度・重複障害を伴う子どもとのコミュ 佐賀大学大学院教育学研究科  ○村上大樹   …8 
 ニケーションを改善する為の教師の「読 佐賀大学文化教育学部     芳野正昭 
 み取る」「伝える」「係わる」技術の検討 
 (2) 
 
  4 心理教育相談センターの開設について   広島文教女子大学心理教育   ○濵田さつき  …9 
 －教育相談センターから心理教育相談セ 相談センター 
 ンターへの変革過程－        〃         藤土圭三 
      ・広島文教女子大学大学院 
 
 5 長崎被害者支援センター設立について 長崎被害者支援センター    前田和明  …10 
           〃        ○松田純子 
           〃         津島佑子 
           〃         横田利昭 
 
 6 脳損傷者の認知機能評価に関する  琉球大学教育学部       富永大介  …11 
 psychometricsの再考(2) －modified 
 mini-mental examination test (3MS)による 
 記憶機能分析－ 



ポスター研究発表（第１日午前） 
 
第1日（11月15日） １階ロビー 
 番号    発  表  題  目                       所     属              氏   名 
  1 大学生における理想自己の設定とその影 長崎大学大学院教育学研究科   大田一人    …12 
 響について 
 
  2 青年期の抑うつ傾向とソーシャル・サポ 長崎大学大学院教育学研究科  渡邉洋子   …13 
 ートの関係 
 
  3 出生順位と親の養育態度が子どもの性格 長崎大学大学院教育学研究科 ○木村衣江  …14 
 特性に及ぼす影響に関する研究       〃         富永奈美子 
 
  4 保育者による潜在的児童虐待被害の実態 中村学園大学人間発達学部  ○笠原正洋  …15 
      九州大学大学院人間環境学   加藤和生 
      研究院 
 
  5 自己像間の差異と自尊感情との関係性 九州大学大学院人間環境学府 ○藤瀬文子  …16
 －個々人における重要な側面からの検討－ 九州大学大学院人間環境学   古川久敬 
      研究院 
 
  6 理想自己と現実自己の差異と学校適応 長崎大学大学院教育学研究科   永谷真一    …17 
 
  7 個人特性と教材形式の関連性  鹿児島大学大学院教育学   ○中薗良彦  …18 
      研究科 
      鹿児島大学教育学部      假屋園昭彦 
 
  8 大人概念の達成と自我同一性の確立に関 長崎大学大学院教育学研究科   白川智久    …19 
 する研究(Ⅰ) 
 
  9 青年期における母親に対する認識と対人 長崎大学大学院教育学研究科   石本恭子    …20 
 恐怖心性との関連 
 
 10 青年期における死生観に関する一考察 長崎大学大学院教育学研究科   田中里佳    …21 
 －死別体験との関連について－ 
 
 11 就学前集団保育から小学校への移行期に 長崎女子短期大学       小林小夜子  …22 
 おける適応に関する発達心理学的研究Ⅶ 
 －保育所保育の現状・理想・期待－ 
 
 12 中学校における生徒のストレス状況の理 長崎短期大学        ○白川佳子  …23
 解と生徒への関わり方についての研究 長崎大学大学院教育学研究科  力武美祐紀 
 
 13 青年期の自己受容に関する研究Ⅰ  長崎純心大学大学院人間文化 ○濵崎麻緒里 …24
 －過去の経験が自己評価と自己に対する 研究科 
 メタレベル肯定度に及ぼす影響－  長崎純心大学人文学部     吉武久美子 



第1日（11月15日） １階ロビー 
 番号    発  表  題  目                       所     属              氏   名 
 14 青年期の自己受容に関する研究Ⅱ  長崎純心大学人文学部    ○吉武久美子 …25
 －自己に対するメタレベル肯定度が現実 長崎純心大学大学院人間文化  濵崎麻緒里 
 の友人関係と友人との山アラシ・ジレン 研究科 
 マに及ぼす影響－ 
 
 15 大学生女子の甘えの背景について  福岡女学院大学人間関係学部 ○原崎聖子  …26 
            〃         篠原しのぶ 
 
 16 物をめぐるイザコザへの保育園児の介入 大阪大学人間科学研究科    橋口 晋   …27 
 行動 
 
 17 入学後の不安定になりやすい時期での愛 九州大学大学院人間環境学府 ○中尾達馬  …28 
 着スタイルの時間的安定性：様々な対人 九州大学大学院人間環境学   加藤和生 
 関係において    研究院 
 
 18 幼児におけるリズム同期行動過程に関す 鹿児島大学大学院教育学   ○持橋知行  …29
 る研究 －同期の修正を必要とする変拍 研究科 
 子音に対する反応－   鹿児島大学教育学部      大坪治彦 
 
 19 自動車・パソコン・携帯電話関連企業の 長崎大学大学院教育学研究科  小林剛志  …30
 一流性認知と購買意欲の規定因に関する 
 研究 
 
 20 中学生の集団及び自己への適応に及ぼす 長崎大学大学院教育学研究科   斉藤美智子  …31 
 ＲＬの効果に関する研究 
 
 21 浮気判断と対処行動(1) －浮気場面・対 久留米大学比較文化研究所  ○三浦直樹  …32
 処の因子構造とその性差－        〃         竹ノ山圭二郎 
 
 22 浮気判断と対処行動(2) －立場・性別・ 久留米大学大学院心理学    ○篠原英一郎  …33 
 恋愛経験による浮気判断の違い－  研究科 
           〃         坂本有希 
 
 23 ４類型愛着スタイルの恋愛における特徴 九州大学大学院人間環境学府  ○小田部貴子  …34 
 は何か？ －恋愛関係における愛着スタ      〃         中尾達馬 
 イル尺度(70項目)との関連を通して－ 九州大学大学院人間環境学   加藤和生 
      研究院 
 
 24 高校生の携帯電話利用に関する心理学的 鹿児島大学大学院教育学    ○輿水 基    …35 
 研究     研究科 
      鹿児島大学          有倉巳幸 
 
 25 児童期における科学概念の構成に関する 鹿児島大学大学院教育学    山田吉夫   …36 
 研究     研究科・鹿児島県川辺町立 
      勝目小学校 



ポスター研究発表（第１日午後） 
 
第1日（11月15日） １階ロビー 
 番号    発  表  題  目                       所     属              氏   名 
  1 最小条件集団における主観的不確定性と 久留米大学文学部       ○安永 悟    …37 
 集団間差異化    山口県立大学生活科学部    甲原定房 
 
  2 記憶における抑制プロセスの検討  鹿児島大学大学院教育学    山下あや   …38 
      研究科 
 
  3 開発的カウンセリングに関する教師の意 鹿児島大学大学院教育学   ○姜 文頴  …39 
 識     研究科 
      鹿児島大学教育学部      大坪治彦 
 
  4 生徒が抱く教育相談イメージと期待する 鹿児島大学大学院教育学   ○千葉友真子 …40
 教育相談についての検討 －高校生を対 研究科 
 象に－     鹿児島大学教育学部      有倉巳幸 
 
  5 大学生における自己評価に関する日中比 佐賀大学大学院教育学研究科 ○王 絲絲  …41
 較研究     佐賀大学文化教育学部     撫尾知信 
 
  6 科学的読み物の読解に及ぼす事前予想内 鹿児島県立短期大学       吉國秀人    …42 
 容の影響 
 
  7 英語授業における構成的グループエンカ 北九州市立大学大学院    ○縄田静香  …43
 ウンターの効果    人間文化研究科 
      北九州市立大学        田中信利 
 
  8 母親の愛着タイプおよびソーシャルサポ 北九州市立大学大学院     ○山本佐知子  …44 
 ートへの心理的距離が育児不安に及ぼす 人間文化研究科 
 影響について    北九州市立大学        田中信利 
 
  9 育児不安の構造(2) －多母集団同時因子 久留米大学文学部       ○原口雅浩    …45 
 分析－     福岡県立大学看護学部     手島聖子 
 
 10 学校魅力に関する研究(3)   鹿児島大学大学院教育学    ○香妻幸子    …46 
      研究科 
      鹿児島大学教育学部      有倉巳幸 
 
 11 児童・生徒の「いじめられ懸念」に関す 鹿児島大学大学院教育学   ○米永絵美   …47 
 る研究 －人間関係が与える影響－ 研究科 
      鹿児島大学教育学部      大坪治彦 
 
 12 児童期の学校不適応に関する心理臨床的 福岡教育大学大学院      安武雅代  …48
 アプローチ ～親子の触れ合い（甘え直 
 し）の取り組みを通して～ 



第1日（11月15日） １階ロビー 
 番号    発  表  題  目                       所     属              氏   名 
 13 左右視野間における注意の非対称性  ちゅうざん病院       ○崎浜海里  …49 
      リハビリテーション部 
      琉球大学法文学部       遠藤光男 
 
 14 情動喚起とJUMACLの２つの尺度  九州大学大学院人間環境学府 ○松本亜紀  …50 
      九州大学文学部        内田小幸 
      九州大学大学院人間環境学   箱田裕司 
      研究院 
 
 15 Secure Baseスキーマの情動的要素の実験 九州大学大学院人間環境学府 ○李 同帰  …51
 的検討：日本・中国での追試  九州大学大学院人間環境学   加藤和生 
      研究院 
 
 16 盲点において補完された線分の知覚  九州大学大学院人間環境学府 ○伊地知郁江  …52 
 －両眼呈示条件下で恒常法による検討－ 九州大学大学院人間環境学   中溝幸夫 
      研究院 
 
 17 シグマ運動の知覚速度に及ぼす刺激面積 九州大学大学院人間環境学府 ○米村朋子  …53 
 と色情報の効果    九州大学大学院人間環境学   中溝幸夫 
      研究院 
 
 18 凝視視差によって起こる垂直線分の方向 九州大学大学院人間環境学  ○中溝幸夫  …54
 錯視     研究院 
      鹿児島大学教育学部      川畑秀明 
      York University         Hiroshi Ono 
 
 19 感覚間反応促進における聴覚刺激の効果 鹿児島大学大学院教育学   ○小久保博幸 …55 
      研究科・鹿児島県立武岡台 
      養護学校 
      鹿児島大学教育学部      大坪治彦 
 
 20 １失語症患者における音読に関する継時 北九州市立大学大学院     ○堂園恵理   …56 
 的変化     人間文化研究科 
           〃         近藤倫明 
 
 21 運動機能障害者における動作評価の基礎 北九州市立大学大学院    ○徳田光広  …57
 的研究     人間文化研究科 
           〃         近藤倫明 
 
 22 介護経験と高齢者に対する態度との関係 北九州市立大学大学院      吉田真理子  …58 
 ～医療・福祉専門職養成課程の学生を対 人間文化研究科 
 象とした調査分析～ 
 
 23 Death Education Program作成の試み(1) 聖心ウルスラ学園短期大学   ○坂田和子   …59 
      福岡女学院大学        牧 正興 
 


