
ポスター研究発表　（第1日目午前）

【感覚・知覚・認知 1】
第1日 （11月10日）　31会議室
番号 発表題目 所属 氏名

1 音質評価と生理指標 近畿大学工学部 髙山智行 … 10

2 九州大学大学院人間環境学府 ○ 山川朗生 … 11

九州大学大学院人間環境学研究院 箱田裕司

福岡大学 二瀬由理

3 数字や文字に色を見る共感覚者 (1) 久留米大学比較文化研究所 ○ 今村義臣 … 12

久留米大学文学部 木藤恒夫

4 数字や文字に色を見る共感覚者 (2) 久留米大学文学部 ○ 木藤恒夫 … 13

久留米大学比較文化研究所 今村義臣

5 熊本大学大学院社会文化科学研究科 ○ 梅津幸子 … 14

熊本大学文学部 渡辺功

6 熊本大学大学院社会文化科学研究科 ○ 竹下健太 … 15

熊本大学文学部 渡辺功

【看護・医療・健康】
第1日 （11月10日）　31会議室
番号 発表題目 所属 氏名

7 高齢者の精神的健康度と転倒との関係 別府大学大学院臨床心理学専攻 ○ 稗田真由美 … 16

別府大学人間関係学科 矢島潤平

〃 大嶋美登子

8 大分大学医学部看護学科 ○ 脇幸子 … 17

〃 福井幸子

〃 寺町芳子

〃 菅原真由美

〃 井上亮

9 大分市保健所健康課 ○ 今井みゆき … 18

大分大学医学部看護学科 脇幸子

10 大分大学医学部附属病院 ○ 阿部美佳 … 19

大分大学医学部看護学科 脇幸子

11 大分県立看護科学大学 ○ 吉村匠平 … 20

大分大学附属病院 小林由佳

大分県立看護科学大学 関根剛

〃 佐藤みつよ

不快画像刺激における凶器の存在が与える有効視野への影
響

きめのレーシネスに及ぼすきめ刺激の特徴の効果―速度と重
なる時間の効果―

傾いて見えるベランダ錯視における輪郭線とテクスチャの関係

じ・ま・え健康支援システムの評価および生活習慣病などの健
康管理のために必要な情報の内容や獲得方法

糖尿病患者の食事療法継続における自己効力感と家族サ
ポートの関連性

医療職を目指している学生の予防的保健行動に対する認識
についての考察

患者から見た病室形態の相違―個室・個室的多床室・従来型
多床室の比較から―



【発達 幼児～児童期】
第1日 （11月10日）　31会議室
番号 発表題目 所属 氏名

12 別府溝部学園短期大学 ○ 阿南寿美子 … 21

大分大学教育福祉科学部 田中洋

13 幼児期のままごと遊びにおける役割選択に関する研究 (1) 別府市立鶴見保育所 藤井美希 … 22

14 福岡女学院大学大学院人文科学研究科 ○ 岸法子 … 23

福岡女学院大学人間関係学部 坂田和子

福岡女学院大学大学院 牧正興

15 ○ 堀田竜次 … 24

鹿児島大学大学院教育学研究科 假屋園昭彦

16 九州大学大学院人間環境学府 ○ 奈田哲也 … 25

九州大学大学院人間環境学研究院 丸野俊一

17 九州大学大学院人間環境学府 ○ 麻生良太 … 26

九州大学大学院人間環境学研究院 丸野俊一

【教育 学校臨床】
第1日 （11月10日）　31会議室
番号 発表題目 所属 氏名

18 中村学園大学人間発達学部 笠原正洋 … 27

19 鹿児島大学大学院教育学研究科 ○ 有馬博幸 … 28

鹿児島大学教育学部 今林俊一

20 共生館福祉医療専門学校 ○ 小川一行 … 29

長崎純心大学非常勤 富永美由紀

獨協大学 田口雅徳

長崎国際大学 平井誠也

21 別府溝部学園短期大学幼児教育学科 西村薫 … 30

22 大分大学大学院教育学研究科 小林弘幸 … 31

23 スクールカウンセラーと教師の協働関係の形成 別府市総合教育センター 小野貴美子 … 32

24 大分県立看護科学大学 ○ 関根剛 … 33

〃 吉村匠平

〃 佐藤みつよ

25 別府大学臨床心理相談室 ○ 高橋陽子 … 34

佐藤新治

別府大学文学部 大嶋美登子

26 別府大学短期大学部 中村廣光 … 35

鹿児島大学大学院教育学研究科・鹿児島
市立西田小学校

別府大学臨床心理相談室の現状と課題―3年半の活動を通し
て見えてきたこと― 別府大学臨床心理相談室・別府大学文学

部

スクールアビューズ・コンサルテイションについて―2つの事例
を通して―

中学生の学校適応感の規定要因に関する研究 (Ⅱ)―学校適
応感尺度の信頼性の検討―

生徒の抱える問題に関する認識の違い―養護教諭とスクール
カウンセラーの比較―

幼児におけるいざこざの解決過程の発達的検討―高頻度児と
低頻度児との比較―

自己省察の場が他者とのやりとりの内面化に如何に影響を及
ぼすか

保育士養成校学生を対象にした園内での被虐待児の発見，
園内報告及び通告に関する研究

幼児へのdeath study―認知過程の変容と予防的介入の取り
組み―

不登校児のきょうだいに関する研究―回顧的面接による体験
の探求―

心の理論課題における予測課題と説明課題の差異の検討

教育実習生の原因帰属様式が精神的な健康に及ぼす影響

不登校生徒の展望的自己効力感と社会参加活動との関係

児童における道徳性の共助的側面に関する研究―対象や場
面の違いにもとづく「助け合い」の心の内容分析的研究―



【臨床・障がい】
第1日 （11月10日）　31会議室
番号 発表題目 所属 氏名

27 大分大学大学院教育学研究科 岡部航大 … 36

28 大分大学教育福祉科学部 小松貴弘 … 37

29 熊本県立小国養護学校 ○ 村上大樹 … 38

佐賀大学文化教育学部 芳野正昭

30 大分大学大学院教育学研究科 ○ 恵藤絢香 … 39

大分大学教育福祉科学部 佐藤晋治

〃 小松貴弘

31 大分大学教育福祉科学部 渡辺亘 … 40

32 大分大学教育福祉科学部 ○ 古賀精治 … 41

大分市立春日町小学校 磯崎麻衣

【社会・集団・文化 1】
第1日 （11月10日）　31会議室
番号 発表題目 所属 氏名

33 九州大学大学院人間環境学府 ○ 三沢良 … 42

横浜市立大学大学院医学研究科 竹内嘉浩

34 山口大学教育学部 ○ 小杉考司 … 43

〃 福田廣

35 マーケティング・オフィス21 山本文夫 … 44

36 佐賀大学大学院教育学研究科 ○ 申銀女 … 45

佐賀大学文化教育学部 撫尾知信

37 九州大学大学院人間環境学府 ○ 丹羽空 … 46

九州大学大学院人間環境学研究院 加藤和生

38 ○ 稲富健 … 47

九州大学大学院人間環境学研究院 山口裕幸

九州大学大学院人間環境学府・日本学術
振興会

文化的自己観が対人不安傾向および友人満足度に与える影
響―多母集団同時分析による小学校高学年と大学生との比
較―

学習障害児に対する得意な認知処理を用いた英単語指導の
効果

ADHD児の母親における育児経験を通じた自己の問い直し過
程―複線経路・等至性モデルを用いて―

自己愛概念に関する検討―日本の臨床における技法のあり方
について―

いたずらと見られる行動をおこすことが多かった知的障碍をも
つ一生徒との教育的係わり合い―信頼関係づくりを重視しな
がら生徒と共同で人との接し方を学習した取り組み―

心因性難聴および心因性視覚障がいの母子関係に関する臨
床心理学的一考察

重要他者に関する物語を語ることの影響―語りが与える影響
の仮説モデルの生成―

医療従事者が抱く失敗に関する価値観についての検討

文化的価値の地域文化差は否定されたときに現れやすい

日本人 (女性) の消費態度時系列分析―「対応分析」にみる
25年間の変化―

防犯・防災に対するリスク認知とリスクコントロール尺度の作成
―身の危険を感じる出来事についての予測を中心として―

大学生におけるストレスとSelf-Esteemとの関連について―日本
と中国の比較研究―



ポスター研究発表　（第2日目午前）

【教育 教育実践】
第2日 （11月11日）　31会議室
番号 発表題目 所属 氏名

39 大分大学教育福祉科学部 ○ 武内珠美 … 48

大分大学大学院教育学研究科 桑畑葉月

〃 中野あかり

40 ○ 木村由紀子 … 49

鹿児島大学教育学部 大坪治彦

41 日田市立桂林小学校 佐藤麻優美 … 50

42 豊後大野市立三重第一小学校 油布麻里 … 51

43 大分大学教育福祉科学部 ○ 古城和敬 … 52

宇佐市立四日市南小学校 恒光朋宏

日田市立咸宜小学校 二宮由香

44 今治市立桜井小学校 篠原慶史 … 53

45 佐賀大学大学院教育学研究科 ○ 瀬戸佳子 … 54

佐賀大学文化教育学部 池田行伸

【教育 教授法】
第2日 （11月11日）　31会議室
番号 発表題目 所属 氏名

46 長崎大学大学院教育学研究科 ○ 石原努 … 55

〃 川越明日香

〃 瑞慶覧聡子

47 鹿児島大学大学院教育学研究科 ○ 塚里亮大 … 56

〃 假屋園昭彦

48 ○ 鶴田美里映 … 57

鹿児島大学教育学部 有倉巳幸

49 大分大学医学部 ○ 林智一 … 58

〃 上野徳美

50 大分大学医学部 ○ 上野徳美 … 59

〃 林智一

児童生徒における保健室のイメージに関する研究 (1) ―学年
差・性差による検討を中心に―

教師の勇気づけ実践が児童の学級適応過程に及ぼす影響
(3) ―教師の態度構造の質的な変容過程の検討―

高校生の英語ディベート活動が批判的思考態度及びアサー
ションスキルに及ぼす影響 (2)

小学生の心理的ストレス過程に関する研究―学校ストレッサー
に対する認知的評価，サポート期待，及び完全主義傾向の関
連―

他の考えを受け入れながら，自分の考えを再構築していくジグ
ソー学習の提案―総合的な学習の時間における実践とその考
察―

話し合いを中心とした算数科における複式学級の授業デザイ
ンに関する研究

水泳指導における努力帰属的評価のフィードバックが自己効
力感に及ぼす影響

養護教諭がおこなう健康相談活動のための研修に関する研究

鹿児島大学大学院教育学研究科・鹿児島
市立紫原小学校

小学生における心の居場所感に関する研究―児童の主張性
及び発達段階による差異―

読書が子どもに与える影響について―ライトノベルを通して見
た子どもの心と学校現場の認識の現状―

鹿児島大学大学院教育学研究科・鹿児島
県立加治木高等学校

医療・臨床心理学教育における映画教材活用の試み (1) ―教
材としての映画の意義に関する展望―

医療・臨床心理学教育における映画教材活用の試み (2) ―質
問紙調査にもとづく実証的検討―



【発達 青年期以降】
第2日 （11月11日）　31会議室
番号 発表題目 所属 氏名

51 大分県立芸術文化短期大学 藤田文 … 60

52 山口芸術短期大学 ○ 中尾達馬 … 61

玉祖幼稚園 加嶋祐里

53 社会福祉学科学生の職業選択の要因に関する研究 長崎国際大学大学院 ○ 末永裕美 … 62

共生館福祉医療専門学校 小川一行

長崎国際大学 平井誠也

54 別府大学大学院文学研究科 ○ 甲高明日香 … 63

別府大学文学部 大嶋美登子

〃 矢島潤平

55 大分大学教育福祉科学部 西山佐代子 … 64

56 中学生における自我同一性確立過程と攻撃性の関連 別府大学大学院文学研究科 ○ 河野佑佳 … 65

別府大学文学部 矢島潤平

〃 大嶋美登子

57 別府大学大学院臨床心理学専攻 ○ 谷口麻衣 … 66

長崎純心大学 吉武久美子

別府大学文学部 矢島潤平

58 佐賀大学文化教育学部 大元誠 … 67

【社会・集団・文化 2】
第2日 （11月11日）　31会議室
番号 発表題目 所属 氏名

59 久留米大学大学院心理学研究科 ○ 片岡祥 … 68

久留米大学文学部 園田直子

60 保育者による「母親像」 (Ⅰ) 近畿大学九州短期大学 渡邊美智子 … 69

61 九州大学大学院人間環境学府 ○ 小田部貴子 … 70

九州大学大学院人間環境学研究院 加藤和生

62 九州大学大学院人間環境学府 ○ 縄田健悟 … 71

九州大学大学院人間環境学研究院 山口裕幸

63 久留米大学大学院心理学研究科 赤須大典 … 72

64 友人関係における自己開示の抑制 鹿児島大学大学院教育学研究科 ○ 黄佳 … 73

鹿児島大学教育学部 有倉巳幸

65 大分県立芸術文化短期大学 吉山尚裕 … 74

66 大分大学大学院教育学研究科 内田可愛 … 75

67 九州大学大学院人間環境学府 橋本和宏 … 76

学生の職業意識に関する特徴―進学動機・時間指向性・社会
意識との関連―

青年の高齢者へのサポート意識―祖父母体験との関連から―

集団同一視の学年における変化と内集団成員評価との影響

「人望」のあるリーダーの条件―自由記述データによる探索的
検討―

保育者は職歴を重ねると，子どもに対する見方が変化するの
か？―文章完成課題を用いて―

グループ体験学習が社会的スキルとシャイネスに及ぼす効果

外集団に対する人間固有の感情知覚と不信感との関係―媒
介変数としてのコミュニケーション不可能性―

小集団討議による自他の対人関係傾向への気づきに関する事
例研究

誰からのどんな攻撃が心の傷となりやすいのか―「日常型心の
傷」の内容とその影響の調査 (2) ―

愛着理論をベースに恋愛関係の形成過程を測定する尺度作
成の試み―PRASS (Process of Romantic Attachment Status
Scale) の作成と信頼性・妥当性の検討―

幼児と接することが得意な人と苦手な人の違い―遊び選択の
視点から―

両親の夫婦関係の認知が，大学生の認知が個人志向性・社会
志向性に及ぼす影響

上からの甘えの受容―過去から現在における母子関係の視点
から―



【感覚・知覚・認知 2】
第2日 （11月11日）　31会議室
番号 発表題目 所属 氏名

68 琉球大学教育学部 富永大介 … 77

69 楕円形の陰影刺激の形と配置が奥行き知覚に及ぼす効果 熊本大学大学院文学研究科 ○ 劉欧 … 78

熊本大学文学部 渡辺功

70 3次元的物体におけるshadingとcast shadowの変化検出特性 九州大学大学院人間環境学府 ○ 大﨑弘孝 … 79

鹿児島大学教育学部 川畑秀明

九州大学大学院人間環境学研究院 箱田裕司

71 熊本大学大学院文学研究科 ○ 劉威 … 80

熊本大学文学部 渡辺功

72 九州大学大学院人間環境学府 ○ 小松佐穂子 … 81

九州大学大学院人間環境学研究院 箱田裕司

73 写実的なCGキャラクタに見つめられたときの心理的影響 長崎総合科学大学 北島律之 … 82

【記憶・言語・思考】
第2日 （11月11日）　31会議室
番号 発表題目 所属 氏名

74 鹿児島大学大学院教育学研究科 ○ 汪昕紅 … 83

鹿児島大学教育学部 假屋園昭彦

75 佐賀大学大学院医学系研究科 元永公之 … 84

76 ○ 向井隆久 … 85

九州大学大学院人間環境学研究院 丸野俊一

77 学習した概念の般化可能性を促進する要因 大分大学教育福祉科学部 藤田敦 … 86
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