
ポスター研究発表(第1日目午前)

番号 発表題目 所属 氏名

1 九州大学大学院人間環境学府 ○ 宋　永寧 ・・・1
九州大学大学院人間環境学研究院 箱田 裕司

2 久留米大学大学院心理学研究科 ○ 古川 香 ・・・2
久留米大学文学部 木藤 恒夫

高邦会　高木病院 中原 公宏

3 両眼対応の尤度計算 九州大学大学院人間環境学研究院 ○ 光藤 宏行 ・・・3

番号 発表題目 所属 氏名

4 バーチャル・ペットへの「心」の付与と癒し 久留米大学大学院心理学研究科 ○ 佐藤 鑑永 ・・・4

5 会話の公準違反と欺瞞性 久留米大学大学院心理学研究科 ○ 盛崎 俊浩 ・・・5

6 琉球大学法文学部 ○ 遠藤 光男 ・・・6

7 熊本大学大学院社会文化科学研究科 ○ 劉     威 ・・・7

熊本大学 渡辺功

8 九州大学大学院医学研究院 ○ 小松 佐穂子 ・・・8

九州大学大学院人間環境学研究院 箱田 裕司

番号 発表題目 所属 氏名

9 久留米大学大学院心理学研究科 ○ 高 天碩 ・・・ 9

久留米大学文学部 木藤 恒夫

10 ○ ・・・10

鹿児島大学教育学部 假屋園 昭彦

11 琉球大学大学院教育学研究科 ○ 小川 重美子 ・・・11
琉球大学教育学部 富永 大介

12 放送大学生は達成動機（やる気）が高い？ ○ 三津家 律子 ・・・12

〃 川津 るり子

〃 緒方 真美

〃 中元 啓夫

13 長崎純心大学大学院人間文化研究科 ○ 光富 有美 ・・・13
長崎純心大学人文学部 吉武 久美子

放送大学熊本学習センター心理・カウ
ンセリング研究会

【感覚・知覚】

【認知】

永里 智広

【言語・学習・動機づけ】

パソコンを用いた新ストループ・逆ストループテスト―紙
ベースの新ストループ・逆ストループテストとの比較

第1日目(12月5日)

第1日目(12月5日)

第1日目(12月5日)

特徴間の相対的輝度差が女性の顔の魅力と年齢査定に
与える影響：年代による効果の違いの検討

情動性知能と表情認知の関係―質問紙および表情認知
検査による検討―

鹿児島大学大学院教育学研究科・鹿
児島市立紫原小学校

主観的輪郭文字の認知における陰影の形態特徴の検討

半側空間無視と姿勢制御―脳卒中片麻痺患者を用いて
―

中国語母語話者の日本語学習者の単語処理プロセスと
心的辞書

道徳授業の対話学習における自己内対話の推移分析(Ｉ)
―「相互作用の型」と「価値観変容の実相」の連動性―

成人の「学び」の志向性が知恵(Wisdom)と ウェルビーイ
ング(Well-being)に及ぼす影響

他者からの働きかけを自己の動機づけに結びつける際の
自己の要因について



番号 発表題目 所属 氏名

14 中国の親の発達期待及びしつけ方略 佐賀大学大学院教育学研究科 ○ 王　　婷 ・・・14
佐賀大学文化教育学部 大元 誠

15 佐賀大学文化教育学部 ○ 大元 誠 ・・・15

16 青年期において愛着対象がいないことの意味 久留米大学大学院心理学研究科 ○ 片岡 祥 ・・・16
久留米大学文学部 園田 直子

17 琉球大学教育学研究科 ○ 城間 綾乃 ・・・17
琉球大学教育学部 富永 大介

18 長崎純心大学大学院人間文化研究科 ○ 宅島 恭子 ・・・18
長崎純心大学人文学部 児島 達美

19 山口芸術短期大学保育学科 ○ 中尾 達馬 ・・・19

20 児童期における自己制御機能の発達 別府大学大学院文学研究科 ○ 藤野 正和 ・・・20

別府大学文学部 佐藤 新治

21 ○ ・・・21

鹿児島大学教育学部 大坪 治彦

22 久留米大学大学院心理学研究科 ○ 山崎 しおり ・・・22
久留米大学文学部 稲谷 ふみ枝

番号 発表題目 所属 氏名

23 九州大学大学院人間環境学府 ○ 縄田 健悟 ・・・23
九州大学大学院人間環境学研究院 山口 裕幸

24 集団成員評価と自己評価への集団同一視の関連 久留米大学比較文化研究所 ○ 赤須 大典 ・・・24

25 九州大学大学院人間環境学府 ○ 申 銀女 ・・・25
九州大学大学院人間環境学研究院 中村 知靖

26 中学生の友人関係に関する排他性 鹿児島大学大学院教育学研究科 ○ 山下 縁 ・・・26
鹿児島大学教育学部 有倉 巳幸

27 生徒の友人関係における排他性に関する研究 鹿児島大学大学院教育学研究科 ○ 中野 秀敏 ・・・27
鹿児島大学教育学部 有倉 巳幸

28 状態シャイネスと生起プロセスについて 鹿児島大学大学院教育学研究科 ○ 下津 慶一 ・・・28
鹿児島大学教育学部 有倉 巳幸

29 ○ 今村 義臣 ・・・29

30 長崎純心大学大学院人間文化研究科 ○ 安永 愛 ・・・30
長崎純心大学人文学部 吉武 久美子

31 大学生におけるデートDVに関する研究 佐賀大学大学院教育学研究科 ○ 末永 智美 ・・・31

32 共感感情の喚起が市民量刑判断に及ぼす影響 鹿児島大学大学院教育学研究科 ○ 増永 忠佳 ・・・32
慶應義塾大学文学部 川畑 秀明

33 街頭犯罪についてのリスク認知と防犯行動の関連（3） 山口大学教育学部 ○ 小杉 考司 ・・・33
〃 福田 廣

両親の夫婦関係における愛情良好さが大学生の個人志
向性・社会志向性に及ぼす影響

青年期の衝動性に関する研究　－衝動性を2つの特性と
して捉える試み－

保育士の指示に対する幼児の反応パターンに関する一
考察-Ａ保育園5歳児クラスのフィールドワークから‐

子どものいたずらについての探索的研究―いたずらから
見る子どもの発達，保育者の対応を中心に―

聴覚障害乳幼児と母親の遊びの場面における共同注意 本田 和也

【発達】

久留米大学比較文化研究所，佐賀大
学医学部精神神経科

親しい友人に対して行われるネガティブな内容の自己表
明の実態とその効果―女子大学生を対象として―

生と死の関連性について―捨身施への共感，死生観，死
に関する経験の関係について―

【社会・集団・文化】

成員の所属意識が強い集団は嫌われる？ ―排他性知
覚の媒介効果―

アイデンティティにおける個人・集団自尊感情と「個」・「関
係性」概念との関連

鹿児島大学大学院教育学研究科・鹿
児島県立鹿児島聾学校

第1日目(12月5日)

日常における心理的ウェルビーイングと回想傾向との関
連―高齢者と中年者の比較―

第1日目(12月5日)



ポスター研究発表(第2日目午前)

番号 発表題目 所属 氏名

1 大分大学教育福祉科学部 ○ 麻生 良太 ・・・34
〃 藤田 敦

〃 松本 正

〃 大岩 幸太郎

〃 衛藤 裕司

〃 竹中 真希子

2 大分大学教育福祉科学部 ○ 藤田 敦 ・・・35
〃 麻生 良太

〃 松本 正

〃 大岩 幸太郎

〃 衛藤 裕司

〃 竹中 真希子

○ ・・・36

鹿児島大学教育学部 大坪 治彦

○ ・・・37

佐賀大学文化教育学部 池田　行伸

5 小学校におけるコーチングに関する研究 ○ 海老原 幹誠 ・・・38

鹿児島大学教育学部 今林 俊一

6 佐賀大学大学院教育学研究科 ○ 副島 輝史 ・・・39
佐賀大学文化教育学部 池田 行伸

7 琉球大学大学院教育学研究科 ○ 當眞 江里子 ・・・40
沖縄女子短期大学 白石 舞衣子

琉球大学教育学部 富永 大介

8 授業における教師と児童の相互作用分析 鹿児島大学大学院教育学研究科 ○ 真崎 芳洋 ・・・41
鹿児島大学　教育学部 假屋園 昭彦

9 北九州市立大学 ○ 中島 俊介 ・・・42

10 久留米大学大学院心理学研究科 ○ 永吉 和之 ・・・43
久留米大学文学部 稲谷 ふみ枝

〃 木藤 恒夫

番号 発表題目 所属 氏名

11 青年の仮想的有能感に関する研究 鹿児島大学大学院教育学研究科 ○ 秋山 真澄 ・・・44
鹿児島大学教育学部 松田 君彦

12 青年期の愛着スタイルと携帯メール依存との関係 ○ 佐藤みつよ ・・・45

九州厚生年金病院 竹林 可織

吉村 匠平

〃 関根 剛

13 ○ 宗 申也 ・・・46

別府大学文学部人間関係学科 渡邊 須美子

小学校におけるコラージュを活用した学校教育相談の研
究―気分変容から見た効果―

小学校中学年児童のDN‐CASによる認知評価及び教研
式新学年別知能検査との関連について

コミュニケーションスキル獲得に関わる遊びと「共同性」の
検討―保育者の考える「協同遊び」の視点から―

視覚に障害のある高校生に対する進路指導－自尊感情
に着目して－

後潟 理恵

4 中学校２年生問題とその保護者の意識調査 石橋 めぐみ

鹿児島大学大学院教育学研究科・南
大隅町立神山小学校

教員養成大学において形成される実践的指導力（１）－
自己評定尺度作成の試み－

教員養成大学において形成される実践的指導力（２）－
教育体験が実践的指導力に及ぼす影響－

【教育】

【人格】

バウムテストにおける三枚実施法に関する検討～一枚
目、二枚目、三枚目の変容過程の視点から～

別府大学大学院文学研究科臨床心理
学専攻

大分県立看護科学大学看護学部看護
学科

鹿児島大学大学院教育学研究科・長
島町立長島中学校

佐賀大学大学院教育研究科心理学
コース・佐賀市立大和中学校

3 中学生の完全主義が心理的適応に与える影響 －小学
生との比較－

第2日目(12月6日)

第2日目(12月6日)

大分県立看護科学大学看護学部看護
学科



番号 発表題目 所属 氏名

14 長崎純心大学大学院人間文化研究科 ○ 小川 さやか ・・・47
長崎純心大学人文学部 吉武 久美子

15 長崎純心大学大学院人間文化研究科 ○ 岩永 亜季 ・・・48
長崎純心大学人文学部 藤原 珠江

16 他者の関与が大学生の自己成長感に及ぼす影響 別府大学大学院文学研究科 ○ 高口 諒子 ・・・49
別府大学文学部 渡邊 須美子

17 長崎純心大学大学院人間文化研究科 ○ 北川 里実 ・・・50
長崎純心大学人文学部 藤原 珠江

18 久留米大学大学院心理学研究科 ○ 野中 雅代 ・・・51
久留米大学 稲谷 ふみ枝

19 大分大学大学院教育学研究科 ○ 岩本 恵梨 ・・・52

20 長崎純心大学大学院人間文化研究科 ○ 船本 優子 ・・・53
長崎純心大学人文学部 生塩 詞子

〃 藤原 珠江

21 自傷行為に関する心理学的研究 鹿児島大学大学院教育学研究科 ○ 中村 綾乃 ・・・54
鹿児島大学教育学部 大坪 治彦

22 基山町立若基小学校 ○ 岡本 尚子 ・・・55
佐賀大学文化教育学部 網谷 綾香

23 広島県立沼隈特別支援学校 ○ 村上 大樹 ・・・56
佐賀大学文化教育学部 芳野 正昭

24 ペアレントトレーニングの考え方の学校現場への応用 ○ 森下 万貴子 ・・・57

福岡県立大学人間社会学部 福田 恭介

25 久留米大学大学院心理学研究科 ○ 打和 華子 ・・・58
久留米大学文学部 稲谷 ふみ枝

〃 木藤 恒夫

26 大分大学医学部 ○ 林 智 一 ・・・59

27 琉球大学教育学部 ○ 富永 大介 ・・・60

28 大分大学医学部 ○ 上野 徳美 ・・・61
日本文理大学工学部 山本 義史

慶應義塾大学看護医療学部 増田 真也

金沢医科大学看護学部 北岡(東口)和代

29 日本文理大学工学部 ○ 山本 義史 ・・・62
大分大学医学部 上野 徳美

慶應義塾大学看護医療学部 増田 真也

金沢医科大学看護学部 北岡(東口)和代

自閉症男児（Ａ）が安心して集団活動に参加できるように
なるための取り組み－衝立を使用することについての考
察－

新人看護師のストレス対処能力（SOC）とバーンアウト予
防に関する研究

認知症高齢者に対する個人心理療法に関しての一考察
―適用可能性とその限界をめぐって―

大学生における呼吸法による自己効力感がストレス反応
に及ぼす効果

看護師のストレス対処能力（SOC）と困難を乗り越えた経
験に関する研究

発達障害のある児童に関わる担任教師のビリーフが悩み
に与える影響

脳損傷者の認知機能評価に関するpsychometricsの再考
(18)―前頭葉脳腫瘍患者のStroop検査とTrail Making検
査の特徴―

認知症のアセスメント検査の現状と課題－スウェーデンと
日本の比較検討－

【臨床・障がい】

女子大生が母親に対して行う「相手志向」による発言抑制
についての一考察―母親の養育態度, 自己肯定意識,
心理的離乳の関連から―

大学生の対人ストレスにおける認知的評価およびコーピ
ングと精神的健康度との関連

青年期と成人後期における孤独の違いについて～陥る
状況、感じ方および対処方法の観点から～

福岡県立大学大学院人間社会学研究
科・築上町立築城小学校

父娘関係が娘の自尊感情と精神的自立に与える影響に
ついて

青年期女子における怒り感情沈静化の方法についての
一考察

第2日目(12月6日)



番号 発表題目 所属 氏名

30 発話速度が看護師の性格印象に与える影響 大分県立看護科学大学看護学部 ○ 関根 剛 ・・・63
国立病院機構長崎医療センター 中村 友紀

大分県立看護科学大学看護学部 佐藤 みつよ

〃 吉村 匠平

31 大分県立看護科学大学看護学部 ○ 吉村 匠平 ・・・64
大分大学医学部付属病院 田中 裕子

大分県立看護科学大学看護学部 佐藤 みつよ

〃 関根 剛

32 九州大学大学院人間環境学府 ○ 菊地 梓 ・・・65
九州大学大学院人間環境学研究院 山口 裕幸

33 久留米大学大学院心理学研究科 ○ 斉藤 正己 ・・・66
ケアパートナー株式会社 和久田 孝一

久留米大学文学部 稲谷 ふみ枝

34 老年期の自殺念慮に関する一考察 大悟病院 ○ 片平 真弓 ・・・67
〃 渡具知 理恵

〃 三山 吉夫

職場において成員が表出するユーモアが職場ストレスに
及ぼす影響―看護師を対象とした検討―

介護職員の高齢者に対するエイジズム①―日本語版
FSA短縮版モデルの検討―

看護学生の性格特性と好まれる看護教員のリーダーシッ
プ特性の関係

第2日目(12月6日)
【看護・医療】
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