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学籍番号 氏名 卒業論文題目

02L601003 伊藤　潤 医療現場における臨床心理士のニーズと果たす役割について

02L601006 小笠原　元子 大学生における先延ばし行動について

02L601013 川滿　麻衣子 社会的迷惑行為と信頼感・共感性との関連

02L601014 黒澤　希 攻撃性と共感性の関連構造　～母子関係を中心に～

02L601015 河野　大 生命の意味を問う実存を根源的に規定する現象としての死についての実

存心理学的解釈

02L601016 近藤　涼子 匂いによる弓道における的中率の維持

02L601017 佐藤　卓弥 ムード操作導入による反対意見への説得とその意見変化量について　

～インフォームド・コンセントを刺激文テーマとして～

02L601020 首藤　孝悦 言語条件づけを利用した強化遅延における非言語的応答と言語的応答の

効果

02L601021 杉浦　文子 風景構成法にあらわれる不適応状態からの回復過程　～非行少年の事例

から～

02L601022 鈴木　康弘 私立中学高等学校におけるこころの支援活動のヒアリング調査研究　

～複数校による比較検討の試み～

02L601023 須藤　美和 匂いをどのように記憶するか　～精緻化は匂いの記憶を促すか～

02L601024 関口　勝夫 オープンフィールド課題を用いたハトの序数性認知の検討

02L601027 津金　知子 自己開示の内面性が対人魅力に及ぼす影響　～被開示者のパーソナリ

ティーの関連において～

02L601028 角田　紘之 音楽のテンポの違いによるリラックス効果について

02L601030 中島　良二 中学生におけるスクールカウンセラーに対する意識

02L601031 中田　永遠子 心理的時間の知覚と音楽のテンポの関連性

02L601034 長谷川　真由美 性格面と家庭環境面でみる非行

02L601036 廣田　陽 信念バイアスと批判的思考態度についての研究

02L601038 古村　結 妊娠・出産前後における自己意識と化粧の心理的効用　～育児中の母親

を対象に臨床心理学的効果を探る～

02L601041 宮田　尚武 リーダーシップとモチベーションの関連性

02L601043 山内　夕紀子 性格特性の一面性と個人志向性・社会志向性との関連について
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02L601044 山岡　沙織 大学生における自己受容と死生観との関係　～自己受容度と生死の捉え

方、対人態度について～

02L601047 吉野　麻実 不登校に対する周囲のサポート

02L601050 渡辺　紗矢香 子どもの自由画における色彩について

02L601052 片桐　幸輝 共感性と犯罪意識について　～しつけによる共感性の促進について～

02L601053 坂口　学 野外活動指導者による子どものしつけ　～基準、頻度とその内容に見る

必要性、困難性と方略～

02L602001 阿部　洋人 児童の学習動機及びその関連する概念が学業達成に及ぼす影響

02L602003 石田　和之 幼稚園のお集まり場面における年中への影響　～影響を正しい行動の推

移から見る～

02L602006 梅澤　義行 介護施設における職員のストレスに関する研究　～バーンアウトとスト

レッサー尺度から～

02L602009 大城　敬弘 青年期の親の態度が子どもの態度改善と親準備性へ及ぼす影響

02L602016 加藤　義啓 暴力映像と攻撃性　～情報メディアの影響～

02L602018 川中　久美子 ゲル状強化子の水中提示装置　～キンギョの自動反応形成と自動反応維

持～

02L602022 久保田　隆央 成功することへの大学生の態度

02L602025 佐藤　絵里香 両親の干渉が子どもの性格（抑うつ性、回帰性傾向、劣等感、神経質）

に及ぼす影響

02L602026 佐藤　慎 2つの少年非行型の特徴と少年非行・犯罪防止策の考察

02L602027 島田　ゆかり 防衛的悲観主義傾向の程度と、心配傾向、抑うつ傾向の関連性について

02L602034 田村　深雪 大学受験体験が自尊感情に与える影響について

02L602038 林　真樹 対人関係の有無によるオンラインゲーム上の印象形成

02L602039 PARADOV 

ROMAN

エドガー・アラン・ポーの作品に見るカタルシス

02L602041 平石　武己 音楽療法における即興の意義

02L602043 俣野　有紀 被虐待児への心理的ケア

02L602044 三浦　香澄 家族関係とストレスへのVulnerability

02L602046 村山　寛 コーピングの型における不合理信念低減に関する研究

02L602055 江原　建樹 精神障害に関するラベルと対人刺激敏感度の関係

02L603008 大下　雄助 小学生の攻撃性と親子関係の関連性について

02L603010 大庭　那子 家族関係と生に対する動機付け　～家族の質的関係と生きがいの関連に

ついての一考察～
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02L603012 奥山　純 現代青年の社会的態度が形成される要因　～プロ野球の好き・嫌いを通

して～

02L603013 粕谷　大輔 喫煙がストレスとコーピングに与える影響と性差への関連

02L603015 川瀬　智義 香りの曝露による情動の変化　～曝露時間による比較～

02L603016 神田　明洋 個人の価値観と職業志向の関係性

02L603018 菊地　絢 親子関係を中心とした家庭環境と規範意識の関連性

02L603019 北　祐次 プライバシーと他者意識の関係性　～自分が他者から受ける影響につい

て～

02L603022 下平　芽吹 音楽表現と人間心理

02L603023 冼　穎恩 外国人留学生と日本人学生における大学生活の比較

02L603026 須藤　実緒子 創造活動のセルフサポート作用について　～漱石研究を通して～

02L603027 清野　祥一 大学生の友人関係とストレス対処についての検討

02L603029 髙森　英悦 信頼感と対人志向性について

02L603030 鶴野　未宇香 子どもが認知した親の支援行動が自己肯定感に及ぼす影響について

02L603033 中橋　麻衣 IT社会への依存と人間の発達　～反社会行動との関連性～

02L603036 沼田　悠梨子 患者の精神的な援助によって生じる医療従事者たちのストレス　～心理

職に必要とされる患者への支援活動とは～

02L603037 根本　仁美 青年後期の性格傾向とバウムテストの関連

02L603039 林　裕子 摂食障害と健康維持　～患者の心と体の健康を維持するために～

02L603040 日野　貴史 コーヒー豆の匂いが情動に及ぼす効果について　～自覚的指標と生理的

指標を手がかりとして～

02L603041 平井　美穂子 携帯電話の会話はなぜ気になるのか

02L603043 三井　麻友美 青年期の問題行動と環境の問題

02L603044 宮崎　淳 短期記憶におけるモダリティに関する検討　～視覚と聴覚の関係～

02L603046 八重樫　勇樹 日常生活における攻撃性と生活習慣との関連性

02L603051 岸　敦子 成人の愛着スタイルと親子関係と恋愛の関係性　～アタッチメント人物

の移行～

02L603056 増田　昇平 準拠集団と道徳性の発達　～部活・サークルと道徳的発達段階の関係に

ついて～

02L604005 植村　千尋 高齢社会における色彩の役割

02L604007 大浦　英里奈 発達障害児をもつ親の心理変容

02L604008 大束　優子 日本で現在行なわれている非行少年更正処遇と海外からの影響

02L604010 尾野島　歩 パフォーマンス・マネジメントについての考察
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02L604014 金澤　志奈 嗜癖のメカニズム　～適応不全思考パタンと自己価値の観点から～

02L604018 久米　智子 インターネット・コミュニケーションの危険性　～生活に内在化する病

理へのアプローチ～

02L604023 近田　裕之 幼児期に関する愛他行動の年代的変化について

02L604025 佐藤　友美 家族のイメージと実際の親子関係

02L604027 住川　恭兵 大学生における信頼感と援助の関係

02L604031 髙橋　範行 大学生の携帯電話利用における携帯依存と心理学的諸特性

02L604032 竹田　千晶 発達初期の対応とその後の人格形成

02L604034 田中　祐里子 やさしさとは何か　～思いやりのある人とない人の境界線～

02L604038 塚田　静香 大教室における私語をなくすためには

02L604043 前川　拓也 味覚の変化要因に関する文献研究

02L604044 町田　佳奈子 ハトの数的能力の検証及びラットとの能力の比較

02L604045 湊谷　加代子 ラベンダーの香りのストレス緩和効果について

02L604047 百川　謙史 なぜ人は戦争を行うのか？　～実際の戦争体験における人の行動につい

て～

02L604048 山崎　美緒 被虐待児と不登校児を発見・救出するために

02L604050 渡邉　ひとみ 児童の学級生活の満足度に関する研究　～満足度に関連のある要因の検

討～

02L605007 上野　澄人 言語条件づけにおける強化遅延と非分化性応答刺激の効果

02L605014 上條　剛 大学生の自立意識と親子関係、友人関係との関連

02L605016 塩入　飛鳥 道徳性について　～道徳性発達と親の養育態度および子どもの性格との

関係～

02L605018 白井　美穂 コミュニケーションにおける IRONYとSARCASM　～見破らせる嘘と

は～

02L605021 鈴木　祐介 友人に求める魅力と恋人に求める魅力の差

02L605022 高橋　麗子 ロールプレイにおける体験過程　～ストレスを感じさせやすい話し方・

感じさせない話し方と性差を含めた考察～

02L605026 田中　翼 スチューデント・アパシーときょうだいという環境要因によって形成さ

れる性格の関係について

02L605033 野城　輝之 コンピュータを使用した”しりとり”での言語条件づけ

02L605034 野々垣　陽介 服装の印象測定　～社会心理学における印象形成と対人認知研究の視点

から～

02L605036 平賀　幸一 後悔の時間的変化と対処方法
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02L605043 水野　綾子 風景構成法導入直前の面接内容が描画作品に及ぼす影響についての研究

～変化しやすい項目及び持続性のある項目の検討～

02L605046 八木　宏樹 ハトにおける数的能力の検証

02L605056 杉田　房子 1994年ルワンダのジェノサイドにおけるプロパガンダの影響　～市民

ジェノサイドはなぜ起こったか～

01L601054 稗畠　直人 解離性同一性障害の立場と問題

01L603004 浮田　和成 教育現場における適応障害　～ LD・ADHDをもつ教育者とその関わり～

01L603049 下山　愛子 セルフモニタリングと匿名性がウェブ日記に及ぼす影響

01L604016 熊井　将人 セルフコントロールと随伴性契約を用いた禁煙のサポート

01L605004 足立　祐介 自己評価における好・不調のリズムは実際に存在するか

01L605031 津久井　清香 教育現場におけるスクールカウンセラーのかかわり

01L605034 騰川　香織 販売員のスマイルの効果

01L606008 加藤　利郎 少年期における心理的競技能力に関する研究　～コミュニケーションの

タイプに着目をして～

01L606013 小松　育子 現代における摂食障害

01L606048 和田　友梨絵 現代社会における児童虐待　～児童虐待の実態と予防への取り組み～


