
2006年度　卒業論文題目一覧

学籍番号 氏名 卒業論文題目

01L603051 徳田　容子 違和感に関する文献研究

02L603048 安田　雅史 ダイエットにおける香りの有効性

02L605044 村田　仁美 なぜ美人は得をするのか　――身体的魅力の価値とは――

02L605050 渡邉　　明 小児性愛　――Pedophilia――

03L601005 植田ゆかり 育児期における女性のアイデンティティ　――中年女性への振り返り面接

を通して――

03L601008 荻野絵里香 食物風味の条件づけに関する研究　――Deprivation levelの風味選好に対

する影響について――

03L601015 岳峰 大学生の自己愛傾向と個人志向性･社会志向性についての日中比較研究

03L601017 黒岩　悠介 労力によるサンクコスト効果の一般性の確認

03L601019 小林　桃子 青年期における自己肯定意識と社会的スキル･対人恐怖心性の関係

03L601021 柴 美穂 自由遊び場面における幼児の行動と幼児同士の関わり方からの遊びの分類

と年齢･性別による行動の違い

03L601022 清水　美帆 受験期における休息の重要性　――大学受験生の睡眠時間に着目して――

03L601024 関谷　啓子 発達過程における他者意識の変化と態度変容　――対人関係における嫌悪

体験を中心に――

03L601027 立川少郁佳 犯罪不安の形成要因　――性差･ジェンダーとの関連――

03L601028 田中　秀作 緩和ケアにおける心理的支援の介入について

03L601029 丹野　崇広 こころの健康教育･支援活動に関する実態調査　――カウンセラーの資格

に着目して――

03L601033 渡嘉敷　杏 カフェインの行動特性とカフェイン処置経験によるニコチンへの影響

03L601035 野口　明子 大学受験予備校カウンセリング来談者の精神的問題に関する研究　

――自宅生と自宅外生の比較を通じて――

03L601037 深津　伊代 児童虐待の世代間伝達を断つ分岐点　――愛着、養育システム、親になる

準備から――

03L601041 宮本　聡子 育成環境により変容する人格　――機能不全家族と人格形成について――

03L601044 山縣　寛子 親のしつけが子どもに与える影響　――意識･無意識――

03L601045 吉田　純子 吉田純子はどんな人間であるか

03L601047 清田　正治 大学生における自我同一性混乱　――対人恐怖心性との関連性――

03L601048 入澤有希子 前頭葉切截手術を通して見る治療の意義
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03L601051 瀬尻　陽子 解離性障害とパーソナリティ障害の関連性　――特に解離性同一性障害と

境界性パーソナリティ障害の特性の要因：機能不全家族における相互作用

モデルの観点から――

03L602006 山口　美穂 共働き家庭の夫婦関係と育児行動との関連性について

03L602013 川口緋紗央 恋の喜びと苦悩　――よい恋愛をするためには――

03L602015 久保田和広 ターミナルケアを通してみる死について

03L602018 小窪　杏美 特別支援教育における学生ボランティア活動の評価研究　――教職員から

見た必要性と、その活動効果の検討――

03L602019 小平かよこ 自己卑下と自己高揚の違い

03L602031 早野　実沙 自傷行為　――その原因と心理――

03L602032 平松　牧子 認知のゆがみと抑うつリアリズム　――自己に関する情報への判断の歪み

――

03L602035 松本　芳恵 大学生における家族関係　――きょうだい関係を中心に――

03L602042 望月　美里 音楽療法　――音楽を効果的に用いる方法とは――

03L602043 森本　英貴 家庭環境が与える子どもへの影響　――信頼感と自己評価について――

03L602046 山村　早織 従来型うつ病と現代型うつ病の違い及び、現代型うつ病の性格特性の検討

03L602048 吉野　智彦 特別支援教育における学生ボランティア活動の評価研究　――小学校にお

ける学生ボランティア活動の実態から――

03L602051 栢森　美香 子どもが学校を嫌がる要因　――現代の疲れる子どもたちを救う――

03L602052 西岡　浩史 中学生における不定愁訴の心理社会的要因について

03L603004 岩原　俊行 不登校への心理教育的アプローチ

03L603005 小川　　剛 癖行動とストレスの関係

03L603006 小川　雅美 化粧による心理的効果　――メイクとマッサージを用いて――

03L603007 加藤　孝行 大学生における自己愛傾向とアパシー心理及び無気力感に関する研究

03L603009 金子　拓哉 大学生の携帯依存傾向と生きがい感

03L603012 上林　夏子 虐待と解離性同一性障害の関連性

03L603013 川合　彰子 あなたが嫌いになるのは誰？　――対人関係の嫌悪における関係性が与え

る影響――

03L603015 魏　　孝棟 大学受験生における精神健康及び自我同一性との関連　――質問紙による

日中大学受験生の比較――

03L603016 北畠　綾子 介護職の負担感とBPSDとの関連　――在宅介護者と施設介護者による比

較研究――

03L603023 白井　資久 犯罪者プロファイリング　――少年非行の凶悪化の真偽とそれに対する犯

罪プロファイリングの再検――
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03L603025 田島　友美 対人関係とストレスの関連性　――大学生のストレスとソーシャル･サポ

ートの有効性の検討――

03L603027 中井　康裕 においのリフレッシュ効果　――においの好みと関連について――

03L603032 丹羽　慶一 思い込みによる自己表現の変容に関する研究　――偽性格診断テストによ

る自己ネガティブシフト――

03L603033 平久保雄大 幼児のいざこざの過程について

03L603034 福地　靖夫 職業選択に影響を及ぼす青年期の心理

03L603035 藤本　幸恵 ストレス対処における自傷行為　――性差を中心に――

03L603037 松澤　翔太 大学生の不安と対人志向性の違い　――対人志向性の違いから若者の性行

動の変化を探る――

03L603040 村上まどか 絵本によるこころの変化

03L603043 山崎　雅文 行動変動性における諸先行研究の検討および、行動変動性研究のための実

験装置製作過程について

03L603047 綿屋　元基 大学生における両親と友人によるソーシャル･サポートとストレッサーお

よびストレス反応との関係

03L603051 戸田惇一郎 大学生における企業規模と就業自己イメージの関係

03L603052 内井　　遥 在日中国系留学生の適応状況について　――援助される頻度、日本語能力、

学費･生活費からの検討――

03L604001 相原　雄大 インターネット依存についての文献研究

03L604008 岡　　沙紀 アパレル企業「ワールド」にみる成功例の販売戦略について　――販売員

はどのように行動したのか――

03L604012 久保位可子 ラベンダーとアンドロスタディエンの嗅覚における気分変容効果と、アン

ドロスタディエンの人フェロモン可能性の検討

03L604013 久保田　恵 タイプ別女子大学生の同調行動における心理的要因

03L604014 小池栄美子 抑うつの予防と自己注目トレーニング　――注意の焦点化と認知変容――

03L604015 小出　　紋 随伴性契約とセルフコントロールを用いた減量プログラム

03L604039 根来　紀子 大学生における親しい友人に対する自己開示について　――他者意識、ア

イデンティティ、完全主義との関連――

03L604043 松田　駿哉 こころの健康教育・支援活動に関する実態調査　――四国･九州･沖縄にお

ける私立中高学校の実態から――

03L604046 向井さやか 大学生の孤独感類型と対処行動の関連についての検討　――友人関係を踏

えて――

03L604050 山本　剛史 孤独と依存の関係

03L604054 高橋　恵一 「親の会」参加者におけるソーシャルサポートの実態に関する調査　
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――発達障害支援グループと不登校支援グループのニーズに着目して――

03L605002 青木茉里絵 望ましい養育スタイルとは？　――大学生の自尊心と対人観――

03L605003 青木　美穂 自閉症スペクトラム　――自閉症スペクトラムの子どもをもつ母親の思い

――

03L605005 青山　　汐 自尊心と自己受容及びユーモア態度との関係について

03L605012 市川　達也 香りによる気分変容　――教示の効果――

03L605017 木下　知幸 検索容易性が判断に及ぼす影響　――商品広告を用いた検討――

03L605019 小関　光宣 随伴性契約を用いた体重の減量について

03L605023 坂上　貴英 心理学に対するイメージのギャップと学習モチベーションについて

――心理学をどのように学ぼうとするのか――

03L605024 佐藤　智洋 恐怖と不安によるストレス攻撃性との関係

03L605026 芝土　　裕 戦争は本当に無くせないのか　――攻撃性と文化からの考察――

03L605028 白崎　厚史 死の観念の変化と個人においての違い　――個人の性質との関連から――

03L605047 船津　翔子 少年犯罪について　――社会経済が少年に与える影響――

03L605051 安永　吉秀 オシャレと人間行動　――なぜオシャレを求めるか――

03L605054 高麗　優子 ネガティブな反すうと抑うつとの関係　――対処方略（コーピング）を含

めた検討――

03L606001 赤瀬　　舞 ソーシャル･ネットワーキングサイトでの画像と文章が第一印象の印象形

成に及ぼす影響について

03L606005 有賀　昭智 香りに真に心理効果があるのか、あるいはプラゼボ効果であるのかを探る

目的で、教示が香りの効果に及ぼす影響　――9つの感情形容語での質問

――

03L606009 今村　貴史 青年期における他者に対する恐怖が引き起こす人間関係の変動　――対人

不安はどのような形で人間関係に影響するのだろうか――

03L606012 大槻　瑠美 摂食障害と社会風潮　――現代社会における精神病理の考察――

03L606013 大原　隆中 パニック障害が人格に与える影響

03L606015 小栗　史也 善と殺害における心理学的考察

03L606017 工藤　　梓 自己知覚と自信　――メイクとの関連――

03L606028 千葉　純恵 暴走族スタイルの移り変わりを、ファッションから考察する

03L606029 角田　和江 現代日本の家族関係　――女性と家族の変容――

03L606030 椿　さやか 流行色

03L606032 仲本　絵美 代理によるミュンヒハウゼン症候群　――虐待に隠された母親の心理――

03L606035 橋本　容子 我が国の自殺の現状と遺族の関係　――遺族と我々国民に課された課題を

考える――
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03L606039 林　美寿々 大学生のストレス対処法　――社会的意識との関連で――

03L606041 前嶋　光一 知的障害者に対する健常者の接触体験の差異による差別意識　――知的障

害者への差別を無くすために――

03L606047 山 麻衣子 ストレス対処法と性格･環境との関連

03L606050 米島　太郎 幼児の仲間入り方略について　――仲間入り行動と事前の相互交渉の関係

――

03L606051 若月　雄吾 インターネットと攻撃性･ひきこもりの関連

03L606053 松村　直也 刺激呈示時間･不安水準･系列位置が脅威関連情報に対する注意バイアスに

及ぼす影響

03L606054 小池　由衣 認知症高齢者のBPSDによる介護者の負担感について　――在宅及び施設

のケアにおける介護スタッフへの心理的サポート――

151




