
2004年度　卒業論文題目一覧

学籍番号 氏名 卒業論文題目

01L601001 新井　由佳 少年たちを取り巻く個性志向の社会環境

01L601002 安藤　恵 対人場面での座席の取り方についての研究・考察　～座席選択に性格・状

況どちらが影響するか～

01L601003 石松　美帆 座席選択の傾向と要因

01L601004 伊藤　亜岐子 大学生の生活習慣　～男子大学生の健康維持～

01L601006 植竹　美華 大手受験予備校に通う受験生の抑うつ調査研究

01L601007 梅林　尚美 大学生の不安に対する有効なソーシャル・サポート

01L601008 大橋　典子 発言不安自己効力感尺度の信頼性・妥当性の再検討、および聴衆不安との

関係性について

01L601009 岡田　友美 障害者観　～橋の中心で、無関心をさけぶ～

01L601010 小川　佐知子 中学校の相談室の雰囲気が利用者に与える影響　～利用しやすさの要因分

析～

01L601011 小澤　範真 一般社会人の非行観について

01L601012 加賀谷 恵美子 境界性人格障害と家族システムの関係　～FITのかかわりから～

01L601014 加藤　永歳 自閉症児における要求言語行動の出現頻度向上に関する検討　～Natural

Environment Teachingを通して～

01L601015 上江　昇一 非行傾向におけるパーソナリティ特性　～Eysenck,H.J.の理論を中心に～

01L601016 鍛代　百合子 対人場面での座席の取り方についての研究・考察　～人は何故距離をとる

のか～

01L601017 木下　順子 母親の就業形態による性役割態度

01L601018 小林　久美 自己受容及び自己没入と恋愛における嫉妬との関係

01L601019 小林　隆太 自己愛・自尊感情が及ぼす性格傾向　～攻撃性・共感性の関係～

01L601020 斎藤　沙織 大学受験生の心のケアの実際　～専門家がいない場でのかかわり～

01L601022 櫻井　剛 大学生のアレキシサイミア傾向と家族機能及び自己開示との関係性、アレ

キシサイミア傾向者の趣味嗜との調査

01L601024 澤野　直人 サッカークラブにおける全体場面の指導者の関わり方

01L601028 清野　麻衣子 精神病院に対する偏見と社会復帰について一考察　～精神病院におけるボ

ランティア活動を通して～

01L601030 谷口　里緒 現代青年の社会的態度について

01L601031 田村　裕 いじめ被害経験からくるその後の影響の自己認知と不安の関連
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01L601032 冨田　望仁香 小児へのターミナルケアについて専門家の姿勢と対応について　～家族や

保護者のケアも含めて～

01L601035 沼田　有里可 非行少年の社会復帰と立ち直りとボランティアとの関係　～BBSにおけ

るボランティア活動を通した観察より～

01L601036 能野　淳子 除去されたオペラント反応の文脈変化による再出現　～省略訓練後の

ABA復元効果およびAAB復元効果の検討～

01L601037 原口　裕美 ハトによる強化比率がセッション内で変化した時の反応比率について

01L601039 福永　美樹 大学生の児童虐待に対する意識についての研究

01L601040 本徳　勇気 高校生におけるストレスから生起する攻撃性コーピング

01L601041 松永　明佳 成人期における自己受容と仕事の関連性　～一般的自己受容と社会的自己

受容との比較検討を通して～

01L601042 蓑田　由実 孤独感と暴力行動　～思春期と青年期の発達的考察～

01L601044 矢島　正康 青年期における対人恐怖症の生理的・心理的・社会的要因について

01L601045 山川　典子 値引きの効果　～心的モノサシの観点からの説明と提示方法の違いによる

影響～

01L601048 森本　崇史 知覚されたユーモアの説得効果

01L601049 浦部　麻美 人間関係（上下/親密程）によるうなずき行動の比較　～うなずき行動の

対人コミュニケーション場面の影響～

01L601050 川本　貴枝 不登校問題になる前の対処法についての研究　～Y-G性格検査のC型とE

型に焦点をあてて～

01L602002 磯　春香 職業イメージと情報の関係

01L602003 一之宮　美穂 CA効果生起のメカニズム　～サブリミナル　それ、本当にあなたの意志

ですか？～

01L602004 出山　剛士 家族機能によって生じるアイデンティティの差異

01L602005 伊藤　大輔 生活習慣と攻撃性

01L602006 井上　和美 弓道における行動分析学的介入を用いた射癖の改善

01L602008 植木　浩子 統合失調症者におけるコミュニケーションの形成　～グラウンデッド・セ

オリー・アプローチの分析技法を用いて～

01L602009 大橋　孝行 高校生の問題行動の実状と問題行動の様々な状況下での問題行動誘発性に

ついて

01L602012 木津　美雪 幼児の男女混合遊び場面における男児と女児の関わり合いと遊び方

01L602016 郡司　猛 無条件刺激に対する印象と恐怖条件づけにおける反応の関係性

01L602017 小林　徹 購買意欲を発生させる販売員の資質とは　～他の変数との比較を含めて～

01L602020 塩 千紗子 消去されたオペラント行動におけるABAおよびAAB復元効果の検証
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01L602022 渋谷　崇雅 条件即応モデルPM式リーダーシップに関する研究

01L602023 杉山　俊明 プライミングにおけるノイズの影響

01L602024 瀧野　響子 親の養育態度と青年期無気力化傾向との関連

01L602025 富永　司 吃音に対する行動分析学的アプローチ

01L602027 西中　延江 対人不安と欲求構造

01L602028 西村　悠 無条件刺激に対する印象と恐怖条件付けにおける反応の関係性の検証

01L602029 袴田　恵美 大学受験予備校生における訴えの変化　～「死にたくなることがある」を

チェックした学生の特徴～

01L602030 荻原　舞子 児童相談所電話相談員のストレッサーに関する調査　～聞き取り調査を通

して～

01L602031 箱崎　亮 少年犯罪の実際

01L602041 真部　安希子 社会技能訓練（SST）は利用者にとってどのように有効か

01L602042 宮田　友樹 喫煙行動と動機づけの関係

01L602043 森田　智子 小学生のときの親子関係が青年期のアイデンティティに及ぼす影響

01L602044 吉野　直子 中学生の親子関係におけるテレビ視聴の影響について

01L602048 高橋　源 視認性の変化がプライミング効果におよぼす影響

01L602052 横田　久美子 自己健康管理の感覚の違いについて　～感覚の違いが病気を引き起こすの

か危険要素の分析を行う～

01L603001 池野　久夫 他者の笑い声が笑いに与える影響と行動分析学における笑いの位置づけ

01L603003 今村　剛久 青年期における理想のジェンダーイメージ　～恋人に求める男らしさ・女

らしさとは～

01L603011 菊地　学 ニューラルネットワークを利用しての画像学習について

01L603014 久野　光雄 精神病院開放性の検討　～フィールドワークと文献研究をもとに～

01L603017 小谷　寛子 家族機能からみる家庭内の援助行動とソーシャル・サポート

01L603018 西海　育子 人と音楽との関わり　～音楽によって人の心は変化するのか～

01L603021 菅原　朱 うつ病の自殺とその治療・対策　～解離との関係も含めて～

01L603022 杉本　圭司 気分が認知課題処理量に及ぼす影響の実験的研究

01L603024 関口　慎吾 失恋した時、あなたならどうしますか？　～失恋の立ち直り過程に影響を

与える諸要因～

01L603025 関根　佐代 幼児の遊び場面における玩具への関わりの性差

01L603028 滝澤　雅典 「現代社会におけるいじめの実態」 ～青年期シンボルの質的変貌～

01L603029 田口　智子 非行に走る青少年の要因と主な特性について

01L603031 鶴丸　祐介 親近感を感じている人物への情動的依存と抑うつ気分の関連性について

01L603032 都甲　昌樹 ギャンブラーの錯誤　～Counter factalの効果～
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01L603033 富田　沙知子 大学受験という競争下における予備校生の対人関係

01L603035 長瀬　美来 就職活動で起こった確証バイアス

01L603040 北方　郁子 集団のタイプと求められるリーダー像の関係

01L603041 松岡　梓 企業における心理検査の扱われ方についての一考察　～採用試験に着目し

て～

01L603042 宮崎　航 限定状況における運認知と人の行動傾向

01L603045 森田　那帆 施設介護職員のメンタルヘルス

01L603053 稲毛　亜季 ラットにおけるオペラント反応のABAおよびAAB復元効果の検討：

DROで除去した反応の文脈変化による再出現

01L604001 荒井　友里 ひきこもりの支援機関における家族への長期的な支援の重要性　～現場で

働くスタッフの聞き取り調査を通して～

01L604004 井上　智之 ニューラル・ネットワークを使用した画像分析

01L604009 大須賀　沙織 自閉症児を抱える母親

01L604010 大竹　正道 インターネットの交流と解離性同一性障害の影響

01L604013 金子　愛 幼児の問題行動

01L604018 小山　俊恵 ７歳男児の自主学習場面における問題行動の抑制

01L604019 斉藤　久花 生と死と自殺

01L604020 櫻井　宗一 養護教諭とスクールカウンセラーの存在意義と保健室と相談室の必要性

01L604022 沢田　明之 犯罪の低年齢化とインターネットが及ぼす影響について

01L604029 竹部　栄太 きずな喪失症候群の概念とその尺度作成の試み

01L604033 中村　健一 禁煙意識から考える禁煙

01L604035 東　恵美子 自閉症児の知能　～知能検査から分かる社会性とコミュニケーション～

01L604037 廣野　岳史 面白い広告のその訳

01L604038 福島　彩乃 神経性大食症の要因と予防法

01L604041 前山　文美 きょうだい関係においての抑うつと発話傾向の違い

01L604042 丸山　理江 携帯メールにおいて顔文字が与えるメッセージの強さの影響について

01L604047 吉野　由香 子どものテレビ視聴と絵本の魅力について

01L604048 和田　智一 感情が意思決定に及ぼす影響

01L604049 青木　健 成員構成の相違が及ぼす集団生産性の能率

01L605003 足立　綾 大学生の就業動機測定

01L605007 石河　昌裕 ストレスと主観的ウェルビーイングについて

01L605010 遠藤　真井子 ウソ？！ホント？！血液型性格判断の真実　～血液型と性格の実際～

01L605011 大図　卓也 インターネットが人に与える影響について

01L605012 太田　亨 ギャンブラーがもう少しと思うとき
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01L605015 小野　伶佳 在宅高齢者の主介護者の不安感に関する研究　～介護保険サービスの導入

前と後の変化を中心に～

01L605017 串間　望 恋愛における嫉妬感情について

01L605020 斎藤　千里 自尊心を意識する瞬間

01L605021 島　郁子 大学生の生活習慣

01L605030 棚橋　万実 災害時におけるこころのケアのネットワーク構築　～ある学会の実践活動

の検討を通して～

01L605036 中野　翔太 概念武装理論　～危険回避および危険予測について～

01L605037 中村　泰成 懲罰行動とリーダー・プロトタイプ像

01L605038 南端　美華 いざこざ場面での幼児の行動と発話　～年齢によって違いはあるか～

01L605039 西岡　秀峰 大学生の友人関係の傾向から見るパーソナリティ特徴　～基本的信頼感に

注目したコミュニケーション傾向の検討～

01L605040 平野　弥生 大学受験生が抱える心の問題　～浪人生と現役生のデータと聞き取り調査

から～

01L605042 藤田　達也 アルコール依存症と家族との関わり

01L605043 本橋　和孝 セルフコントロールとパーソナリティ

01L605046 山元　和行 シェイピングの技法を使い読書速度を速めることが出来るか　～介入パッ

ケージの作成と検討～

01L606001 丑久保　和哉 心理療法における成人男性の自己分析による心理的考察

01L606005 大塚　啓史 親の養育態度による子どもの学習意欲への影響

01L606006 大堀　宏樹 MMORPGは、何故、人を引きつけるのか？

01L606014 峻玄 在職学生の家庭のライフサイクル

01L606018 鈴木　芳恵 自己効力感と目標達成度、重要目標達成努力度、人生に対する肯定的評価

の関係性の検討

01L606019 関口　隆 大学生における家族および友人の知覚されたソーシャル・サポートと精神

的健康との関連

01L606023 谷口　和弘 多数派影響と少数派影響の反発感情生起における相違

01L606025 鶴貝　太郎 ギャンブル依存症

01L606026 出畑　由香 部活動において求められるリーダーと心理的競技能力との関係　～リーダ

ーシップと心理的競技能力～

01L606030 中村　由美子 癌患者と家族の有用性　～相互作用で心の危機を乗り越えられるのか～

01L606043 黛　崇也 教師に対する魅力について

01L606054 稲見　亮介 ソーシャル・サポートと攻撃性の関連
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