
2008年度　卒業論文題目一覧

学籍番号 氏名 卒業論文題目

03L601049 長谷川和泉 外在的な生を支える内在的な死と生

03L604005 内　　将治 孤独感・自己存在感と攻撃性の関係

―孤独感を多次元的アプローチからとらえて―

04L602033 藤波　将利 テレビゲームと暴力行動の関係および脳活動の影響による悪影響論に関す

る文献研究

04L604031 黒川　将己 大学生を対象とした家族ストレッサー尺度の作成

―信頼性と妥当性の検証及び家族ストレッサーの男女比較―

04L605012 村田　明優 手品における仕掛けの気づきやすさについて

05L601008 加藤　　梓 青年期の自立傾向と家族関係について

05L601009 金子　瑛祐 統合失調症患者への家族からのサポート及びその家族への専門家からのサ

ポート

05L601013 定村友里絵 死別経験が引き起こす変化と変化に影響する要因について

05L601016 清水　真実 女子中学生における学習意欲を高める学習ボランティアのかかわり方に関

する研究　―学習補習での観察を中心に―

05L601018 鈴木　潤也 研修型エンカウンター・グループの企業における適用の可能性

05L601019 田邉　太郎 マッサージによる触覚変化の測定実験

05L601021 陳　　　亮 得点選択に及ぼす統制の錯覚の影響

05L601025 日向　音夏 乳児期の食の問題　基本的信頼感と関連づけて

05L601034 山名　裕子 香りの好みにおける男女差　―究極の香水は作れるのか―

05L601037 吉村佳乃子 大学生にとって「語る」ということ

―日常場面以外で関わる人との語り体験の心理的意味―

05L601038 若山由賀里 抑うつのメカニズムと性差

05L602001 雨宮　隼人 統合失調症への介入に用いられる心理療法の考察

―効果測定の観点から―

05L602003 石塚　　雪 消費者心理学　―広告の有効性と購買行動―

05L602004 伊東　　巨 アルコール依存症と自己制御機能

05L602007 岩 麻衣子 摂食障害における孤独感情と回復するための家族・対人関係の変化と自己

開示の重要性

05L602008 沖村　実紀 学生ボランティアに対する中学生の態度に関する研究

―きょうだいとの関係がどう影響するのか―
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05L602010 木村　麻美 スクールカウンセラーの実際　―学校内の第三者的存在―

05L602012 越　　　南 嘘の種類の傾向を決めるさまざまな要因　中学生時代の両親との関係を中

心に性格、道徳感と嘘の種類がどのような関係があるか

05L602013 来栖　翔悟 自己効力感と自己制御との関係

05L602014 小華和さやか 特別支援教育における学生ボランティアの効果

―子どもの行動の変化に着目して―

05L602020 柴谷　麻希 児童養護施設における児童の施設生活に慣れるプロセス

―被虐待児の行動特徴に着目して―

05L602021 関口　侑江 大学生における被害経験の実態とその後の心理的影響

―女子大学生の痴漢被害に着目して―

05L602023 田中　良太 パーソナルコンピューターを用いたカードゲームによる統制の錯角の実験

05L602034 楊　　嘉盈 中高年の自殺防止

05L602036 米田　駿吾 私立中学、高校におけるスクールカウンセラーと教員の連携に関する研究

―連携に対する教員の考えに着目して―

05L602039 鈴木　康太 スケジュール誘導性復活の問題及び、今後の展望について　―理論論文―

05L602040 松原　功弥 帰属統制傾向と就職活動に対する自己効力感

05L602042 土井瑠美子 日本人の海外不適応の実態と傾向について

05L602043 植田　裕吾 意図的に操作された映像が及ぼす影響

―攻撃性を中心とした犯罪連鎖の検討―

05L602044 神田真由美 母親が持つ母親イメージと育児不安

―「理想の母親」と「母親としての自己」―

05L603004 石川　貴之 テトリスにおけるリセット行動

05L603007 大橋すみれ 教員の保護者対応に関する研究　―小学校教員の気持ちに着目して―

05L603008 奥田　玲子 小児期双極性障害の診断の混同性　―ADHDに関連して―

05L603009 笠嶋紗矢香 人間は他人を見下す感情を抱いているのか？

―若者の「うざい」という言葉の背景にある感情―

05L603011 木村　章人 大学生における性格五次元（ビッグファイブ）と自己効力感との関連

05L603015 薦野　裕飛 喫煙行動の促進要因に関する研究

―カフェインがニコチン弁別刺激効果に及ぼす影響―

05L603020 瀬尾　雄樹 家族イメージが将来の家族イメージに与える影響について

05L603023 冨澤　直子 現代の青年期における友人関係の特徴とその規定要因の検討

05L603031 星野　光紀 精神分析的精神療法の効果研究についての考察

―EBM適用における問題とPQS―

05L603040 井上笑梨香 自殺とは違う自傷行為の背景について
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05L603043 塚原　　葵 攻撃性についての文献研究

05L604002 飯塚　朋絵 災害の受け止め方と意味づけについて

05L604003 石田　一希 作曲家の精神状態の作品への影響の検討

―Robert Alexander Schumannの交響曲を題材に―

05L604004 出井　正貴 ラット静脈内自己投与法の確立

05L604007 今宮　達哉 アスペルガー症候群の就労援助

05L604022 木　義弘 中学生の対人ストレッサー認知とそのコーピングの変化

―1年時から2年時への変化に着目して―

05L604025 谷口　桃子 児童の問題行動に変化を及ぼす要因に関する研究

―児童養護施設入所児童を対象として―

05L604028 中島　昌子 基本的なオペラント条件づけの実験手続きの記録

05L604029 野坂　有希 得点選択に及ぼす統制の錯覚の影響

―迷信行動の成り立ちと実験結果の数値化を図る―

05L604033 松田　啓史 タイトレーションスケジュールによるウェブの待ち時間の測定

05L604036 結城かんな 孤独感と機能不全家族　―完全主義との関連性―

05L604038 吉川　達也 病気からの回復力　―自己脆弱性を中心に―

05L604040 門脇　重樹 背中側の目標へのリーチングの不正確さと、事前動作によるリーチングの

不正確さ変化の調査　―周辺物体の自己準拠枠情報の保持期間変化要因調

査―

05L605002 植原　亮太 大学生における性格特性および孤独感コーピングの関連

05L605004 大黒　恵美 嘘と嘘に影響を及ぼす要素について　道徳観、性格傾向が「嘘をつく」と

いう行為にどのような影響を及ぼしているか

05L605010 腰冢　由子 基本的なオペラント条件づけの実験手続きの記録

05L605021 野　弘貴 危機的状況におけるヒトの行動とその研究

―嫌なことに対しどれだけ敏感か―

05L605032 柳下　綾子 映画・ビデオの好みと性格との関連性

05L605041 小林　秀輝 嘘の種類と性格についての関連性　性格や性別によって嘘に対する認識が

どうちがうか

05L606009 岡部　真之 職業印象とその形成要因についての一考察

05L606019 末永まり絵 匂いは検索手がかりとなるのか

05L606024 中村　和寛 「おたく」意識と他者関係　―「おたく」についての一考察―

05L606027 濱野　仁彦 青年期における自傷行為の考察　―心理的過程モデルの作成―

05L606028 廣岡　　潤 においと味に関する実験研究　

―においによる飲み物の味に対する評価の変化―
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05L606030 船盛　花子 子育てにおける親の言語行動　―「ほめる」力と解決力―

05L606031 星　真理子 きょうだい関係と親の養育態度が及ぼす性格特性について

05L606033 楊　　　波 留学生心理問題についての研究

05L606037 李　　　丹 日中大学生の「デートDV」に対する意識調査結果の比較

05L606038 佐藤　　聖 インターネットコミュニケーションの有用性　―ネット依存との関係性―

05L606042 由田　貴史 小学校から中学校への移行が児童生徒の心理に及ぼす影響について

―同一学域内の小中学校へのかかわりと通して―

05L607006 岡部　健二 戦争体験からみる高齢者の心理と現在の意見に与える影響

05L607008 岸　美穂子 児童虐待においての親と子への支援　―3つの予防について―

05L607011 栗田　真里 アニマルセラピーの効用と限界　―今後の考察―

05L607013 澤木　真吾 誰にならば本音で話せるか

―「性格」と「価値観・社会的態度」の観点から―

05L607015 謝　　　輝 留学生に関する日本社会への異文化適応と援助

05L607024 野田　泰子 得点選択に及ぼす統制の錯覚の影響

05L607026 疋田　円香 学習指導補助員の児童へのかかわり方と児童の変化に関する面接調査

05L607028 深田　友理 高齢者の戦争体験の捉え方と戦争による心理的ダメージ

05L607029 方　　永馳 緊急事態に関する研究　被災者の心の問題とケアについて

05L607031 溝畑　友貴 セルフコントロールと攻撃性および承認欲求との関係

―他人から承認されたい欲求と攻撃性の関連―

05L607032 村岡　健司 ゲーム理論における人間の選択行動の合理性と非合理性

―旅行者のジレンマのゲーム理論―

05L607033 本谷　智希 青年期の自我発達上の危機状態に関する研究についての展望と考察

05L607038 迎田　俊光 幼児の集団における1人遊びおよび遊び集団構成の発達的変化

05L607044 阿部　正信 規則的な刺激呈示が及ぼす予測への影響について
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