
2009年度　卒業論文題目一覧

学籍番号 氏名 卒業論文題目

04L602028 浅利　恭平 実吉 音楽の計算能力へ与える影響について：ヒーリングミュージッ

クには「癒し」の効果があるのか

04L604019 伊藤　　愛 新谷 フィールドワークから観る自身の成長プロセスの軌跡

05L601045 四元由布子 木原 大学生が持つ高機能発達障害のイメージ像について

05L602011 久野加容子 高田 コーヒーの香りのストレス抑制効果の検討

～喫煙者の非喫煙者の比較～

05L603018 菅谷　　忍 木村 片思いの相手・異性間の友人に対する意識の違い、性差に関す

る研究

05L604026 塚田　慎一 森脇 現代における恋愛の変容

05L605014 佐藤　由規 望月 サンクコストとリセット行動

05L605016 徐　　　研 池田 自殺と「うつ病」

06L601002 池上真起子 張田 いじめ被害の早期認知・対応について～子どものために親がで

きること～

06L601007 岡本　真希 新谷 子どもと私の成長と変化～2年間の学外実習を終えて～

06L601008 小野崎竜也 森脇 大学生における自己愛と信頼感及び主観的幸福観との関連

06L601009 會田　麻莉 木村 色彩による気分の変容が対人判断自己満足度に与える影響につ

いて

06L601010 神本　由美 毛利 親友と友人の友人関係の違いと携帯電話の使用量による友人関

係の違い

06L601011 川島　志穗 早川 単語認知における劣化文字の促進的効果

06L601012 菅野　　葵 白倉 自尊感情が攻撃性に及ぼす影響

06L601014 齋藤　詩音 張田 大学生の自尊心とそれを形成する諸要因に関する研究

06L601016 繁山　雄也 草山 色刺激が主観的時間の評価に与える影響

06L601017 島田　真希 木村 人気マンガのキャラクターのパーソナリティと、その年の社会

背景の関連性

06L601018 末木　喬也 毛利 同伴者の親密度が羞恥に及ぼす影響

―性・異性に関する羞恥状況に遭遇した場合―

06L601020 高橋　紫織 白倉 母親の対応の変化が、中学生における不登校傾向児への

支援に与える影響について

06L601022 原　　愛 早川 日本人のための標準画像の作成
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06L601036 山本健太郎 木村 自己開示と共感の多様性モデルの検証

―インターネット上における共感と援助行動―

06L601038 亀井　雅美 木原 子育てによる不安や悩みの世代間比較

06L602004 岩田　瑞穂 木村 携帯電話依存がプライベート空間と自尊心に与える影響について

06L602016 木真里江 毛利 友人関係の理想と現実のズレおよび母親への態度と友人関係満

足度との関連性の検討

06L602020 舘　　諒輔 高田 静脈内自己投与実験におけるニコチンの強化効果

06L602021 チョウアナン 白倉 いじめについての問題―家庭と学校における要因―

06L602023 所　　優希 実吉 共感覚現象　不思議な知覚世界

06L602025 布川　　郁 新谷 恋愛関係への自己愛傾向の影響

～アタッチメントスタイル・選択する相手の自己愛傾向・恋愛

類型との関連～

06L602026 平澤　佳奈 木原 大学生の関係他者による自己の変容に対する意識

06L602032 安野　摩耶 元永 大学生の学生相談機関に対するイメージに関する研究

―イメージ変化と来談意思の変化―

06L602034 山本　智美 森脇 ストレス耐性とコーピング関連

中学時代のストレスコーピングと大学生のストレス耐性の関連

06L602035 吉野　卓史 新谷 大学生の職業選択に対する親の職業状況と親子関係の影響

06L602036 米川　幹彦 木村 大学生の時間的展望の構造とアイデンティティに関する研究

―過去・現在・未来の満足度の相対関係に注目して―

06L602038 櫻井友里恵 木村 母親の養育態度が子どもの性格形成に及ぼす影響

06L602039 佐藤　絵梨 新谷 児童館実習における自分自身の変化と子どもの変化

06L603006 大久保　絢 毛利 大学生のひきこもりに対するイメージと引きこもり傾向

06L603007 太田　　真 木村 衝動買いに影響を及ぼす様々な要因

―認知的熟慮性衝動性とゆとり（感）、コーピングの効果について―

06L603010 川井　慶彦 森脇 大学生における対人ストレスの種類とBig Fiveとの関連

06L603011 黒岩　亜希 高田 VIスケジュールにおけるアルコールのニコチン、カフェインへ

の影響

06L603013 坂井　梨乃 元永 身近な人物への相談とは

―大学生を対象とした面接調査より―

06L603014 佐久間朝子 新谷 友人・両親他家族や親類との関係が自立心に与える影響について

06L603017 菅野龍太郎 白倉 少年の非行行動の心理的要因

家族関係・学校生活・攻撃性からの検証

06L603026 比企　将太 池田 冤罪回避のため信用性のある目撃証言とは何か
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06L603028 堀　　央貴 池田 カウンセリングでの夢分析の有効性

―ユング、フロイト、その学派との対比・事例を通して―

06L603031 宮田　博香 池田 絵画療法における色の持つ意味と力

06L603033 山内　将太 池田 システム化とその手続きの内在化が有する臨床応用の可能性に

ついて

06L603034 ロ　レイカ 白倉 いじめ問題の発生と対策

06L603040 田原　　玲 新谷 親子関係と信頼感、攻撃性との関連

―攻撃性の表出傾向（内か外か）はどのように規定されているか―

06L603041 飯塚小百合 木原 自閉症児者と養育者の関係発達に関する研究

―養育者の間主観性が果たす役割―

06L604001 安次富正悟 木村 自己愛人格傾向における一研究

―達成動機・時間展望・社会的迷惑行為との関連から―

06L604006 岡　　詩子 草山 ハトにおける音および色刺激に対する心拍数の測定

06L604007 岡本　悠花 望月 発話者の相貌と発話内容の意味がリップシンクに与える影響に

ついて

06L604015 重康　綾子 草山 ハトにおける自己鏡像認知

06L604019 塚原　理沙 木原 4歳児のごっこ遊びにおける独り言の機能

06L604023 中田　晶子 白倉 虐待が及ぼす子供の身体的・精神的影響および虐待防止について

06L604024 新妻　朋大 高田 香りに色イメージはあるのか

―香りの色イメージと香り・色の好みの関連について―

06L604025 野勢奈緒美 池田 日本におけるバウムテストの展望

06L604028 松本　絵里 池田 Webと人との関係について

Webに依存しやすい人の傾向と、要因についての検討

06L604031 宮本　　翔 高田 ラットにおけるセルトラリン弁別実験

06L604034 山岸　綾香 望月 香りと記憶

―匂いは記憶の検索過程に影響するか―

06L605005 石原　早紀 望月 ゲーム場面における人間のセルフコントロールについて

06L605006 井上真菜美 池田 日本神話を通してみる日本人

06L605015 小島　　陵 元永 中学生における友人関係の親密性と向社会的行動の関連性について

―サポートスクールを通して―

06L605016 小林　愛美 草山 絵画の持つ吸引力

06L605017 下田　慎平 新谷 生徒指導の際の毅然さと柔軟さの両立について

―先生であることとお兄さんとして接すること―

06L605028 眞籠　睦美 白倉 東京と茨城県と全国の児童虐待の相談件数の年度別比較
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06L605030 柳澤　　翼 森脇 大学生における自己肯定意識と性格特性の関連

06L605031 山下　剛史 元永 小学校における学生ボランティア活動の実態に関する研究

―社会的スキル教育の支援に向けて―

06L605033 吉澤　南美 木原 大学卒業後の非正規雇用の実態と心理的課題

～自我同一性の視点から～

06L605035 和田　智未 草山 音楽から連想された色の選択傾向と共通特性

06L605040 勝沼　悠介 森脇 いじめ体験が信頼感及び対人不安に及ぼす影響

―いじめ体験での立場ごとの検討―

06L606004 梅田　知佳 白倉 子どもと親のつながり―なぜ虐待はなくならないのか―

06L606021 田中伊久磨 望月 コンピュータ単語ゲームが選択行動に及ぼす遅延強化の効果

―セルフコントロールと価値割引―

06L606031 藤原　康之 草山 プラナリアのY字型迷路学習

06L606036 吉田　健資 望月 般化模倣の実験手続と装置の検討

06L607005 正親　友樹 高田 シャンプーを用いたアンドロスタディエンの気分変容効果と実

用性の検討

06L607008 小保方祐太 草山 顔刺激を用いたヒトの視線計測および印象評定

06L607026 ハクケイエイ 池田 日本における第二言語不安の実態

―日本に在学中留学生を対象に―

06L607030 リ　ケイ 望月 ゲーム場面におけるセルフコントロール選択

06L607032 ロ　ヒ 望月 セルフコントロールパラダイム　Hangman Game 実験

06L607034 渡邊　清孝 高田 カフェインが反応時間におよぼす影響について

06L607040 大屋　千尋 元永 首都圏A中学校における携帯電話使用による心理的影響に関す

る研究

06L607041 田中裕一朗 毛利 大学生の自殺観と喫煙動機に関する研究
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