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2011 年度　卒業論文題目一覧

学籍番号. 氏名. 担当教員. 卒業論文題目

06L606015. 関口　博之. 望月. ストループ課題と逆ストループ課題を用いたストループ
干渉の強さの度合い

07L602028. 松本　大里. 南. 見せる自分・見せない自分―若者の「キャラ化」行動の
背後にあるもの―

08L601012. 小川紗貴子. 早川. 視線方向と頭部方向における注意シフトの比較検討

08L601013. 石塚奈々子. 実吉. 彩度が及ぼす画像記憶への影響

08L601017. 藤井俊太郎. 早川. 色付き刺激に対する反応時間の差

08L601030. 森田　理史. 早川. 予測が視覚認知へ与える効果の検討

08L602002. 林　　浩介. 南. 意外性犯罪者像―魔が差す社会と人間関係―

08L602007. 石塚　太一. 繁桝. Holland の理論を基とした価値観検査の作成―職業選択
行動の予測―

08L602012. 那須田祐未. 新谷. 青年期における恋愛依存に至るメカニズムの検討

08L602013. 齋藤　若奈. 福島. 青少年の逸脱行動とその危険因子と保護因子

08L602018. 塚原　　賢. 草山. メンタルトレーニングの内容がパフォーマンスに及ぼす
影響

08L602023. 上鉢　恭子. 望月. ストループ効果

08L602030. 佐藤　正季. 新谷. 子育てにおける父親の取り組み方について

08L603004. 小宮山未季. 高田. 異種マウス間の共感について

08L603011. 関　　大輔. 新谷. 小学校実習を通しての自身と様々な児童との関わり方の
特徴と傾向

08L603016. 高橋　幸代. 木原. 幼児の遊び場面における笑いの役割

08L603017. 遠藤なつみ. 早川. 標準画像は瞬間呈示に耐えられるか？―命名課題を用い
た視覚実験―

08L603018. 熊　　翼. 元永. 私立中高生に対する心理教育プログラムのニーズに関す
る研究

08L603026. 原田　彩花. 池田. 青年期におけるアイデンティティの拡散と発達後の自己
愛人格障害・病理的な自己愛の関連

08L603029. WANG.TAO. 繁桝. 「十枚カード問題」―数理的な最適な方略と人間の実際
の方略の比較―

08L604003. 武田　葉月. 元永. 小学校教師の児童・保護者とのかかわりにおけるストレ
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スとやりがい

08L604005. 小林　映孔. 実吉. 音楽的認知が時間知覚と印象に及ぼす影響

08L604010. 松原　知洋. 南. 親の職業・親の躾―少年非行との関連性に焦点をあてて―

08L604013. 村田　匡廣. 望月. 操作体の傾きをオペラントとしたヒトのスケジュールパ
フォーマンス

08L604015. 成岡佳奈子. 実吉. 顔を構成するパーツの性別情報の変化が顔全体の性別判
断のしやすさに与える影響

08L604018. 工藤祥一朗. 元永. 中学生の「居場所」の捉え方と学校適応の関連について
―大学生を含めた横断的な比較―

08L604019. 沼尾湖須生. 高田. オスマウスの同系統・他系統に対する好意度―場所選好
による比較―

08L604023. 豊嶋　悠人. 森脇. 中高年を中心とした自殺・うつ病予防についての一考察

08L604031. 柴山源太郎. 木原. 学習観及びつまずき明確化方略と援助要請の質の関連.
―援助要請対象者の違いから―

08L605014. 河﨑亮太郎. 新谷. 思春期における個と集団との関連性

08L605029. 吉岡　栄治. 森脇. 大学生における対人関係の自己開示とストレス低減との
関連―相手との関係性ごとの検討―

08L606005. 篠田　　陸. 高田. 薬の認知的安全に関する研究―餌強化多元スケジュール
反応に及ぼす抗ヒスタミン剤の影響―

08L606014. 髙田　侑希. 木原. ３歳児の遊び場面での様々な条件による仲間との関わり
について

08L606015. 田中　勝徳. 早川. 瞬間呈示における無意味図形認知の変容

08L606017. 上原　秀一. 望月. ラットにおける協和音と不協和音の選好

08L606023. 石山　優助. 高田. 香りの心理的効果は教示によって変わるか

08L606028. 片野　宏紀. 早川. 日本語における意味処理と統語処理について

08L607002. 関野　実穂. 元永. 中学生からみた家庭環境とジェンダー意識の関わりにつ
いて

08L607004. 中山　拓紀. 張田. 非行少年の家庭環境に関する文献研究

08L607008. 齊藤　桃子. 草山. ラットにおける協力行動の実験的分析

08L607010. 新井田恵美. 大江. ダイエット目標の活性化と食べ物の提示状況が食べ物の
評価に及ぼす影響

08L607013. 岩井　直子. 望月. ラットにおける協和音と不協和音の選好

08L607015. 堀内　　怜. 新谷. クラス作りにおけるボランティア補助の役割―１年間の
小学校実習から―
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08L607016. 三浦　範子. 毛利. 大学生における自己紹介による印象の違いについて

08L607017. 青木　　悠. 毛利. 自己開示における悩みの開示が非開示者に与える心理的
影響の検討―不安感と被信頼感に着目して―

08L607020. 梶原　福嗣. 池田. D..W..Winnicott の「ほど良い環境」と、以後の人間関
係において発生する問題の関連についての研究

08L607023. 本橋沙木江. 実吉. 物語読み上げにおける抑揚の有無と想起時期が記憶保持
量に与える影響

08L607025. 松田　高聖. 高田. ラベンダーの香りが与える心理効果とその性差―生理指
標と質問紙からの検討―

08L607028. 高澤　宏昌. 池田. 「対人葛藤場面において道具的な言語的攻撃がどのよう
に働くか」―異性の友人間における異なる意見の話し合
いの分析に通じて―

08L608005. 我妻　美幸. 高田. 薬物依存の行動薬理学的研究

08L608008. 本田　一史. 南. メンターシップ（mentor.ship) 研究序説～「血よりも濃
い絆」の創始と円寂を巡って～

08L608013. 髙梨　　豊. 元永. 私立中高のスクールカウンセリングにおける情報共有と
守秘義務に関する研究―個人情報の扱いについての行動
基準案の作成の試み―

08L608017. 川道　有華. 木原. 幼児の遊びにおける自己主張行動及び自己抑制行動の制
御機能の発達

08L608019. 中野　　俊. 早川. 視覚誘発電位 P100 と同時に前頭で計測される陰性電位
の検証

08L608023. 小山　悟志. 大江. 視点取得による課題遂行への影響

08L608025. 山田　義政. 元永. 怒りコントロールに関する研究―中学生から大学生への
発達における変化―

08L609001. 石川　若菜. 加藤. 青年期のアイデンティティ形成における要因―パフォー
マンスを職業として選択するとき―

08L609006. 永澤　頌子. 森脇. 子ども虐待が及ぼす影響と心理的支援についての考察

08L609020. 鳥海　由佳. 草山. ラットにおける協力行動の実験的分析

08L609022. 松本　一記. 南. 「いじめられた体験」の波及―いじめ被害者の適応と同
化―

08L609023. 川島　亮祐. 望月. 意識性を生じにくくさせた場合の，混合スケジュールに
おける，ヒトのスケジュールパフォーマンス

08L609024. 五十嵐蓉子. 草山. カリギュラ効果による衝動的行動の関連性

08L609026. 荒木　彩佳. 草山. 実際に目が合っていない相手に目が合っていると思わせ
られる視線の位置
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08L609028. 依田賢太郎. 繁桝. 効果変動型ジレンマゲームの心理学的研究
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