
時間 氏　　名 題　　目 ゼミ ページ
9:30 有村　瑞季 月経時の症状の程度と日常のストレスコーピングとは関係があるか 野添 1
9:40 末原　綾美 犯罪加害者の職業と報道に関する研究 石井（利） 2
9:50 新牧　恭太 大学生の信頼感と自殺観の関連について 大島 3
10:00 山内　悠加 行動変容の継続に影響を与える要因の検討 松本 4
10:10 桑畑　由美　 両親の不和と大学生の自己受容、他者受容の関連性 飯干 5
10:20 池平　里香　 児童クラブの現状と遊びについて 山喜 6

10:30 堀之内　利成
児童をとりまく対人関係におけるプログラム開発に関する一考察

－SSTを用いた小学校の教育実践事例を通して－
野浪 7

休憩・移動

時間 氏　　名 題　　目 ゼミ ページ

11:00 小倉　啓生
何によってインターネットは悪となるのか
－向性によるインターネット行動の違い－

神薗 8

11:10 笑喜　誠也 授業における学習意欲を高めるための工夫 鈴木 9
11:20 頴川　英宜 知的好奇心と親の経験に対する養育態度との関連について 石井（佳） 10
11:30 中武　由夏 母親による子どもの心の理解と育児不安に関する研究 片平 11
11:40 多田　育未 計数課題に関する研究 木下 12
11:50 梅木　雅貴 集団メンバーとリーダーが相互に求める働きかけについての実証的研究 野上 13
12:00 川野　美香 チームワーク能力と受容感・排斥感との関連性 神薗 14

昼食

２月４日(月)　　午前の部

・発表中、教室の出入りはなるべく控えてください。
・携帯の電源を切るかマナーモードにしてください。
・発表者はPresentationごとに前の座席にお座りください。

平成24年度　心理臨床学科　卒業論文発表会

★お願い★

プログラム

■Presentation　１、２・・・１５１２教室
■Presentation　６、７、８・・・Ａ教室のみで開催

１５１２教室【合同】
Presentation１

Presentation２

 

  ●発表時間 
     一人   ：10分（発表８分＋質疑応答2分） 
      
  ●ベルの回数                   
     発表終了１分前：   １鈴   【７分】     
     発表終了時：     ２鈴   【８分】     
     質疑応答終了時：  ３鈴   【10分】     
 



時間 氏　　名 題　　目 ゼミ ページ

13:00 清水　裕美
摂食障害の時代推移に伴う病態変化についての研究Ⅰ

－高度経済成長期まで－
野添 15

13:10 福田　菜月
摂食障害の時代推移に伴う病態変化についての文献的研究Ⅱ

－2000年前後を中心に－
野添 16

13:20 有村　友里 いじめによる自殺の防止に関する研究 石井（利） 17
13:30 德永　百厘 大学生におけるコミュニケーション手段の選好 飯干 18
13:40 郷田　綾 青年期の音楽嗜好と性格について 山喜 19
13:50 廣瀨　理絵 大量殺人に関する研究　－わが国の5事例を通して－ 石井（利） 20
14:00 木田　雄太 大学生の喫煙行動と自己肯定感との関連について 大島 21

14:10 大川畑　未樹
障害者スポーツの普及啓発に関する研究

－シッティングバレーボールに焦点を当てて－
野上 22

休憩・移動

時間 氏　　名 題　　目 ゼミ ページ
14:50 小林　大樹 ダンスにおける気分変動について 山喜 23
15:00 藤田　美帆 強制収容所における監視者と被収容者の心理 石井（利） 24
15:10 多良間　みゆき 大学生の一人暮らしと生活リズムについて 大島 25
15:20 酒井　沙由里 大学生の友人関係に影響を与える「甘え」と「依存性」の影響 飯干 26
15:30 萬歳　奈々 死刑囚の死刑執行までの心理　－文献的考察－ 石井（利） 27
15:40 濵田　美咲 青年期の自己受容について 山喜 28
15:50 田邊　一希 軽度発達障がいへの認知と対応 飯干 29
16:00 吉留　亜珠 犯罪被害者に対する支援のあり方に関する研究 石井（利） 30

16:10 終了予定

時間 氏　　名 題　　目 ゼミ ページ
13:00 川窪　知代 大学生における音楽と感情変化（EQ）に関する一考察 野浪 31
13:10 新村　美咲 大学生におけるファン心理と恋愛との関係性 神薗 32

13:20 高橋　唯
プロジェクトマネジメント導入によるストレスと満足感の変化

－大学祭の実行委員会をモデルとして－
鈴木 33

13:30 小園　昇陽 中学生部活動加入と自己肯定感に関する研究 石井（佳） 34
13:40 脇田　卓弥 青年期の適応感と就学前の母子関係に関する研究 片平 35
13:50 永田　沙織 大学生のキャリア成熟と自尊心との関連 神薗 36
14:00 柏﨑　友理恵 誤字脱字検索に関する研究 木下 37
14:10 馬見塚　悠 自尊感情が個別的自他評価に及ぼす影響 神薗 38

休憩・移動

時間 氏　　名 題　　目 ゼミ ページ
14:50 四元　めぐみ 関係性の様相による怒り感情表出方法の異同 神薗 39
15:00 渡邉　明子 親の養育態度と青年期における罪悪感 鈴木 40
15:10 濱田　伊織 対人恐怖心性とコンプレックスの関連 石井（佳） 41
15:20 小橋　美咲 携帯電話・スマートフォンにおける絵文字使用と自己開示欲求の関係について 木下 42
15:30 京田　弥之 大学生における友人関係づくりに関する一考察 野浪 43
15:40 隅田　彩代子 男女の泣き 木下 44
15:50 若松　佳奈 恋人と自尊心及び他者意識が被服流行採用傾向に及ぼす影響 神薗 45

16:00 中園　裕太
児童生徒が抱える対人関係に関する一考察

－「構成的グループエンカウンター」を用いた事例研究を通して－
野浪 46

16:10 終了予定

２月４日(月)　　午後の部

Presentation４

Ｂ教室〔１２２０教室〕　
Presentation３

Presentation４

Ａ教室〔１２１９教室〕　
Presentation３



時間 氏　　名 題　　目 ゼミ ページ
9:30 楠田　有季子 過剰適応とストレスおよび主観的ウェルビーイングの関連 野上 47
9:40 本門　佑太 大学生における自己肯定感と健康状態との関連について 大島 48

9:50 若松　駿介
犯罪被害者支援の現状と対策に関する研究

－とくに、法律を中心にして－
石井（利） 49

10:00 田邊　直輝 月別における殺人の特徴について 石井（利） 50
10:10 朝　江美佳 コラージュと自己肯定感について 飯干 51

10:20 岩田　貴久
思春期における個人のストレスの規定要因

－学校・家庭の要因および個人の内向性の影響－
野上 52 ＊

10:30 大迫　幸恵 成長に伴う他者からの影響されやすさの変化に関する研究 野上 53 ＊
10:40 藤田　はるか SNSにおける東日本大震災の情報拡散に関する研究 野上 54 ＊

休憩・移動

時間 氏　　名 題　　目 ゼミ ページ
11:20 福原　旭陽 人の感情に臨床美術が及ぼす影響 飯干 55
11:30 中村　紀梨子 自殺に陥る現代的要因についての文献的研究 野添 56
11:40 曽根　信仰 大学生のホープレスネスの規定要因および影響に関する一考察 野上 57
11:50 松永　美希 大学生（青年期）における対人恐怖心性と自尊感情について 山喜 58
12:00 牧　賢朗 感情表出と対人魅力が信頼度に与える影響 野上 59
12:10 峯苫　裕子 大学生の睡眠状態とストレス反応の関連について 大島 60
12:20 宮内　滉貴 大学生のアルバイト及びサークル活動への参加と主観的幸福感の関係性 野上 61

昼食

時間 氏　　名 題　　目 ゼミ ページ

9:30 松田　千佳
幼児教育におけるフレーベル教育の再考

－「恩物」と「積み木」の相違点に着目して－
野浪 62

9:40 森　達郎 親子間のかかわりに関する研究　－日常生活場面の観察データから－ 木下 63

9:50 松元　美佑紀
恋愛と自意識の関連性

－交際経験と恋愛に対する態度に着目して－
石井（佳） 64

10:00 藏原　顕作 不登校の要因についての一考察　－事例研究を通して－ 野浪 65
10:10 吉山　夏紀 思春期の対人関係と青年期の自尊感情に関する研究 石井（佳） 66
10:20 石田　大雅 階段昇降行動についての研究 木下 67
10:30 藤山　郁也 大学生のアルバイト経験がキャリア形成に及ぼす影響 松田 68

休憩・移動

Presentation５

Presentation６　　Ａ教室のみで開催となります。

＊Ｐower Ｐointなし

２月５日(火)　　午前の部

Presentation５

Presentation6からＡ教室のみでの開催となります。
休憩時間中にご移動ください。

Ｂ教室〔１２２０教室〕

Ａ教室〔１２１９教室〕　



時間 氏　　名 題　　目 ゼミ ページ
13:30 新留　沙樹 大学生における泣きと共感性の関連について 大島 69
13:40 安武　知美 青年期におけるおたくステレオタイプについて 山喜 70
13:50 山本　明雄 大学サークルにおけるストレスとストレッサーについて 野上 71
14:00 又木　紀成 大学生における優劣感情と生きがい感の関係について 飯干 72
14:10 若松　奈央 恋愛の順調さと交際期間が食行動に与える影響について 野上 73
14:20 大辻　博幸 青年期の心身症状について 山喜 74

休憩・移動

時間 氏　　名 題　　目 ゼミ ページ

15:00 神田　諭志
教育現場における児童・生徒の問題解決に関する一考察

－リフレーミングに着目して－
野上 75

15:10 山田　美智子
　三浦綾子著書「氷点」主人公陽子の心理的理解

－なぜ虐待を受けているのに自己肯定感が高いか－
飯干 76

15:20 久保　貴裕 大学生の日常において獲得する知識やスキルと進路選択行動との関連性 野上 77

15:30 川畑　智佳　
青年期の愛他行動について

－一般他者への愛着と両親の養育態度との関連－
山喜 78

15:40 吉満　隆弘 大学生におけるアパシー傾向と友人関係の特徴との関連についての研究 松本 79
15:50 神山　未奈子 母親の育児不安が幼児の自己制御機能に及ぼす影響について 野添 80

16:00 総　　　評　　 心理臨床学科　主任　木下　昌也 教授

16:05 事務連絡

16:10 卒業論文判定会 【１２０１教室】

認定心理士取得説明会 【１２１９教室】

Presentation７

２月５日(火)　　午後の部

Presentation８

発表会終了後

Ａ教室〔１２１９教室〕合同

 

お知らせ 
 

 ●抄録原稿訂正締め切り：２月１２日（火）16:30 提出先：森 

 
 ●卒業論文製本代＋抄録集製本代・・・1,000円 《全員》 2/5日まで 

 

 ●認定心理士説明会（4年生） 
   2月5日（火）発表会終了後 会場：1219教室 

   取得希望、検討中の方は資料を配付しますのでご参加ください。 

 
 ●図書返却 

   ゼミの先生や図書館から借りた本は早めに返してください。 

 

 ●修士論文発表会（3年生以上の方） 

   ２月１８日（月）9:30～16:30 【1219教室】 

    ※参加希望の方は2月４日（月）発表会終了後の守秘義務説明会に参加のこと。 
    ※当日資料の取り扱いを守れる方。 


