
心理学域報告（2019.10.1～2020.9.30）

Ⅰ　人事異動
2019年11月30日
 小沢　貴明　特任助教 転出［大阪大学蛋白質研究所］
2020年 3 月 1 日
 菅原　大地　助教 就任［筑波大学人間系］
2020年 3 月31日
 一谷　幸男　教授 定年退職
 湯川進太郎　准教授 転出［白鷗大学教育学部］
 堀口　康太　特任助教 転出［白百合女子大学人間総合学部］
2020年 4 月 1 日
 荒井穂菜美　特任助教 就任［千葉大学子どものこころの発達教育研究センター］
2020年 6 月 1 日 
 佐藤　洋輔　特任助教 就任［和洋女子大学人文学部］
2020年 9 月 1 日
 桶谷　雅人　助教 就任［東京都立大学大学院人文科学研究科］

Ⅱ　学域構成員（₂₀₂₀年 9 月₃₀日現在）
研　究　領　域

実　験 教育・認知 産業・社会 発　達 臨床・相談
教　　授 綾部　早穂

小川　園子
山田　一夫

Constantine Pavlides

原田　悦子
茂呂　雄二

相川　　充
岡田　昌毅

安藤　智子
大川　一郎
佐藤　有耕
濱口　佳和

沢宮　容子
杉江　　征
原田　隆之
藤生　英行

准  教  授 加藤　克紀
髙橋　阿貴

外山　美樹 藤　　　桂 青木佐奈枝
飯田　順子
大塚　泰正

助　　教 Zhang Qi 登藤　直弥 松田壮一郎 安　　婷婷
桶谷　雅人
慶野　遥香
菅原　大地
田附あえか
田中　崇恵

特任助教 佐野　一広 湯　　　立 荒井穂菜美
佐藤　洋輔

Ⅲ　訃報
2020年 9 月22日に，本学名誉教授井上勝也先生が逝去されました。心から哀悼の意を表します。

105



Ⅳ　心理学域教員指導論文題目一覧

1 ．2019年度　博士論文

（ 1 ）課程博士

氏　名 論文題目 指導教員

心理学専攻

広瀬　拓海 貧困の子ども達を取り巻く環境の記述と介入
――子ども達の語る「暇」と活動の変化・拡がり――

茂呂　雄二

湯　　　立 大学生における専攻分野への学習興味と自己効力感，動機づけ調整方略
との関連

外山　美樹

山岡　明奈 マインドワンダリングによる創造性増進に関する基礎的研究 湯川進太朗

感性認知脳科学専攻

Cho Jiyeon Cluster-type topographic neuronal organization of the hippocampus for 
encoding memory（記憶における海馬神経細胞のクラスター型構築）

Pavlides 
Constantine

ヒューマン ･ ケア科学専攻

嶋田　美和 非行少年の再犯リスク査定とリスクアセスメントツールの妥当性の検討
――家庭裁判所に送致された非行少年を対象として――

濱口　佳和

金綱　祐香 攻撃行動に対する中学生及び非行少年の道徳的判断 濱口　佳和
佐藤　洋輔 LGBの精神的健康とその関連要因についての心理学的研究 沢宮　容子
久保　尊洋 パッションの二元モデルに関する臨床心理学的研究 沢宮　容子
生田目　光 ポジティブボディイメージに関する臨床心理学的研究 沢宮　容子

生涯発達科学専攻

富島　大樹 大学生の心配の制御困難性に対する注意バイアスの影響 藤生　英行
中村　准子 企業で働く人の職業生活における心理的居場所感に関する研究 岡田　昌毅

2 ．2019年度　修士論文

氏　名 論文題目 指導教員

心理専攻　心理基礎コース

花島　　諒 多感覚 VR を用いた全身の身体認知における身体所有感と運動主体感の
研究

大山　潤爾

心理専攻　心理臨床コース

加藤　龍正 いじめ場面における被害者援助行動が援助者自身に及ぼす心理的影響の
検討

濱口　佳和
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久下　敦子 自己愛と自我脅威場面後の対人的行動との関連
――主張的自己呈示に注目した検討――

杉江　　征

佐藤ひかり 味わうことが精神的健康に及ぼす影響 沢宮　容子
滝本　　鈴 教員における 3種類のコンパッションとバーンアウトの関連 沢宮　容子
竹内隆一郎 大規模災害の情報の視聴者は何を感じ，考え，行動したのか 青木佐奈枝
土井　朋実 社会リズムの規則性と抑うつ傾向との関連 沢宮　容子
浜田　　泉 サイバー・アグレッション加害尺度の作成と加害関連要因の検討 濱口　佳和
林　　桜子 一人暮らしの大学生の生活習慣の乱れが精神的健康に及ぼす影響

――乱れのプロセスに着目して――
青木佐奈枝

藤井　那奈 働く母親のワーク・ファミリー・コンフリクトに関する要因の検討
――家庭・仕事志向性に着目して――

濱口　佳和

本多　茉莉 幸せを求めることは人の幸福感を高めるか 沢宮　容子
吉田　真姫 日常的活動に伴う過去・未来に対する意味づけとアイデンティティとの

関連――変化に対する意味づけに注目して――
杉江　　征

感性認知脳科学専攻

石川　椋太 VR空間内のアバターを用いた身体運動制御における
認知機能の解明――視点取得，身体的自己感の検討――

綾部　早穂

須藤　裕子 雌マウス母性攻撃行動の発現におけるエストロゲン受容体β陽性神経
細胞の活動性の検討

小川　園子

生涯発達専攻　カウンセリングコース

名古　美和 刑務官の職業性ストレスがワークモチベーションに及ぼす影響について
――自助資源・援助資源を介して――

飯田　順子

有野　雄大 薬物事犯保護観察対象者の援助要請を抑制する心理社会的要因に関する
実証的研究

原田　隆之

池之内純子 新隊員前期教育における困難と成長感の関係
――アタッチメントスタイル及び訓練中の信頼感による検討――

安藤　智子

伊藤実佐子 理系卒業生の自発的キャリアチェンジによる職業観の発達プロセス 岡田　昌毅
岩元健一郎 社会保険労務士における相談対応業務の促進を目指したアクション・

リサーチ――メンタルヘルス・リテラシーの観点から――
藤　　　桂

内河水穂子 小学校教師の知的障害児に対する関わりに影響を与える要因 飯田　順子
大澤　俊彦 不登校経験者のソーシャル・サポートがキャリア形成に与える影響 飯田　順子
大須　晶子 企業で働く人のキャリア停滞感がワーク・コミットメントに与える影響 岡田　昌毅
沖中　晃子 日本語学校在籍留学生のストレッサーと適応との関係 藤生　英行
加藤　深雪 高機能自閉症スペクトラム就労者を理解するための職場用介入

プログラムの開発
大塚　泰正

小林　佳子 女子高校生の母親に対する葛藤への対処方略とメンタルヘルス及び
自己分化度との関係

安藤　智子

鷺坂由紀子 育児家事に関連した母親の心理的発達――職業のブランク期間における
自分自身の変化を認識することの効果に着目して――

大塚　泰正

田北　順子 母親の自尊源としての子どもの小学校受験
――養育行動への影響に着目して――

藤　　　桂

竹内秀太郎 中年期男性大企業就労者の時間的展望が就労継続動機に与える影響
――仕事における「生涯現役」志向の背景にある心理の探索的検討――

岡田　昌毅
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田中　咲野 中年期独身者の心理とその影響要因について 藤生　英行
遠山季代子 教員間のいじめに関する研究――サポートと影響に焦点をあてて―― 藤生　英行
能條　茂樹 診療放射線技師のワーク・エンゲイジメントに関連する要因の検討 大塚　泰正
廣田奈穂美 がんサバイバーがスピリチュアルペインに向き合い働くことの意味を

見いだすプロセス
大塚　泰正

福林　　直 SNS上での社会的比較がキャリア焦燥感に及ぼす影響――不確実さ
不耐性による増幅効果とコンパニオンシップによる緩和効果――

藤　　　桂

星　　瑞恵 妊娠期の内省機能を促進する要因と胎児ボンディングの関連 安藤　智子
松尾真規子 新生児期の家庭訪問における養育者の体験と援助要請との関連 安藤　智子
安川友里子 スクールソーシャルワーカーとの連携が子どもの支援における教師の

対応に及ぼす影響の検討
大川　一郎

山形　　久 男子再犯受刑者の職業観・勤労観が職業選択と職場定着に及ぼす影響に
ついての検討――生活状況・職業経験に焦点を当てて――

大川　一郎

3 ．2019年度　人間学群心理学類　卒業論文

氏　名 論文題目 指導教員

青野　悠斗 ラットは仲間を見分けられるか：ラットにおける視覚情報に基づいた
他個体弁別

山田　一夫

安藤　隆介 幼児の母親における地域の集合的効力感の知覚が不適切な養育行動に
与える影響――地域の集合的効力感測定尺度の開発――

濱口　佳和

荻野　　壮 恋人の有無と恋愛希求からみた自我発達と心理的適応：
大学生を対象として

佐藤　有耕

小野里菜子 養育者の主張性・養育態度と子どもの主張性に関する研究
――大学生の回顧調査による検討――

濱口　佳和

小野田　峻 性役割志向とジェンダー自尊心が同性愛者への態度に及ぼす影響の性差 相川　　充
加藤ほのか 学校歴意識が若年社会人に与える心理的影響 岡田　昌毅
金田日菜子 香水のニオイ知覚における個人差――個人内の一貫性の観点から―― 綾部　早穂
菊池　　瞭 グリット，幸せへの 3志向性，主観的ウェルビーイングの関連 沢宮　容子
紀平　健登 2つの自尊感情， 2 つのレジリエンスおよびストレスとの関係について 藤生　英行
窪谷　幸奈 養育者の内的作業モデルがケアギビング無力感及び養育態度と乳幼児の

行動に与える影響
安藤　智子

蔵持　菜摘 基本的心理欲求を支援・阻害する親の行動が大学生の進路選択に与える
影響――男女差に着目して――

坂場　南美 笑われ恐怖と精神的健康との関連 沢宮　容子
坂本　和奏 過去のいじめ加害・被害経験と大学生の潜在的・顕在的自尊心の関連に

ついての検討
濱口　佳和

桜井　絢音 「犯罪被害経験」及び「犯罪情報への関心」が「防犯行動」に及ぼす影響
の検討――楽観主義バイアスによる影響の観点から――

原田　隆之

笹原　僚太 ソフトテニスにおいて『ノートをとること』の意義
――身体知をいかにして得るか――

湯川進太郎

佐多　明理 ポリフォニー理論に基づく発話分析によるアイデンティティの状態に
関する考察

加藤　克紀

佐藤　千明 友人関係における親密化に寄与する行動及び関連する要因：
中学生が特定の友人と親密になるためには何が必要か

佐藤　有耕

澤田　知恭 追唱課題における加齢と訓練の効果～会話の二重課題仮説から～ 原田　悦子
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渋谷　達郎 大学生における重大なネガティブ体験の意味づけが自己の変容を
予測するプロセスの検討

外山　美樹

清水　登大 自己制御を高めるためには？――制御焦点と心理的距離に着目して―― 外山　美樹
白石　晴香 大学生の養護性の形成プロセスの検討――性役割に注目して―― 濱口　佳和
髙橋　萌子 宗教コーピングにおける「知覚された神の存在」の影響 青木佐奈枝
田中　友理 身体感覚と心身の健康の関連

――身体感覚の受容と主観的健康統制感を要因として――
杉江　　征

常藤かずみ アスリートにおける自己開示抵抗感要因の検討――個人の競技生活に
おける特徴及び所属チームの特徴との関連から――

青木佐奈枝

冨田　彩乃 非行為後悔体験の意味づけのプロセスモデルの生成 外山　美樹
仲宗根加奈 対人不安に着目した情動伝染と精神的健康の関連 青木佐奈枝
中村　綾花 思い悩む恋愛経験と恋愛に対する肯定的な態度の関連 佐藤　有耕
中村侑志郎 アーチェリー競技者における競技不安がセルフトークを通じて

パフォーマンスに及ぼす影響
相川　　充

永利　美郷 対面・Twitterにおける自己開示の規定要因についての検討
――援助要請スタイルによる差異に注目して――

濱口　佳和

橋本　和直 見捨てられスキーマと攻撃および自傷行動の関連の検討
――怒り・恥感情を媒介として

杉江　　征

平野　真理 対人的傷つきやすさが精神的健康に与える影響
――ストレス過程およびレジリエンスの緩衝効果に着目して――

杉江　　征

干場　彩美 食体験の想起の繰り返しが味覚に及ぼす影響 綾部　早穂
松井　　恵 十字迷路を用いた T迷路学習におけるラットの場所方略と反応方略の

分析 :メタンフェタミンの効果
一谷　幸男

三浦　誠大 現代青年の恋愛における浮気に対する態度と許容度
――ソシオセクシャリティに着目して――

青木佐奈枝

三村のどか 雄マウスにおける攻撃行動の個体差と免疫系との関連 髙橋　阿貴
宮入　玲佳 中高年者の予防的健康行動に及ぼす影響要因に関する検討

――eヘルスリテラシーに着目して――
大川　一郎

宮澤　　奏 見ていない目撃者に対する事情聴取
――耳撃証言への認知面接法が虚偽記憶と感情状態に及ぼす影響――

藤　　　桂

村上　　誠 大学生の見捨てられ不安に起因する自己開示・自己隠蔽が精神的健康に
及ぼす影響――友人との付き合い方と SNS行動に着目した検討――

相川　　充

柳沼　茜音 日本における難民申請者のストレスとレジリエンスの要因になりうる
ものについて

飯田　順子

横山　夏帆 自分の顔は好き？――潜在的選好と自己評価との関係―― 綾部　早穂
吉岡　裕哲 大げさな笑顔が世界を拡げる――アバターチャットでの表情強調操作が

社会的存在感・拡散的思考に及ぼす影響――
藤　　　桂

吉成　美砂 大学生の浮気に対する態度と自己愛傾向・社会的自己制御との関連 湯川進太郎
和栗　竜一 スケールフリーネットワークに対する無向ネットワーク推定法の

推定精度の比較――スケールフリー性とクラスター性に着目して――
登藤　直弥

LEE CHANHWA 大学生における感情コンピテンスが大学適応感に及ぼす影響
――家族の感情表出の側面からの検討――

飯田　順子

坂井　樹生 青年期の愛着スタイル及び仮想的有能感と友人関係 安藤　智子
池田　勇斗 「時間的展望」が「反社会的行動」に影響を及ぼすプロセスの検討

――規範意識および社会考慮に着目して――
原田　隆之

廣田　涼介 自尊感情と精神的健康の関係におけるセルフ・コンパッションの
調整効果――自尊感情を細分化して――

外山　美樹
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Ⅴ　₂₀19年度各種表彰など

氏　名 受賞名 受賞対象論文 ･ 発表題目名（掲載誌），または受賞理由

心理学域

飯田　順子・
大塚　泰正・
藤　　　桂・
堀口　康太

学術総会優秀演題賞（日本行動医学
会第26回学術総会．2019年12月）

LGBT等の性的マイノリティ労働者における暴力の経
験と精神的健康状態

藤　　　桂 優秀発表賞（日本心理学会第83回学
術大会2019年11月）

現在の困難も，未来への一歩として　――訪問看護師
を対象とした，継承的視点からの捉え直しを促す介入
の効果検証――

外山　美樹・
湯　　　立・
長峯　聖人・
黒住　　嶺・
三和　秀平・
相川　　充

2018年度優秀論文賞（日本教育心理
学会，2019年 9 月）

制御焦点がパフォーマンスに及ぼす影響――学習性無
力感パラダイムを用いた実験的検討――

松田壮一郎 第21回 VR学会論文賞　2019年 9 月 身体性変換スーツによる小児体験における知覚・運動
特性の評価

松田壮一郎 Best Paper Honorable Mention 
Award（ACM SIGCHI, 2019年 5 月）

Egocentric Smaller-person Experience through a 
Change in Visual Perspective

松田壮一郎 電子情報通信学会論文賞　2019年
6 月

複数人による双方向の対面行動を計量する頭部装着型
デバイス

杉江　　征 第31回 JMI記念賞（日本自律訓練学
会）

自律訓練の研究と普及への貢献が認められたため。

菅原　大地 第 9回「松原学術奨励賞」 ポジティブ感情概念の構造――日本人大学生・大学院
生を対象として（心理学研究，89，479-489．）

心理学専攻

広瀬　拓海 令和元年度筑波大学人間総合科学
研究科長賞（筑波大学，2020年 3 月）

貧困の子ども達を取り巻く環境の記述と介入――子ど
も達の語る「暇」と活動の変化・拡がり――

広瀬　拓海 茗渓会賞（筑波大学，2020年 3 月） 子どもの放課後の活動を支援する団体におけるボラン
ティア活動

山岡　明奈 令和元年度筑波大学人間総合科学
研究科心理学専攻長賞（筑波大学，
2020年 3 月）

マインドワンダリングによる創造性増進に関する基礎
的研究

海沼　　亮 人間総合科学研究科 TF優秀賞（筑
波大学，2020年 2 月）

教職科目「こころの発達」で「動機づけ（モチベーショ
ン）から見た生徒の理解」という講義内容が優秀であっ
たと評価された

有冨　公教 日本心理臨床学会2019年度研究助
成（日本心理臨床学会，2019年10月）

浜田　　泉 令和元年度筑波大学人間総合科学
研究科長賞（筑波大学，2020年 3 月）

サイバー・アグレッション加害尺度の作成と加害関連
要因の検討

林　　桜子 令和元年度筑波大学人間総合科学
研究科心理専攻長賞（筑波大学，
2020年 3 月）

一人暮らしの大学生の生活習慣の乱れが精神的健康に
及ぼす影響――乱れのプロセスに着目して――
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渡辺　瑞貴 平成31年度海外留学支援事業「海外
学会等参加支援プログラム」（筑波
大学，2019年 6 月）

Classical Conditioning of Odor and Relaxation in 
Univers i ty  Students .  9 th  World  Congress  of 
Behavioural & Cognitive Therapies，2019

感性認知脳科学専攻

豊島　理公 第12回「心理学独創研究内山記念
賞」

Social enrichment improves social recognition memory 
in male rats (Animal Cognition, 21, 345-351.)

生涯発達科学専攻

佐々木美恵 茗渓会賞
中村　准子 生涯発達科学専攻長賞

ヒューマン・ケア科学専攻

佐藤　洋輔 ヒュ ーマン・ ケア科学専攻長賞
（2019年 3 月）

LGBの精神的健康とその関連要因についての心理学的
研究

生田目　光 人間総合科学研究科長賞（2019年 3
月）

ポジティブボディイメージに関する臨床心理学的研究

田中　　圭 平成30年度一般社団法人日本カウン
セリング学会奨励賞

規定された 4基準（独創性，開発的価値，実践活動の
社会的貢献，カウンセリング学の発展的価値）を満た
すものと認められたため。

生涯発達専攻　カウンセリングコース

廣田奈穂美 生涯発達専攻長賞
福林　　直 人間総合科学研究科長賞

心理学類

宮澤　　奏 人間学群長
荻野　　壮 筑波大学茗渓会賞
高橋　萌子 筑波大学茗渓会賞
田中　友理 スカラシップ学業成績優秀者支援奨

学金奨学生

お知らせ
心理学域では，若手研究者の研究奨励のために「松原学術奨励賞」を2012年度に発足しておりますが，本基
金を御寄付くださいました筑波大学元教授松原達哉先生が 8月 9日にご逝去されました。ここに謹んで哀悼
の意を表します。
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