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ご挨拶 
 2018 年 11 月 23 日（金）、24 日（土）に、東北心理学会第 72 回大会を岩手大学・人文社会科学部で開

催することになりました。 

 岩手大学が開催校となって東北心理学会を開催するのは、1962 年（昭和 37 年）の第 16 回大会（岩手

大学・一般教養部主催、一般教養部はまさに人文社会科学部の前身です）、1980 年（昭和 55 年）の第 34

回大会（人文社会科学部・鬼澤 貞先生）、1994 年（平成 6 年）の第 48 回大会（人文社会科学部・佐藤

文子先生）、2007 年（平成 19 年）の第 61 回大会（人文社会科学部・堀毛一也先生）に続いて 5回目とな

ります。過去２回は岩手大学のキャンパスを出て外の施設で大会を行いましたが、また久しぶりに岩手

大学のキャンパスで行うことにしました。11 月下旬という、そろそろ岩手の寒さが感じられる時期です

が、休日にもかかわらずなんとか暖房を入れてもらえることになりほっとしているところです。 

 さて、今年度は、去る９月 25 日から 27 日にかけて、東北大学主催で日本心理学会第 82 回大会（大会

長・行場次朗先生）が仙台国際センターで開催されました。その第２日目（９月 26 日）午前に公募シン

ポジウム（SS-032）が「地域心理学会の魅力と課題」のテーマの下で行われました。私、山口が、細川

徹・東北心理学会理事長の指示でシンポジストとして参加しました。全国にある地域心理学会として、

北から北海道心理学会、東北心理学会、北陸心理学会、東海心理学会、関西心理学会、中国四国心理学

会、九州心理学会が参加し、各地域心理学会の魅力と課題について紹介しました。私は発表の基礎資料

として東北心理学会員の皆様にウェブ・アンケートを呼びかけ、24 人の方々からご意見をいただきまし

た（学会歴 21 年以上の方が 15 人、11 年〜20 年の方が５人、６〜10 年の方が３人、１〜５年の方が１人）。

そのご意見をもとに、これからの地域心理学会の魅力や役割・機能をまとめると次の様になると思いま

す。 

 地域心理学会は、若手人材（研究者・実践家）育成の場としての機能を持つ 

・この東北心理学会が若手研究者また実践的専門職を目指す修士課程学生のデビュー学会となり、ア

ットホームな雰囲気の中で自由な議論が可能。 

 地域心理学会は、地域貢献・地域創生機能を持つ 

例えば認定心理士、臨床家、教育、司法・矯正等の実務家の方々を支える機能を持つ。 

・研究者を目指す方々には、国際学会、全国学会、専門領域に特化する学会があるが、修士課程を修

了して現場に就職する方々（公認心理師を含む）や認定心理士、学部卒で専門職に就かれる方々に

とって支えになるのが（も）地域学会ではないか。 

 研究者にとって「木も森も見られる」寛大な地方学会、といった総合化機能を持つ 

・一般研究者にとっても冒険ができる学会。新しい研究テーマ、挑戦的な研究テーマでも発表ができ、

議論ができる。 

・適度な規模で、多様な専門分野の研究を知ることができ、研究者のコミュニケーションの幅を拡げ

ることができる。 

・他大学の院生がどのような研究をしているのか、大学院教育の動向を知ることができる。 

これらは、東北心理学会についてのご意見からのまとめです。しかし、他の地域心理学会の発表から

聞かれた内容ともほとんど重なる内容でした。この第 72 回大会でも多くの大学院生が発表デビューしま

す。また今回は大学院生が中心となって行う自主企画シンポジウムが２件行われます。また、地域に向

けて、堀毛先生の特別講演「ポジティブなこころの科学」、行場先生企画のシンポジウムⅠ「顔認知の諸

相」が一般公開プログラムになっております。また、多くの研究者にとって「木も森もみられる」幅の

広い寛大な学会となればと思っております。なお、他の地域心理学会が試みていて東北心理学会がまだ

試みていない企画に、若手研究者の発表奨励賞などのインセンティブ企画があります。今回そこも考え

たのですが、評価の公平性を担保する仕組みがうまく作れず断念しました。しかし、今後学会としての

議論が必要ではないかと考えるところです。いずれにしろ、今回の第 72 回大会が地域心理学会の魅力を

味わえる、よき大会になれれば準備委員長として望外の喜びです。 

東北心理学会第 72 回大会 準備委員長 山口 浩
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正門

学生センターA棟エントランス大会受付

岩手大学
キャンパス

会場：岩手大学・学生センターＡ棟

＜交通案内＞（盛岡駅から）

○バス利用　（盛岡駅前バスターミナル 11 番のりば）

　「盛岡駅→岩手大学」

　　岩手県交通バス：駅上田線 松園バスターミナル行き 〜 岩手大学前 （約 10 分）

　　岩手県交通バス：駅桜台団地線 桜台団地行き 〜 岩手大学前 （約 10 分）

　　　［上田線は２０分に 1本程度，桜台団地線は１時間に１本程度です。］

　「岩手大学→盛岡駅」　※お帰りの際は、行きとは別のルートとなります。

　　バス停は岩手大学正門前から約徒歩３分の所にある「上田二丁目」となります。　

　　岩手県交通バス：駅上田線 盛岡駅行き 〜 盛岡駅

○タクシー利用 盛岡駅から約２km 約 10 分（約 1,000 円）  

○徒歩 盛岡駅から約 25 分

※詳細に関しましては，岩手大学 HP「キャンパス案内・アクセス」をご参照下さい。

　⇒　http://www.iwate-u.ac.jp/access.html

会場アクセス
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学生センター A棟１階

　エントランス 受付・クローク・展示

　Ｇ１大 特別講演，シンポジウムⅠ，Ⅱ，総会

学生センター A棟２階

　Ｇ２２ ポスター発表

　Ｇ２１ 口頭発表　　自主企画シンポジウムＡ

　Ｇ２３ 自主企画シンポジウムＢ

　Ｇ２大 休憩室・控え室

　Ｇ２−Ｂ演習室 理事会　

　Ｇ２− A 演習室 講演・シンポ打合せ室

学生センター A棟１階

学生センター A棟２階

大会会場案内

会場配置図 [学生センターＡ棟１階・２階 ]

G1大

エントランス

女子
WC

身障者用WC2階へ

入口

構内全面禁煙

特別講演 ・ シンポジウム Ⅰ，Ⅱ ・ 総会

受付 ・ クローク ・ 展示

G2大

G2-B
演習室 G23

G22G21

G2-A
演習室

女子
WC

身障者用WC

男子
WC

エ
レ
ベ
ー
タ
ー

ポスター発表口頭発表 ・ 自主企画シンポジウムA

休憩室 ・ 控え室

講演・シンポ打合せ室

理事会 自主企画シンポジウムB
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懇親会場のご案内 

懇親会は大会初日（23 日）の 19 時から、trattoria dacotta（トラットリア・ダコッタ）で開催いたし

ます。会場までは各自バス・タクシーなどでのご移動をお願いいたします。

会場住所：盛岡市菜園二丁目 3-22 プラザバンベールビル 2 階（ホテルロイヤル盛岡向かい） 
電話番号：050-5289-8027 

岩⼿⼤学からのバスのご案内 

 会場から盛岡駅・市街地

中心部（大通り）へのバスは、

「岩手大学前」ではなく、

「上田二丁目」バス停を

ご利用ください。正門から

徒歩約 5 分となります。 

ダコッタ(2F) 
映画館通

バス停 

岩手大学

正門

岩手大学前

下りバス停

岩手大学前

上りバス停

上田二丁目

上りバス停
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発表者へのご案内 
■ 大会行事 
(1) 本大会では、「特別講演」「大会準備員会シンポジウム」「一般研究発表」「自主企画シンポジウム」を

行います。「一般研究発表」は、「口頭発表」と「ポスター発表」が含まれます。 
(2) 「総会」は大会初日（23 日）の 17 時 30 分から行われます。会員の皆様にはご出席賜りますようお

願い申し上げます。学会事務局より事務報告等が行われます。 
(3) 「懇親会」は大会初日（23 日）の 19 時 00 分から、「ダコッタ」で開催いたします。学術的な交流の

場、新たな出会いの場、旧交を温める場となりますよう、多くの方の参加をお待ち申し上げます。 
(4) 宿泊につきましては、準備委員会からは斡旋いたしません。各自でのご手配をお願いいたします。 
 
■ 参加章・受付 
(1) 大会期間中は、参加章を着用してください。参加章は受付にてお受け取りください。 
(2) 受付は、23 日（金）は 10 時 30 分から、24 日（土）は 9 時から開始させていただきます。 
(3) 受付は学生センターA 棟１階にご用意しております。案内指示に従ってお進みください。 
(4) 大会参加費および懇親会費は以下の通りです。大会受付にて納入してください。 
 

大会参加費              懇親会費  
     正会員・・・・・・・・5,000 円       一般・・・・・5,000 円（大学院生を含む） 
     臨時会員・・・・・・・5,000 円       学部学生・・・5,000 円 
     当日会員（一般）・・・・5,000 円 
     当日会員（学部学生）・・1,000 円 
 
※臨時会員とは連名発表者になるための 1 年間だけの会員、当日会員とは大会当日のみ参加する会員を

指します。当日会員は大会日程を通してご参加いただけます。 
※なお、「公益社団法人 日本心理学会 認定心理士会の会」との共催企画である「特別講演（一般公開）」、

「シンポジウムⅠ（一般公開）」のみは一般公開となりますので、参加費は無料です。 
 
(5) 当日は大会受付とは別に学会事務局受付を設けます。学会年会費については学会事務局受付にてお支

払いください。 
 
■ 会場関係 
(1) 大会会場には限られた駐車場しかございません。公共交通機関のご利用をお願いいたします。 
(2) キャンパスは全面禁煙となりますので、ご協力をお願い致します。 
(3) クロークは受付にご用意しております。場所は会場内マップをご確認ください。 
(4) 休憩室は、G2 大教室をご用意しております。 
(5) 当日は学食が閉店です。大学正門前にセブンイレブン、舘坂門にファミリーマートがございますので、

ご利用ください。 
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研究発表者へのご案内 
 
■ 口頭発表 
(1) 口頭発表会場は学生センターA 棟 G21 教室です。 
(2) 発表時間は質疑応答を含め 1 人 15 分（発表 10 分、質疑 5 分）です。10 分経過で 1 鈴、12 分経過で

2 鈴、15 分経過で 3 鈴が鳴ります。3 鈴後はすみやかに次の発表者と交代して下さい。 
(3) 発表者は、自分の発表だけでなくそのセッションすべてへの出席が求められます。 
(4) 全体討論の時間は設けません。質疑は発表時間の中で行って下さい。 
(5) 発表資料の配布をご希望の方は、早めに会場担当スタッフにお渡しください。 
(6) 発表会場には液晶プロジェクター（D-sub15 ピンアナログ VGA 接続はありますが、Mac の接続に必

要な変換ケーブル等はございませんので各自でご用意ください。）、無線マイクをご用意いたします。

ノート PC は各自でご用意ください。 
(7) 発表に際しては、機器の操作、持ち込み機器の設定は、発表者ご自身で行って下さい。 
(8) コピー機使用およびスタッフによるコピー代行はできません。 
 
■ ポスター発表 
(1) ポスター発表会場は学生センターA 棟 G22 教室です。 
(2) ポスター発表は、割り当てられたセッション中（90 分）ポスターを掲示し、大会プログラムで指定

された在席責任時間（ポスター番号が奇数の方は前半の 45 分、偶数の方は後半の 45 分）の間、質疑

に応じることにより正式発表とみなされますが、それ以外の時間もできるだけ在席することが望まれ

ます。なお、在席時間中に出欠の確認を行います。 
(3) 発表者はセッション開始 10 分前までに、ポスター発表会場内に設けられた発表受付へお越し頂き、

リボンとポスター掲示用のマスキングテープ等をお受け取りください。 
(4) 発表者はセッション開始 5 分前（23 日のセッションでは 11 時 25 分、24 日のセッションでは 12 時

25 分）までに発表会場の指定された番号のパネルにポスターを貼って下さい。各ポスターの番号は

プログラム中に記載されています。 
(5) ポスター発表のパネルの大きさは、縦 179cm、横 90cm（パネル部分のみ、フレーム部分を含まず） 

です。文字の大きさは特に指定しませんが、ポスターから 2m 離れた位置からでも読める大きさを目

安にして下さい。 
(6) ポスター発表者が欠席した場合には発表取消とみなします。連名発表の場合、連名発表者をポスター

発表者に変更することができます。ただし、研究発表者となるのは、大会期間中 1 回に限ります。 
(7) 資料を配布される方は必要部数をあらかじめコピーしてお持ち下さい。また、配布も各自でお願いい

たします。 
(8) ポスターはセッション終了後まで掲示し、セッション終了後 15 分以内に撤去して下さい。撤去され

なかったポスターは大会事務局で処分いたします。 
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■ 自主企画シンポジウム 
(1)自主企画シンポジウムの会場は学生センターA 棟 G21 教室と G23 教室です。 
(2)発表資料の配布は各自で行い、セッション終了後に各自で残部の回収を行ってください。 
(3) 発表会場には液晶プロジェクターとマイクをご用意いたします。ノートPCは各自でご用意ください。 
(4) 自主企画シンポジウムに際しては、機器の操作、持ち込み機器の設定は、発表者ご自身で行って下さ

い。 
(5) コピー機使用およびスタッフによるコピー代行はできません。 
 
■ 発表論文原稿 
(1) 責任発表者は「発表論文原稿」を大会終了時（11 月 24 日、18 時 00 分）までに、東北心理学会事

務局 HP（http://www2.sal.tohoku.ac.jp/psychology/tpa/）からアクセスできる「電子投稿システム」

により投稿して下さい。電子投稿の詳細につきましては、上記の学会事務局 HP でご確認下さい。 
(2) 「特別講演」「シンポジウムⅠ」「シンポジウムⅡ」「自主企画シンポジウム」で講演・話題提供され

る方も、忘れずに原稿をご投稿下さい。 
 
■ 第 72 回大会に関するお問い合わせ 
 東北心理学会第 72 回大会準備委員会事務局 
 Email：tpa72@iwate-u.ac.jp 
 住所 〒020-8550 岩手県盛岡市上田 3 丁目 18-34 
 岩手大学 人文社会科学部 織田研究室 
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大会準備委員会企画「特別講演」（一般公開） 
11 月 23 日（金）14：00‐15：15                     会場：Ｇ1 大教室 

 

ポジティブなこころの科学 
―ポジティブ心理学の展開― 

 
講演者： 堀毛 一也 （岩手大学名誉教授・東洋大学 HIRC21 客員研究員） 
司会：  山口  浩 （岩手大学） 
 

講演要旨（講演の第 1 節の内容をご紹介し第 2 節以降は節題のみを紹介します）： 
１．ポジティブ心理学の定義と歴史 
 「ポジティブ心理学」とは、『ひとりひとりの最も建設的な特質である、楽観性、勇気、職業倫理、未

来志向性、対人スキル、喜びと洞察の能力、社会的責任などがどういうものであるかを理解し育成する

ことを重視する、新しい方向を目指す科学（Seligman,1998／島井,2006）』とされている。ポジティブ心

理学の考え方は、1998 年に、当時アメリカ心理学会の会長に推挙されたマーティン・セリグマンによる

会長就任講演の中で提唱された。このなかでセリグマンは、第二次世界大戦前の心理学には、３つの明

確な使命があったと主張している。それは、１）精神的な不調を治すこと、２）すべての人々の人生を

より生産的で充実したものにすること、３）そして高い才能を見いだしそれを養うこと、である。とこ

ろが、戦後の心理学研究は１）の側面が主流となり、２）、３）の側面に関する研究が少なくなってしま

った。そこで、このバランスを取り戻し、人間のポジティブな側面に関する研究を促進することが重要

とする主張が展開された。 
２．ポジティブ心理学の研究領域 

３．ポジティブな経験－ウェル・ビーイング研究 

４．ポジティブな経験－ポジティブ感情研究 

５．ポジティブな個人特性研究 

６．ポジティブな機構研究－健康と人間関係 

７．ポジティブな機構－教育と心理的介入 

８．まとめ 

 

 
講演者略歴：  
1980.3 東北大学文学研究科博士課程中退／1980.4 岩手県立盛岡短期大学講師／1984.4 学校法人栴檀学園

東北福祉大学講師／1998.4 岩手大学人文社会学部教授／2010.4 東洋大学社会学部教授／2018.4 東洋大学

HIRC21客員研究員(現在に至る） 
 
 
主要著書論文： 
堀毛一也・竹村和久・小川一美（共著） 2017 社会心理学 培風館／堀毛一也 2016 健康心理学の応

用とその可能性：ポジティブ心理学（大竹恵子（編著）保健と健康の心理学 ナカニシヤ出版（第 14
章）／堀毛一也（編） 2010 ポジティブ心理学の展開 現代のエスプリ、512／他、多数著書論文 

 

※本講演は公益社団法人 日本心理学会 認定心理士の会との共催企画です。 

9



10 
 

大会準備委員会企画「シンポジウムⅠ」（一般公開） 
11 月 23 日（金）15：30‐17：30                     会場：Ｇ1 大教室 

 
 
 

顔認知の諸相 
 

企画・司会：行場次朗（東北大学） 
  話題提供：遠藤光男（琉球大学） 

        竹島康博（同志社大学） 
      高橋純一（福島大学） 

                                    桐田隆博（岩手県立大学） 
        

顔の知覚や認知に関する研究論文を PsycINFO で調べてみると､2002～2007 年で約 4000 件､2008～
2012 年で約 6000 件、2013 年～2017 年で約 7000 件と増加する一方であることがわかります。顔は個人

のみでなく、集団や組織の特性をあらわす代表的表象としても捉えられたりします。このように顔の知

覚や認知は人間社会におけるコミュニケーションの基盤となっており、様々な心理学的問題を内包する

重要なテーマであり続けています。このシンポジウムでは、顔研究を専門としている以下の先生方に話

題提供をお願いし、顔をめぐる最新の知見をもとに議論と考察を深めます。 
 
1．ヒト，および，ヒトの顔を検出する過程の特性            遠藤光男  （琉球大学） 
近年、顔認識過程のごく初期の検出過程，すなわち，人の存在に気づくことや，人や人の顔を見つけ

ることにおいても，興味深い特性があることが明らかになっています。本発表ではそれらの特性につい

て概説します。 
 
2．怒り顔の形態的特徴をもつ幾何学図形に対する感覚情報処理      竹島康博 （同志社大学）  
怒り顔の眉と同じ V 字状の形態的特徴をもつ逆三角形が，ネガティブ刺激として機能することが報告

されています。本発表では，逆三角形が怒り顔と同様にネガティブな感情価によって注意を誘引し，低

次の視覚処理や視聴覚統合処理にも促進的に関与していることを紹介します。 
 
3．顔認知の個人差：アレキシサイミアにおける顔認知の特異性      高橋純一 （福島大学） 

アレキシサイミア傾向の高い群と低い群で，顔刺激の表情（幸福顔と怒り顔）を操作した視覚探索課

題と変化検出課題を比較しました。その結果､アレキシサイミアの個人差は変化検出課題でのみ認められ，

高群は幸福顔の記憶成績が有意に低いことがわかりました。顔認知におけるアレキシサイミアの個人差

について，視覚情報処理段階の観点から考察を行います。  
 
4．表情検出と皮質下視覚経路                     桐田隆博（岩手県立大学） 
環境に潜在する脅威を、すばやく自動的に検出する仕組みとして、皮質下視覚経路（上丘-視聴枕-扁桃

体）の存在が主張されてきました。この皮質下視覚経路では、ヘビやクモなど、人類誕生以前から存在

する動物的脅威だけではなく、怒りや恐怖を表す表情（社会的脅威）も優先的に検出されるといわれて

います。ただし、この皮質下視覚経路の特性については、その存否を含めて論争があることも事実であ

り、今回は、主として表情検出の観点からこの論争を俯瞰してみます。 
 
 
 

※本講演は公益社団法人 日本心理学会 認定心理士の会との共催企画です。 
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大会準備委員会企画「シンポジウムⅡ」 
11 月 24 日（土）10：00‐12：00                     会場：Ｇ1 大講義室 

 
 

「幸せ」のシステム論―関係性から紡ぐ幸福の物語― 

 
企画・司会：奥野雅子（岩手大学） 

    話題提供：富永美佐子（福島大学） 
           横谷謙次（新潟青陵大学） 
           平泉 拓（東北福祉大学） 

                              指定討論：安保英勇（東北大学） 
 

 幸せとは何であろうか？ ベイトソン（1972）によると、幸福とは差異の知覚である。昨日が寒かった

から今日は暖かいと感じることと同様に、不幸のちょっと先に存在するのが幸せである。よって、幸福

は時間軸で紡がれるといえるだろう。人が幸せになるためには、幸福が関係性の中で相対的に構成され

ていくといったシステムの存在を無視できず、システム論的な捉え方を援用する必要がある。 
本シンポジウムでは、幸せをシステミックな観点から捉え、キャリア、介護、非言語コミュニケーショ

ンの側面から論じることを目的とする。 
       

１．キャリアを主体的に選択する力はどのように育つのか         富永美佐子（福島大学） 
将来が思い描けず不安を抱き、進路選択に自信を持てない若者は少なくない。しかし若者は、日々の

生活で、さまざまな社会的役割を果たしている。目標に近づくための若者のキャリア選択力を周囲の大

人がどのようにしかけ、育てていけるのか。本話題提供では、中学生と大学生のグループワークが中学

生のキャリア選択力に与える影響を明らかにしたい。 
 

2．家族介護者の幸せ：要介護者、副介護者との関係性         平泉 拓（東北福祉大学） 
高齢者を在宅で介護している家族介護者は、介護をめぐって日々さまざまな悩みと葛藤を抱えている。

悩みの種の一つは身近な家族との関係性である。一方、家族は重要な資源であり、他の家族メンバーは

介護者の負担感を和らげ、介護者とともに介護を担うことができる重要な存在だ。本話題提供では、家

族との関係性が介護者に及ぼす影響をデータと事例から紹介する。 
 
3．表情のシンクロ率は信頼関係を示すか？              横谷謙次（新潟青陵大学）      

四肢運動のシンクロ率は信頼関係を示すといわれているが、表情のシンクロ率については研究があま

りされていない。本話題提供では、画像認識の技術と心理面接時のビデオデータを用いてシンクロ率と

信頼関係との関連を調べたところ、予想に反して、結果は表情のシンクロ率が高いほど、信頼関係が低

いことを示した知見を紹介する。 
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口頭発表 A 
場所：学生センターA 棟 Ｇ21 教室 

日時：11 月 23 日（金）12：15‐13：45 
座長：平泉 拓（東北福祉大学） 

奥野雅子（岩手大学） 
 
OA1 感謝を用いた効果的な心理療法的介入の開発 富田悠斗 

安保英勇 

 

東北大学大学院教育学研究科 

東北大学大学院教育学研究科 

OA2 嗅覚の単純接触効果に及ぼす安全性認知の影響 金 玲 

阿部恒之 

 

東北大学大学院文学研究科 

東北大学大学院文学研究科 

OA3 FAST を用いた子の巣立ちに伴う家族構造の変化の検

討 

吉谷地康平 

奥野雅子 

岩手大学大学院総合科学研究科 

岩手大学 

 

OA4 職員による子どもの攻撃性への連携対処プロセス 

－施設職員の視点から－ 

高橋竜也 

奥野雅子 

岩手大学大学院総合科学研究科 

岩手大学 

 

OA5 過剰適応がもたらすストレスに対するロゴセラピーの

有効性の検討－心理教育場面を想定して－ 

山中礼菜 

山口 浩 

岩手大学大学院総合科学研究科 

岩手大学 

 

OA6 レジリエンスの向上を目指した介入についての研究 

－興味に着目して－ 

正立捺貴 

山口 浩 

早坂浩志 

岩手大学大学院総合科学研究科 

岩手大学 

岩手大学 
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口頭発表 B 
場所：学生センターA 棟 Ｇ23 教室 

日時：11 月 24 日（土）12：45‐14：15 
座長：富永美佐子（福島大学） 

鈴木 護（岩手大学） 
 
OB1 教職初任期不適応体験者における教員養成カリキュラ

ム体験の連続性 

豊嶋秋彦 

吉崎聡子 

吉中 淳 

 

弘前大学 

弘前大学教育学部 

弘前大学教育学部 

 

OB2 公正世界信念が道徳的信念に及ぼす影響 黄 景逸 

高橋優香 

阿部恒之 

東北大学大学院文学研究科 

東北大学大学院文学研究科 

東北大学大学院文学研究科 

 

OB3 社会的推論におけるノイズの検討 

－ASD 者へのインタビュー調査を通して－ 

伊藤永乃 

奥野雅子 

岩手大学大学院総合科学研究科 

岩手大学 

 

OB4 発表場面での“あがり”対策としての介入研究 

－マインドフルネス技法を用いて－ 

亀山美沙紀 

山口 浩 

岩手大学大学院総合科学研究科 

岩手大学 

 

OB5 親の期待によるきょうだい関係変化のプロセス 村田奏美 

奥野雅子 

岩手大学大学院総合科学研究科 

岩手大学 

 

OB6 傍参与者の行動が会話者にもたらす印象についての検

討 

田村真隆 

鈴木 護 

岩手大学大学院総合科学研究科 

岩手大学 
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ポスター発表Ａ（1 日目） 

場所：学生センターA 棟 Ｇ22 教室  
日時：11 月 23 日（金）11：30‐13：00 
担当時間：ポスター番号奇数 11：30‐12：15 

  ポスター番号偶数 12：15‐13：00 
 

PA01 パターン認知にもとづいた漢字書字エラーの分析 髙橋純一 

鶴巻正子 

 

福島大学人間発達文化学類 

福島大学人間発達文化学類 

PA02 パーソナリティ特性が既学習判断 (Judgment of 

Learning: JOL)に及ぼす影響 

大友ゆき 

河地庸介 

 

東北福祉大学感性福祉研究所 

東北福祉大学総合福祉学部 

 

PA03 個人特性と観光動機の関係性 三橋勇太 

天野昌之 

 

東北大学大学院情報科学研究科 

東北大学大学院情報科学研究科 

PA04 目標志向性から意思決定性への影響 岩渕将士 

 

東北大学大学院教育学研究科 

 

PA05 性格特性が音楽の好みに及ぼす影響 村上つかさ 

髙橋純一 

 

福島大学大学院人間発達文化研究科 

福島大学人間発達文化学類 

PA06 音楽の無意図的想起とマインドワンダリング傾向の関

連性に関する検討 

 

鈴木郁生 青森公立大学 

PA07 GRIT および自尊感情と学生の GPA との関係性 佐藤手織 

 

八戸工業大学 

PA08 メールカウンセリングの特徴の検討－感情表現に着目

して－ 

 

武田佑穂 

山口 浩 

岩手大学大学院総合科学研究科 

岩手大学 

PA09 自己隠蔽傾向が SNS 上の攻撃性に与える影響 

－発言の匿名性に着目して－ 

南谷紗果 

柴田 健 

 

秋田大学大学院教育学研究科 

秋田大学大学院 

PA10 マズローによるベネディクト理論の受容について 三島斉紀 

 

神奈川大学 

PA11 生活史研究の意義と方法 辻本昌弘 東北大学大学院文学研究科 

 

PA12 援助要請スタイルによって求めるサポートはどう違う

のか：抑うつ時を想定して 

 

木村昭陽  尚絅学院大学大学院総合人間科学研究科 
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PA13 精神疾患の親和性がスティグマに与える影響について 加藤和樹 

 

尚絅学院大学総合人間科学研究科 

 

PA14 保育学生の特性－専攻別の相違に着目して－ 佐藤由香理 

大橋智樹 

 

小田原短期大学 

宮城学院女子大学 

PA15 保育実習生の笑顔表出に関わる助言について 

 

佐々木典彰 東北女子短期大学 

PA16 就職活動の活発さに対する要因の検討 

 

安保英勇 

猪股歳之 

 

東北大学教育学研究科 

東北大学キャリア支援センター 

PA17 発達障害児・者のキャリア発達支援に関する研究 

 

菅原 朋 東北大学大学院教育学研究科 

PA18 非カウンセリング専門分野でカウンセリングが必要と

される時～司法書士業務の場合～ 

 

渡部昌平 秋田県立大学 

PA19 自己抑制型行動特性と適応感との関連－他者志向性の

視点から－ 

菅原麻衣 

北島正人 

 

秋田大学大学院教育学研究科 

秋田大学教育文化学部 

PA20 発達障害の可能性がある生徒への教育的支援に関する

中学校教師の相談過程 

 

嵯峨麻美 

細越久美子 

医療法人のんびりさくらクリニック 

岩手県立大学社会福祉学部 

PA21 大学生におけるメール相談・LINE 相談への意識調査 清水緋夏子 

織田信男 

 

岩手大学大学院総合科学研究科 

岩手大学 

PA22 からかいにおける受け手の羞恥感情の生起に関する検

討－からかい内容・送り手との関係性に着目して－ 

 

小岩広平 東北大学大学院教育学研究科 
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ポスター発表Ｂ（2 日目） 
場所：学生センターA 棟 Ｇ22 教室 

日時：11 月 24 日（土）12：30‐14：00 
担当時間：ポスター番号奇数 12：30‐13：15 

  ポスター番号偶数 13：15‐14：00 
 

PB01 時空間的連続性に基づく物体属性情報の統合－反応時

間分布分析による再検討 

 

大澤東華 

大森美葉 

河地庸介 

東北福祉大学総合福祉学部 

東北福祉大学総合福祉学部 

東北福祉大学総合福祉学部 

 

PB02 おもちゃ遊びにおける制御焦点－おもちゃ遊びのパフ

ォーマンスと自己制御－ 

 

佐々木宏之 

林洋一郎 

新潟国際情報大学 

慶應義塾大学 

PB03 フォーカシング的態度が感覚モダリティ・身体部位イ

メージ形成に及ぼす影響 

 

岡田敦史 

行場次朗 

青森県立保健大学健康科学部 

東北大学大学院文学研究科 

PB04 他者の性格特性を推定する実験から見えてきたもの 

 

倉島 研 福来心理学研究所 

PB05 道徳違反と怒り：加害者および被害者の集団成員性と

違反発生場所への心理的距離の効果 

 

福野光輝 

佐藤公作 

東北学院大学教養学部 

放送大学 

PB06 出所者の居住地域と受容－集合的効力感の負の側面－ 中川知宏 近畿大学総合社会学部 

 

PB07 大学生の夢とメンタルヘルスとの関連－反復夢・印象

夢に着目して－ 

仙北屋歩実 

宮野素子 

 

秋田大学大学院教育学研究科 

秋田大学大学院 

PB08 大学生のソーシャル・サポートと相談行動との関連の

検討―サポートへの期待と実際の受容の差異に着目し

て― 

 

村田礼仲 

柴田 健 

 

秋田大学大学院 

秋田大学大学院 

PB09 東日本大震災が大学生の生活観・人生観に与えた影響

(9) －熊本地震に着目した震災観の変化の分析－ 

 

木野和代 

大橋智樹 

宮城学院女子大学 

宮城学院女子大学 

PB10 大規模災害における心理学的研究動向 －子供に焦点

を当てて－ 

渡邉久留美 

久我樹里佳 

菅原 朋 

富田悠斗 

千葉柊作 

東北大学教育学部 

東北大学大学院教育学研究科 

東北大学大学院教育学研究科 

東北大学大学院教育学研究科 

東北大学大学院教育学研究科 
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PB11 震災遺児・孤児への学習支援を通した学生の学びに関

する研究 

一條玲香 

 

加藤道代 

東北大学大学院教育学研究科震災子ど

も支援室（S-チル） 

東北大学大学院教育学研究科 

 

PB12 幼児期の夫婦ペアレンティングにおける母親から父親

への促進的調整行動 

 

加藤道代 東北大学大学院教育学研究科 

PB13 発達障害児の母親による相互サポートをめざした実践

的研究 

 

鶴巻正子 

髙橋純一 

福島大学人間発達文化学類 

福島大学人間発達文化学類 

PB14 自閉スペクトラム症児における社会的スキルとしての

ユーモア －他者の存在がユーモア認知に与える影響

に着目して－ 

 

金 千夏 秋田大学大学院教育学研究科 

PB15 短期マインドフルネス介入による養育者支援－未就学

児を持つ母親の育児デイリーハッスル低減に着目して

－ 

 

永井了平 

 

秋田大学大学院教育学研究科 

PB16 在日外国人の適応と対人態度構造の関連 山本麻友美 

早坂浩志 

岩手大学大学院総合科学研究科 

岩手大学 

 

PB17 高校の部活動における体罰経験と体罰に対する評価 

 

平田 忠 

 

仙台大学 

 

PB18 本態性高血圧に対する心理行動的介入（１）：リラクセ

ーション技法の効果に関する予備的検討 

 

佐藤俊彦 長野大学社会福祉学部 

  

PB19 思春期特発性側弯症患者に対する心理的アプローチに

関する研究 

 

氏家加南子 東北大学大学院教育学研究科 

PB20 自己特性表象の文脈分化と不安定性 

 

福島 治 新潟大学 

PB21 スクィグル法の実施過程における主観的体験プロセス

－成人の怒り感情に影響を与えた友人関係の下に行わ

れるスクィグル法に焦点を当てて－ 

 

田代仁美 

織田信男 

岩手大学大学院総合科学研究科 

岩手大学 

PB22 精神疾患簡易構造化面接時におけるヴァーチャルエー

ジェントの利点－人間の専門家との比較－ 

横谷謙次 新潟青陵大学大学院臨床心理学科 
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自主企画シンポジウム  11 月 24 日（土）14：30‐16：00 
 

企画 A 
「東日本大震災を学ぶ―当事者・実践者・研究者の視点から―」 
 

場所：学生センターA 棟 Ｇ21 教室 
 
企画・話題提供：富田悠斗（東北大学大学院教育学研究科） 

司  会：塚越友子（東北大学大学院教育学研究科） 
話題提供：関 奏子（東北大学教育学部） 
話題提供：二本松直人（東北大学大学院教育学研究科） 
指定討論：千葉柊作（東北大学大学院教育学研究科） 
 

 

 

企画 B 

「青年期における幸福な恋愛を考える―異なる立場からの検討―」 

 

場所：学生センターA 棟 Ｇ23 教室 
 

 

企画・司会・話題提供：吉谷地康平（岩手大学大学院総合科学研究科） 

話題提供：外川大希（合同会社ニューウェーブ心理士） 

話題提供：小岩広平（東北大学大学院教育学研究科） 
指定討論：萩臺美紀（東北大学大学院教育学研究科） 
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