
 2021年度 福祉心理学科 卒業論文審査会プログラム

順番 開始時間 主査 副査 学籍番号 氏　　　名 卒業論文課題名

1 9:00 牧田　浩一 鴨澤　あかね 1807011 星　夏鈴 家族機能が大学生の恋愛観・結婚観に及ぼす影響について

2 9:20 牧田　浩一 鴨澤　あかね 1807058 高瀬　まどか 大学生の愛着と適応感の関連について

3 9:40 鴨澤　あかね 牧田　浩一 1807032 松澤　なつね 災害時における一人暮らしの大学生の行動

4 10:00 鴨澤　あかね 牧田　浩一 1807044 大畑　智広 対人援助職が援助を通して受ける影響および変化

休憩10分　10：20～10：30

5 10:30 眞嶋　良全 中田　龍三郎 1807019 鴨崎　匠人
支払方法の違いによる消費者の購買行動の差 ―キャッシュレス決済の導入は衝動購買を促進させる
のか―

6 10:50 鴨澤　あかね 眞嶋　良全 1707011 泉　花依 ネガティブなスキーマが対象関係に与える影響

7 11:10 鴨澤　あかね 眞嶋　良全 1807040 小倉　聖矢 日本語の表記形態の違いが与える、メッセージアプリ上の印象及び感情への影響

8 11:30 眞嶋　良全 鴨澤　あかね 1807008 長谷川　健志 大学生の職業選択行動に及ぼすアイデンティティの影響

お昼休憩70分　11：50～13：00

9 13:00 田澤　安弘 西山　薫 1807047 押見　香輝 居場所の心理的機能と対人ストレスコーピングの関連

10 13:20 西山　薫 田澤　安弘 1807036 永光　杏子 自己受容および他者受容とソーシャル・スキルが主観的幸福感に与える影響

11 13:40 西山　薫 田澤　安弘 1807071 山口　紗也加 SNS依存とソーシャルメディア使用ストレッサーの関連

12 14:00 西山　薫 眞嶋　良全 1807067 和田　桃果 他者への猜疑心と反すうの関連の検討

休憩10分　14：20～14：30

13 14:30 西山　薫 牧田　浩一 1807063 堤　智祐梨
青年期における公的自意識と私的自意識の高低が化粧の目的意識及び化粧行動（スキンケア行動・メ
イクアップ行動）に及ぼす影響

14 14:50 栗林　克匡 西山　薫 1807073 山本　美月 信頼感および依存欲求が援助要請に及ぼす影響

15 15:10 栗林　克匡 田澤　安弘 1807013 井川　祥大 カミングアウトとアウティングが当事者への態度に及ぼす影響

16 15:30 栗林　克匡 田澤　安弘 1807069 山田　紗矢香 LGBTQの人々に対する態度に関する研究 ―社会的支配志向性および性差との関連－

17 15:50 田澤　安弘 栗林　克匡 1707023 松田　航太 メールにおける顔文字や絵文字の使用が対人感情に及ぼす影響

～16：10

順番 開始時間 主査 副査 学籍番号 氏　　　名 卒業論文課題名

1 9:00 栗林　克匡 中田　龍三郎 1807014 池田　結 ペット飼育経験とシャイネスが社会的スキルに及ぼす影響

2 9:20 栗林　克匡 中田　龍三郎 1807061 冨樫　花梨 シャイネスと恋愛依存が趣味活動に及ぼす影響

3 9:40 眞嶋　良全 中田　龍三郎 1707056 竹田　愛理沙 形容詞からイメージされる典型色と記憶の関連について

4 10:00 眞嶋　良全 栗林　克匡 1707030 水上　翔達 メールと LINE のエモティコン付与による対人感情に及ぼす影響の比較検討

休憩10分　10：20～10：30

5 10:30 栗林　克匡 牧田　浩一 1807010 羽田　みつき 親の養育態度及び信頼感が結婚観に与える影響

6 10:50 牧田　浩一 栗林　克匡 1707055 高嶋　祐雅 授業形態の変化が大学生の心理に与える影響について

7 11:10 佐藤　祐基 中田　龍三郎 1807026 金野　遥香 個人の否定的なうわさの伝達と伝達機能がうわさの対象者との親密度と他者意識に及ぼす影響

8 11:30 中田　龍三郎 佐藤　祐基 1807018 梶　小茉里
審美的価値観がシュルレアリスム的絵画の美的評価に与える影響 ―ヘドニックトーンと認知的美に
よる美的評価―

お昼休憩70分　11：50～13：00

9 13:00 佐藤　祐基 牧田　浩一 1807027 工藤　勘太 現在の愛着スタイルが攻撃性及び自尊感情に与える影響について

10 13:20 佐藤　祐基 牧田　浩一 1807053 須川　里菜 親の養育態度が子どもの性役割観に及ぼす影響

11 13:40 佐藤　祐基 牧田　浩一 1807070 山田　周悟 健常者の知的障害児者に対する態度の差異について－専攻や交流経験、性別、知識の差などから－

12 14:00 田澤　安弘 牧田　浩一 1807031 松本　璃沙 日本人大学生におけるプライバシー志向性と人格特性との関係

休憩10分　14：20～14：30

13 14:30 田澤　安弘 眞嶋　良全 1707027 美野　旭飛 音楽聴取と感情の変化について

14 14:50 佐藤　祐基 眞嶋　良全 1807004 馬場　絵理子 親の養育態度が子どもの自尊心と性役割観に及ぼす影響

15 15:10 佐藤　祐基 眞嶋　良全 1807005 藤井　陽菜 共感性と罪悪感が攻撃性に及ぼす影響

16 15:30 西山　薫 中田　龍三郎 1807001 安達　樹 大学生アスリートにおけるソーシャルサポートがストレス反応に与える影響

17 15:50 西山　薫 中田　龍三郎 1807017 香川　実穂 HSP(Highly Sensitive Person)と主観的幸福感および自尊感情の関連について

～16：10

【予備枠（遠隔審査枠）】
順番 開始時間 主査 副査 学籍番号 氏　　　名 卒業論文課題名

1 16:30

2 16:50

3 以下順次

2022年1月31日（月）

☆審査における注意事項☆　審査時間は２０分。発表は１０分。８分で予鈴（ベル１つ）、１０分でベル２つを鳴らし発表を打ち切る。質疑応答１０分。

A401教室

A403教室

【新型コロナウイルス感染症に関わる対応について】

新型コロナウイルス感染症に罹患または発熱やかぜ症状、もしくは濃厚接触者として自宅待機のために審査当日大学に登校できなく

なった場合、わかり次第速やかに、 教育支援課卒論担当者に連絡をしてください。（代表電話：011-891-2731）

遠隔で審査を受けることが可能な場合には、下記の予備枠で審査します。詳細はその時に指示します。
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 2021年度 福祉心理学科 卒業論文審査会プログラム

順番 開始時間 主査 副査 学籍番号 氏　　　名 卒業論文課題名

1 9:00 鴨澤　あかね 西山　薫 1607054 佐藤　文乃 親の養育態度との関連からみた自尊感情と生き方

2 9:20 鴨澤　あかね 西山　薫 1807016 岩城　秀 大学進学による環境及び生活の変化を巡る体験

3 9:40 西山　薫 鴨澤　あかね 1807023 木下　樹里奈 認知行動療法的介入がもたらす再犯防止プログラムの効果と有用性の検討

4 10:00 西山　薫 鴨澤　あかね 1807078 大平　理佳 学業ストレッサーおよびレジリエンスが学習意欲に与える影響

休憩10分　10：20～10：30

5 10:30 鴨澤　あかね 中田　龍三郎 1807079 鷹見　奈保 大学生の感謝が主観的幸福感と抑うつ感に及ぼす影響

6 10:50 中田　龍三郎 鴨澤　あかね 1807052 白尾　太一 ふれ合い恐怖的心性と親子間の心理的距離との関連

7 11:10 田澤　安弘 中田　龍三郎 1807030 松川　太哉 大学生における睡眠生活習慣と精神的健康との関連について

8 11:30 佐藤　祐基 田澤　安弘 1807015 伊藤　愛里 家庭機能とレジリエンスおよび社会的スキルの関連性について

お昼休憩70分　11：50～13：00

9 13:00 栗林　克匡 眞嶋　良全 1807021 管野　萌衣 時間的展望と誠実性がセルフ・ハンディキャッピングに及ぼす影響

10 13:20 栗林　克匡 眞嶋　良全 1807037 中村　真優 被害予期と謝罪の有無が許しに与える影響

11 13:40 中田　龍三郎 眞嶋　良全 1807022 菊池　未来
オンライン学習における利用機器の違いが内容理解と感性的判断に与える影響 ―文章コンテンツと
動画コンテンツとの比較―

12 14:00 中田　龍三郎 眞嶋　良全 1807054 鈴木　健太 映像による感情価の操作がギャンブル課題に対するリスク選択に与える影響の検討

休憩10分　14：20～14：30

13 14:30 中田　龍三郎 眞嶋　良全 1807064 内野　友浩 SNSにおける不快なリプライの分類 ―怒り感情に着目して―

14 14:50 牧田　浩一 眞嶋　良全 1807012 細木　開斗 SNSの利用における自己表出と自己評価の関係について

15 15:10 眞嶋　良全 牧田　浩一 1807051 佐藤　有香 出生順位による性格ステレオタイプの有無の検討

16 15:30 牧田　浩一 田澤　安弘 1707009 田中　麻奈 母親の子育てと賃労働のバランスに関する臨床心理学的研究

17 15:50 牧田　浩一 田澤　安弘 1807057 高森　俊 大学生の運動習慣と自己肯定感の関連について

～16：10

順番 開始時間 主査 副査 学籍番号 氏　　　名 卒業論文課題名

1 9:00 佐藤　祐基 栗林　克匡 1807042 岡崎　陽多 青年期の友人関係が主観的幸福感と社会的スキルに及ぼす影響

2 9:20 佐藤　祐基 栗林　克匡 1807060 竹達　愛紗 ほめられた経験と学習の動機づけ及び自尊感情の関連について

3 9:40 栗林　克匡 佐藤　祐基 1807059 竹村　亜梨紗 コロナ禍前後の対人関係がシャイネスと社会的スキルに及ぼす影響

4 10:00 中田　龍三郎 栗林　克匡 1807066 浦木　あかり 幼少期の両親からの身体接触量と大学生のレジリエンスとの関連

休憩10分　10：20～10：30

5 10:30 佐藤　祐基 西山　薫 1807055 高木　彩名 青年期の親子関係と過去の養育態度が子どもの自尊感情に及ぼす影響

6 10:50 西山　薫 佐藤　祐基 1807033 三宅　愛子 社会的比較志向性と特性的自己効力感および対人不安傾向の関連

7 11:10 西山　薫 栗林　克匡 1807025 小名　泰生
ソーシャルスキルのもつ階層性と孤独感との関連 ―大学生におけるソーシャルスキルの願望レベル
と達成レベルの齟齬に着目して―

8 11:30 西山　薫 栗林　克匡 1807034 宮崎　愛純花 青年期における恋愛依存傾向が失恋コーピング及び精神的健康に与える影響

お昼休憩70分　11：50～13：00

9 13:00 中田　龍三郎 牧田　浩一 1807029 松田　知優 創作経験による創作ジャンルを超えた鑑賞過程への影響

10 13:20 牧田　浩一 中田　龍三郎 1807039 西村　安海 コロナ禍における大学生のコラージュ作品

11 13:40 栗林　克匡 鴨澤　あかね 1807007 船場　いちこ シャイネスが対面授業・非対面授業時の受講態度に及ぼす影響

12 14:00 鴨澤　あかね 田澤　安弘 1807072 山川　ちひろ 「反面教師」の捉え方と負の理想自己に与える影響との関連について

休憩10分　14：20～14：30

13 14:30 佐藤　祐基 田澤　安弘 1807049 向村　優 自尊感情と主観的幸福感が死生観に与える影響について

14 14:50 佐藤　祐基 田澤　安弘 1807062 豊田　真奈美 自尊感情が被服行動及び幸福感に与える影響

15 15:10 鴨澤　あかね 佐藤　祐基 1807074 山内　千佳 コロナ禍における就職活動

16 15:30 佐藤　祐基 鴨澤　あかね 1807009 橋立　奈千加 スマートフォン依存、抑うつ及び友人関係の関連

17 15:50 眞嶋　良全 佐藤　祐基 1707072 後藤　桃奈 過敏型自己愛および自尊心の程度によるSNSの利用の違い

～16：10

【予備枠（遠隔審査枠）】
順番 開始時間 主査 副査 学籍番号 氏　　　名 卒業論文課題名

1 16:30

2 16:50

3 以下順次

☆審査における注意事項☆　審査時間は２０分。発表は１０分。８分で予鈴（ベル１つ）、１０分でベル２つを鳴らし発表を打ち切る。質疑応答１０分。

A401教室

A403教室

2022年2月1日（火）

【新型コロナウイルス感染症に関わる対応について】

新型コロナウイルス感染症に罹患または発熱やかぜ症状、もしくは濃厚接触者として自宅待機のために審査当日大学に登校できなく

なった場合、わかり次第速やかに、 教育支援課卒論担当者に連絡をしてください。（代表電話：011-891-2731）

遠隔で審査を受けることが可能な場合には、下記の予備枠で審査します。詳細はその時に指示します。
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