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 平成 16 年度に各研究科に提出された心理学関係の修士論文および博士論文を記載した。（な

おアンダーラインは、拠点形成事業者ならびに研究協力者である。） 
 

修士論文 

文学研究科提出分 
池田尊司  二重課題法による色のワーキングメモリの検討－音韻ループと視空間スケッチパ

ッドからのアプローチ－ 
主査：苧阪直行（文・教授）  
副査：藤田和生（文・教授）、櫻井芳雄（文・教授）、板倉昭二（文・助教授）  

大神田麻子 乳児の社会的・物理的随伴性に対する感受性 
主査：板倉昭二（文・助教授）  
副査：苧阪直行（文・教授）、藤田和生（文・教授）、櫻井芳雄（文・教授）、 

遠藤利彦（教育・助教授） 
服部裕子  「思いやり」の起源－フサオマキザルにおける協力行動の実験的分析－ 

主査：藤田和生（文・教授）  
副査：苧阪直行（文・教授）、櫻井芳雄（文・教授）、板倉昭二（文・助教授）、 

田中正之（霊長・助手） 
森口佑介  社会的状況における抑制制御の発達的研究 

主査：板倉昭二（文・助教授）  
副査：苧阪直行（文・教授）、藤田和生（文・教授）、櫻井芳雄（文・教授）、 

子安増生（教育・教授） 
 

教育学研究科提出分 
小川絢子  幼児期における対象の再構成と描画の発達 －子どもは２つの異なる見えをど

のように統合するのか－ 
審査者：子安増生（教育・教授）、吉川左紀子（教育・教授）、遠藤利彦（教育・助教授） 

河崎美保  算数の一斉授業における他者間発話聞き取りの学習促進機能 －異なる解法発

表がもたらす効果－ 
審査者：子安増生（教育・教授）、楠見 孝（教育・助教授）、田中耕治（教育・教授） 

志波泰子  ３歳児の他者の信念および意図の理解についての考察 
審査者：子安増生（教育・教授）、吉川左紀子（教育・教授）、遠藤利彦（教育・助教授） 

 
田中優子  批判的思考の使用に及ぼす目標と文脈の効果 

審査者：楠見 孝（教育・助教授）、齊藤 智（教育・助教授）、高見 茂（教育・教授） 
 
毛利真介  発話に伴う身ぶりが発話理解に及ぼす影響：空間配置の伝達課題を用いて 

審査者：吉川左紀子（教育・教授）、齊藤 智（教育・助教授）、矢野智司（教育・教授） 
 
野村光江  発話内容の感情価が視線行動に及ぼす効果 

審査者：吉川左紀子（教育・教授）、楠見 孝（教育・助教授）、 
稲垣恭子（教育・助教授） 

家島明彦  青年の理想自己像に影響を与えた人物モデル －大学生が語るマンガ・アニメの

影響－ 
主査：やまだようこ（教育・教授）  
副査：遠藤利彦（教育・助教授）、溝上慎一（教育・助教授） 

石井佑可子  社会的適応における「メタ・ソーシャルスキル」の役割 -スキルを操るスキル- 
  主査：遠藤利彦（教育・助教授）  

副査：やまだようこ（教育・教授）、楠見 孝（教育・助教授） 
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黒田真由美  小学校の英語の授業における教師と子どもの関係の変容 
主査：やまだようこ（教育・教授）  
副査：遠藤利彦（教育・助教授）、齊藤直子（教育・助教授） 

浅田剛正  イメージに「添う」ことと「添えない」こと －風景イメージの表現とその模倣

をめぐる二者関係の検討  
審査者：東山紘久（教育・教授）、伊藤良子（教育・教授）、矢野智司（教育・教授） 
 

北岡征毅  面接空間の経験を記述するということ－ある事例研究のこころみ－  
審査者：桑原知子（教育・助教授）、河合俊雄（教育・教授）、鈴木昌子（教育・教授） 

 
清水亜紀子  自我体験についての一考察－体験の語りとロールシャッハ・テストとの関連を

手がかりに－  
審査者：岡田康伸（教育・教授）、藤原勝紀（教育・教授）、駒込 武（教育・助教授） 

 
謝 玲糸  自己開示における内的体験について  

審査者：河合俊雄（教育・教授）、東山紘久（教育・教授）、齋藤直子（教育・助教授） 
 
田中史子  子どもの心に生まれる物語に関する一研究  

審査者：山中康裕（教育・教授）、岡田康伸（教育・教授）、遠藤利彦（教育・助教授） 
 
野口寿一  解離的な関わり方について～ＴＡＴの変法を用いて 

審査者：河合俊雄（教育・教授）、岡田康伸（教育・教授）、楠見 孝（教育・助教授） 
 
原田 徹  表現体験における「ぴったり感」の調査的研究～砂のみによる交互箱庭制作を通

して～  
審査者：岡田康伸（教育・教授）、東山紘久（教育・教授）、江原武一（教育・教授） 

 
原田宗忠  青年期における、自己評価のゆれと自己概念との関係  

審査者：東山紘久（教育・教授）、伊藤良子（教育・教授）、高見 茂（教育・教授） 
 
矢納あかね  枠付け二枚法の中で起こること－摂食障害を持つ方の、バウムテストにおける

枠付け二枚法・自分枠体験をもとに－ 
審査者：東山紘久（教育・教授）、河合俊雄（教育・教授）、吉川左紀子（教育・教授） 

 
阿部歩未  心理臨床におけるセラピストの変容過程に関する一考察  

審査者：伊藤良子（教育・教授）、東山紘久（教育・教授）、竹内 洋（教育・教授） 
 
井上嘉孝  心理臨床におけるクライエントとセラピストの「テーマの重なり」について  

審査者：河合俊雄（教育・教授）、桑原知子（教育・助教授）、稲垣恭子（教育・助教授） 
 
森石泰生  学校教育における個性について  

審査者：桑原知子（教育・助教授）、東山紘久（教育・教授）、西岡加名恵（教育・助教授） 
 
丘山菜穂子  大学生と「家」との関係 ―帰省体験の語りと統合型 HTP 法を通して― 

主査 東山紘久（教育・教授） 
副査 岡田康伸（教育・教授）、渡邊洋子（教育・助教授）     
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人間・環境学研究科提出分 
番 浩志  遮蔽物体の補完に関わる大脳皮質低次視覚野活動の解析 －fMRI 研究― 

主査：船橋新太郎（人環・教授） 
副査：大東祥孝（人環・教授）、石原昭彦（人環・助教授） 

 
渡邉 慶  眼球運動方向の決定に関わる前頭連合野神経機構 

主査：船橋新太郎（人環・教授） 
副査：大東祥孝（人環・教授）、石原昭彦（人環・助教授） 

山中奈月 Effects of hyperbaric exposure with high oxygen concentration on blood pressure and 
skeletal muscle property in spontaneously hypertensive rats. 

主査：石原昭彦（人環・助教授） 
副査：船橋新太郎（人環・教授）、大東祥孝（人環・教授） 

山本哲也  回転及び並進の運動手掛かりによる奥行き知覚に関する fMRI 研究 
主査：大東祥孝（人環・教授） 
副査：船橋新太郎（人環・教授）、石原昭彦（人環・助教授） 

 
横山慶一  指タッピングにおける間隔および発揮力の揺らぎの解析 

主査：小田伸午（人環・助教授） 
副査：船橋新太郎（人環・教授）、田口貞善（人環・教授） 

 
稲葉大介  Spatial perception by the internal representation of arm. 

主査：松村道一（人環・教授） 
副査：船橋新太郎（人環・教授）、小田伸午（人環・助教授） 

 
羽倉信宏  Seeing and feeling my hand movements in the cerebellum: integration of vision and 

kinesthesia when humans perceive limb movements. 
主査：松村道一（人環・教授） 
副査；船橋新太郎（人環・教授）、小田伸午（人環・助教授） 
 

情報学研究科提出分 
井上朋子  視覚探索における「検出容易性」を規定する２つの要因とその相互作用 

主査：齋木 潤（情報・助教授）  
副査：角所 考（情報・助教授）、乾 敏郎（情報・教授） 

 
竹村尚大  到達把持運動の精度予測制御モデル 

主査：乾 敏郎（情報・教授） 
副査：美濃導彦（情報・教授）、齋木 潤（情報・助教授） 

 
宮辻博文  視覚的作業記憶における物体表象の保持・検索に及ぼす注意の影響 

主査：齋木 潤（情報・助教授）  
副査：奥乃 博（情報・教授）、乾 敏郎（情報・教授） 

 
山村千草  音韻系列の予測学習機構：fMRI 研究 

主査：乾 敏郎（情報・教授）  
副査：尾形哲也（情報・講師）、齋木 潤（情報・助教授） 
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博士論文 

文学研究科提出分 
課程博士 

牛谷智一  断片的視覚情報の統合過程に関する比較認知科学的研究 
主査：藤田和生（文・教授）  
副査：板倉昭二（文・助教授）、友永雅己（霊長・助教授） 

村井千寿子  霊長類の乳幼児におけるカテゴリ化能力の比較発達的研究 
主査：板倉昭二（文・助教授）  
副査：藤田和生（文・教授）、友永雅己（霊長・助教授） 

 
教育学研究科提出分 
課程博士 

佐藤 弥  知覚前情動処理により知覚を促進する心理・神経メカニズム 
審査者：吉川左紀子（教育・教授）、楠見 孝（教育・助教授）、 
齊藤 智（教育・助教授） 

松田 憲  単純接触効果を支える概念形成過程 
審査者：楠見 孝（教育・助教授）、吉川左紀子（教育・教授）、 
齊藤 智（教育・助教授） 

鶴田（三好）智子  「集団」とのかかわりからみた青年期の個別性の生成について―女

性のあり方に注目して―  
審査者：岡田康伸（教育・教授）、伊藤良子（教育・教授）、桑原知子（教育・助教授） 

牧 剛史  夢との＜かかわり＞についての臨床心理学的研究 -自と他の双方向的運動- 
審査者：河合俊雄（教育・教授）、山中康裕（教育・教授）、桑原知子（教育・助教授） 
 

安立奈歩  個人内過程および対人関係過程における攻撃性のあり方に関する研究  
審査者：岡田康伸（教育・教授）、伊藤良子（教育・教授）、山中康裕（教育・教授） 
 

論文博士 
室井みや  選択的注意と無関連情報の処理に関する研究 

審査者：吉川左紀子（教育・教授）、子安増生（教育・教授）、 
楠見 孝（教育・助教授） 

福井康之  青年期の対人恐怖  
審査者：山中康裕（教育・教授）、岡田康伸（教育・教授）、藤原勝紀（教育・教授） 

 
人間・環境学研究科提出分 
塩野谷紀聖子  母親隔離飼育を行ったラットの摂食行動及び不安反応行動解析 

主査：船橋新太郎（人環・教授） 
副査：大東祥孝（人環・教授）、石原昭彦（人環・助教授）、櫻井芳雄（文・教授）  

北田 亮  fMRI studies of the human cortical somatosensory system 
主査：松村道一（人環・教授） 
副査：船橋新太郎（人環・教授）、小田伸午（人環・助教授） 

河内山隆紀  機能的磁気共鳴画像法における体動関連成分の補正に関する研究 
主査：松村道一（人環・教授） 
副査：船橋新太郎（人環・教授）、小田伸午（人環・助教授） 

東村知子  正規の学校教育の周辺に存在する教育活動に関する研究 
主査：杉万俊夫（人環・教授） 
副査：鯨岡 峻（人環・教授）、岡田敬司（人環・教授） 

Osama Abu Zied Nogid El Nour  Development Projects Implemented by NGOs for Internally 
Displaced Persons in Sudan 
（スーダン国内避難民に対するNGOによる発展援助プロジェクトに関する研究） 

主査：杉万俊夫（人環・教授） 
副査：ベッカー・カール（人環・教授）、岡 真理（人環・助教授） 
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