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ご挨拶 
 
 
関⻄⼼理学会第 132 回⼤会は同志社⼤学でお引き受けすることとなり、今出川キャンパ

スで開催するよう準備を進めて参りました。同志社⼤学での開催は 1987 年の第 99 回⼤会
以来のことですが、本来予定されていた昨年はコロナ禍の影響で開催を⾒送ることになり、
本年に延期させていただきました。結局、本年度もコロナ禍が収まるに⾄りませんでしたの
で、対⾯実施は⾒送り、web 開催とさせていただきました。⼤会を安全に開催するために何
卒ご理解を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

昨年から社会ではテレワークが急激に進み、学会も web 化が進んでいます。関⻄⼼理学
会では本⼤会が初めての web 開催となりますが、20 件を超えるご発表の申し込みをいただ
きました。従来の発表形式と異なり、お世話をさせていただく準備委員も web 上参加で、
マネージメントもコンピュータ操作によるのですが、⼤会事務局⻑の⻘⼭謙⼆郎先⽣を中
⼼に、すべてのご発表が円滑に進むように努めてまいります。 

今後、web が空間的な距離を縮め、海外とのアカデミックな交流が変容すると考えられま
す。もちろん、対⾯での交流は web に優る点があるでしょうが、web 交流も⼀定の役割を
果たすのではないでしょうか。関⻄⼼理学会は 100 回を超える⼤会を積み重ねた地域の中
⼼となる学会ですので、本来は地域の特性を活かした活動が中⼼となりますが、今後はより
広い視野も含めて交流の輪が広がることが期待されます。今回はシンポジウムにおいて、企
画代表の杉若弘⼦先⽣が web 開催のメリットを活かし、国際的な視点から、海外在住の先
⽣にもご参加をいただく企画を進めてくださいました。 

会員の先⽣⽅には、初めてのことで何かとご不便をおかけすることを⼼苦しく思います
が、何卒ご寛容のほどお願い申し上げます。このような状況下ではありますが、多くの先⽣
⽅にご参加をいただきますことを⼼よりお待ち申し上げます。 
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大会スケジュール 
 
９：００〜１１：３０ ⼝頭発表Ａ・⼝頭発表 B 
 
１１：３０〜１２：３０ 休憩・委員会 
 
１２：３０〜１４：００ シンポジウム 
「留学⽣として学び、教員として異国で働く −⼤いに語る⼤学と⼼理学−」 

 
１４：２０〜１７：１０ ⼝頭発表 C・⼝頭発表 D 
 ※⼝頭発表Ｃは１６：５０まで 
 
１７：１０〜１８：００ 総会 
 
 

⼤会の zoomの情報は、8⽉ 6⽇（⾦）に⼤会参加申込者にメールでお知らせします。 
 
 

⼤会参加には事前申込が必要です。〆切は８⽉５⽇（⽊）です。以下の参加申込フォーム
から申し込んでください。 

 
・⼤会参加申込フォーム（https://forms.gle/HmXFyX7vKaeLtuzSA） 

 
 
 

プログラム掲載の発表が取り消された場合 
セッションの最後の発表である場合を除き、その発表時間は⾃由討議あるいは
休憩などに充て、以後の発表を繰り上げません。 
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研究発表について 

 
発表形式 

研究発表はすべて口頭発表です。各⾃の発表に加えて当該セッションでの全体討論への
参加によって正式の発表とみなされます。 

主発表者が欠席した場合は「発表取消」とみなされます。連名発表の場合、大会準備委

員長の承認があれば連名発表者が発表を代行できますが、この場合は正式発表として認め

られないことがあります。発表論文集に記載されている主発表者に欠席や交代などの変更

がある場合は、大会準備委員会にご連絡ください（kansai132psychology@gmail.com）。 

発表資格 
主発表者は正会員で、本年度までの学会費を大会当日までに関西心理学会事務局(関西

学院大学文学部総合心理学科内)に納入していることが必要です。 

 

 
 

総会案内 
 
17:10〜18:00 にオンラインで開催します。⼤会に参加されている正会員の皆様は必ずご参
加ください。前回の研究奨励賞授賞式も合わせて⾏われます。  
 
総会の zoomの情報も、８⽉６⽇（⾦）に⼤会参加申込者にメールでお知らせします。 
 
 
 

委員会案内 
11:30〜12:30 にオンラインで開催します。委員の皆様は万障をお繰り合わせの上、ご参加
ください。  
 
委員会の zoomの情報は、学会事務局から別途お知らせしております。 
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関⻄⼼理学会第 132 回⼤会シンポジウム 
 

留学⽣として学び、教員として異国で働く 

−⼤いに語る⼤学と⼼理学− 
 
【企画】 
関⻄⼼理学会第 132 回⼤会準備委員会 
 
【企画責任者･進⾏】 
杉若弘⼦（同志社⼤学⼼理学部教授） 
 
【話題提供者】 
⾦ 外淑（兵庫県⽴⼤学名誉教授） 
クウィント･オオガ･ボールドウィン（早稲⽥⼤学教育学部教授） 
⽑ 新華（神⼾学院⼤学⼼理学部准教授） 
孟 憲巍（⼤阪⼤学⼤学院⼈間科学研究科助教） 
 
【指定討論者】 
豊川 輝（California State University, Associate Professor） 
 
【企画趣旨】 
 関⻄にご縁のある外国⼈研究者の⽅々をお迎えし、「⽇本で⼼理学を学び、研究し、教育
に携わるということ。後輩留学⽣達に伝えたいこと。⽇本の⼼理学界について思うこと。」
等々について話題提供いただくシンポジウムです。⾦外淑先⽣、クウィント･オオガ･ボール
ドウィン先⽣、⽑新華先⽣、孟憲巍先⽣は、いずれも留学⽣として来⽇され、博⼠の学位を
取得された後に、⽇本の⼤学で職に就かれました。それぞれのご経験をもとに、留学⽣とし
て学び、教員として働く⽇本の⼤学と⼼理学について語っていただきます。また、指定討論
は、⽶国⻄海岸より、豊川輝先⽣にご参加いただきます。豊川先⽣は、話題提供の４⽒とは
いわば逆⽅向の留学⽣として⽇本から渡⽶された後、⽶国の⼤学で教育と研究に取り組ん
でおられます。「元･留学⽣」「異国で働く研究者」という共通項をお持ちの⽅々とのディス
カッションを通して、現役の留学⽣、その教育指導に携わる⼤学教員、研究上のご関⼼をお
持ちの⽅々にとって有益な情報交換がなされることを期待しています。 

 



座長：　畑敏道

9:00〜

○ 永野茜（京都大学・日本学術振興会）

別役透#（京都大学）

上北朋子（京都橘大学）

黒島妃香（京都大学）

9:20〜

○ 八島成維（京都橘大学大学院）

坂本敏郎（京都橘大学）

9:40〜

○ 北野孝太（関西学院大学）

佐藤暢哉（関西学院大学）

10:00〜

○ 小北純次（京都大学教育学部教育科学科）

楠見孝（京都大学教育学部教育科学科）

10:20〜

○ 向野下紋香（奈良女子大学大学院）

10:40〜

―3刺激オドボール課題と事象関連脳電位を用いた研究―

○ 真田原行（日本学術振興会・関西学院大学文学部）

片山順一（関西学院大学文学部・関西学院大学応用心理科学研究センター）

11:00〜 全体討論

口頭発表A　

標的刺激検出における反応バイアスが逸脱刺激処理に及ぼす影響

デグーにおける加齢が空間認知に与える影響

批判的思考態度が心理的リアクタンスの生起に及ぼす影響

マウスの社会的記憶における前頭前皮質の役割

平原ハタネズミにおける情動伝染の測定

複数テキストの統合的理解における既有感情と読解方略の影響
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座長：　田中あゆみ

9:00〜

―性別や体罰場面・状況・内容による違い―

○ 福井義一（甲南大学）

9:20〜

○ 稲垣勉（京都外国語大学）

梅本貴豊#（京都外国語大学）

9:40〜

—学校組織風土認知を調整要因として—

○ 磯和壮太朗（名古屋芸術大学）

今井田貴裕（甲南大学）

10:00〜

○ 石川大輝（大阪大学大学院）

中道正之#（大阪大学大学院）

山田一憲（大阪大学大学院）

10:20〜

○ 髙村朋加（同志社大学大学院心理学研究科）

西川雅章#（NPO法人ヴィダ・リブレ）

本道紗季#（同志社大学心理学部）

佐藤豪（同志社大学心理学部）

10:40〜

―大学生サンプルを対象として―

○ 福良傑(帝塚山大学大学院心理科学研究科)

中地展生(帝塚山大学心理学部)

11:00〜 全体討論

口頭発表B

感覚処理感受性と色彩弁別能力の関連性についての検討

性格特性および自己効力感と不登校傾向の関連

大学生における体罰容認傾向

協同学習における動機づけ調整方略と状況的動機づけの変動

学校教員におけるコミュニケーションの得手不得手意識がSense of Coherenceを媒介して

バーンアウトに及ぼす影響

高齢化ニホンザル集団における高齢個体の社会的孤立化の検討

７



座長：　神山貴弥

14:20〜

―内容的妥当性の検討―

○ 今井田貴裕（甲南大学）

福井義一（甲南大学）

14:40〜

―受療行動に対するバリアを媒介して―

○ 坂口碧（近畿大学大学院総合文化研究科）

本岡寛子（近畿大学総合社会学部）

15:00〜

○ 冨田千景（近畿大学大学院総合文化研究科）

塩﨑麻里子#（近畿大学総合社会学部）

本岡寛子（近畿大学総合社会学部）

15:20〜

○ 水川夏菜子（帝塚山大学大学院）

森田健一（帝塚山大学）

15:40〜

―首尾一貫感覚や人生満足度を指標としたパイロット・スタディ―

○ 今井田真実（中京学院大学）

今井田貴裕（甲南大学）

福井義一（甲南大学）

16:00〜 記憶実験から見た記憶障害の実際について 

—先行研究に関する内容分析手法による結果に関する考察—

○ 杉田貴行（まるもとケアプランセンター）

16:20〜 全体討論

看護師におけるタッピングタッチのストレス緩和効果 その3

口頭発表C

自傷行為に関する質問紙の項目構成の再検討

大学生のメンタルヘルス不調時における被受容感と健康信念が被援助志向性に及ぼす影響

慢性疼痛患者における情報収集モデルの構築

落ち着く触覚刺激が神経発達障害児の衝動性抑制に及ぼす影響

８



座長：　竹原卓真

14:20〜

○ 亀井隆幸（立命館大学大学院人間科学研究科）

八木保樹（立命館大学）

14:40〜

○ 城仁士（神戸大学名誉教授）

15:00〜

―両親および保育者による他者評定間の一致に基づく測定の信頼性の検討―

○ 箕浦有希久（佛教大学教育学部臨床心理学科）

高野裕治#（人間環境大学人間環境学部心理学科）

15:20〜

○ 加藤正晴（同志社大学）

15:40〜

○ 豊田弘司（追手門学院大学）

16:00〜

―ALSCALを用いて―

○ 東山篤規（立命館大学）

野間春生（立命館大学）

16:20〜

○ 光田基郎（ノースアジア大学）

16:40〜 全体討論

口頭発表Ｄ

画面で読み聞かせた絵本の理解における誤信念理解と類推(８).

緩衝機能としての重要他者とその他の心的資源の有効性

主観年齢の性差、年代差と老いへの抵抗感

赤ちゃんの自尊感情を測る(3)

オンライン型発達研究用参加者マネジメントシステムについて

偶発記憶に及ぼす想起時系列の組合せ効果

触材を両手に挟んで擦り合わせたときに生じる触覚の次元

９



 

 

 

関⻄⼼理学会第 132 回⼤会 

準備委員会 
 
 
 
 

同志社⼤学 
 

委員⻑  内⼭伊知郎 
事務局⻑ ⻘⼭謙⼆郎 
準備委員 藤村友美 畑敏道 神⼭貴弥 

⽑利真⼸ 嶋⼤樹 杉若弘⼦  
⽵原卓真 ⽥中あゆみ 余語真夫 

（アルファベット順） 
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