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18-1 人文社会科学部 教授 橋本　剛
懸念的被透視感とDark　Ｔｒｉａｄが他者からの
印象評定に及ぼす影響

18-2 人文社会科学部 教授 幸田　るみ子
緩和ケアに携わる臨床心理士の悲嘆反応の
プロセス-ライフサイクルと経験年数に着目し
て-

18-3 人文社会科学部 教授 江口　昌克
東日本大震災被災地域における教育活動の
継続が教師の成長感に与える影響

18-4 人文社会科学部 教授 江口　昌克
里子のＡＤＨＤ（注意欠陥・多重性障害）様行
動に対する里親の日常的ケアと原家族への
マネジメント

18-5 人文社会科学部 准教授 山本　崇記
社会福祉資源の活用を通じた地域コミュニ
ティ活性化方策に関する研究：静岡県磐田市
における隣保館調査を通じて

18-6 教育学部 教授 村上　陽子 甘味料の嗜好に関する研究

18-7 教育学部 教授 村上　陽子 食のオノマトペに関する研究

18-8 教育学部 准教授 町　岳
小学校グループ学習における学習観と自己
省察の促進による授業実践型相互教授の効
果

18-10 教育学部 准教授 井出　智博
生い立ちに困難を抱える子どもへのキャリア・
カウンセリングの開発

18-11 教育学部 准教授 石川　慶和
精神疾患の児童生徒の復学後を見通した指
導・支援に関する研究

18-12 教育学部 講師 古見　文一
幼児期における関係性構築動機の発達的変
化

18-13 教育学部 講師 山崎　朱音
女性アスリートの健康障害の認知に関する研
究

18-14 情報学部 教授 宮崎　真
VR酔い低減手法の開発のための心理生理
学的研究

18-15 情報学部 助教 石川　翔吾
多職種連携による認知症ケアを高度化する
「見立て知」の実践的・共創システムに関する
研究

18-16 情報学部 教授 西村　雅史
高齢者見守りサービスにおける対話データ分
析に関する研究

18-17 情報学部 教授 西村　雅史
咽喉マイクを用いた乳児の母子間コミュニ
ケーション行動分析
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18-18 教職センター 講師 金子　泰之
児童期から思春期への移行期における問題
行動とそれを抑止する教師の関わりの関連

18-19 大学教育センター 講師 滑田　明暢
夫婦の相互作用と生活家事遂行の過程の理
解：個別具体的プロセスの記述に基づいた検
討

18-20 情報学部 准教授 狩野　芳伸
自然言語処理を用いた言語障害児・者の発
話の定量的評価技術の開発

18-21 情報学部 准教授 狩野　芳伸 子どもの発達に関する調査・研究

18-22 情報学部 准教授 狩野　芳伸
会話文に対する自然言語処理を用いた精神
疾患の定量的評価技術の開発：本試験

18-23 農学部 教授 森田　達也
難治性腸管炎症における免疫異常および代
謝産物の解析

18-24 人文社会科学部 教授 橋本　剛
保育士からのサポートと悩みの種類が保護
者の援助要請意図に与える影響

18-25 人文社会科学部 教授 田辺　肇
強迫傾向と見捨てられ不安は独自に再確認
傾向を規定するか

18-26 人文社会科学部 教授 田辺　肇
ACEｓによる愛着障害・情動調整不全・解離
傾向をもつ子どもに対する生態学的介入方
法の検討

18-28 情報学部 助教 遠山　紗矢香
進学校の生徒を対象としたアクティブラーニ
ングの効果およびプロセスの検証

18-29 情報学部 教授 竹内　勇剛
人間と人工物とのインタラクションに関する研
究

18-30 教育学部 教授 鎌塚　優子
全国の定時制高等学校における保健室の実
態と課題に関する研究

18-31 教育学部 准教授
Clements

Peter
英語教員を目指す学生の教育実習のナラ
ティヴ

18-32 教育学部 准教授 祝原　豊
観察的評価法による幼児の基本動作の発達
からみる実践活動の在り方に関する調査研
究

18-33 教育学部 准教授 中村美智太郎
学校におけるセクシュアルマイノリティ支援に
関する研究

18-34 教育学部 准教授 井出　智博
学校における性の多様性を巡る現状と課題
について－当事者生徒の保護者へのインタ
ビュー調査を通して－

18-35 情報学部 准教授 狩野　芳伸
SNS入力テキストに対する自然言語処理を用
いた精神疾患の特徴量抽出技術の開発：本
試験
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18-36 情報学部 准教授 森田　純哉 ライフログの収集と閲覧システムの評価実験

18-37 電子工学研究所 教授 三村　秀典
伸縮ひずみセンサでのモーションフィードバッ
クを備えた非侵襲マルチパッド電極による高
次機能的電気刺激法に関する研究

18-38 人文社会科学部 教授 田辺　肇
児童養護の現場における解離と情動制御不
全への対処性を向上するモデルの開発

18-39 教育学部 教授 柗元　新一郎
数学的モデル化過程における仮定に対する
授業分析

18-40 教育学部 教授 村上　陽子 キャリア教育に関する研究

18-41 教育学部 教授 大塚　玲
自閉症スペクトラムの男性当事者が体験する
障害　－対話による生活史の聞き取り－

18-42 教育学部 准教授 石川　慶和
精神疾患の児童生徒の復学後を見通した指
導・支援に関する研究

18-43 教育学部 准教授 石川　慶和
DV被害を受けた家庭の家族機能の立ち直り
と学校に求める支援

18-44 教職センター 講師 金子　泰之
小中一貫教育の総合的研究　‐実践と制度に
注目して‐

18-45 国際連携推進機構
特任

准教授
青山　郁子

生徒による教師の心理的特性の認知と学習
モチベーションとの関連

18-46 工学部
特任

准教授
小杉　素子

二者関係における相互信頼と監視の効果に
関する研究

18-47 教育学部 教授 鎌塚　優子
養護教諭が保健情報を発信する際の困難さ
と工夫

18-48 教育学部 准教授 矢野　潔子
幼保連携型認定こども園における子育て支
援の取り組み

18-49 情報学部 助教 遠山　紗矢香
小学校でのプログラミング教育の効果的な導
入方法の検討を通じたプログラミング教育の
効果の研究


