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平成 6年度修士論文

：氏：博名： I ロニ：する~：につ：ヽて題 目

一発現頻度の個人差を中心に一

西岡加名恵 英国総合制中等教育における「総合化」

ーその理論的検討(1960年代～1980年代前半）一

保田 卓 日本における規範について

ーその状況依存性の歴史的考察一

廣瀬直哉 落下運動についてのメンタル・モデル

久保 恵 青年のもつ内的作業モデルと対人情報処理

小岸夏実 女子青年における境界例的心性とその二者関係にみられる

一体性・分離性の特徴について

田 中健夫 ステイグマが自尊感情に及ぽす影響について

松浦ひろみ 幼児の物語構成

一認知的要因と情緒的要因の関係について一

圃 吉知子 肯定的認知スタイルの身体への影響について妊娠悪阻に

影響を及ぽす心理的要因をめぐって～

久 野 晶 子 1 -2歳児における genderidentity形成

橋本知子 青年期における死の捉え方

本 多 利 子 不登校生徒と集団内人間関係

ー教育および心理臨床の実践を通した検討一
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平成 6年度卒業論文

氏 名 論文題目

秋 田 英康 1生きものを育てて食べることの教育的意義

～西田幾多郎「論理と生命」を手がかりに～

小西憲臣 存在信頼としての希望について

小西良美 自然と教育

矢野 潤 ボルノウの「教育的雰囲気」

一幼児期における「被包感」の意義を中心に

山 内 清 郎 シュプランガーにおける「精神」の概念

朝倉美香 康有為の教育思想ー「大同書』を中心に一

北村嘉恵 日本統治下台湾における植民地教育の一考察

-1920年代前半を中心に一

佐々木千絵 デューイの興味論

松田清美 大正期芸術教育運動における北原白秋の思想

河原紀子 10か月から13か月児にみられる「定位的調整」から

「定位活動」への発達と保育の題題

石川 直子 I1歳児半における発声行動の変化

佐々木一郎 新制高等学校における学科改編に関する考察

ー産業教育振典法制定 (1951年）前後を中心に一

冨永訓志 科学的な社会認識形成における主体性の問題

北口 雅之 ロバート・オーエンの性格形成新学院における教育実践について

秋野吉美 カテゴリー情報の提示順序が印象形成に与える影響について

有村梨佳 対人認知における気分の影響

一行動文の好感度とその印象の強さの変化を指標として一

岩田哲始 幼児におけるあいまい文の理解

大住文子 リーダーヘの評価に及ぽすリーダーの性差の影響

ーリーダーシップスタイルを指標にして一

岡田由紀子 中年期女性のこころの風景

一面接による言語報告および風景構成法を通して一

川端 牧 青年期前期のカ

～一生徒の青年期前期における心的発達課題克服を通して～

清水香流 ジェンダーの行方・性別役割と性対象選択との間

千本木友紀 対人魅力における外見の影響

一他者からの評価および自己評価との関連から一

竹内 ひとみ 1対人恐怖的心性と原因帰属様式

田 中 久美子 被服行動と自己の心理的諸側面との相互作用
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手塚真由美

等々力伸司

内藤智之

西 隆太郎

西 田 秀 子

秦 真理子

花田光彦

平．沼博将

藤田 智

藤巴正和

- t久奈穂

宮 原 道 子

室井みや

森 田 綾 子

山内 い づ み

山内加代子

山森路子

吉 本 直 子

足立正道

渡邊美紀子

渡 邊 玲 子

秋 原 誠 吾

植 田 誠 子

小澤浩一

曽和利光

多田高雄
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身体接触の主観体験と、受け手の孤独感及び愛着体験との関連について

主語のイメージ価が、文の記憶にどのような影響を与えるのか

一再認RTを用いたファン効果の測定一

空間注意の属性注意に対する優位性について

事象関連電位を用いて

「さっちゃんのまほうのて」における変容過程

晴眼児と視覚障害児（者）の物語理解•印象形成の特性についての一考察

大学生による箱庭制作の検討

ー変性意識状態親和性との関連から一

プライムの空間周波数が意味的プライミング効果に与える影響について

幼児の描画におけるカタログ期から図式期への発達的変化

ー水平・垂直の統制の発達とそれに関わる要因の検討一

インフォーマル構造について

一職場集団を対象としたソシオメトリック・リサーチ

聴覚言語障害者厚生施設訓練生の箱庭表現について

カテゴリー判断および命名におけるプライミング効果

一線画と単語の比較による検討一

課題解決時の上腕部皮膚温度の変化に関する研究

ーパーソナリティ諸特性との関連に基づいて一

事象関連電位による発話メカニズムの分析

Stroop効果の大脳半球非対称性について

夫婦の調和意識と養育態度、及び子供の両親イメージの間にみられる関係について

社会的影響場面における影響の内容・影響者の属性・影響手段の相互作用

身体意識と Self-Esteemとの関連について

痴呆老人の施設への適応について

言語連想検査における一文字反応条件の性格付け

Bulimia Nervosa考

ー一つの手記を辿って一

身体疾患患者における身体とこころについて

一臨床心理学的アプローチー

自動的意味プライミング効果の半球差を規定する要因の分析

- pnme-targetの意味的空間距離との関連一

ストレスが健康に与える影響についての一調査

一生活リズムとも関連して

青年期における自我同一性地位と家族意識

認知心理学における意識の研究について

男性同性愛者の経験する葛藤について
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深田ま ほ 羞恥心について ー自意識との関係から一

藤田丈彦 漢字の部首の機能について

吉見隆史 「イルマの夢」のテクスト分析

ーフロイト、ラカン、バルトー

橋本尚子 妊娠時心性と性役割観との関連

古玉懃子 青年期の愛着スタイルと攻繋性

白濱耕太郎 七人のカリスマ

西原成子 諸自己像の関連性と変容

石原由香 図書館の自由の考え方

一国民の知る権利との関連から一

磯田直幸 世襲ビジネスエリートの学校歴

牛島豊子 麻度大衆消費社会の心的傾向

～幻想都市・東京に向かう人々～

大井昭美 戦後日本における家族の変化と出産革命

高山育子 「大学人試制度の始まりと競争試験について」

武田典子 老人医療に関する一考

御園雅之 空手道の社会学

戸上瑞恵 旧制高等学校入試改革

一臨時教育会議における改革一

永守康宏 犯罪の社会学

～ホワイトカラーの犯罪を中心に

橋本泰至 マス・メディアと現代人

ーテレビ視聴の自律性一

雲雀裕丈 社会学への数理的接近

線形アプローチと非線形アプローチ

福田千春 活字メデイアの自主規制とはなにか

岩永英樹 現象学的社会学をめぐる問題点について

秋山みゆき 業者テスト問題と高校教育改革との関連

飯塚知香子 「公教育」の需要と供給

一個人の選好と供給の決定に関するルールー

中 澤麻衣子 大学入試制度改革における利益関係者間の調整

鶴見貴之 部活動指導における教育行政・学校経営上の問題点の考察

一吹奏楽部の活動を中心として一

山内康平 1公教育における「地域」の役割

一宗谷の事例をもとに一

宮川潤造 1普通教育としての農業教育を考える

ー公教育の「公」概念の検討を通じて一
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