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大会会場への交通のご案内
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キャンパス配置図
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会場平面図

受付 共通教育棟 A 棟 1 階 エントランス

クローク 共通教育棟 A 棟 1 階 ラーニング・コモンズ

総会会場 共通教育棟 C 棟 2 階 C21 番教室

特別講演 共通教育棟 C 棟 1 階 C11 番教室

口頭発表・ワークショップ会場 共通教育棟 A 棟 3 階 A31、A32、A34 番教室

ポスター発表会場 共通教育棟 A 棟 2 階 A22 番教室

大会本部 共通教育棟 A 棟 2 階 A23 番教室

休憩・展示 共通教育棟 A 棟 2 階・3 階 A21、A33 番教室

懇親会会場 Q’z CAFE オーバード・ホール
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懇親会のご案内

懇親会を下記の要領で開催いたします。当日の申し込みも受け付けますが、定員がご

ざいますのでお早めに受付にてお申し込み下さい。

 日　時

10 月 19 日（大会 1 日目）　18 時 45 分 ～ 20 時 45 分

 会　場

富山市牛島町 9-28　オーバード・ホール 2F　Q’z CAFE オーバード・ホール

 大会会場からの移動

大会会場からは市内電車またはバ

スで富山駅までご移動いただき、

富山駅南北通路にて富山駅北口に

お越しください。富山駅北口より

徒歩約 2 分です。

※ 大会会場（富山大学五福キャン

パス）からシャトルバスは用意

しておりませんので、各自でご

移動願います。

 懇親会費（当日）

一般　　　　　　6,000 円

院生・学部学生　4,000 円

大会前日の各種委員会のご案内

大会前日（10 月 18 日）に以下の委員会が開催されます。それぞれの会議の開始時刻

よりも早めにお越しになった場合、当該の教室（前頁の会場平面図をご参照ください）

でお待ちいただくことが可能です。

13:00 ～ 15:00 常任理事会・常任編集委員会 共通教育棟 A 棟 2 階　A23 番教室

15:30 ～ 18:00 理事会・編集委員会 共通教育棟 A 棟 3 階　A33 番教室

18:00 ～ 19:30 優秀論文賞選定委員会 共通教育棟 A 棟 3 階　A33 番教室
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大会参加者へのご案内

 受　付

大会 1 日目（10 月 19 日）、2 日目（10 月 20 日）ともに 9 時 15 分より富山大学五福キャ

ンパス共通教育棟 A 棟エントランスにて受付を行います。大会期間中、会場内では受

付でお渡しする参加証（名札）を必ず付けてください。

 諸費用

大会参加費（当日）　　正会員・非会員  6,000 円

論文集代金（当日）　　一冊につき  6,000 円

懇 親 会 費（当日）　　一般   6,000 円

   大学院生・学部学生 4,000 円

 クローク

共通教育棟 A 棟 1 階ラーニング・コモンズにクロークを設けます。お預かりは、1 日目

は 9 時 15 分から 18 時まで、2 日目は 9 時 15 分から 16 時までとさせていただきます。

 総　会

大会 1 日目に 11 時 45 分から 13 時 15 分まで、共通教育棟 C 棟 2 階 C21 番教室で開催い

たします。

 昼　食

大会 1 日目は総会会場にてお弁当をご用意いたします。

 懇親会

大会 1 日目 18 時 45 分より、富山市牛島町 9-28　オーバード・ホール 2F　Q’z CAFE オー

バード・ホールにて開催いたします。

 休憩・展示

休憩室は共通教育棟 A 棟 2 階 A21 番教室、3 階 A33 番教室、展示スペースは共通教育

棟 A 棟 2 階 A21 番教室となっております。

なお、建物内は禁煙です。屋外の喫煙スペース（事務局本部前緑地の駐車場側）をご利

用ください。

 大会本部

大会本部は共通教育棟 A 棟 2 階 A23 番教室です。当日、係員はスタッフ用の名札を付け

ています。

 会場内の設備

共通教育棟内で、無線 LAN アクセスポイントを利用した外来者向け情報ネットワーク

システムを利用していただけるようにする予定です。利用方法は当日お知らせいたしま

す。
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研究発表者へのご案内

 口頭発表

ロングスピーチ

発表時間は 30 分です。発表後、座長の司会のもとで 10 分の質疑・討論を行います。開始 25 分

に 1 鈴、30 分後に 2 鈴、40 分後に 3 鈴です。

ショートスピーチ・English Session
発表時間は 12 分です。発表後、座長の司会のもとで 3 分の質疑・討論を行います。開始 10 分に

1 鈴、12 分後に 2 鈴、15 分後に 3 鈴です。全ての発表が終了した後、引き続いて座長の司会のも

とで 30 分の全体討議を行います。

発表用機材・配布資料

各会場にパソコン（Windows10、Office）とプロジェクターが設置されています。セッション前に

各自でスライドのファイルをパソコンにコピーして動作確認を行い、セッション後にデータを削

除してください。データは USB メモリーでご持参ください。持ち込みのパソコンをご利用され

たい場合は、事前に会場係までご相談ください。資料の配布を希望される場合、あらかじめ不足

のないよう十分な部数をご用意の上、セッション開始前に各発表会場の会場係にお渡しください。

レーザーポインターは用意しておりませんので、ご利用の場合は各自持参してください。

 ポスター発表

発表者はセッション開始 10 分前までにポスター会場にお越しいただき、発表会場の指定された

ボードにポスターを掲示してください。発表番号が奇数の方は前半 1 時間、偶数の方は後半 1 時

間が在席責任時間です。この間は必ずポスター前に在席してください。

掲示スペースは、発表 1 件につき幅 90 センチ 高さ 120 センチです（ボード部分）。ボードの最上

段に「題目・氏名・所属」を明示してください。画鋲は会場に用意されています。発表中にパソ

コン機材等をご利用の場合、事前に大会準備委員会までご相談ください。

 発表成立要件

研究発表は、論文集に論文を掲載するとともに、口頭発表は発表と討論への参加、ポスター発表

は在席時間を満たすことによって正式発表とみなされます。

 発表の取り消し

口頭発表者あるいはポスター発表者が欠席した場合には、発表取り消しとみなされます。発表者

が欠席する場合はお早めに大会準備委員会までご連絡ください。連名発表者がいる場合には、事

前に大会準備委員会の許諾が得られれば連名発表者に限り代理発表を行うことができます。

 優秀学会発表賞

大会における発表の中から優れたものを選考し、発表部門ごとに優秀学会発表賞を授与していま

す。対象者は、大学院在学中の方または大学院修了（退学）後 5 年以内の方です。
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大会タイムスケジュール





プログラム 日本グループ・ダイナミックス学会
第 66回大会

ワークショップ　		 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ (	10	)

特別講演　‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ (	9	)

コラボ・リクエスト企画　‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ (	11	)

ポスター	 	 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ (	18	)

ロングスピーチ　		 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ (	12	)

ショートスピーチ		 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ (	13	)

English	Session	 	 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ (	17	)

大会準備委員会　企画シンポジウム　‥‥‥‥‥‥‥ (	9	)
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第2日目　10月20日　10:00~11:00 C11番教室

特別講演

GD 学会のむかし・いま・これから ·································································· 1

講　演　者 （公財）国際高等研究所フェロー，京都大学名誉教授 木下　冨雄

司　　　会 広島大学 相馬　敏彦

第1日目　10月19日　13:15~15:15 C21番教室

大会準備委員会　企画シンポジウム

“ネット民”という集団のダイナミックスを探る ··················································· 2

企　画　者 日本グループ・ダイナミックス学会第 66 回大会準備委員会

話題提供者 神奈川大学  高　史明

話題提供者 名古屋大学  笹原　和俊

話題提供者 大阪大学  寺口　司

指定討論者 大阪大学  三浦　麻子

指定討論者 東京大学  村本　由紀子

司　　　会 東洋大学  尾崎　由佳
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第1日目　10月19日　15:45~17:45 A31番教室

ワークショップ 1　

WS-1　15:45~17:45
データ活用による住民のためのまちづくりにおける社会心理学の貢献を探る ················· 3

企画者・司会者 東京大学人文社会系研究科 ○唐沢　かおり

話題提供者 日立製作所・日立東大ラボ 　田井　光春

話題提供者 日立製作所・東京社会イノベーション協創センタ 　柴田　吉隆

話題提供者 日立製作所・日立京大ラボ 　大輪　美沙

指定討論者 東京大学総合文化研究科 　鈴木　貴之

指定討論者 九州大学人間環境学研究院 　池田　浩

第2日目　10月20日　13:30~15:30 A31番教室

ワークショップ 2　

WS-2　13:30~15:30
ポスト活動理論のパフォーマンス　越境する地域コミュニティと学習する医療の交歓 ······ 4

企画者・話題提供者 立命館大学 ○山口　洋典

企画者・話題提供者 大阪市立大学 　山口（中上）　悦子

指定討論者 青山学院大学 　香川　秀太
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第1日目　10月19日　15:45~17:45 A22番教室

コラボ・リクエスト企画　

P1-20　15:45~17:45
緊急時対応チームのパフォーマンス評価指標の検討 ··············································· 5

株式会社原子力安全システム研究所　ヒューマンファクター研究センター

   ○彦野　賢

P1-21　15:45~17:45
カルト被害の防止と回復を目指す調査・研究コラボレーションの可能性 ······················ 6

日本脱カルト協会  ○太刀掛　俊之

P1-22　15:45~17:45
選挙ごとに低下する投票率について ·································································· 7

金沢市議会議員  ○熊野　盛夫
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第1日目　10月19日　15:45~17:45 A34番教室

ロングスピーチ 1　災害・支援
座長　　宮本　匠

L1-1　15:45~16:25
災害復興後の「次の社会」に向けたアソシエーションの可能性　 
―2013 年フィリピン台風ヨランダでの住民組織（PO）の事例― ······························· 8

兵庫県立大学大学院減災復興政策研究科 ○立部　知保里

兵庫県立大学大学院減災復興政策研究科 　宮本　匠

L1-2　16:25~17:05
西原村災害ボランティアセンターから西原村 reborn ネットワークへ　 
―中間層による中間支援組織の形成― ······························································· 12

兵庫県立大学減災復興政策研究科 ○頼政　良太

兵庫県立大学減災復興政策研究科 　宮本　匠

L1-3　17:05~17:45
ニーズマッチング支援論からすれちがい支援論へ ·················································· 16

大阪大学大学院人間科学研究科  ○宮前　良平

第2日目　10月20日　13:30~14:10 A34番教室

ロングスピーチ 2　態度
座長　　西道　実

L2-1　13:30~14:10
「障がい観」の可視化とその変化を促す手立てに関する検討 ····································· 20

安田女子大学大学院  ○前田　楓

安田女子大学大学院  　橋本　博文

高知大学   　佐藤　剛介
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第1日目　10月19日　10:00~11:30 A32番教室

ショートスピーチ 1　信念・喪失
座長　　松本　良恵・柳澤　邦昭

S1-1　10:00~10:15
自己及び配偶者の死に関する思考の脳情報デコーディング ······································· 24

京都大学   ○柳澤　邦昭

京都大学   　中井　隆介

京都大学   　浅野　孝平

近畿大学   　杉浦　仁美

ラ・トローブ大学  　嘉志摩　江身子

京都大学   　阿部　修士

S1-2　10:15~10:30
集合的否認とシニシズム ················································································ 26

兵庫県立大学大学院減災復興政策研究科 ○宮本　匠

S1-3　10:30~10:45
ペットとの被災経験をめぐる語りに関する予備的考察　 
―平成 28 年熊本地震被災地の事例より― ··························································· 28

九州保健福祉大学社会福祉学部  ○加藤　謙介

S1-4　10:45~11:00
陰謀理論信奉者の心理傾向 ············································································· 30

一橋大学，玉川大学  ○松本　良恵

メルボルン大学  　李　楊

カリフォルニア大学 サンタバーバラ校 　新井　さくら

青山学院大学   　清成　透子

一橋大学   　山岸　俊男

第1日目　10月19日　15:45~17:30 A32番教室

ショートスピーチ 2　感情・対人関係
座長　　西村　太志・相馬　敏彦

S2-1　15:45~16:00
感情が強く喚起されるとき，人工知能は信頼されないのか ······································· 32

同志社大学大学院心理学研究科  ○横井　良典

同志社大学心理学部  　中谷内　一也
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S2-2　16:00~16:15
自動運転による事故とメーカーへの責任帰属 ······················································· 34

東京大学，日本学術振興会  ○谷辺　哲史

東京大学   　唐沢　かおり

S2-3　16:15~16:30
出会いの場に立ち続けるための原因帰属　 
―婚活登録モニターを対象とした研究（1）― ························································ 36

広島大学   ○相馬　敏彦

広島国際大学   　西村　太志

追手門学院大学  　金政　祐司

明治学院大学   　鬼頭　美江

帝塚山大学   　谷口　淳一

玉川大学   　山田　順子

S2-4　16:30~16:45
結婚を考えているが婚活イベント未参加者の参加意欲に影響を与える要因の検討　 
―婚活登録モニターを対象とした研究（2）― ························································ 38

広島国際大学   ○西村　太志

広島大学   　相馬　敏彦

追手門学院大学  　金政　祐司

明治学院大学   　鬼頭　美江

帝塚山大学   　谷口　淳一

玉川大学   　山田　順子

S2-5　16:45~17:00
わからないから知りたくなる　 
相手からの好意の不確実性が促す異性との積極的相互作用 ······································· 40

広島大学   ○李　韻涵

広島大学   　相馬　敏彦

広島国際大学   　西村　太志

追手門学院大学  　金政　祐司

明治学院大学   　鬼頭　美江

帝塚山大学   　谷口　淳一

玉川大学   　山田　順子
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第2日目　10月20日　11:15~12:30 A32番教室

ショートスピーチ 3　相互作用
座長　　大門　大朗・杉浦　淳吉

S3-1　11:15~11:30
「負債」を通した新たな災害ボランティア論の構築 ················································ 42

京都大学防災研究所，日本学術振興会 ○大門　大朗

大阪大学大学院人間科学研究科  　渥美　公秀

S3-2　11:30~11:45
グループ・ディスカッションによる学習効果の検討： 
議論関連能力の尺度整理と効果測定 ·································································· 44

福岡女学院大学  ○藤村　まこと

九州大学   　大賀　哲

S3-3　11:45~12:00
説得納得ゲームにおける説得内容の国際比較 ······················································· 46

慶應義塾大学   ○杉浦　淳吉

奈良女子大学   　安藤　香織

北海道大学   　大沼　進

Martin-Luther-University Halle-Wittenberg 　Hübner Gundula

香港科技大学   　Kim-Pong Tam

大阪市立大学   　安達　菜穂子

第2日目　10月20日　13:30~15:30 A32番教室

ショートスピーチ 4　組織・集団
座長　　大坪　庸介・山口　裕幸

S4-1　13:30~13:45
組織の「未来」の文脈を変える　―「未来」の既定化による改革― ····························· 48

京都大学大学院人間・環境学研究科，清田クリニック  ○清田　敦彦

京都大学大学院人間・環境学研究科 　永田　素彦
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S4-2　13:45~14:00
組織におけるチーム・ダイアログ活性化活動が成員のプロアクティビティ育成に 
もたらす効果　 ··························································································· 50

九州大学大学院人間環境学研究院 ○山口　裕幸

福岡大学人文学部  　縄田　健悟

九州大学大学院人間環境学研究院 　池田　浩

九州大学大学院人間環境学研究院 　青島　未佳

S4-3　14:00~14:15
ワークモチベーションを向上させる上司の働きかけ：自己決定理論の観点からの検討 ······ 52

西南学院大学   ○有吉　美恵

九州大学   　池田　浩

福岡大学   　縄田　健悟

九州大学   　山口　裕幸

S4-4　14:15~14:30
サーバント・リーダーは開発可能か？　 
研修を通したサーバント・リーダーシップ開発に関する介入研究 ······························· 54

九州大学   ○池田　浩

西南学院大学   　有吉　美恵

福岡大学   　縄田　健悟

九州大学   　山口　裕幸

S4-5　14:30~14:45
集団を越えた協力に対する普遍的な罰制度の効果の検討 ·········································· 56

北海道大学   ○舘石　和香葉

北海道大学，北海道大学社会科学実験研究センター 　高橋　伸幸

S4-6　14:45~15:00
国際的融和イニシアティブとコミットメント ······················································· 58

神戸大学   ○大坪　庸介

関西学院大学   　稲増　一憲

北海道大学   　小浜　祥子

高知工科大学   　三船　恒裕

早稲田大学   　多湖　淳



（ 17 ）

第1日目　10月19日　10:00~11:30 A31番教室

English Session 1　
座長　　日比野　愛子・荻原　祐二

E1-1　10:00~10:15
From ethnography to action: Games about regional farming ······························· 60

Hirosaki University  ○Hibino Aiko

Hirosaki University  　Soga Toru

Hirosaki University  　Komura Kentaro

E1-2　10:15~10:30
The parent-child similarity for the Shift-and-Persist strategy: An examination using  
the actor-partner interdependence model (APIM) with parent-child paired data ······· 62

Graduate School of Education, Hiroshima University ○Lee Sumin

Graduate School of Education, Hiroshima University 　Nakashima Ken'ichiro

E1-3　10:30~10:45
Unique names are increasing in Japan:  
An analysis of baby names in municipality newsletters over 40 years ··················· 64

Tokyo University of Science  ○Ogihara Yuji

Kyoto University，Japan Society for the Promotion of Science 　Ito Atsuki

E1-4　10:45~11:00
“You will never know unless you try hard”: When entity theorists value effort ·········· 66

University of Tokyo, Graduate School of Humanities and Sociology ○Suzuki Keita

University of Tokyo, Graduate School of Humanities and Sociology 　Muramoto Yukiko

第2日目　10月20日　11:15~12:15 A31番教室

English Session 2　
座長　　橋本　博文・伊藤　健彦

E2-1　11:15~11:30
Low level of general trust among young Japanese is associated with their  
expectations about second chances ······························································ 68

Yasuda Women’s University  ○Hashimoto Hirofumi

E2-2　11:30~11:45
The Effect of General Trust on Communication in English ·································· 70

Toyo University   ○Ito Takehiko
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第1日目　10月19日　15:45~17:45 A22番教室

ポスター 1　

P1-01　15:45~17:45
討議場面の閲覧による態度変容と説得力評価の関連　 
―ベイズ統計を用いた探索的検討― ·································································· 72

早稲田大学文学研究科  ○松木　祐馬

P1-02　15:45~17:45
説得のためのコミュニケーション・スキルの開発（2）　 
―説得納得ゲームでの成功・失敗後の感情とその後の対人関係― ······························· 74

摂南大学経営学部  ○牧野　幸志

P1-03　15:45~17:45
他者からの「日常生活における他者操作方略」が女子大学生の承諾におよぼす影響　 
―地位関係と性別を要因とする実験的検討― ······················································· 76

昭和女子大学大学院生活機構研究科 ○木川　智美

昭和女子大学大学院  　今城　周造

P1-04　15:45~17:45
スマートフォン依存に関連する要因（1）　 
―日常生活に対する主観的評価と公的自己意識に着目して― ···································· 78

中部大学現代教育学部  ○三島　浩路

愛知教育大学教育学部  　黒川　雅幸

株式会社 KDDI 総合研究所  　小西　達也

株式会社 KDDI 総合研究所  　永田　雅俊

株式会社 KDDI 総合研究所  　本庄　勝

株式会社 KDDI 総合研究所  　米山　暁夫

P1-05　15:45~17:45
スマートフォンの長時間利用に関する要因の検討 ·················································· 80

愛知教育大学教育学部  ○黒川　雅幸

中部大学現代教育学部  　三島　浩路

株式会社 KDDI 総合研究所  　小西　達也

株式会社 KDDI 総合研究所  　永田　雅俊

株式会社 KDDI 総合研究所  　本庄　勝

株式会社 KDDI 総合研究所  　米山　暁夫
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P1-06　15:45~17:45
顔文字の感情伝達促進効果：文章内容の日常性に着目して ······································· 82

甲南女子大学人間科学部  ○垂澤　由美子

P1-07　15:45~17:45
自己卑下および他者賞賛における相互性の期待 ···················································· 84

東洋大学   ○北村　英哉

山梨大学   　尾見　康博

P1-08　15:45~17:45
シャイネスと身体像の認知との関連に関する研究 ·················································· 86

北星学園大学社会福祉学部  ○栗林　克匡

P1-09　15:45~17:45
学生アルバイトの不満要因が会社への評価に与える影響 ·········································· 88

福岡工業大学短期大学部  ○吉原　克枝

P1-10　15:45~17:45
首都圏大学生の防災対策有効性認知　 
地域への愛着および大地震への不安・懸念要因による影響の検討 ······························· 90

昭和女子大学人間社会学部  ○清水　裕

P1-11　15:45~17:45
平成 30 年 7 月豪雨災害における避難行動の規定因の研究 ······································· 92

広島大学大学院総合科学研究科  ○坂田　桐子

広島大学大学院総合科学研究科  　小宮　あすか

広島大学大学院総合科学研究科  　有賀　敦紀

P1-12　15:45~17:45
援助要請意図と相談利便性に対する態度の関連の予備的検討 ···································· 94

静岡大学人文社会科学部  ○橋本　剛

P1-13　15:45~17:45
ポジティブなメタステレオタイプが援助判断に及ぼす影響： 
ステレオタイプ内容モデルに基づいた検討 ·························································· 96

高崎経済大学地域政策学部  ○田戸岡　好香

淑徳大学総合福祉学部  　小森　めぐみ
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P1-14　15:45~17:45
刑法イメージと刑事司法に対する態度の関連 ······················································· 98

東京大学大学院政治法学研究科  ○向井　智哉

P1-15　15:45~17:45
遅延割引と時間割引の関連性の検討　―「運資源ビリーフ」と時間展望の観点から― ······· 100

神戸山手大学現代社会学部  ○村上　幸史

P1-16　15:45~17:45
小・中学生における顕在的・潜在的自尊感情と抑うつの関連 ···································· 102

鹿児島大学学術研究院法文教育領域教育学系 ○稲垣　勉

北海道大学大学大学院教育学院  　侯　玥江

常葉大学教育学部  　太田　正義

北海道大学大学院教育学研究院  　加藤　弘通

P1-17　15:45~17:45
過剰適応の規定因を探る：ランダムフォレスト法による検討 ···································· 104

広島大学大学院教育学研究科，日本学術振興会特別研究員 DC2 ○阿部　夏希

広島大学大学院教育学研究科  　中島　健一郎

P1-18　15:45~17:45
中学生用感覚感受性尺度（SSSI）の因子構造の再検討　 
Highly sensitive person は他者の変化にどう反応するか ········································ 106

日本学術振興会  ○清水　陽香

広島大学   　高橋　知里

長崎女子短期大学  　福井　謙一郎

広島大学   　中島　健一郎

P1-19　15:45~17:45
他者の努力の物語は固定的知能観を持つ人の困難な課題への学習意欲を高めるか············ 108

東京女子大学現代教養学部  ○工藤　恵理子

東京女子大学現代教養学部  　奥田　マナ

東京女子大学現代教養学部  　高橋　里穂
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第2日目　10月20日　13:30~15:30 A22番教室

ポスター 2　

P2-01　13:30~15:30
接近的／回避的欲望のセルフコントロール葛藤： 
日常生活における経験頻度と規定因の検討 ·························································· 110

東洋大学   ○尾崎　由佳

滋賀県立大学   　後藤　崇志

東洋大学   　倉矢　匠

京都大学   　金子　迪大

東洋大学   　沓澤　岳

P2-02　13:30~15:30
自由意志信念とその関連信念が自己コントロールに与える影響 ································· 112

東京大学大学院人文社会系研究科 ○苫米地　飛

東京大学大学院人文社会系研究科 　唐沢　かおり

P2-03　13:30~15:30
道徳ジレンマ判断に行為者性と自己制御が与える影響：　 
マウストラッキングによる意思決定過程の検討 ···················································· 114

東京大学大学院人文社会系研究科 ○橋本　剛明

東京大学大学院人文社会系研究科 　唐沢　かおり

P2-04　13:30~15:30
日本語版 MTS-7 および MI の作成 ··································································· 116

日本女子大学   ○石黒　格

P2-05　13:30~15:30
健康診断・人間ドックにおける再検査受診を促進する要因について ···························· 118

学習院大学人文科学研究所  ○川角　公乃

P2-06　13:30~15:30
経済不況が学業に対する価値づけに及ぼす影響　生活史理論の観点から ······················ 120

明治大学   ○樋口　収

P2-07　13:30~15:30
経済状況が配偶戦略に及ぼす影響　―生活史理論の観点から― ································· 122

東洋大学   ○新井田　恵美

明治大学   　樋口　収



（ 22 ）

P2-08　13:30~15:30
いかなる場合に規範逸脱の発覚可能性は高く見積もられるか： 
集団サイズと社会の流動性に注目して ······························································· 124

東京大学   ○岩谷　舟真

東京大学   　長谷川　明紀

東京大学   　村本　由紀子

東京大学   　正木　郁太郎

株式会社リクルートマネジメントソリューションズ 　今城　志保

P2-09　13:30~15:30
集団アイデンティティと世代継承性が集団規範継承動機に及ぼす影響　 
大学生の部活動・サークル集団を対象とした検討 ·················································· 126

岡山大学大学院社会文化科学研究科 ○尾関　美喜

P2-10　13:30~15:30
所属階層への脱同一視及び非同一視と外国人受入策への態度　 
―変革可能性信念との関連― ·········································································· 128

大阪市立大学文学研究科  ○池上　知子

大阪市立大学   　大澤　裕美佳

P2-11　13:30~15:30
集団脅威、認知負荷、および愛国心が排他的態度に及ぼす影響 ································· 130

千葉大学人文科学研究院  ○礒部　智加衣

日本アイ・ビー・エム・サービス株式会社 　武藏　諒祐

P2-12　13:30~15:30
東アジアの国際的集団間関係の変化に関する認知　 
大学生を対象とした不完全ネットワーク型バランスモデルによる階層ベイズ分析············ 132

関西大学社会学部  ○水谷　聡秀

関西大学社会学部  　雨宮　俊彦

P2-13　13:30~15:30
学校組織における分散型リーダーシップの効用（1）　 
―教員の多忙感に及ぼす緩衝効果の検討― ·························································· 134

就実短期大学   ○鎌田　雅史

岡山大学   　三沢　良
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P2-14　13:30~15:30
学校組織における分散型リーダーシップの効用（2）　 
労働時間とストレス反応の関係における緩衝効果 ·················································· 136

岡山大学   ○三沢　良

就実短期大学   　鎌田　雅史

P2-15　13:30~15:30
授業における児童の規範逸脱行動への教員による対応の効果　 
教員の規範逸脱行動に対する態度に着目して ······················································· 138

奈良教育大学   ○出口　拓彦

P2-16　13:30~15:30
迷惑行為を許容させる要因の検討 ····································································· 140

聖徳大学心理・福祉学部心理学科 ○山岡　重行

P2-17　13:30~15:30
新聞記事言説における「いじり」の用法とその変化： 
「いじめ」現象の包括的理解に向けた予備的検討 ··················································· 142

熊本大学教職大学院  ○八ッ塚　一郎

P2-18　13:30~15:30
自尊心とネガティブツイートとフォロワーからの返信が感情反応に及ぼす影響　 
―ネガティブツイートへの共感・気遣いは，安心を与えるか？― ······························· 144

駒澤大学文学部  ○長谷川　孝治

立教大学大学教育開発・支援センター 　古里　由香里

P2-19　13:30~15:30
「新型うつ」はどう報道されているか（2）　―10 年間の推移― ································· 146

北陸学院大学   ○勝谷　紀子

日本大学   　坂本　真士
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特別講演 
 
  

GD 学会のむかし・いま・これから 

 

講 演 者  木下冨雄（（公財）国際高等研究所フェロー、京都大学名誉教授） 

司   会  相馬敏彦（広島大学） 

 

 
 先日、学会長の西田さんと話をしていたら。最近、GD 学会の会員数が減少して困惑して

いるという話が出てきました。私が生物学の経験法則として、群れのサイズはリニアに下が

るのではなく、ある数字まで減少するとそこから後は離散的に激減するよと言いますと､西

田さんも同じ危機意識を持たれていたようで､ではどうするかという話になりました。 

 さらに私が､この話には学会設立の経緯が関わっているからねと言いますと､西田さんは

若い会員はその当たりの知識を持っていないので､次の学会で話してくれないかというこ

とになってしまいました。古い話をするのは気が進まないのですが､西田さんに頼まれたら

断る訳には参りません。それが今回の講演になりました。 

 詳しい話は当日に譲りますが、皆さんの理解を進めるために、GD 学会と社会心理学会を

対比的に分析したいと思います。どちらも社会心理学の専門学会ですが、その生い立ちが少

し異なり、それが両者の発展の経過に影響を与えていると思われるからです。 

 では当日、富山でお会いするのを楽しみに。 

 
講演者経歴：兵庫県出身。京都大学文学研究科修了。文学博士。 

卒業後、京都大学助手。大阪府立女子大学助教授を経て京都大学教授。 
退官後、甲子園大学学長を経て現職。 
日本社会心理学会元理事長、日本リスク研究学会元会長。 

特
別
講
演

特別講演
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大会準備委員会 企画シンポジウム 
 
  

“ネット民”という集団のダイナミックスを探る 

 

企 画 者 日本グループ・ダイナミックス学会第 66 回大会準備委員会 

話題提供者 高  史明（神奈川大学） 

話題提供者 笹原 和俊（名古屋大学） 

話題提供者 寺口  司（大阪大学） 

指定討論者 三浦 麻子（大阪大学） 

指定討論者 村本由紀子（東京大学） 

司   会 尾崎 由佳（東洋大学） 

 
 SNS などの普及は現代社会に何をもたらしたのだろうか。それはもはや必須の日常ツー

ルと化している人も多いし、つぶやきに加えて写真や動画、URL のアップは、コミュニケ

ーションを大いに変えた。広報、報告、連絡、相談、プロパガンダ、意見、娯楽、アピール

などといったあらゆる目的で利用されている。この利用がもたらす功罪は、心理学では

CMC という分野でさまざまな検討がなされてきたが、本学会が対象とする集団現象として

は、いまだ充分に議論してこなかったと思われる。役立つ情報の急速拡散、援助や協力の一

助を担う一方で、過激化、「炎上」現象をも引き起こす、つまり、“ネット民”と言う名の匿

名可能で非対面の大規模集団は、何か未知な集団として検討するべき事象が存在するのだ

ろうか？ それとも従来の知見でカバーしきれるのだろうか？ 本企画は、このような議論

を通して今後のグループ・ダイナミックス研究の行方を探る。 

 始めに、高 史明先生から「偏見・差別から見るネット社会のダイナミックス」について、

笹原 和俊先生から「エコーチェンバー化する SNS の計算社会科学」について、寺口 司先

生から「炎上から捉える『ネット社会』」というテーマについてそれぞれお話しいただく。

そして、三浦 麻子先生と村本 由紀子先生のお二人からコメントをいただいた後、最後にフ

ロアとの議論の機会を設ける。 

 

 

  
データ活用による住民のためのまちづくりにおける 

社会心理学の貢献を探る 

企 画 者 唐沢かおり（東京大学） 

話題提供者 田井光春（日立製作所・日立東大ラボ） 

話題提供者 柴田吉隆（日立製作所・東京社会イノベーション協創センタ） 

話題提供者 大輪美沙（日立製作所・日立京大ラボ） 

指定討論者 鈴木貴之（東京大学） 
指定討論者 池田浩（九州大学） 
 

社会心理学は、科学的な知であると同時に、実践的な知でもあり、学術的知見を「より良
い社会の構築」にどのように活用していくのかが、常に問われている。本ワークショップで
は、活用の可能性を示すフィールドとして、Society5.0 というコンテクストの中、企業が大
学とも連携しつつ進めている「データ活用によるまちづくり」を取り上げる。 

話題提供者として、日立製作所が展開している各組織でご活躍の方々をお迎えし、下記に
示すような都市郊外、地方都市、中山間地域という三つの典型的な場での取り組みを紹介い
ただく。次いで、人文・社会知と理系の知の連携について科学哲学者としての立場から洞察
を展開してきた鈴木氏、産業・組織分野を中心に社会心理学を実践につなげる研究を進めて
きた池田氏に指定討論をお願いし、社会心理学の貢献可能性について議論を深めたい。 

（1）地方都市：松山市での取り組み（田井光春） 

Society 5.0(日本政府が提唱するめざすべき未来の姿)は、データを活用した産業発展や社
会課題解決だけでなく、“人間中心の社会実現”を謳っている。日立東大ラボが進めるハビ
タット・イノベーションプロジェクトは、Society 5.0 を具現化する街づくりを目指してい
る。ワークショップでは、取り組みの一つである愛媛県松山市での社会実装に向けた事例を
紹介し、データを活用した“人間中心の社会”の課題、在り方について議論したい。 

（2）都市郊外：東京都国分寺での取り組み（柴田吉隆） 

データを活用した“人間中心の社会”では、市民参画はどのような形で成されるのか。日
立製作所のビジョンデザインプロジェクトでは、市民によるデータの創出と活用が行われ
ている様子を示すシナリオを示し、これに関する議論を通じて得られた考え方を基に、
Society 5.0 の新しい社会システムを市民と協創する活動を行っている。ワークショップで
は、東京都国分寺市での事例を紹介し、データを活用した“人間中心の社会”における市民
参画とは何かについて議論したい。 

（3）中山間地域：宮崎県高原町での取り組み（大輪美沙） 

地域経済の最大の漏れ穴はエネルギーであることから、高原町でエネルギー自給の検証
実験を行っている。コストを抑え自給率と経済循環率を高めるには、住民の節電協力が不可
欠である。アンケート結果によると、高原町住民は節電意識・行動と後継世代への継承や地
域内協力行動の相関が高い。地域活性化には地域文化のプロファイルに基づく施策が必要
であり、今回は施策の提示方法や合意形成における方法論と課題について論じたい。 

大会準備委員会　企画シンポジウム
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ポスト活動理論のパフォーマンス 

越境する地域コミュニティと学習する医療の交歓 

 

企 画 者 山口洋典（立命館大学）・山口(中上)悦子（大阪市立大学） 

話題提供者 山口洋典（立命館大学） 

話題提供者 山口(中上)悦子（大阪市立大学） 

指定討論者 香川秀太（青山学院大学） 

 

 本企画は第 65 回大会で開催のワークショップ「越境的対話のグループ・ダイナミック
ス：活動理論のその先をめぐって」の続編である。当日は参加者どうしの対話が促進され
る中で、ダブルバインド状態の越境に関する理論的観点について参加者と共に検討した。 
 その際の議論を継続・発展すべく、今回は機関誌「実験社会心理学研究」の特集「異分
野×グループ・ダイナミックスのインタフェイス」に収められた香川（2019）による展望
論文を解題した上で、越境的対話を通じた「創造的交歓（creative intercourse）」（香川, 2019, 

p.171）の理論的・方法論的観点に迫る。その例証のために、災害復興（山口洋典）と医療
の品質管理（山口(中上)悦子）の場面におけるアクションリサーチを事例として取り扱う。 

 山口（2019）によれば、災害復興過程における継続的な越境的対話では、言葉が活動の
儀礼化をもたらし、続いて定式化が図られ、結果として活動において外部参入者と当事者
らが共に用いる言葉が活動の中で生きることが明らかとされた。別の言い方をすれば、活
動が安定する中で秩序化されていく現場において、その規範や役割や手法の遊動化を図る
ためには、言葉を道具として活用される意義が改めて確認された事例と位置づけられる。 
 また、山口（2017）では、今日、医療の品質管理は「統制」「管理」「指導」「周知徹底」
といった文脈に基づく対策ではなく、「自律的・主体的・協働的・創造的な職員」の発達
支援が必要であると述べる。ここでは、トヨタ生産方式で有名な「カイゼン」が、業務・
職種・部署など職員が無意識下で囚われている枠組みを乗り越えるための最近接発達領域
を提供することを述べ、さらに自律的に「カイゼン」する職員および質と安全を求める組
織の基盤を構築するため、「感情的発達」(Holzman, 2018; Goldman,2012)を促すインプロや
表現のトレーニングの導入意義について述べる。 

 今回もまた、ルールとシナリオのもとでの予定調和を企図しておらず、むしろカイゼン
とインプロによって質の高い議論が重ねられることを期待している。昨年度に引き続き、
企画者と参加者のあいだで豊かな対話がなされる機会となることを願っている。 

   

Goldman, D. (2006). Emotional Intelligence. Bantam. 

Holzman, L. (2018). The Overweight Brain. East Side Institute Press. 

香川 秀太. (2018). 「未来の社会構造」とアソシエーション，マルチチュード，活動理論. 実
験社会心理学研究, 58(2) 171-188. 

山口(中上)悦子. (2017). 学習する病院組織を育てる. システム/制御/情報 61(6) 233-239. 

山口洋典・渥美公秀・関嘉寛. (2019). メタファーを通した災害復興支援における越境的対
話の促進. 質的心理学研究, 18 124-142. 
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最高の論文には高品質な調査を！
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調査・研究向け視線計測器

「結果」に至るまでの「過程」がわかる
意思決定のプロセスを視線計測から解くことが可能です。

いつ、どこを、どのくらい見たのかを数値化した研究ができます。

対面コミュニケーションの
ご研究にも︕



音響聴覚心理学 高齢者の犯罪心理学
大串健吾 著 音響心理学・聴覚心理学の国内第一人者である著者が、
膨大な量の文献および自身の研究を、10年の歳月をかけて体系化した初
の音響聴覚心理学の書。音の物理量と心理量の関係といった、音の基礎的
な理解から良いコンサートホールとは？など、実践的な内容までも網羅。

近

刊

日本心理学会 監修・横田正夫 編　アニメはなぜ動いているように見
えるのだろうか。良い動きと悪い動きの違いは何だろうか。アニメの
物語にはどんな特徴があるのだろうか。アニメの謎に、心理学者が挑む。

アニメの心理学 (仮)
日本心理学会監修 心理学叢書 13

近

刊
日本心理学会 監修・大渕憲一 編　紛争を起こし悪化させ
る集団心理の危うさを解説し、和解と赦しへの可能性を探る。後半
は旧ユーゴとルワンダの内戦を事例に、紛争と和解の実際を紹介。

紛争と和解を考える─集団の心理と行動
日本心理学会監修 心理学叢書 12
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刊

テロリズムの心理学
越智啓太 編著　科捜研、科警研等、警察機関で研究・実践に携わってきた第一線の研究者と、犯罪心理学領域のエキスパー
トが集まり、テロリズムに関わる心理学的視点を開示する。昨今、政治テロリズム、宗教テロリズムをはじめとするテロが頻
発しているが、なかには国家が主導するテロもあり、その発生のメカニズム、テロリストの検出、事前阻止など、世界的にテ
ロ対策が急がれている。本書は過去のテロ事件からの学びを集約し、最新の内容を織り込んだ、テロリズム心理学の決定版。

葛西真記子 編著　学校に関わる心理援助職と教職員
に、性の多様性を受け入れるための知識と支援法を
届け、学校を誰にとっても安全な場所、セーフ・ゾー
ンにすることを目指す1冊。　　　　　　（2400円）

LGBTQ＋の児童・生徒・学生への
支援─教育現場をセーフ・ゾーンにするために
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越智啓太 編著　
高齢加害者の心理、認知等を各種データより読み解く。
超高齢社会日本に突きつけられた喫緊の課題にどう対
処していくか、解決に向けた糸口が見える。（2800 円）

杉原保史 ・宮田智基 編著　
ＳＮＳ相談実績のある執筆陣が、ＳＮＳカウンセリン
グに必要な知識・技法を紹介。今後、需要がますま
す増える相談員の研修に最適なテキスト。（2600 円）
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