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1708078 下野　彩純      ｼﾓﾉ ｱｽﾐ        70 後半 C502 石川　悟 蓑内 「ジャニーズWEST」の認知度・人気度を上げる方法 ～推しのためにファンができること～

1808018 畑中　優羽      ﾊﾀﾅｶ ﾕｳ        83 前半 C502 石川　悟 大島 『私と伯母』

1808041 小枝　陸        ｺｴﾀﾞ ﾘｸ        29 前半 A501 濱　保久 柿原 地域夏祭り復活プロジェクト 共著①

1808045 増田　青空 ﾏｽﾀﾞｿﾗ        71 前半 C502 石川　悟 蓑内 フローの積み重ねで形成される充実感

1808047 三浦　翔平      ﾐｳﾗ ｼｮｳﾍｲ      63 前半 C502 寺林　暁良 田辺 カナダの留学・ワーキングホリデーの日常

1808092 谷口　友音      ﾀﾆｸﾞﾁ ﾕｳﾄ      72 後半 C502 寺林　暁良 蓑内 野球独立リーグの役割と課題 ～北海道フロンティアリーグを事例にして～

1908001 阿部　千夏      ｱﾍﾞ ﾁﾅﾂ        39 前半 C501 寺林　暁良 デビッドソン 戸建て住宅の庭が持つ社会的役割  ～庭づくりを介した家族・近所・社会のコミュニケーション～

1908002 秋葉　大樹      ｱｷﾊﾞ ﾀｲｷ       73 前半 C502 田辺　毅彦 蓑内 スポーツ観戦と地域愛着の関連性

1908003 雨木　真夕      ｱﾏｷ ﾏﾕ         53 前半 C502 蓑内　豊 寺林 失恋によって人は成長するのか　～最善な立ち直り方法の検討～

1908005 東　美沙希      ｱｽﾞﾏ ﾐｻｷ       84 後半 C502 蓑内　豊 大島 生涯スポーツの推進 －将来に向け健康体を作るためにー

1908006 千葉　梨々      ﾁﾊﾞ ﾘﾘ         22 後半 A501 片岡　徹 柿原 家庭環境と人格および性格形成の関連性に関する研究 ～家庭環境に縛られない自己の確立を目指して～

1908007 千田　茜里      ﾁﾀﾞ ｱｶﾘ        30 後半 A501 柿原　久仁佳 片岡 持続可能な社会発展に向けた調査及び子ども向けイベント 共著③

1908009 遠藤　あかり    ｴﾝﾄﾞｳ ｱｶﾘ      54 後半 C502 大島　寿美子 寺林 聞き書き：新しい家族のカタチ　～子供を迎える/育てる女性カップルたち～

1908010 藤光　唯舞      ﾌｼﾞﾐﾂ ｲﾌﾞ      55 前半 C502 蓑内　豊 寺林 なぜ北海道日本ハムファイターズは地元ファンを獲得できたのか

1908011 藤田　凌        ﾌｼﾞﾀ ﾘｮｳ       23 前半 A501 大島　寿美子 柿原 〝困った親”現象とは何か？ 　～モンスターペアレントに関する文献及び 教員と保護者への実態調査に基づく分析～

1908012 藤原　まどか    ﾌｼﾞﾜﾗ ﾏﾄﾞｶ     24 寺林　暁良 柿原 障がい者の自立と地域共生 －北広島市を事例としてー

1908013 藤原　凜香      ﾌｼﾞﾜﾗ ﾘﾝｶ      31 前半 C501 柿原　久仁佳 濱 動物殺処分を減らすために

1908014 半澤　亜佑実    ﾊﾝｻﾞﾜ ｱﾕﾐ      40 後半 C501 柿原　久仁佳 デビッドソン 大学生の対人不安と承認欲求の関連についての検討

1908015 長谷川　優太    ﾊｾｶﾞﾜ ﾕｳﾀ      1 前半 A501 田辺　毅彦 石川 音楽が心身に与える影響と音楽療法の効果について

1908016 本多　祥人      ﾎﾝﾀﾞ ﾖｼﾋﾄ      14 後半 A501 柿原　久仁佳 片岡 卒業制作小説「トイレのよしこさん」

1908017 本保　流輝      ﾎﾝﾎﾟ ﾘｭｳｷ      2 後半 A501 柿原　久仁佳 石川 大学生の恋人依存に関する調査　-恋人へ依存する人の特徴と改善策-

1908021 石井　杏佳      ｲｼｲ ｷｮｳｶ       64 後半 C502 片岡　徹 田辺 外見が生む社会的格差に関する研究　～ルッキズムの問題点と今後の展望～

1908022 石井　みづき    ｲｼｲ ﾐﾂﾞｷ       65 前半 C502 大島　寿美子 田辺 札幌市及びその近郊における「性と生殖に関する健康と権利（SRHR）」 向上の可能性と限界

1908023 石井　佑奏      ｲｼｲ ﾕｶ         74 後半 C502 柿原　久仁佳 蓑内 貧困に対する考えと就職活動への意識の関連について

1908024 石村　隼一      ｲｼﾑﾗ ｼｭﾝｲﾁ     3 前半 A501 田辺　毅彦 石川 小説作品「橙春」

1908025 岩野　黎音      ｲﾜﾉ ﾚｵﾝ        15 前半 A501 寺林　暁良 片岡 総合型地域スポーツクラブの役割とは何か

1908026 上ヶ嶋　歩佳    ｶﾐｶﾞｼﾏ ｱﾕｶ     75 前半 C502 田辺　毅彦 蓑内 大学生における自己肯定感と趣味の関連について

1908027 加茂　聖青      ｶﾓ ｷﾖﾊﾙ        16 後半 A501 蓑内　豊 片岡 From Japan －世界への可能性－

1908028 笠松　夏鈴      ｶｻﾏﾂ ｶﾘﾝ       66 後半 C502 阪井　宏 田辺 色彩心理と社会情勢のつながりについて

1908029 加藤　莉子      ｶﾄｳ ﾘｺ         42 後半 C501 片岡　徹 阪井 小学校の英語教育に関する研究　～より良い英語教育のあり方を考える～

1908030 河合　瑠奈      ｶﾜｲ ﾙﾅ         85 前半 C502 石川　悟 大島 韓国語学習における目標設定の重要性

1908031 川上　日和      ｶﾜｶﾐ ﾋﾖﾘ       56 後半 C502 蓑内　豊 寺林 カフェの機能

1908032 川中　みなみ    ｶﾜﾅｶ ﾐﾅﾐ       41 前半 C501 寺林　暁良 デビッドソン ヒグマの出没と地域の課題

1908033 粥川　愛生      ｶﾕｶﾜ ﾒｲ        25 前半 A501 片岡　徹 柿原 小説『僕の個性は“はったつしょうがい”』

1908034 木村　夕斗      ｷﾑﾗ ﾕｳﾄ        32 後半 C501 片岡　徹 濱 日本社会における自動車産業の現状に関する研究 ～歴史から振り返る諸問題と今後の展望～

1908036 小林　千絵美    ｺﾊﾞﾔｼ ﾁｴﾐ      17 前半 A501 大島　寿美子 片岡 日本におけるヤングケアラー支援の現状と課題 ～異なる立場ににいる３団体の支援者たちの語りより～

1908038 小島　咲佳      ｺｼﾞﾏ ｻｷｶ       33 前半 C501 寺林　暁良 濱 コロナ禍を受けた宿泊形態の変化と多様化

1908039 近藤　凌太      ｺﾝﾄﾞｳ ﾘｮｳﾀ     86 後半 C502 B･ﾃﾞﾋﾞｯﾄﾞｿﾝ 大島 流行語の分析と社会への影響

1908040 小竹　彩香      ｺﾀｹ ｱﾔｶ        4 後半 A501 寺林　暁良 石川 シーニックバイウェイを活かした北海道のドライブ観光

1908041 窪田　心        ｸﾎﾞﾀ ｺｺﾛ       76 後半 C502 大島　寿美子 蓑内 野外活動プログラムにおける児童の危険行動に関する研究 ～「ハザード知覚」「リスク知覚」「許された危険」概念に着目して～

1908042 熊田原　徳乃    ｸﾏﾀﾊﾗ ﾖｼﾉ      93 前半 C502 阪井　宏 大島 全盲学生がみる「いま」と「将来」 共著②

1908044 真島　佑梨      ﾏｼﾏ ﾕﾘ         57 前半 C502 大島　寿美子 寺林 聞き書き：夜の街を生きる

1908045 松尾　妃花理    ﾏﾂｵ ﾋｶﾘ        5 前半 A501 B･ﾃﾞﾋﾞｯﾄﾞｿﾝ 石川 完全給食ができない学校への民間業者の協力による配食サービス導入について

1908046 木村　仁美      ｷﾑﾗ ﾋﾄﾐ        26 後半 A501 片岡　徹 柿原 日本社会における子どもの貧困に関する研究 ～子ども達が希望を感じられる社会を目指して～

1908047 宮川　梨奈      ﾐﾔｶﾜ ﾘｲﾅ       87 前半 C502 蓑内　豊 大島 大学生の観葉植物に対する印象評価と利用意識

1908048 宮本　夏帆      ﾐﾔﾓﾄ ﾅﾂﾎ       58 後半 C502 田辺　毅彦 寺林 大学生の生活習慣や日常生活が心身に及ぼす影響

1908049 長沢　海咲      ﾅｶﾞｻﾜ ﾐｻｷ      6 後半 A501 蓑内　豊 石川 漫才が観客の笑いを生む仕組みについて  －2021年M-1グランプリ決勝出場コンビのネタを比較してー

1908050 中川　奏        ﾅｶｶﾞﾜ ｶﾅﾃﾞ     7 前半 A501 田辺　毅彦 石川 日本とドイツの動物愛護について

1908052 中村　祐介      ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｽｹ      88 後半 C502 石川　悟 大島 ‟ゲーム実況動画娯楽”における楽しみ方の多視点的調査

1908053 中野　萌里      ﾅｶﾉ ﾓｴﾘ        29 前半 A501 濱　保久 柿原 地域夏祭り復活プロジェクト 共著①

別の日に審査



1908054 中塚　月菜      ﾅｶﾂｶ ﾙﾅ        49 前半 C501 柿原　久仁佳 デビッドソン 外見によるパーソナリティ印象の形成 ～衣服の色から受ける印象とその傾向～

1908055 成田　諒        ﾅﾘﾀ ﾘｮｳ        50 後半 C501 柿原　久仁佳 デビッドソン 人に与える「ふつう」という言葉の影響力　絵本を通して新たな道へ

1908056 西嶋　萌実      ﾆｼｼﾞﾏ ﾓｴﾐ      77 前半 C502 石川　悟 蓑内 ピクトグラムの不完全性に関する認知心理学的研究 －意味理解には文脈と知識が必要だし文字情報の理解を促進するわけでもない－

1908057 信田　秋葉      ﾉﾌﾞﾀ ｱｷﾊ       34 後半 C501 寺林　暁良 濱 持続可能な観光の実現に向けた取り組みとその課題  ～北海道小樽市を事例として～

1908058 小倉　朱莉      ｵｸﾞﾗ ｼﾞｭﾘ      8 後半 A501 片岡　徹 石川 親子間のコミュニケーションに関する研究　～子どもの自己決定に焦点を当てて～

1908059 岡田　明日圭    ｵｶﾀﾞ ｱｽｶ       89 前半 C502 寺林　暁良 大島 定年退職後の高齢者の居場所づくり

1908060 岡本　澪        ｵｶﾓﾄ ﾚｲ        78 後半 C502 B･ﾃﾞﾋﾞｯﾄﾞｿﾝ 蓑内 スキー場における事故の発生要因

1908061 奥木　歩実      ｵｸｷﾞ ｱﾕﾐ       9 前半 A501 石川　悟 石川 弾くボウイングと観るボウイング　－弦楽アンサンブルにおける右手動作が 音楽表現と見た目の調和感に及ぼす影響－

1908062 大澤　七望      ｵｵｻﾜ ﾅﾅﾐ       10 後半 A501 阪井　宏 石川 小規模校の現状と課題　地域連携特例校の可能性

1908063 大津　侑菜      ｵｵﾂ ﾕﾅ         30 後半 A501 柿原　久仁佳 片岡 持続可能な社会発展に向けた調査及び子ども向けイベント 共著③

1908064 押之見　龍希    ｵｼﾉﾐ ﾘｭｳｷ      59 前半 C502 大島　寿美子 寺林 ルポ： TIME & STYLEの挑戦　～東川で家具を作る意味と家具職人の思い～

1908065 佐々木　菜摘    ｻｻｷ ﾅﾂﾐ        79 前半 C502 田辺　毅彦 蓑内 発達段階による自尊感情の形成

1908066 佐々木　優仁    ｻｻｷ ﾕｳｼﾞﾝ      18 後半 A501 田辺　毅彦 片岡 現代における差別解消に対する反発と「逆差別」を主張する心理についての考察

1908067 佐藤　奈穂      ｻﾄｳ ﾅﾎ         60 後半 C502 蓑内　豊 寺林 ヒットソングの変遷からみる今求められている音楽

1908068 佐藤　友香      ｻﾄｳ ﾕｳｶ        90 後半 C502 片岡　徹 大島 日本における韓国文化の受容と消費に関する研究 ～相互依存関係が深まる日韓の未来を見据えて～

1908069 清野　日菜      ｾｲﾉ ﾋﾅ         67 前半 C502 B･ﾃﾞﾋﾞｯﾄﾞｿﾝ 田辺 タバコのこれからの在り方

1908070 関根　優希      ｾｷﾈ ﾕｳｷ        11 前半 A501 田辺　毅彦 石川 SNSと自己肯定感・承認欲求の関係について

1908071 柴田　葵        ｼﾊﾞﾀ ｱｵｲ       12 後半 A501 石川　悟 石川 掃除機の音は「ファ」です　―絶対音感保有者の非楽器的音色の音高認知と ピッチクラスに対する自発的注意の制御可能性―

1908072 志田　緋南多    ｼﾀﾞ ﾋﾅﾀ        27 前半 A501 片岡　徹 柿原 中学生の悩みと教師の役割に関する研究　～札幌市の子どもに焦点を当てて～

1908073 菅野　拓人      ｽｶﾞﾉ ﾀｸﾄ       28 後半 A501 片岡　徹 柿原 映像作品『児童虐待は根絶出来ない-背景と実態から見る希望の兆し-』

1908074 杉田　拓斗      ｽｷﾞﾀ ﾀｸﾄ       91 前半 C502 田辺　毅彦 大島 スポーツ界におけるトランスジェンダー問題

1908076 砂押　海羽      ｽﾅｵｼ ﾐｳ        35 前半 C501 大島　寿美子 濱 ルポ：保護猫支援現場で何が起こっているのか

1908077 高橋　風花      ﾀｶﾊｼ ﾌｳｶ       92 後半 C502 柿原　久仁佳 大島 エンターテインメントの価値 -非対面イベントのこれから-

1908078 高橋　菜々香    ﾀｶﾊｼ ﾅﾅｶ       36 後半 C501 田辺　毅彦 濱 観光と地域創生の在り方

1908079 高橋　理子      ﾀｶﾊｼ ﾘｺ        29 前半 A501 濱　保久 柿原 地域夏祭り復活プロジェクト 共著①

1908080 高橋　梨乃      ﾀｶﾊｼ ﾘﾉ        61 前半 C502 阪井　宏 寺林 野幌太々神楽の持続可能な存続の在り方について 当事者への聞き取り調査を通じて

1908081 高松　未侑      ﾀｶﾏﾂ ﾐﾕｳ       43 前半 C501 蓑内　豊 阪井 若者の消費行動におけるSNSの関連性　 インフルエンサーマーケティングが及ぼす影響

1908082 竹内　舞        ﾀｹｳﾁ ﾏｲ        68 後半 C502 柿原　久仁佳 田辺 セクシャルマイノリティへの理解推進へ向けて  -オールジェンダートイレの活用を目指して-

1908083 滝田　奈々美    ﾀｷﾀ ﾅﾅﾐ        37 前半 C501 寺林　暁良 濱 小樽市の子育てとまちづくり

1908084 田中　舞奈      ﾀﾅｶ ﾏｲﾅ        69 前半 C502 濱　保久 田辺 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染拡大における 文化芸術活動の現状から考える将来

1908085 谷口　百那      ﾀﾆｸﾞﾁ ﾓﾓﾅ      29 前半 A501 濱　保久 柿原 地域夏祭り復活プロジェクト 共著①

1908086 栃木　砂羽      ﾄﾁｷﾞ ｻﾜ        80 後半 C502 片岡　徹 蓑内 対人関係における感情と欲求に関する研究 ～自己実現を可能にする社会的環境のあり方とは～

1908088 綱岸　真永      ﾂﾅｷﾞｼ ﾏｴ       44 後半 C501 田辺　毅彦 阪井 日本における留学生に対する支援と対策と課題　～留学人気国と比較して～

1908090 卜部　愛美      ｳﾗﾍﾞ ﾏﾅﾐ       62 後半 C502 田辺　毅彦 寺林 「日本のアニメ」に関する研究

1908091 渡邊　幸音      ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｷﾈ      19 前半 A501 田辺　毅彦 片岡 時代と国で比較する女性アイドルのちがいについて

1908092 山田　菜々子    ﾔﾏﾀﾞ ﾅﾅｺ       38 後半 C501 大島　寿美子 濱 北海道における大豆ミートの市場拡大の現状と展望 ～生産者と消費者への調査から～

1908093 山口　起煕      ﾔﾏｸﾞﾁ ｷﾋﾛ      51 前半 C501 柿原　久仁佳 デビッドソン 大学生の死生観について

1908094 八巻　祐史      ﾔﾏｷ ﾕｳｼﾞ       20 後半 A501 田辺　毅彦 片岡 具体的幸福と抽象的幸福の定義と違い

1908095 山本　悠陽      ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾋ       30 後半 A501 柿原　久仁佳 片岡 持続可能な社会発展に向けた調査及び子ども向けイベント 共著③

1908096 山名　深鈴      ﾔﾏﾅ ﾐｽｽﾞ       93 前半 C502 阪井　宏 大島 全盲学生がみる「いま」と「将来」 共著②

1908097 横野　遥香      ﾖｺﾉ ﾊﾙｶ        21 前半 A501 蓑内　豊 片岡 心に影響を与える小説とは ～自身による小説制作を通して～

1908098 吉田　桃菜      ﾖｼﾀﾞ ﾓﾓﾅ       45 前半 C501 寺林　暁良 阪井 廃校活用から始まるまちづくり

1908099 吉川　美羽      ﾖｼｶﾜ ﾐｳ        46 後半 C501 大島　寿美子 阪井 「中途半端」な私の生きにくさ　～2つの病いとの22年～

1908100 吉野　竜矢      ﾖｼﾉ ﾀﾂﾔ        81 前半 C502 田辺　毅彦 蓑内 コロナ禍での時期による心境の変化について

1908101 深田　愛夏      ﾌｶﾀﾞ ｱｲｶ       94 後半 C502 阪井　宏 寺林 触法障がい者の更生のために　～社会福祉法人南高愛隣会に着目して～

1908102 本田　愛理      ﾎﾝﾀﾞ ｴﾘ        52 後半 C501 大島　寿美子 デビッドソン 大衆文化を対象とした日韓文化外交比較

1908103 五十嵐　佑衣    ｲｶﾞﾗｼ ﾕｲ       82 後半 C502 石川　悟 蓑内 BIGBOSSへのこたえ ─トライアウトの向こう側─

1908104 加藤　夕明      ｶﾄｳ ﾕﾒ         13 前半 A501 B･ﾃﾞﾋﾞｯﾄﾞｿﾝ 石川 利尻島における過疎問題と取り組み

1908105 田中　菜々美    ﾀﾅｶ ﾅﾅﾐ        47 前半 C501 片岡　徹 阪井 生きづらさを抱える人々に手を差し伸べる社会を目指して ～自己肯定感と対人コミュニケーションから考える～

1908106 横浜　都乃      ﾖｺﾊﾏ ｲﾁﾉ       48 後半 C501 石川　悟 阪井 伝わる文章と自分にしか書けない文章  ー 日記による自己評価と他者評価を用いた表現方法の検討ｰ


