
濱

第1セッション（9：00～10：00）

開始時間 学籍番号 氏名 ｼﾒｲ タイトル 所属ゼミ

9:00 1808062 岡崎　真菜      ｵｶｻﾞｷ ﾏﾅ       職人の技術継承 ～ポップカルチャーとの関わり～ 寺林　暁良

9:15 1808071 坂本　遼太      ｻｶﾓﾄ ﾘｮｳﾀ      依頼を断ることで生じる負債感が依頼の承諾に及ぼす影響 石川　悟

9:30 1808081 清水　遥香      ｼﾐｽﾞ ﾊﾙｶ       印象に残る声とは　 ―プレゼンテーション場面の音声について― 蓑内　豊

9:45 1808099 上原　さゆり    ｳｴﾊﾗ ｻﾕﾘ       
戸建て住宅産業の実態とこれから

～中古住宅への流動化に伴う新築住宅の在り方についての考察～
寺林　暁良

第2セッション（10：15～11：15）

開始時間 学籍番号 氏名 ｼﾒｲ タイトル 所属ゼミ

10:15 1808007 東　ひなた      ｱｽﾞﾏ ﾋﾅﾀ       

10:30 1808077 佐藤　七海      ｻﾄｳ ﾅﾅﾐ        

10:45 1808104 山本　美空      ﾔﾏﾓﾄ ﾐｸ        

11:00 1808105 山本　理穂      ﾔﾏﾓﾄ ﾘﾎ        

木育の現状と子どもたちの今

（共同研究）
柿原　久仁佳



デビッドソン

第1セッション（9：00～10：00）

開始時間 学籍番号 氏名 ｼﾒｲ タイトル 所属ゼミ

9:00 1608008 藤井　桃子      ﾌｼﾞｲ ﾓﾓｺ       魅力的な顔はどのような特徴を持つのか 田辺　毅彦

9:15 1808002 秋元　ひなの    ｱｷﾓﾄ ﾋﾅﾉ       
大学生の集団討議場面における評価懸念が発言行動に及ぼす影響に

関する研究　　アサーション行動に着目して
大島　寿美子

9:30 1808030 鎌田　妃奈胡    ｶﾏﾀﾞ ﾋﾅｺ       絵本「イロメガネ」 田辺　毅彦

9:45 1808048 宮崎　歩美      ﾐﾔｻﾞｷ ｱﾕﾐ      
ディズニー映画「ポカホンタス」はなぜハッピーエンドではないのか

作品の特徴と史実に着目して
阪井　宏

第2セッション（10：15～11：15）

開始時間 学籍番号 氏名 ｼﾒｲ タイトル 所属ゼミ

10:15 1808056 中島　有里      ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｳﾘ      我慢できなかった、それだけ。 田辺　毅彦

10:30 1808072 佐々木　真梨亜  ｻｻｷ ﾏﾘｱ        定山渓の魅力と課題　―温泉地の課題と活性化― 寺林　暁良

10:45 1808090 高橋　圭汰      ﾀｶﾊｼ ｹｲﾀ       
「北星学園大学の学生の宗教観と

宗教系授業に対する意識に関する研究」
大島　寿美子

11:00 1808110 横山　涼香      ﾖｺﾔﾏ ｽｽﾞｶ      
感情表現と自己開示に関する研究

～信頼に基づいたより良い対人間コミュニケーションのために～
片岡　徹



阪井

第1セッション（9：00～10：00）

開始時間 学籍番号 氏名 ｼﾒｲ タイトル 所属ゼミ

9:00 1708082 杉田　真衣      ｽｷﾞﾀ ﾏｲ        
地震大国日本で生きるために

～心体的防災対策としての心理的アプローチとは～
片岡　徹

9:15 1808003 青木　琴味      ｱｵｷ ｺﾄﾐ        
多様な生き方が尊重される社会を目指して

～女性の人生を例に挙げて～
片岡　徹

9:30 1808005 浅野　敬也      ｱｻﾉ ﾀｶﾅﾘ       
日本相撲とモンゴル相撲（ハルハ・ブフ、ウジュムチン・ブフ）の

比較文化論
大島　寿美子

第2セッション（10：15～11：15）

開始時間 学籍番号 氏名 ｼﾒｲ タイトル 所属ゼミ

10:15 1808039 小林　真穂      ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾎ       学生が考えるこれからの日本社会の姿 片岡　徹

10:30 1808087 鈴木　遥        ｽｽﾞｷ ﾊﾙｶ       
SNSを通して送られてくる匿名のメッセージから受ける

精神的負荷について
濱　保久



田辺

第1セッション（9：00～10：00）

開始時間 学籍番号 氏名 ｼﾒｲ タイトル 所属ゼミ

9:00 1808012 藤原　里紗      ﾌｼﾞﾜﾗ ﾘｻ       子どもの虐待問題を考える～家族関係の再構築に向けて～ 片岡　徹

9:15 1808019 堀井　一葉      ﾎﾘｲ ｶｽﾞﾊ       女性のダイエットに対する意識 ～SNSが与える影響～ 蓑内　豊

9:30 1808046 松本　頼弥      ﾏﾂﾓﾄ ﾉﾘﾔ       高齢化する社会とペット動物との関わり方 阪井　宏

9:45 1808049 森中　海貴      ﾓﾘﾅｶ ﾋﾛｷ       今日の日本におけるハラスメントについて ﾌﾞﾙｰｽ･ﾃﾞﾋﾞｯﾄﾞｿﾝ

第2セッション（10：15～11：15）

開始時間 学籍番号 氏名 ｼﾒｲ タイトル 所属ゼミ

10:15 1808060 野呂田　紗那    ﾉﾛﾀ ｻﾅ         VOCALOIDと「神調教」　「神調教」と感じる要因とは何か 柿原　久仁佳

10:30 1808061 小川　愛奈      ｵｶﾞﾜ ｱｲﾅ       アイドルの歴史と若者のアイドル観 濱　保久

10:45 1808097 蔦保　優里      ﾂﾀﾎ ﾕﾘ         
ASMR(Autonomous Sensory Meridian Response)の因子構造から分かる

官能性の発現と音の優位性
後藤　靖宏

11:00 1808102 山際　斗丸      ﾔﾏｷﾞﾜ ﾄﾏﾙ      「エモい」を生みだすものは何か 石川　悟



蓑内

第1セッション（9：00～10：00）

開始時間 学籍番号 氏名 ｼﾒｲ タイトル 所属ゼミ

9:00 1608030 廉澤　亮太朗    ｶﾄﾞｻﾜ ﾘｮｳﾀﾛｳ   
ギャンブル行動における心理的な影響

人はなぜギャンブルに魅力を感じるのか
田辺　毅彦

9:15 1708061 大越　駿輝      ｵｵｺｼ ｼｭﾝｷ      
プロ野球選手の契約時における権利が尊重される新たな移籍制度の提案

～Jリーグの移籍制度を参考にして～
石川　悟

9:30 1808006 浅山　耕太      ｱｻﾔﾏ ｺｳﾀ       「Ｍ-1奮闘記」 阪井　宏

9:45 1808008 遠藤　瞳        ｴﾝﾄﾞｳ ﾋﾄﾐ      食品ロスの現状と今後の課題 ～札幌市を事例として～ 寺林　暁良

第2セッション（10：15～11：15）

開始時間 学籍番号 氏名 ｼﾒｲ タイトル 所属ゼミ

10:15 1808009 藤枝　ひかり    ﾌｼﾞｴﾀﾞ ﾋｶﾘ     北星学園大学ラグビー部の改革に挑戦してみた 石川　悟

10:30 1808017 長谷川　大晃    ﾊｾｶﾞﾜ ﾀﾞｲｷ     テクノロジーの進化に伴うスポーツ判定の変化に関する研究 大島　寿美子

10:45 1808035 木村　日香梨    ｷﾑﾗ ﾋｶﾘ        
みなとオアシスの現状とこれからの課題

～瀬戸内海周辺地域と北海道苫小牧市を事例として～
寺林　暁良

11:00 1808059 野田　知里      ﾉﾀﾞ ﾁｻﾄ        教育現場における食物アレルギー対応　現状の見直しから浮かぶ課題 ﾌﾞﾙｰｽ･ﾃﾞﾋﾞｯﾄﾞｿﾝ

第3セッション（11：30～12：30）

開始時間 学籍番号 氏名 ｼﾒｲ タイトル 所属ゼミ

11:30 1808069 齋藤　萌        ｻｲﾄｳ ﾓｴ        チケット転売について ﾌﾞﾙｰｽ･ﾃﾞﾋﾞｯﾄﾞｿﾝ

11:45 1808093 谷村　優        ﾀﾆﾑﾗ ﾕｳ        
子ども達が運動やスポーツをより楽しむことが出来るために

～質問紙調査から見えてきた諸課題～
片岡　徹

12:00 1808094 寺山　諒        ﾃﾗﾔﾏ ﾘｮｳ       大学生の食事の満足感に影響を与える要因の調査 田辺　毅彦

12:15 1808109 横川　直也      ﾖｺｶﾜ ﾅｵﾔ       日本における自己肯定感の現状と課題 田辺　毅彦



大島

第1セッション（9：00～10：00）

開始時間 学籍番号 氏名 ｼﾒｲ タイトル 所属ゼミ

9:00 1708101 佐藤　希耶      ｻﾄｳ ﾏﾔ         
なぜ日本企業は外国籍人材を生かせないのか

～課題と将来動向～
田辺　毅彦

9:15 1808014 花輪　美優      ﾊﾅﾜ ﾐﾕ         観光から始まるまちの活性化 ～上川町の新しいまちづくりを事例に～ 寺林　暁良

9:30 1808055 中島　舞波      ﾅｶｼﾞﾏ ﾏﾅﾐ      
自分自身との向き合い方

～日記の分析とロールレタリングを用いた自己理解の深まり～
石川　悟

9:45 1808064 大木　ひかる    ｵｵｷ ﾋｶﾙ        
発達障害と子どもの貧困を踏まえたインクルーシブ教育実践に

関する研究　～困り感を抱える子どもたちの現状に焦点を当てて～
片岡　徹

第2セッション（10：15～11：15）

開始時間 学籍番号 氏名 ｼﾒｲ タイトル 所属ゼミ

10:15 1808076 佐藤　睦妃      ｻﾄｳ ﾑﾂｷ        左官と歩んだ祖父の人生 濱　保久

10:30 1808089 田畑　比奈      ﾀﾊﾞﾀ ﾋﾅ        臓器提供の認知と関心を高める　-私たちが考えることで未来が変わる- 柿原　久仁佳

10:45 1808112 吉田　侑希      ﾖｼﾀﾞ ﾕｳｷ       
「体育会系」「文化系」に対するイメージと現実

～世間的イメージに抱くギャップの有無～
蓑内　豊

第3セッション（11：30～12：30）

開始時間 学籍番号 氏名 ｼﾒｲ タイトル 所属ゼミ

11:30 1808115 中村　紗矢香    ﾅｶﾑﾗ ｻﾔｶ       自然とのつながり、人とのつながり　～石狩市五の沢地区の聞き書き～ 寺林　暁良

1808025 石塚　奈苗      ｲｼﾂﾞｶ ﾅﾅｴ      阪井　宏

1808083 新谷　波夏      ｼﾝﾔ ﾊﾅ         阪井　宏

エシカル消費の認知度向上に向けて　～子どもたちへの伝播～

（共同研究）
11:45



後藤

第1セッション（9：00～10：00）

開始時間 学籍番号 氏名 ｼﾒｲ タイトル 所属ゼミ

9:00 1608004 浅沼　遼馬      ｱｻﾇﾏ ﾘｮｳﾏ      贈り物がもたらす相互的感情 田辺　毅彦

9:15 1808001 阿知良　初音    ｱﾁﾗ ﾊﾂﾈ        
子ども時代の経験が自尊感情に与える影響とは

～子ども達の未来のために私たちが出来ること～
片岡　徹

9:30 1808028 梶　美紗樹      ｶｼﾞ ﾐｻｷ        
大学生における自己受容・他者受容とソーシャルサポートとの

関係について
大島　寿美子

9:45 1808029 角田　稜弥      ｶｸﾀ ﾘｮｳﾔ       アンドロイドは電気羊に転生するか 阪井　宏

第2セッション（10：15～11：15）

開始時間 学籍番号 氏名 ｼﾒｲ タイトル 所属ゼミ

10:15 1808043 栗林　未来      ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾐｸ      人はなぜアイドルに夢中になるのか 蓑内　豊

10:30 1808054 中嶋　花尭      ﾅｶｼﾞﾏ ｶﾉ       「化粧」による気持ちの変化と自己肯定感との関係性 蓑内　豊

10:45 1808065 大島　あすか    ｵｵｼﾏ ｱｽｶ       
なぜ同人絵描きはネットで活動するのか　～インターネットにおける

コミュニケーションと創作活動との相互作用～
石川　悟

11:00 1808067 大槻　桃百花    ｵｵﾂｷ ﾓﾓｶ       大学生における学力について 田辺　毅彦

第3セッション（11：30～12：30）

開始時間 学籍番号 氏名 ｼﾒｲ タイトル 所属ゼミ

11:30 1808079 嶋田　佳裕      ｼﾏﾀﾞ ﾖｼﾋﾛ      地域の観光のあり方 ～標茶町を題材にして～ 寺林　暁良

11:45 1808086 杉浦　常介      ｽｷﾞｳﾗ ｼﾞｮｳｽｹ   ストーリーを想像した歌詞読みによる楽曲解釈の違い 石川　悟

12:00 1808106 山崎　彩花      ﾔﾏｻﾞｷ ｱﾔｶ      
新型コロナウイルス禍における

SNSから感じる孤独感と依存度について
田辺　毅彦

12:15 1808111 吉田　迅環      ﾖｼﾀﾞ ﾄﾜ        
デジタルネイティブの光と陰

-現代におけるデジタルネイティブ世代の在り方-
ﾌﾞﾙｰｽ･ﾃﾞﾋﾞｯﾄﾞｿﾝ



石川

第1セッション（9：00～10：00）

開始時間 学籍番号 氏名 ｼﾒｲ タイトル 所属ゼミ

9:00 1608074 佐藤　葉月      ｻﾄｳ ﾊﾂﾞｷ       海外との差異から考える日本人のゲームの特徴 田辺　毅彦

9:15 1808016 春木　優存      ﾊﾙｷ ﾕﾀｶ        クレームと不当要求　社会にとってクレームは必要であるか 阪井　宏

9:30 1808023 稲垣　実穂      ｲﾅｶﾞｷ ﾐﾎ       色彩をいかしたまちづくりの研究 寺林　暁良

9:45 1808024 井上　文        ｲﾉｳｴ ｱﾔ        
児童にとって最適な学習方法とは何か

～ICT活用時代における教師の役割に着目して～
片岡　徹

第2セッション（10：15～11：15）

開始時間 学籍番号 氏名 ｼﾒｲ タイトル 所属ゼミ

10:15 1808032 川瀬　優香      ｶﾜｾ ﾕｳｶ        幼少期からの制限が成長に及ぼす影響について 田辺　毅彦

10:30 1808034 木原　海理      ｷﾊﾗ ｶｲﾘ        ささやき声による男女の区別の可否　通常発声とささやき声の比較 田辺　毅彦

10:45 1808036 木村　嵩        ｷﾑﾗ ｼｭｳ        
HSP気質と集中力の関係性及び

何もない一人になれる部屋（む。）の効果の検討
柿原　久仁佳

11:00 1808051 向井　綾梨      ﾑｶｲ ｱﾔﾘ        
育児参加に対する男子大学生の意識

ーインタビューに基づく質的研究ー
大島　寿美子

第3セッション（11：30～12：30）

開始時間 学籍番号 氏名 ｼﾒｲ タイトル 所属ゼミ

11:30 1808063 大畑　優衣      ｵｵﾊﾀ ﾕｲ        
時代とともに変化し続けるデジタルディバイドの現状と課題

ICT発展による利便性の裏に潜むデジタルディバイドとは
ﾌﾞﾙｰｽ･ﾃﾞﾋﾞｯﾄﾞｿﾝ

11:45 1808095 豊吉　美佳      ﾄﾖﾖｼ ﾐｶ        大学生の挫折と自己肯定感の関係について 田辺　毅彦

12:00 1808096 月森　夕奈      ﾂｷﾓﾘ ﾕｳﾅ       
シューティングゲームに“視”る新たな世界 -上下反転眼鏡を用いた

現実世界との比較とゲーム経験に着目したケーススタディ-
後藤　靖宏

12:15 1808098 上田　涼香      ｳｴﾀﾞ ｽｽﾞｶ      
メガネの真面目イメージ阻害範囲の追求及び

ステレオタイプ適用への考察
濱　保久



片岡

第1セッション（9：00～10：00）

開始時間 学籍番号 氏名 ｼﾒｲ タイトル 所属ゼミ

9:00 1608009 袴田　潤        ﾊｶﾏﾀﾞ ｼﾞｭﾝ     作品：『支え合う』ということ 阪井　宏

9:15 1708053 向井　健人      ﾑｶｲ ｹﾝﾄ        Why critical thinking is necessary in Japan nowadays? ﾌﾞﾙｰｽ･ﾃﾞﾋﾞｯﾄﾞｿﾝ

9:30 1808004 浅川　隼也      ｱｻｶﾜ ｼｭﾝﾔ      大学生のひきこもりに関連する心理特性と趣味活動の関係について 柿原　久仁佳

9:45 1808022 稲垣　祈姫      ｲﾅｶﾞｷ ｷｷ       小説作品「鏡は映さない」 阪井　宏

第2セッション（10：15～11：15）

開始時間 学籍番号 氏名 ｼﾒｲ タイトル 所属ゼミ

10:15 1808026 岩井　冴佳      ｲﾜｲ ｻｴｶ        
動画教材の視聴による大学生のタトゥーに対する

意識変化についての研究
大島　寿美子

10:30 1808052 苗川　昂祐      ﾅｴｶﾜ ｺｳｽｹ      
ファンタジーの重要性と性格の関連

-架空の存在が性格に与える影響とは-
田辺　毅彦

10:45 1808082 清水　佳奈      ｼﾐｽﾞ ｶﾅ        
何が性格を変える要因になるのか

親子関係およびきょうだい関係に着目して
柿原　久仁佳

第3セッション（11：30～12：30）

開始時間 学籍番号 氏名 ｼﾒｲ タイトル 所属ゼミ

11:30 1808100 上野　楓        ｳｴﾉ ｶｴﾃﾞ       作品「STELLA」 柿原　久仁佳

11:45 1808103 山口　耕平      ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳﾍｲ     いじめ問題について ～真のいじめ解決へ～ 田辺　毅彦

12:00 1808116 山岸　愛花      ﾔﾏｷﾞｼ ｱｲｶ      コロナ禍における女性や子どもへの暴力 田辺　毅彦



柿原

第1セッション（9：00～10：00）

開始時間 学籍番号 氏名 ｼﾒｲ タイトル 所属ゼミ

9:00 1808021 稲船　朔弥      ｲﾅﾌﾈ ｻｸﾔ       
現代社会における乳幼児期の子育てに関する研究

～父親による家事や育児参加の必要性に焦点を当てて～
片岡　徹

9:15 1808042 近藤　正基      ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｻｷ      吃音と共に生きるには 阪井　宏

9:30 1808057 中村　友香      ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｶ       
時代背景や風潮に基づく日本の恋愛観の変遷

～より自由な恋愛観が認められる社会とは～
片岡　徹

9:45 1808066 太田　誠裕      ｵｵﾀ ﾀｶﾋﾛ       
ファッションへの関心とコーディネートが与える印象について

-モードファッションに注目して-
田辺　毅彦

第2セッション（10：15～11：15）

開始時間 学籍番号 氏名 ｼﾒｲ タイトル 所属ゼミ

10:15 1808068 押田　華奈      ｵｼﾀﾞ ｶﾅ        「ふつうの私」 田辺　毅彦

10:30 1808070 斉藤　周        ｻｲﾄｳ ｼｭｳ       
新型コロナウイルスの流行下における大学生のストレスと

食行動について　～個人の生活様式に着目して～
大島　寿美子

10:45 1808073 佐藤　亜紀      ｻﾄｳ ｱｷ         HSPと運動の関係性について 蓑内　豊

11:00 1808084 新谷　唯        ｼﾝﾔ ﾕｲ         
母親の就業形態および性役割態度が

大学生の職業価値観に及ぼす影響
大島　寿美子

第3セッション（11：30～12：30）

開始時間 学籍番号 氏名 ｼﾒｲ タイトル 所属ゼミ

11:30 1808108 安澤　悠太      ﾔｽｻﾞﾜ ﾕｳﾀ      不倫 田辺　毅彦

1808075 佐藤　圭樹      ｻﾄｳ ｹｲｼﾞｭ      蓑内　豊

1808088 鈴木　翔也      ｽｽﾞｷ ｼｮｳﾔ      蓑内　豊

1808091 高村　勇輝      ﾀｶﾑﾗ ﾕｳｷ       蓑内　豊

スマホ依存社会への警鐘 ～デジタルデトックスキャンプの可能性～

（共同研究）
11:45



寺林

第1セッション（9：00～10：00）

開始時間 学籍番号 氏名 ｼﾒｲ タイトル 所属ゼミ

9:00 1808011 藤原　和哉      ﾌｼﾞﾜﾗ ｶｽﾞﾔ     室蘭焼き鳥の美味しい食べ方3選 阪井　宏

9:15 1808020 北條　朱音      ﾎｳｼﾞｮｳ ｱｶﾈ     
大学生の防災意識と災害自己効力感に関する研究

防災教育歴と生活形態に着目して
大島　寿美子

9:30 1808031 上山　菜々子    ｶﾐﾔﾏ ﾅﾅｺ       
祭りを通した地域交流と運営　～北海道夕張郡長沼町

・北海道札幌市大谷地団地町内会・三重県熊野市神川町に着目して～
濱　保久

9:45 1808040 小玉　桃子      ｺﾀﾞﾏ ﾓﾓｺ       
多文化共生社会に関する研究

～他者感覚という視点とエンパシーという概念から考える～
片岡　徹

第2セッション（10：15～11：15）

開始時間 学籍番号 氏名 ｼﾒｲ タイトル 所属ゼミ

10:15 1808050 守屋　周        ﾓﾘﾔ ｼｭｳ        現代における新しい職業の成り立ちと未来の展望 蓑内　豊

10:30 1808053 永澤　歩夢      ﾅｶﾞｻﾜ ｱﾕ       SHIROの成功理由　～砂川から世界へ～ 濱　保久

10:45 1808074 佐藤　葉月      ｻﾄｳ ﾊﾂﾞｷ       
北海道の大学生の新型コロナウイルス流行期間中の旅行意向と

感染対策意識の関連に関する研究
大島　寿美子

11:00 1808080 嶋中　弥生      ｼﾏﾅｶ ﾔﾖｲ       北海道新幹線と将来の暮らし 阪井　宏

第3セッション（11：30～12：30）

開始時間 学籍番号 氏名 ｼﾒｲ タイトル 所属ゼミ

11:30 1808101 矢木　以杏      ﾔｷﾞ ｲｱﾝ        地域演劇と都市演劇の比較～今後の地域演劇の発展のために～ 大島　寿美子

11:45 1808107 八十嶋　涼平 ﾔｿｼﾞﾏ ﾘｮｳﾍｲ
大学生の二次的著作物への理解から考えられる

現代以降の文化発展について
柿原　久仁佳

12:00 1808113 吉本　啓人      ﾖｼﾓﾄ ｹｲﾄ       「運命的な出会い」を演出するイラスト加工方法 石川　悟

12:15 1808114 中本　優花      ﾅｶﾓﾄ ﾕｳｶ       男女格差について 田辺　毅彦


