
 

 

 

 

 
大学院生交流と若手研究者養成プログラム 

 



大学院生交流 
若手研究者の育成及び海外との研究協力の推進を目的として、大学院生が、一定期間、相互の研
究機関に在留し、研究を実施できるよう支援した。 
 
招へい 
氏名：  Jonathon Kopecky (University of theMichigan) 
研究題目： マルチタスキング課題を用いた日米比較研究 
期間：  2005 年 5 月 21 日～6 月 28 日 
対応者： 齋木潤 
氏名：  Nicole Kronberger (University Linz) 
研究題目： 科学技術の社会的受容に関する社会心理学的研究 
期間：  2005 年 9 月 1 日～9 月 30 日 
対応者： 杉万俊夫 

 
派遣 
氏名：  足立幾磨 （文学研究科心理学研究室 博士課程３年） 
研究題目： アカゲザルにおけるマルチモーダルな概念表象の分析 
期間：  2005 年６月１日～７月 28 日 
渡航先： Emory University （アメリカ合衆国） 
対応者： Dr. Robert Hampton 
氏名：  森本裕子 （教育学研究科教育認知心理学講座 修士課程 2 年） 
研究題目： ゲーム状況の意思決定における文化差 
期間：  2005 年６月 20 日～７月 30 日 
渡航先： ミシガン大学心理学部（アメリカ合衆国） 
対応者： 北山 忍 
派遣者氏名： 鳥山理恵 （文学研究科心理学研究室 修士課程２年） 
期間：  2004 年 8 月 20 日～9 月 7 日 
渡航先： ミシガン大学心理学部（アメリカ合衆国） 
対応者： 北山 忍 
派遣者氏名： 日髙昇平 （情報学研究科知能情報学専攻  博士課程２年） 
研究題目： 新奇語カテゴリ化バイアスのモデル研究 
期間：  2005 年９月１日～11 月 25 日 
渡航先： インディアナ大学（アメリカ合衆国） 
対応者： Linda B. Smith 
派遣者氏名： 石橋遼 （教育学研究科教育認知心理学講座 修士課程１年） 
研究題目： メンタルローテーションに関わる自己身体表象 
期間：  2005 年 10 月 30 日～11 月 30 日 
渡航先： Department of Experimental Psychology, University of Bristol (UK) 
受入対応者： Dr. Sotaro Kita 
派遣者氏名： 服部裕子 （文学研究科心理学研究室 博士課程１年） 
研究題目： オマキザルの食物分配に見られる他者の動機づけ状態の認識 
期間：  2006 年１月 12 日～３月 15 日 
渡航先： Yerkes Primate Center Emory University（アメリカ合衆国） 
受入対応者： Dr. Frans deWaal 
派遣：  木村洋太 （教育学研究科教育認知心理学講座 修士課程１年） 
研究題目： 情動認識と情動表出の相互作用 
期間：  2006 年 1 月 21 日～3 月 18 日 
渡航先： California Institute of Technology（アメリカ合衆国） 
受入対応者： Dr. Ralph Adolphs 
派遣：  中嶋智史 （教育学研究科教育認知心理学講座 修士課程１年） 
研究題目： 対人不安特性と表情の記憶 
期間：  2006 年２月 1 日～3 月 24 日 
渡航先： Stirling University（UK） 
受入対応者： Dr. Stephen Langton 

 



若手研究者養成プログラム 

 
大学院養成プログラムは、21 世紀 COE「心の働きの総合的研究教育拠点」の研究プロジェクト

に関連する優れた研究計画に対し、科学研究費に準ずる形式で大学院生の個別研究プロジェクトを支

援するものである。すなわち、21COE 心理学連合に参加する心理学系部局博士課程在籍の大学院

学生を対象に、「募集人員 10 人程度、申請額は 1 件 70 万円程度」として公募を行い、20 人の応募

者の中から、厳正な審査により 10 件を採択した。下表に採択された 10 件の内容を示す。 
平成 16 年度大学院養成プログラム研究発表会は、2004 年 3 月 25 日（金）、京都大学時計台

記念館 2 階・国際交流ホールⅠにおいて、実施予定である。 

 
 

氏   名  所属部局   学 年  指導教官  交付額（千円） 
        研究テーマ 

河崎美保    教育研究科  博士 1 年 子安増生  500 
研究テーマ 「算数授業において事前理解が他者発話の聞き取りと統合に及ぼす効果」 

木原  健  文学研究科  博士 3 年 苧阪直行  500 
研究テーマ 「運動刺激の有無に対する視覚的注意特性の研究」  

小島隆次  教育学研究科  博士４年  楠見 孝  500 
研究テーマ 「空間表現語指示領域に関わる参照対象と被指示対象の諸属性」  

  
佐々木玲仁 教育学研究科  博士３年    山中康裕  500 

研究テーマ 「風景構成法における個別法と集団法の比較」 

高橋康介    情報学研究科  博士２年  齋木 潤  500 
研究テーマ 「物体操作時の動的な知覚対象に対する視覚触覚情報の統合過程の検討」 

   
龍輪飛鳥    教育学研究科  博士２年  子安増生  500 

研究テーマ 「他者に心的状態を帰属する過程のモデル化と方法論についての検討」 

野村光江  教育学研究科  博士１年  吉川左紀子 500 
研究テーマ 「社会的相互行為における感情と視線・表情表出に関する心理学的検討」 

   

日高昇平  情報学研究科  博士１年  齋木 潤  500 
研究テーマ 「新奇語カテゴリ化バイアスのモデル研究」    

森口佑介  文学研究科  博士２年     板倉昭二  480 
研究テーマ 「就学前児の行動制御に環境の及ぼす影響」  

山本良子  教育学研究科  博士 2 年 遠藤利彦  500 
研究テーマ 「他者の不幸を嘆くこと、喜ぶこと」    

渡辺 慶  人間・環境学研究科   博士１年    船橋新太郎 400 
研究テーマ 「眼球運動方向の決定過程に関与する前頭葉連合野神経機構」 

 

 



 


