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1 平成24年3月 静岡大学大学院情報学研究科

2 平成26年4月 "Memory & Cognition", 42

3 平成26年8月 『認知心理学研究』第12巻第1号

4 平成27年3月 静岡大学

5 平成28年2月 『認知心理学研究』第13号第2号

6 平成29年3月
"Quarterly Journal of Experimental
Psychology", 70

7 平成29年12月
静岡産業大学論集『環境と経営』
第23巻第2号

8 平成30年4月
"Journal of Memory and Language",
99

9 平成30年8月
"Journal of Memory and Language",
101

10 平成30年12月
静岡産業大学論集『環境と経営』
第24巻第2号

11 平成31年3月
静岡産業大学論集『スポーツと人間』
第3巻第2号

12 令和元年6月
静岡産業大学論集『環境と経営』
第25巻第1号

13 令和元年6月
静岡産業大学論集『環境と経営』
第25巻第1号

14 令和元年6月
静岡産業大学論集『環境と経営』
第25巻第1号

静岡産業大学　磐田キャンパス　准教授　
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職位 専任准教授

取得学位 博士（学術）（平成27年3月）静岡大学

研究テーマ
・行動と結果の因果関係に関する人間の認知
・不確実性下における主観的な判断

所属学会 日本心理学会、日本認知心理学会、日本社会心理学会、日本デジタルゲーム学会

教育・研究内容

　心理と情報に関する授業を主に担当しています。これらはいずれも私たちの日常生活にも密接に関わる分野であり，実体験と共に学んで
いくことが重要と考えます。そのため，演習系の授業はもちろんですが，そのほかの授業においても，実際に体験できる課題をなるべく取り
入れたいと考えています。
　研究では，不確実性を有する事象に対する主観的な判断を研究対象としています。特に人間の行動と確率的に生じる結果の因果関係に
関する主観的な判断について興味を持っており，その特性を実験によって明らかにしようと取り組んでいます。

最終学歴 静岡大学創造科学技術大学院自然科学系教育部情報科学専攻（後期3年博士課程）修了

専門分野 実験心理学、情報学

主な担当科目
情報処理基礎Ⅰ、情報処理基礎Ⅱ、心理学、心理学研究法、消費者心理学、心理学基礎実験、心理統計法、
社会心理学演習

学術論文

心理的“流れ”概念の知覚要因（修士論文）

Odor-context effects in free recall after a short retention
interval: A new methodology for controlling adaptation
（短期保持時間後の自由再生における匂い文脈効果：順応の新しいコントロール
法）（査読付）

能動的随伴性課題における反応確率効果におよぼす結果密度の影響（査読付）

能動的行動が人間の随伴性判断におよぼす影響：反応確率効果の規定因の実験
的検討（博士論文）

能動的随伴性課題における履歴提示が反応確率効果におよぼす影響（査読付）

Reexamination of mood-mediation hypothesis of background-
music dependent effects in free recall
（バックグラウンドミュージック依存効果の気分媒介仮説の再検討）（査読付）

保育士の資質向上 ～研修の内容と形態～

The roles of remembering and outshining in global environmental
context-dependent recognition
（グローバル環境文脈依存再認における想起とアウトシャインの役割）（査読付）

Influences of context load and sensibleness of background
photographs on local environmental context-dependent
recognition
（文脈負荷と写真の背景適合性が局所的環境的文脈依存再認におよぼす影響）
（査読付）

3歳未満時の発達と保育：保育現場における現状と課題

女性就業者の就業意欲と職業観の変化について : 予備的検討

女子大学生のキャリア選択に関する一考察 : キャリア教育への示唆

情報社会における保育者の実践的指導力育成：
「幼稚園教育実習」と「保育・教職実践演習」に求められるもの（査読付）

スポーツファンの幸福度 経済学を用いて
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15 令和元年12月
静岡産業大学論集『環境と経営』
第25巻第2号

16 令和2年2月
静岡産業大学論集『スポーツと人間』
第4巻第1号

17 令和2年6月
静岡産業大学論集『環境と経営』
第26巻第1号

18 令和2年8月
"Journal of Memory and Language",
113

1 平成23年5月
日本認知心理学会第9回大会
（於学習院大学目白キャンパス）

2 平成24年9月
日本心理学会第76回大会
（於専修大学生田キャンパス）

3 平成25年6月
日本認知心理学会第11回大会
（於つくば国際会議場）

4 平成26年6月
日本認知心理学会第12回大会
（於仙台国際センター）

5 平成26年9月
日本心理学会第78回大会
（於同志社大学今出川キャンパス）

6 平成27年7月
日本認知心理学会第13回大会
（於東京大学本郷キャンパス）

7 平成27年9月
日本心理学会第79回大会
（於名古屋国際会議場）

8 平成28年6月
日本認知心理学会第14回大会
（於広島大学東広島キャンパス）

9 平成28年6月
日本認知心理学会第14回大会
（於広島大学東広島キャンパス）

10 平成29年6月
日本認知心理学会第15回大会
（於慶應義塾大学三田キャンパス）

11 平成29年6月
日本認知心理学会第15回大会
（於慶應義塾大学三田キャンパス）

12 平成29年9月
日本心理学会第81回大会
（於久留米シティプラザ）

13 平成29年9月
日本心理学会第81回大会
（於久留米シティプラザ）

14 平成29年10月
日本子ども学会学術集会第14回子ども学会
議（於環太平洋大学第1キャンパス）

15 平成30年9月
日本認知心理学会第16回大会
（於立命館大学大阪いばらきキャンパス）

16 平成30年9月
日本認知心理学会第16回大会
（於立命館大学大阪いばらきキャンパス）

17 令和元年8月
Asian Association for Sports
Management Conference 2019
（於順天堂大学）

18 令和元年9月
日本心理学会第83回大会
（於立命館大学大阪いばらきキャンパス）

19 令和元年9月
日本心理学会第83回大会
（於立命館大学大阪いばらきキャンパス）

20 令和元年9月
日本心理学会第83回大会
（於立命館大学大阪いばらきキャンパス）

21 令和2年9月
日本心理学会第84回大会
（於東洋大学白山キャンパス)
※web開催に変更

22 令和2年9月
日本心理学会第84回大会
（於東洋大学白山キャンパス)
※web開催に変更

23 令和3年3月

日本認知心理学会第18回大会
（於金沢工業大学)
※令和2年6月開催予定が延期され、
   web開催に変更

行動と結果の履歴提示が反応確率効果におよぼす影響

Video context-dependent effects in recognition memory.
（再認記憶におけるビデオ文脈依存効果）（査読付）

大卒若年総合職の昇進意欲－性差の基礎的分析－

学会発表

心理的“流れ”概念の知覚要因に関する探索的研究

不確実性下における確率の主観的な評価

能動的随伴性判断におよぼす反応確率と結果密度の効果

項目対とビデオ文脈の意味的関連性が対連合学習におよぼす効果

乳幼児の発達と保育：保育現場における課題とその解決策（査読付）

インクルーシブ教育推進のためにVRは何ができるのか：
保育者・教員・支援員の専門性向上を目指した活用の方向性について

写真の背景適合性が文脈依存再認におよぼす効果

自由再生における環境音文脈依存効果に及ぼす手がかり負荷の影響

低結果密度における履歴提示が反応確率効果におよぼす影響

グロ－バル環境文脈依存再認におよぼす項目手がかり強度の影響

ビデオ文脈依存再認におよぼすアウトシャイン原理の影響

背景色文脈依存再認におよぼす同一背景写真の連続提示の効果

自由再生における環境音依存効果におよぼす文脈の提示方法の影響

ビデオ文脈依存再認における文脈基盤ミラー効果

顔と名前の対連合学習におよぼす偶発的背景刺激の促進効果

非日本語母語話者による再認実験での正答率と確信度評定の関連性

同一ビデオの連続提示が文脈依存再生におよぼす効果

保育士の資質向上と研修：保育者は日頃どのようなことを勉強不足と感じているか

自由再生におけるBＧM文脈依存効果におよぼすボーカルの影響

ビデオ文脈依存再生における分散効果と学習時間効果

Construct of fan identity leading to consumption practices and
subjective happiness: Applying extended self to sport
spectatorship
（消費実践と主観的幸福感につながるファンアイデンティティの構築：拡張自己の
スポーツ観戦への適用）

ビデオ依存再認におよぼす提示様式の効果

自由再生におけるBGM文脈依存効果に音源がおよぼす影響

BGM文脈依存再認におよぼす楽曲の移調の効果
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1
平成28年9月～
平成28年10月

静岡産業大学経営学部

2
平成29年7月～
平成29年8月

静岡産業大学経営学部

3 平成30年7月 静岡産業大学経営学部

4 令和元年7月 静岡産業大学経営学部

講師等

第20回パソコン講座講師　「プレゼン活用コース」・「Excel応用コース」

第21回パソコン講座講師　「PowerPoint活用コース」

第22回パソコン講座講師　「Excel応用コース」

第23回パソコン講座講師　「Excel実践コース」
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