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◆研究キーワード                                   
 健康行動 ／ ストレス ／ 感情能力  

◆主要業績                             総数 ( 8 ）件 
・Omori, M., & McKyer-Jones, E.L. 

Relationships among social influences, health beliefs, and adolescent smoking status - A cross-national study 
between US and Japan. 
International Journal of Behavioral Medicine, 13, supplement, 96. 

・Yamawaki, N., & Omori, M. 
The impact of parental bonding in childhood on Japanese college students’mental health:  The mediation 
role of self-esteem and life satisfaction. 
International Journal of Behavioral Medicine, 13, supplement, 262. 

・Sakurai, M., & Omori, M. 
Relationships between perceived parental rearing and interpersonal difficulties among female 
undergraduate students. 
2006 International Congress of Psychotherapy in Japan and the 3rd International Conference of the Asian 
Federation for Psychotherapy. Program & Abstracts, 99. 

・Ushioda, E., & Omori, M. 
Predictive roles of co-activities and sexual relationships on marital satisfaction among Japanese women. 
2006 International Congress of Psychotherapy in Japan and the 3rd International Conference of the Asian 
Federation for Psychotherapy. Program & Abstracts, 99 

・Omori, M. 
Gender Differences in Health-Endangering Behaviors and Psychological Correlates among Japanese College 
Students. 
Panel Discussion at the Asian Studies on the Pacific Coast 
ASPAC 2006 Annual Conference, June 17, 2006. 
Washington State University, USA

◆研究内容                   
（１）科学研究費補助金基盤研究 (Ｃ）の研究プロジ

ェクトとして、ヘルスリスク行動と感情調節能力およ

びストレスの関連を明らかにする調査研究を行った。 
（２）本学、特別教育経費「リスク社会のためのコミ

ュニケーションの開発」における院生参加型プロジェ

クトとして、「ヘルスコミュニケーション」に関するプ

ロジ一般成人の食信念に関する調査研究を行った。 
 
 
 
 
 
 
 

◆教育内容                 
臨床心理学および健康心理学に関する授業・研究指導

を行った。大学院においては「心理臨床論」「メンタル

ヘルス論」「心理臨床論演習」を担当し、成人期の心理

的問題の実践や科学的研究の動向について授業をすす

めてきた。学部レベルでは「文化と心理」「臨床心理学

演習」を主として担当した。 
研究指導は、卒業論文と修士論文指導が中心である。

2006 年度の主なテーマは、青年期～成人期の心理的特

性に関するものであった。具体的には、大学生の愛着

特性と友人関係の関連について、青年期の本来感、職

場ストレスと感情能力の関連について、の研究がある。 
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◆Research Pursuits               
(1) With a grant-in-aid from JSPS, I initiated a 
research project entitled as "The Development of 
Health-Promoting Program - Application of 
Emotional Intelligence."  Research activities during 
the year 2006 include literature review, 
establishment of collaborative relationship with EI 
Resaerch, and the development of a measure for 
Emotional Intelligence. 
(2) Participating in a project entitled as "The 
Communication Development for Risky Society," I 
conducted a project with graduate student.  We 
developed a scale to measure beliefs about eating 
among general population. 

◆Educational Pursuits            
I taught classes related to clinical psychology.  
Graduate courses that I taught were Clinical 
Psychology, Seminar in Clinical Psychology, and 
Topics on Mental Health.  I put more emphasis on 
research than on particular intervention techniques 
in these classes.  Undergraduate courses involved 
Culture and Psychology and Seminar in Clinical 
psychology. 
I also supervised students’ theses as part of my 
educational responsibilities.  Research projects that 
I supervised centers around adolescence and 
adulthood. 
 

◆共同研究例                                      

１．青年期ヘルスリスク行動に関する日米比較研究 
２．感情能力とリスク行動の関連について 
３．大学生のライフスペースに関する国際比較研究 

◆将来の研究計画・研究の展望                              

感情能力と行動制御の観点からヘルスリスク行動を明らかにし、予防に有効な介入方法の検討を行っていきたい。 

◆受験生等へのメッセージ                                
臨床心理学は、心理的な問題の成り立ちや治療の方法に関わる領域ですが、広範な心理学の基礎知識のうえに成り

立っています。臨床の場所では、個人の問題を理解し、どの方法がよいのか仮説をたて、治療法が効果的なものか

どうか検証できることが求められます。こうしたことは、科学的な心理学研究法を学ばずには獲得できることでは

ありません。 
基礎的な心理学の知識と科学的な心理学の研究法をしっかり勉強していただきたいと思います。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


