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 職  名 講師 

取得学位 博士（心理学）・名古屋大学大学院環境学研究科 

学  歴 名古屋大学大学院環境学研究科 博士後期課程 

所属学会 日本心理学会，日本認知心理学会，日本教育心理学会，Psychonomic Society 

 

教 育 活 動 

（主な担当科目） 

2020年：心理学概論，知覚・認知心理学 A・B，聴覚心理学，心理学統計法，応用心理学統計法，心理学

実験，実験社会心理学演習，専門演習 IB，専門演習ⅡA・ⅡB，心理学研究法特論 

 

研 究 活 動 

（論文等） 

・ Ikeda, K., Ueno, T., Ito, Y., Kitagami, S., & Kawagushi, J. (2017). An extension of a parallel-distributed 

processing framework of reading aloud to Japanese: No necessity to interpret human nonword reading 

accuracy as requiring a sequential mechanism. Cognitive Science, 41(6), 1288-1317. 

・ Hargis, M. B., Yue, C. L., Kerr, T., Ikeda, K., Murayama, K., & Castel, A. D. (2017). Metacognition and 

proofreading: The role of aging, motivation, and interest. Aging, Neuropsychology and Cognition, 24(2), 

216-226. 

・ Ikeda, K., Yue, C. L., Murayama, K., & Castel, A. D. (2016). Achievement goals affect metacognitive 

judgments. Motivation Science, 2(4), 199-219. 

・ 服部陽介・池田賢司 (2016). 講義中のマインドワンダリングに対する意図的抑制とネガティブな気

分の関係 パーソナリティ研究, 25(1), 62-73. 

・ Ikeda, K., Hattori, Y., & Kobayashi, M. (2016). Thinking about “why” eliminates retrieval-induced 

forgetting: Levels of construal affect retrieval dynamics. European Journal of Social Psychology, 46(4), 

514-520.  

・ Ikeda, K., Castel, A. D., & Murayama, K. (2015). Mastery-approach goals eliminate retrieval-induced 

forgetting: The role of achievement goals in memory inhibition. Personality and Social Psychology Bulletin, 

41(5), 687-695. 

 

（研究発表等） 

・ 江聚名・池田賢司・柿沼亨祐・田中あゆみ (2017 年 9 月). 知能観と JOL が学習時間に及ぼす影響―

課題難易度による調整効果― 日本教育心理学会第 59 回総会 名古屋国際会議場 

・ Ikeda, K., Jiang, J., Kakinuma, K., & Tanaka, A. (2016, November). Achievement goals and memory 

encoding. The 57th Annual Meeting of Psychonomic Society. Boston, MA. 



  
 

・ 江聚名・池田賢司・柿沼亨祐・田中あゆみ (2016 年 10 月). 知能観と JOL が学習時間に及ぼす影響 

日本教育心理学会第 58 回総会 サンポートホール高松・かがわ国際会議場 

・ 柿沼亨祐・池田賢司・江聚名・田中あゆみ (2016 年 10 月). 達成目標と検索誘導性忘却・促進 日

本教育心理学会第 58 回総会 サンポートホール高松・かがわ国際会議場 

・ 池田賢司・江聚名・柿沼亨祐・田中あゆみ (2016 年 10 月). 達成目標と符号化 日本教育心理学会

第 58 回総会 サンポートホール高松・かがわ国際会議場 

・ Ikeda, K., Castel, A. D., Yue, C., & Murayama, K. (2015, November). Achievement goals affect 

metacognitive judgments. The 56th Annual Meeting of Psychonomic Society. Chicago, IL. 

・ 池田賢司 (2015年 9月). 動機づけとメタ認知―達成目標と信念の観点からの検討― 日本心理学会

第 79 回大会 名古屋国際会議場 (小講演) 

・ 池田賢司・Alan. D Castel・村山航 (2015 年 9 月). 習得目標は検索誘導性忘却を解消する―記憶抑制

における達成目標の役割― 日本心理学会第 79 回大会 名古屋国際会議場 

・ 服部陽介・池田賢司・小林正法・伊藤友一 (2015 年 9 月). 理想のひとから目移りするとき―目標の

理想度と抑うつ気分が代替目標の早期に与える影響― 日本心理学会第 79 回大会 名古屋国際会

議場 

・ 北神慎司・石原尚・池田賢司・高橋知世 (2015 年 7 月). 見づらいほうが見つけやすい？―流暢性が

変化検出― 日本認知心理学会第 13 回大会 東京大学 

 

社 会 活 動 

・ 2017 年 8 月～9 月 企業内でのデータ分析講習会 講師 

 


