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比較心理学からの進化的視点を、社会心理学や認知心理学に展開し、人間存在の本質部分から、ゼ
ミでの活動を通して、社会との繋がりを追い求めてゆく。
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最終学歴 筑波大学大学院博士課程心理学研究科単位取得退学
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研究テーマ 社会的ゲームと対人認知、進化社会心理学
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