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１）教育

２）研究

３）社会貢献

４）学内運営

所　　　　　　属 　　職　　　　位 学　　　　　　　　　　　位氏　　　　　　名

磯　友輝子 モチベーション行動科学部 教授 修士（人間科学）（大阪大学）

【1】あなたの今年度の本学での活動を以下の項目にしたがって文章でまとめてください。
［1-1］自己評価　①教育 ②研究 ③社会貢献 ④学内運営に沿って書いてください（1200字程度）

　今年度から通学「ポジティブ心理学」も担当することになり、通学，通信課程合わせ19科目に関わった。そのうち、「クリティカ
ル・シンキング」「コミュニケーション・スキル」「対人コミュニケーション・スキル／コミュニケーション・スキル」は春学期開講の演習
であったため、昨年度の経験を活かして遠隔授業ながらもCoLSのフォーラムやアンケート機能を利用してグループ・ワークに類
する形式にしたり、ZOOMによる授業を複数回加えることにより、到達目標から乖離しないよう工夫した。秋学期の講義科目の遠
隔授業期間もCoLSのアンケート機能を活用して一方的な内容にならないように工夫した。また、対面期間中には、新型コロナ
ウィルス感染症対策の一環としてCoLSで資料配布を行い、すべてではないがGoogleフォームによるアンケートを利用してリアル
タイム集計した結果を呈示するなど、受講生同士の直接的な対話は抑制しつつも相互作用を図れる工夫をした。ただし、
CoLS、ZOOMやGoogleフォーム等のツールを十分に使いこなせていないため、今後に向けて技術向上が必要である。
　通学課程の「卒業研究」については3年～4年次の前半まで緊急事態宣言によってオンライン面談になってしまった影響である
ろうと思われるが、調査・実験の開始と論文執筆に遅れが生じた学生がおり、改めてコロナ禍の影響を感じた。また、通信課程は
ゼミ生が2名となり（演習Ⅱおよび卒業研究，演習Ⅰの受講）、生涯学習の重要性をより意識するようになった。

　今年度は、第一発表者として32th International Congress of Applied Psychology (ICAP2020+)、日本応用心理学会でのポス
ター発表を行い、第二著者として2本の論文を投稿した。緊急事態宣言発出の影響により、研究倫理・不正防止委員会承認済
みの研究に取り組むことができなかったのが残念だが、今年度はこれまでの研究成果をまとめる期間になったと思われる。また、
継続して日本心理学会認定心理士資格認定委員を務めた。

　モチベーション研究所と東京都墨田区教育委員会事務局すみだ教育研究所との共同研究が再開した。すみだ教育研究所，
共同研究実施校との調整役のほか、実施校の先生方と対面，ZOOMで打ち合わせを行った。このほか、葛飾区、千葉県流山
市，東京都立公立学校難聴・言語障害教育協議会、日本幼年教育会からの依頼で研修講師を担当した。また、今年度も1月に
JMOOC（日本オープンオンライン教育推進協議会）「心理学スパイラルアップ-多角的視点からの接近」講座が開講され，資料
の見直しとQ&Aの作成を行った。

　継続してモチベーション研究所，学科長補佐を務めた。また、4月より再度教務委員となり、学科長補佐の視点から意見を述べ
た。今年度は対面型オープンキャンパスで模擬授業を担当したり、高等学校の生徒からZOOMでインタビューを受けるなど高校
生と触れ合う機会を久しぶりに得て、Withコロナでの広報の重要性を感じた。その他、広報に関わる記事の紙面インタビューに
も対応した。

[1-2]今後の目標と計画　①教育 ②研究 ③社会貢献 ④学内運営に沿って書いてください(800字程度）

　次年度は，今年度より担当授業数が増える（基礎演習Ⅲ，Ⅳ）。またいつ新型コロナウィルス感染症の影響が拡大するかわか
らない状況であることから、様々な事態を想定して複数の授業路線を計画し、効率的，効果的に授業を運営できるようにしたい。
また、卒業研究については、通信課程1名、通学課程7名の調査・実験と論文執筆が遅れないよう、学生の理解状況を確認しな
がら丁寧に指導していく。

　今年度実施を計画していたものの、緊急事態意宣言の発出により延期している対面とオンラインでの会話実験を実施したい。
新型コロナウィルス感染症に関わる研究成果が心理学界にも発表されていることから、基礎的な成果を蓄積することで、コロナ
禍での効果的なコミュニケーションの在り方を明らかにする。また、期間延長申請をした科学研究費補助金「潜在保育士の保育
士就労促進に対する職場の人間関係と社会的スキルトレーニングの効果（課題番号18K18672）」が次年度で終了する。コロナ
禍の影響で研究期間内には新任保育士対象のソーシャルスキル・トレーニングが実施できなかったが、実施方法をオンライン等
に変更することも視野に入れ計画を練り直す。このほか、止まっている書籍，論文の執筆にも取り組む予定である。

　自治体や小中学校、企業からの研修依頼には、授業運営に支障のない範囲で引き受けたいと考えている。また、本学モチ
ベーション研究所とすみだ教育研究所との共同事業については、学習意欲測定に関わるデータの刷新などすでに課題が挙
がっていることから、研究員の活動状況を考慮しながら貢献できるよう、人員配置を考えていく。

　学科長補佐として、学科長、学部長を補佐し、モチベーション行動科学部の学生の学習状況の把握とフォロー、ならびに教員
の校務・教務のバランスを考えて学部運営に貢献していく。特に、長引くコロナウィルス感染症の影響を受け、心身のバランスを
崩している学生も少なからずいるはずである。そういった学生に目をかけられるよう教員側の態勢を整えたい。



分類 就任年月 退任年月
学会 2000.04

2000.04
2000.04
2002.04
2003.04
2006.04
2008.05
2019.11
2022.01

就任年月 退任年月
2011.09
2021.04

分類 著者名
単著
共著
の別

発行又は
発表年月

発行所、発行雑誌又
は発表学会等の名

称

学術論文
鈴木公啓・磯

友輝子
共著 2022.03

東京未来大学研究
紀要，16

基礎演習Ⅱ(通)

卒業研究(通・信)

【3-1】著書・論文・社会活動（その他）　2021年度　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

著書、学術論文等
の名称

概要

オノマトペの使用による印
象形成：言葉による装いの

効果

本論文は、オノマトペを扱い，
オノマトペの使用が印象形成
に及ぼす影響を検討した3つ
の調査結果を報告したもので
ある。研究1は場面の種類と
受信者の種類、研究2は、評
価者の年齢、研究3は、送信
者の年齢層の位置づけを主
たる要因として扱、これら一連
の研究によってオノマトペに
よる効果の一端を明らかにし
た。オノマトペの子どもっぽさ
といった特徴が発信者の印
象形成に反映されること、さら
に社会的能力に関する印象
にも影響を及ぼすことが確認
された。第二著者として研究
の全過程に関わった。
（Pp.66-77.）(査読有)

日本応用心理学会

認定委員

機関名・企業等名 役職等名
日本心理学会 正会員

専門演習Ⅰ(通)

日本社会心理学会

役職名
モチベーション研究所

心理学研究法Ⅰ(信) 

専門演習Ⅱ(通)

社会活動

社会言語科学会 正会員
日本グループ・ダイナミックス学会

正会員

構成員

学内委員

正会員
日本シミュレーション＆ゲーミング学会 正会員
日本心理学会認定心理士資格認定委員会
保育学会 正会員

委員会

【2】社会活動（学会、研究会、法人、自治体等）　2021年度　　　　　　　　　　　　　　

正会員
正会員

クリティカル・シンキング(通)
心理学研究法(通・信) 
コミュニケーション・スキル(通・信)
対人コミュニケーションスキル(信) 
対人コミュニケーション論(信) 

教務委員会

ポジティブ心理学(通・信)
コミュニケーションの心理学（通・信)

担当授業科目

日本コミュニケーション学会

演習Ⅰ(信)
演習Ⅱ(信)

委員



学術論文 三國志保・磯
友輝子

共著 2022.03
モチベーション研

究，11

国際学会

Yukiko Iso,
Etsuko Togo,
Tomoko
Hyugano,
Waka
Yamagiwa,
Ikko
Takahashi,
Takashi
Kakuyama

共同 2021.7

32th International
Congress of Applied
Psychology
(ICAP2020+)

Examining the effectiveness
of social skills training
programs for nursery
teachers.

本報告は，現職保育士を対
象を対象に行った体験学
習型ソーシャルスキルトレー
ニング（SST）による研修前後
でのソーシャルスキル得点の
変化をまとめたものである。記
号化と感情統制スキルがSST
後に有意に高くなっていた。
また，責任者の立場にある者
は，クラス担任の保育士よりも
プレ，ポストテスト両方で記号
化，解読スキルが高かった。
さらに記号化，解読スキルは
年齢の正の相関が示された
が，感情統制とは関連性が見
られなかった。以上から， 感
情統制スキルは記号化，解
読スキルとは異なり，日々の
生活で改善することが難しく，
SSTのような介入の必要性が
が示された。第一発表者とし
て研究の全過程に関わった。
（デジタルポスター発表，
ZOOMによる口頭対応有：
2021.7.21.発表）

対人ストレスに注目したスト
レス・マインドセット介入に
よるストレス認知への影響

本論文は，有益ストレス・マイ
ンドセット介入がストレス認知
と精神的健康へに及ぼす影
響を検討した研究をまとめた
ものである。研究参加者の半
数には有益ストレス・マインド
セットに関する説明文を，もう
半数には特定の人物が有益
マインドセットによりストレスを
克服したエピソードを呈示し
たところ，後者のほうがストレ
ス・マインドセットが有益側へ
高まる，対人ストレスの認知が
軽減する，精神的健康度が
高まるとした仮説は支持され
なかった。しかしながら，両条
件共に介入効果が見られ，
文章によるストレス・マインド
セット介入の効果が示され
た。なお，本研究は指導生で
あった第2著者が東京未来大
学在学時に行った卒業研究
に基づく。第二著者として研
究の全過程に関わった。
（Pp.23-39.）
(査読有)



学会発表
磯友輝子・三

國志保
共同 2021.08

日本応用心理学会
第87回大会

その他
磯友輝子・仲

嶺真
共同 2021.6

東京都墨田区教育
委員会事務局すみ

だ教育研究所

その他 磯友輝子 単独 2021.6
千葉県流山市教育
研究会生徒指導部

会

その他 磯友輝子 単独 2021.8
公益社団法人日本

幼年教育会

その他 磯友輝子 単著 2021.11
東京都葛飾区子育
て支援部保育課

その他
磯友輝子・小
林寛子・仲嶺

真
共同 2021.12

東京都墨田区教育
委員会事務局すみ

だ教育研究所

 ストレスマインドセット介入
によるストレス認知への影

響

本報告は，ストレスの有益性
を説明する文章呈示の介入
により，ストレスマインドセット
を有益側に高め，主観的健
康を向上させられるかどうか
を検討した研究成果の報告
である。介入後に心理ストレ
スの低減がみられたが，説明
的な呈示内容よりも具体的エ
ピソードである方が効果が高
いとした仮説は支持されず，
どちらもストレス低減に効果を
もたらすことが示された。な
お，本研究は指導生であった
第2著者が東京未来大学在
学時に行った卒業研究であ
り，本報告に当たりデータの
再分析を行った。第一発表者
として研究，発表の全過程に
関わった。（大会発表論文集,
p.66)
（デジタルポスター発表：
2021.8.28-9.26.開催）

研修会
東京都墨田区教育委員会
事務局すみだ教育研究所
「学習意欲向上の取組事
業」

東京都墨田区教育委員会事
務局すみだ教育研究所「学
習意欲向上の取組事業」の
一環として実施校（東京都墨
田区立言問小学校）の授業
を参観し，担当教員2名に対
して授業参観の上で助言・研
修を行った。
（2021.6.4.開催）

研修会
千葉県流山市教育研究会
生徒指導部会「生徒指導
に関する講和：『どうせ自分
なんて』の仕組み」

生徒指導に携わる流山市の
小，中学校教員を対象に
「『どうせ自分なんて』の仕組
み」と題して，自己効力感，自
己肯定感の観点から先延ば
し傾向について解説を行っ
た。研修会は,新型コロナウィ
ルス感染症対策を施したうえ
で対面して行われた。
（2021.6.25.開催）

研修会
公益社団法人日本幼年教
育会　2021年JAPE下記幼
年教育研修会（WEBセミ
ナー）「心を分かち合う保育
者間コミュニケーション」

幼児教育に関わる私立幼稚
園，こども園，保育園等の教
諭，保育教諭，保育士を対象
に，良好な職場環境を構築
するための保育者間コミュニ
ケーションについて説明し
た。研修会は,ZOOMにより行
われた。（2021.8.3.開催）

研修会
東京都葛飾区保育課令和
3年度新任保育士研修会
「保育園におけるチーム
ワーク」

葛飾区の公立保育園に令和
2年度に着任した新任保育士
を対象に,組織心理学,リー
ダーシップ理論,ソーシャルス
キルの視点からチームワーク
の形成に関わる要因につい
てワークを交えながら説明し
た。研修会は,新型コロナウィ
ルス感染症対策を施したうえ
で対面して行われた。
（2021.11.30.実施）

研修会
東京都墨田区教育委員会
事務局すみだ教育研究所
「学習意欲向上の取組事
業」

東京都墨田区教育委員会事
務局すみだ教育研究所「学
習意欲向上の取組事業」の
一環として実施校（東京都墨
田区立言問小学校）の教員2
名に対して，ZOOMにより助
言・研修を行った。
（2021.12.14.開催）



その他 磯友輝子 単独 2021.12
東京都立公立学校
難聴・言語障害教育

協議会

その他
小林寛子・磯
友輝子・須田
誠・出口保行

共同 2022.01

東京未来大学・
JMOOC（一般社団

法人日本オープンオ
ンライン教育推進協

議会）

その他
磯友輝子・埴
田健司・小林

寛子
共同 2022.02

東京都墨田区教育
委員会事務局すみ

だ教育研究所

その他 磯友輝子 単独 2022.02
千葉県流山市立新

川小学校

分類 機関・財団等
代表
分担
の別

学外
日本学術振
興会

分担
（代表
日向
野智
子）

研修会
千葉県流山市立新川小学
校校内研修会「自己肯定
感の低い児童への関りに
関する講話と演習：『どうせ
自分なんて』の仕組み」

流山市立新川小学校の教員
を対象に「『どうせ自分なん
て』の仕組み」と題して，自己
効力感，自己肯定感，モチ
ベーションに関して解説を
行った。校内研修会は,新型
コロナウィルス感染症対策を
施したうえで対面して行われ
た。（2022.2.25.開講）

年　　　　月受賞者名（連名も含む） 名称 機関・財団等

なし

【3-3】受賞・表彰

潜在保育士の保育士就労促進
に対する職場の人間関係と社会
的スキルトレーニングの効果（課
題番号18K18672　）

直接経費4,300,000
間接経費1,290,000

科学研究費補助金（挑戦
的研究（萌芽））（継続3年

目，期間延長）

研究費名称 研究課題名 採択金額　（円）

【3-2】研究資金獲得状況　2021年度

研修会
東京都立公立学校難聴・
言語障害教育協議会「自ら
学ぶ意欲を育てる」

大規模公開オンライン講座
JMOOC講座「心理学スパ
イラルアップ－多角的な視
点からの接近」

2018年度から開講している講
座の4度目の開講である。「人
と人をつなぐ－社会心理学か
らの接近社会心理学の視点
から」として，対人コミュニケー
ションについて講義を行っ
た。これまで掲示板で質問が
見られた内容についてＱ＆Ａ
を作成した。（2022.1.13.開
講）

研修会
東京都墨田区教育委員会
事務局すみだ教育研究所
「学習意欲向上の取組事
業：『学習意欲測定尺度
解説書』　に関する説明」

東京都墨田区教育委員会事
務局すみだ教育研究所「学
習意欲向上の取組事業」の
一環として「『学習意欲測定
尺度　解説書』　に関する説
明」の動画撮影を行った。
（2022.2.10.撮影）

東京都立公立学校の「聴こえ
の教室」を担当する小学校，
中学校の教員を対象に，「自
ら学ぶ意欲を育てる」と題して
学習意欲の仕組みについて
説明をした。研修会は,新型コ
ロナウィルス感染症対策を施
したうえで対面して行われ
た。（2021.12.21.開催）


