
2021年度　教育研究活動報告書

１）教育

２）研究

３）社会貢献

４）学内運営

１）教育

２）研究

３）社会貢献

４）学内運営

所　　　　　　属 　　職　　　　位 学　　　　　　　　　　　位氏　　　　　　名

井梅　由美子 こども心理学部 准教授 修士（人文科学）(お茶の水女子大学)

【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）

　通学の授業では「心理学概論（こころの理解）」、「親子関係の心理学」、「子ども臨床心理学」、「心理的アセスメント」、「心理演
習」、「心理実習」を担当した。
春学期の「心理学概論」は1年ぶりの対面授業で始まり、感染症対策をしながら、新1年生の授業を担当した。対面授業において
も、コルズを併用しながら授業を行うことで、配布物を極力減らし、提出物についても、コルズ提出を利用した（感染症対策の一
環）。また、前期の授業は途中から急遽、遠隔授業に移行したが、すでにコルズの利用法は1年生でも慣れていたので、比較的ス
ムーズに遠隔授業に移行することができた。
後期の「子ども臨床心理学」については、当初遠隔授業で始まり、その後、対面授業で実施された。対面授業では、遠隔授業時
の復習も適宜行いながら、授業を進めた。
昨年、zoomによるオンライン授業で実施した「心理演習」は、今年度は対面で行うことができた。ロールプレイや事例検討のグ
ループワークについては、昨年度もzoomのブレイクアウトルーム機能等を用いて行ったが、対面での実施は全体を見渡せるという
点で、やはりメリットが多いことを感じた。少人数であることから、それぞれのグループにしっかりと目が届きやすく、体験型の授業
が行いやすいと思われる。
通信の授業では、「心理的アセスメント（スクーリング）」、「親子関係の心理学（テキスト）」を担当した。
ゼミ指導については、前期は途中から遠隔授業に移行し、meetやzoomを用いて、論文講読や卒論指導を行った。また、通信ゼミ
生の指導については、遠方のため、基本的にオンラインにて卒論指導を行った。

共同研究で行っているジュニア期の地域スポーツの研究について、引き続き論文執筆や本の執筆を行った。
地域スポーツに参加する母子のチーム参加満足度に関する調査について、こども環境学会に投稿し、掲載が決定した。また、昨
年11月に刊行された部活動指導員ガイドブックの応用編を本年度執筆し、近々刊行予定である。
コロナ禍において始まった遠隔授業が大学生のメンタルヘルスに及ぼす影響について、全国の大学生を対象にオンライン調査
を行った。その内容について、論文としてまとめ投稿した。

群馬県生涯学習センター主催の家庭教育支援者養成講座にて講師を務めた（9月）。
足立区プロポーザル選定委員会に委員として出席した（9月、11月）。
三鷹教育子育て研究所「学童研究会」に研究員として参加した（10月、11月）。

通信学務委員として、委員会への出席の他、入学願書の確認作業等を行った。
図書館管理運営委員として、各種イベント（オンライン選書ツアー、講演会）の準備、運営に携わった。
大学院受験予定者への模擬面接会にて、面接官を担当した（8月）。
4月に行われるスタートアップセミナーにて、臨床心理担当として巡回した。
その他、入試業務、学内行事等に参加した。

[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）

来年度の授業について、どのような形態で実施されるかについては、その時々の状況次第にはなると思われるが、2年間の遠隔
授業を通して、対面授業と遠隔授業それぞれのメリットデメリットがだいぶ分かってきたように感じられる。双方のメリットデメリットを
上手に利用しながら、柔軟な授業運営をできたらと思う。
公認心理師科目については、今年度初めて、1年生から4年生まで全ての学年で授業が行われ、4年生の「心理実習」が開始され
た。「心理演習（3年）」、および「心理実習（4年）」の授業では少人数でのグループ指導、また実際の臨床の現場を経験し、多くの
学びがあったと感じられる。今後、公認心理師カリキュラムを希望する学生は増えることが予想されることから、少人数指導のメリッ
トであるきめ細かな指導を保ちつつ、キャリア支援や大学院進学支援と並行して心理師を目指す学生のサポートを行っていきた
い。
また、来年度は1年生の担任を担当する予定である。4月の状況が不透明ではあるが、スムーズな大学生活への移行となるよう、
サポートしていく。
卒論指導については、下級生のアンケートへの負担なども考慮し、調査については工夫をしつつ、実施していきたい。今後の状
況については不透明ではあるが、遠隔授業でのアンケート調査も想定し、早めに論文執筆に取り組めるよう指導していく。

ジュニア期の地域スポーツに関する研究については、継続して行っていく予定である。発達に課題のある子どもたちのスポーツ活
動へのよりよい参加を目指して、指導者への調査および、教材作成を現在、行っており、これらを発信していく予定である。
あわせて、部活動指導員の活用に関する意義と課題についての調査を予定している。
また、現在投稿中の論文については引き続き修正を行い、掲載を目指していく。
母親調査についても引き続き継続して行う予定である。

コロナ禍ではあるが、子育て支援に関連する取り組みには引き続きぜひ積極的に参加したいと考えている。

委員会活動その他、与えられた任務を遂行していく。
その他、高校訪問、実習巡回、出張講義等、学内業務との調整をつけつつ、円滑に進められるよう心掛けていく。



分類 就任年月 退任年月
学会 1999.09

2001.04
2003.04
2005.04
2015.01
2020.04
2021.04

研究会 2002.04
2005.04

その他 2021.09
2021.10

就任年月 退任年月
2016.04 2019.03
2017.04 2019.03
2019.04 2021.03
2019.04
2021.04

子ども学(通)
子ども臨床心理学(通) 
心理学概論(こころの理解)(通) 
心理的アセスメント(通・信) 
心理・教育アセスメントⅠ（信）
親子関係の心理学(通・信) 
心理演習(通)
心理実習(通)
こども心理演習Ⅰ（通）
こども心理演習Ⅱ（通）
卒業研究・卒業論文（通） 

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

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

著書

藤後悦子・大
橋 恵・井梅
由 美 子 （ 編
著）

共著
2022

ミネルヴァ出版

学術論文
井 梅 由 美
子 ・ 藤 後 悦
子・大橋 恵

共著 2021.12
こども環境学研究
17(3)　71-77.

学内委員

地域スポーツに参加する
母子のチーム参加満足度

に与える要因の検討
－チームの強さ・風土・ス
ポーツの種類等に着目し

て－

著書、学術論文等
の名称

日本応用心理学会

図書館管理運営委員会
通信学務委員会

委員
委員

心理臨床センター管理運営委員会

正会員

三鷹教育子育て研究所「学童研究会」 研究員

現代の子どもたちにとって学校の課
程外でのスポーツ参加は有意義で
ある。本研究では子どもが地域ス
ポーツに参加経験のある母親500名
に調査を実施し、競技レベルやチー
ム風土、母子の参加満足度等を聞
いた。その結果、チーム内のハラスメ
ントや勝利至上主義の風土は競技
レベルが高いチームに多いこと、仲
間ハラスメントが母子ともに満足度を
低め、指導者ハラスメントや勝利至
上主義のチーム風土が子どもの満
足度を低め、指導者の適切な指導
や努力主義的なチーム風土が母親
の満足度を高めることが明らかに
なった。（18K03119）（査読あり）

委員

委員会 役職名

概要

学生生活委員会 委員

正会員
こども環境学会 正会員

部活動指導員ガイドブック
＜応用編＞

委員
教務委員会

社会活動

日本パーソナリティ心理学会 正会員
日本発達心理学会

担当授業科目

日本臨床心理士会

委員

機関名・企業等名 役職等名
日本心理臨床学会 正会員
日本心理学会

【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

日本教育心理学会

正会員
東京公認心理師会 正会員
足立区　プロポーザル選定委員会

近年、学校部活動を支える人材とし
て「部活動外部指導員」が注目され
ている。学校内で子どもを指導する
ためには、指導するスポーツや芸術
の知識だけでなく、学校の規則や子
どもの発達などに関する基礎知識も
必要となる。昨年発行の基礎編に続
く本書では、チームの作りかたや気
になる生徒への対応など部活動指
導員の現場で起こりそうな問題を中
心に取り上げた。



学術論文
藤 後 悦 子 ・
大橋 恵・ 井
梅 由美子

共著 2021.10.
心理学研究, 92
(4), 267-277.

学術論文

大 橋 恵 ・
タ ー ン 有 加
里ジェシカ・
藤後悦子・井
梅由美子

共著
2022.04.

（2021.12.
早期公開）

心理学研究, 93
(1), 10-20.

学術論文
大橋 恵・井
梅由美子・藤
後悦子

共著
2022.1

スポーツ産業学
研究, 32（１）, 39-
49.

学術論文
大 橋 恵 ・ 川
口めぐみ・井
梅 由美子

共著 2022.3
東京未来大学研
究紀要，16，121-
133.

学術論文

藤 後 悦 子 ・
三好真人・大
橋 恵・ 井梅
由美子

共著
2021.11

掲載決定

応用心理学研
究， 47 (3), 178-
189

本研究では，大学と専門学校の新
入生を対象に調査を行い，定期的
なスポーツ参加をしていた者の方
が，そうではない者よりもグリットのう
ち努力の粘り強さの得点が高いこと
が示した。さらに，スポーツしていた
学生の中では，活発に活動していた
人ほど，また課題関与的指導を多く
経験しているほど努力の粘り強さが
高いことが，性格5因子を統制したう
えで示された。一度のみの調査であ
るため因果関係を断定することがで
きないという限界はあるものの，継続
的なスポーツ実施の効果の可能性
が示された。（特別研究助成金）（査
読あり）

子どもの運動に対する養
育態度尺度作成の試み

地域スポーツにおいてボ
ランティアを行う母親の負
担感とサポート継続意図：
親同士のハラスメントと公

正感受性の影響

グリットの強さと運動部経
験との関係

地域で特別支援児童のスポーツに
関わる指導者の困難さを含めた体
験内容を明らかにするため，地域で
運動を指導する指導者13名にインタ
ビューを実施した。M−GTAを用いて
6カテゴリーが生成され，現場の指導
者は特別支援児の背景理解に戸惑
いながらも指導の工夫を行っている
ことが示された。今後の課題として，
指導者への特別支援児に関する研
修体制の整備と保護者達への啓発
が挙がった。（18K03119）（査読あり）

子どもたちのクラブのサポートを促す
要因をボランティア継続動機という視
点から検討した。地域スポーツに参
加中の子を持つ母親 800名を対象
にオンライン調査を行い，実際の活
動量に加え，親同士のハラスメントが
強いと負担感が強くなり，その結果と
してサポート継続意図が下がること
や，公正感受性が負担感とサポート
継続意図を調整することなどを示し
た。（特別研究助成金・18K03119・
20K11346）（査読あり）

小・中学生の運動に対する養育態
度を測定する尺度開発を目的とし，
小・中学生の子どもの親1546名を対
象に調査を行った。子の運動に対す
る養育尺度を測定するための項目を
因子分析した結果，共同活動，運動
の価値伝授，支配的対応の3因子構
造と，併存妥当性・再テスト信頼性
等が確認された。（18K03119）（査読
あり）

遠隔授業に対する大学生
の主観的理解度と評価に
かかわる要因の検討――
非同期型 e ラーニングの

場合

急遽非同期型遠隔授業を受けること
になった通学課程大学生の，eラー
ニングに対する評価と態度把握を目
的とし，スライドを用いた非同期型授
業に対する主観的理解度とそう考え
る理由に加え，遠隔授業の長所へ
の満足度と短所への不満内容など
について調査した。その結果，遠隔
授業の長所として「便利さ」「明瞭
さ」，短所として「単方向性」「モチ
ベーション維持困難」が抽出され、こ
れらが対面授業と比較して遠隔授業
を高く評価していることが示された。
（査読あり）

地域スポーツ指導者が直
面する困難：特別な配慮
が必要な子どもへの指導

を通して



学術論文

藤 後 悦 子 ・
井 梅 由 美
子・大橋 恵・
吉岡尚美・内
田匡輔

共著 2022.3
東京未来大学研
究紀要，16, 155-
164.

学会発表
井梅由美子・
藤後悦子・大

橋 恵
共同 2021.09

日本教育心理学
会第63回総会

(p.402)

学会発表
大橋 恵・川
口めぐみ・井
梅由美子

共同 2021.09
日本心理学会第
85回大会 PP009

学会発表
川口めぐみ・
大橋 恵・井
梅由美子

共同 2021.9
日本心理学会第
85回大会 PP010

学会発表
井梅由美子・
大橋 恵・川
口めぐみ

共同 2021.9
日本心理学会第
85回大会 PP011

合理的配慮の必要な子ど
もたちの支援に関する教

材の評価：
KJ 法による自由記述の分

類を通して

オンライン発表。本研究では，習い
事場面に焦点をあて，合理的配慮
が必要な子どもの特性理解とその対
応例をまとめた教材を作成しその効
果を検討した。教材を子どもの発達
に気になる事があると回答した母親
142名に見てもらい，自由記述にて
感想を求めた。KJ法により分類し10
のカテゴリーが得られた。「新たな気
づき」や「ためになる」といった意見
が見られ，教材の一定の有効性が
示された。また「周囲に読んで欲し
い」というニーズも見られ，当事者だ
けでなく，周囲の大人への周知とい
う意味でもこのような教材は有効であ
ると考えられる。（18K03119）

様々なタイプの遠隔授業
に対する大学生の満足度
と評価（１）：経験した遠隔
授業タイプによる違いを中

心に

オンライン発表。本発表では，
COVID-19流行により急遽導入され
た遠隔授業について，実際にどのよ
うな形態が多く採用されており，それ
らの授業について大学生がどのよう
にとらえていたのかを関西圏と首都
圏の様々な大学に通う学生493名を
対象に検討した。（特別研究助成
金）

様々なタイプの遠隔授業
に対する大学生の満足度
と評価（2）：COVID-19に
よる学びの理解度の現状

様々なタイプの遠隔授業
に対する大学生の満足度
と評価（3）：コロナ禍での

学生の生活変化とメンタル
ヘルスへの影響について

オンライン発表。本発表では、コロナ
禍での遠隔授業が学生のメンタルヘ
ルス与えた影響について検討した。
はじめに、K10の合計点では、41.2%
の学生がカットオフ値以上に該当し
た。また、性別を母集団とした多母
集団同時分析を行った結果、対面
授業の多さはコミュニケーション機会
の減少を防ぎ、教科書/資料型授業
は生活リズムの乱れを高めていた。
また、これらの生活変化は不安やス
トレスを増加させ、K10の得点も高め
ていた。（特別研究助成金）

オンライン発表。(1)に続き，本調査
では対面授業と遠隔授業による学
びの理解度の現状について，学生
の回答から得た自由記述を分析し
た。結果，遠隔授業をポジティブに
評価した学生とネガティブな評価を
した学生では，モチベーションの維
持困難が要因として考えられること
がわかった。（特別研究助成金）

配慮が必要な子の親に対
する教育教材の効果

－習い事を通した関わり
方と価値観－

子どもの習い事に関する意識や対
応方法について、配慮が必要な子
どもの特性を踏まえた理解を促すこ
とを目的とした親向けの教材を開発
し、その効果を検証した。調査対象
は、習い事を行っている配慮が必要
な小学生4～6年生の子がいる母親
142名であった。オンラインで教材を
黙読後、子どもの習い事への意識の
変化を検討した。その結果、教材の
理解や有用性は約半数以上の母親
が肯定的な評価を示し、習い事への
価値観の「成果・勝利」「根性・努力」
は得点が減少した。以上より、本教
材は一定の効果を示したといえよう。
（18K03119）（査読あり）



学会発表

Ohashi,
M.M., Togo,
E., & Iume,
Y.

共同 2021.07

32nd
International
Conference of
Psychology
(online)でのpaper
presentation
International
Journal of
Psychology

学会発表

Togo, E.,
Ohashi,
M.M., &
Iume, Y.

共同 2021.07

32nd
International
Conference of
Psychology
(online)での
poster
presentation
International
Journal of
Psychology

学会発表

Megumi, M.
Ohashi,
Megumi
Kawaguchi,
and Yumiko
Iume

共同 2021.07

14th meeting of
Asian Association
of Social
Psychology
(Seoul, Korea)で
のposter
presentation

学会発表

Megumi, M.
Ohashi,
Takafumi
Sawaumi,
Etsuko Togo,
and Yumiko
Iume

共同 2021.07

14th meeting of
Asian Association
of Social
Psychology
(Seoul, Korea)で
のpaper
presentation

Subjective comprehension
and evaluation of e-

learning by commuting
college students in Japan:
The case of asynchronous

e-learning.

オンラインポスター発表。急遽非同
期型遠隔授業を受けることになった
通学課程大学生の，eラーニングに
対する評価と態度把握を目的とし，
スライドを用いた非同期型授業に対
する主観的理解度とそう考える理由
に加え，動機づけ，遠隔授業の長所
への満足度と短所への不満などに
ついて調査した。その結果，遠隔授
業の長所として「便利さ」「明瞭さ」，
短所として「単方向性」「モチベー
ション維持困難」が抽出され、これら
が対面授業と比較して遠隔授業を
高く評価していることが示された。
（特別研究助成金）

オンライン口頭発表。ジュニアスポー
ツにおいて指摘される指導者による
ハラスメントについては、質的研究や
その影響に焦点をあてた研究が多
く、これを簡便かつ適切に測定でき
る尺度が見当たらない。そこで本研
究は、9項目からなるスポーツ場面に
おける指導者ハラスメント経験尺度
を作成し、高校時代のスポーツ経験
について大学生と専門学校生に調
査を行い、内的整合性・信頼性・併
存妥当性・予測妥当性等を検討し
た。（特別研究助成金）

Implicit attitudes toward
sports and exercise:

Similarities and differences
between Desirability IAT

and Joy IAT

Factors influencing
parental attitudes

regarding sports (2): The
sports experience ,

parental personality(using
their Interpersonal
Relationships ),and

attributes of their child
(using SDQ)

オンラインポスター発表。This study
was designed to identify factors that
influence parental attitudes towards
children based on the level of a
child in a team, parent’s
personality, and the child’s
temperament . An online survey was
conducted with parents of
elementary school children in Japan.
（特別研究助成金）

オンライン口頭発表。スポーツ継続
の条件は環境的な条件を中心に
色々と検討されているが，純粋に心
理的な要因，スポーツに対する態度
も影響するのではないかと考え，ス
ポーツ・運動に対する潜在的態度を
測定した。その際，同じ肯定的態度
であっても，望ましいと考えることと楽
しいと考えることは質的に異なるので
はないかと考え，望ましさIATと楽し
さIATという2種類のIATを用いて実
験を行った。その結果，本人の運動
有能感や実際にスポーツや運動を
行っている頻度などは楽しさIATとの
み相関が見られた。そのため，ス
ポーツ・運動に対する潜在的態度に
は，望ましさと楽しさの二種類があ
り，各態度が関連する行動は異なる
と考えられよう。 （20K11346）

Sports-harassment
experience by their

coaches in high school
and its effect on their

college life.



学会発表

Togo, E.,
Ohashi,
M.M., &
Iume, Y.

共同 2021.07

14th meeting of
Asian Association
of Social
Psychology
(Seoul, Korea)で
のposter
presentation

学会発表
大橋 恵・藤
後悦子・井梅
由美子

共同 2021.07
こども環境学会
2021年大会

学会発表
藤後悦子・大
橋 恵・井梅

由美子
共同 2021.07

こども環境学会
2021年大会

学会発表

大橋 恵・澤
海崇文・井梅
由美子・藤後

悦子

共同 2021.09
日本教育心理学
会第63回総会
p.337

学会発表
藤後悦子・大
橋 恵・井梅

由美子
共同 2021.9

日本心理学会第
85回大会 PD005

グリッドの形成に高校時代
の運動部経験が与える影

響

オンライン発表。大学と専門学校の
新入生を対象に調査を行い，定期
的なスポーツ参加をしていた者の方
が，そうではない者よりもグリットのう
ち努力の粘り強さの得点が高いこと
が示した。さらに，スポーツしていた
学生の中では，活発に活動していた
人ほど，また課題関与的指導を多く
経験しているほど努力の粘り強さが
高いことが，性格5因子を統制したう
えで示された。一度のみの調査であ
るため因果関係を断定することがで
きないという限界はあるものの，継続
的なスポーツ実施の効果の可能性
が示された。（18K03119・特別研究
助成金）

Differences in parents’
values regarding children’
s after-school activities in
the US, Germany, China,

and Japan-Effects of
educating parents using

picture books on
parenting

オンラインポスター発表。本研究で
は，はじめに子どもの習い事に対す
る親の価値観と養育態度の「統制」
の実態を明らかにする。次に，子ども
が習い事を行っている米国、独国、
中国、日本の親に対して親への子
育て絵本を用いた介入による効果を
4か国間で比較した。小学校高学年
で習い事を行っている米国、独国、
中国各100名の母親、日本の母親
200名を対象に絵本黙読前後に習
い事への価値観と養育態度のうち統
制的態度の強さを測定した。その結
果、習い事に対する価値観の成果
主義と継続主義、養育態度の統制
が、絵本黙読後に減少し、絵本の教
育的効果が示された。（特別研究助
成金）

応援席ハラスメントと指導者
ハラスメントと子どもの発達特

性との関連

オンライン発表。発表賞受賞。本研
究では，中高時代に運動経験があ
るスポーツ系の専門学校の学生を対
象として，スポーツ経験を振り返って
もらい，個人的特性とハラスメント被
害経験の関連を明らかにすることを
目的とする。発達特性については，
男性では仲間関係に課題があると
応援席ハラスメントと指導者ハラスメ
ント被害が増え，行為に課題がある
と指導者ハラスメント被害が増えた。
女性では，情緒に課題があると応援
席ハラスメント被害が多くなった。さら
に男女問わず総合的困難さが多い
と，応援席ハラスメントと指導者ハラ
スメント被害も多くなることが示され
た。（18K03119）

望ましさと楽しさの２種類
に分割した潜在的スポー

ツ・運動観の測定:
潜在連合テストの妥当性

検討

オンライン発表。本研究ではスポー
ツ・運動に対する潜在的態度を測定
した。その際，同じ肯定的態度で
あっても，望ましいと考えることと楽し
いと考えることは質的に異なるので
はないかと考え，望ましさIATと楽し
さIATという2種類のIATを用いて実
験を行った。その結果，二者には中
程度の相関があり，再検査信頼性は
中程度であることが示された。
（20K11346）

発達支援が必要な子ども
の親に対する教育教材の
効果 ：習い事を通した関

わり方と価値観

オンライン発表。本研究では，中高
時代に運動経験があるスポーツ系の
専門学校の学生を対象として，ス
ポーツ経験を振り返ってもらい，個
人的特性とハラスメント被害経験の
関連を明らかにすることを目的とす
る。（18K03119）



学会発表

大橋 恵・澤
海崇文・藤後
悦子・井梅由
美子

共同 2021.9
日本社会心理学
会第63回大会

公開シン
ポジウム

藤後悦子・大
橋恵・井梅由
美子・鈴木亮
太

共同 2021.8
東京未来大学学
園祭内オンライン
配信

【3-2】研究資金獲得状況　2021年度

分類 機関・財団等
代表
分担
の別

外部資金 文部科学省 分担

外部資金 文部科学省 分担

学内
東京未来大
学

【3-3】受賞・表彰

学園祭でのシンポジウム
よりよい部活動づくり―部

活動指導員の活用―

よりよい部活動づくりに向けて、①藤
後・大橋・井梅のこれまでの研究内
容の説明（藤後）、②部活動で感じ
た疑問等について学生4名（吹奏楽
部2名、テニス部1名、野球部1名）の
話題提供、③部活動の問題の指摘
（井梅・大橋）、④部活動に関わる教
員として（鈴木）が自身の経験を踏ま
えて、今後の部活動のあり方につい
て話し合った。

科学研究費　基盤（C）
（18K03119）

発達に課題がある子どもへの
チームスポーツ指導プログラ
ムの開発とその評価

0

東京未来大学特別研究助
成

部活動指導員の活用に関す
る意義と課題について

100,000

科学研究費　基盤（C）
（20K11346）

青少年期のｽﾎﾟｰﾂ経験による
潜在的ｽﾎﾟｰﾂ観の違い

40,000

こども環境学会

研究費名称 研究課題名

機関・財団等

藤後悦子・井梅由美子・大橋恵

オンライン発表。スポーツ・運動に対
する潜在的態度を簡易版IATで測
定し、過去の経験や現在のスポー
ツ・運動行動との関連を見た。その
際，同じ肯定的態度であっても，望
ましいと考えることと楽しいと考えるこ
とは質的に異なるのではないかと考
え，望ましさIATと楽しさIATという2種
類を用いた。その結果，顕在的態度
と弱い正の相関が見られ、本人の運
動有能感とも関連が見られたが、実
際にスポーツや運動を行っている頻
度との相関関係は見られなかった。
今後はより行動的な指標が必要であ
ろう。 （20K11346）

受賞者名（連名も含む） 名称

潜在的スポーツ・運動観
の規定因の探索的検討：
簡易版潜在連合テストを

用いて

藤後悦子・大橋恵・井梅由美子 優秀ポスター発表賞

こども環境論文・著
作奨励賞

こども環境学会

採択金額　（円）

年　　　　月

2021.7.3

2020.7.4


