
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

【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。

全国の大学で学長ガバナンス体制の整備が進められており、本学も規程整備が進んだ。学長としての職責を全うすべく業務に
努力を傾注していく。また次期大学機関別認証評価に備えて、学内の課題を整理し改善に努めていく。教員の研究環境につい
ても、現在整備は進んでいるが、さらに充実を図っていく。

所　　　　　　属 　　職　　　　位 学　　　　　　　　　　　位氏　　　　　　名

角山　剛 モチベーション行動科学部 学長・教授 文学修士(立教大学)

[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）

学長として本学の教育面でのさらなる充実を目ざし、ディプロマ、カリキュラム、アドミッションの3ポリシーの整備を図ってきたが、
これで良しと歩みを止めてよいものではない。学長として、引き続き本学教育の一層の充実を目ざす。また地域連携にも引き続
き力を注ぎ、地域への貢献とともに学生の成長の場として活用していく。

モチベーション研究所の顧問として、引き続きモチベーション研究に関わる活動のアドバイスをしていく。同研究所が主催する研
究フォーラムの他にも、法人教育開発部との連携事業は研究所研究員の学術成果にもつながるものである。現在は学長職で忙
しく、自身の研究領域での実証的な研究に十分な時間が割けない状況にあるが、研究者として専門分野での実証的な研究に
向け計画を立案している。

現在3つの学会で常任理事、理事、常任顧問として活動しており、日本心理学諸学会連合心理学検定局常任運営委員も引き続
き拝命している。足立区孤立ゼロプロジェクトの学識委員、内閣府認証特定非営利活動法人「学生文化創造」理事、教育支援
人材認証協会理事も拝命している。また、社団法人キャリアカウンセリング協会シニア研修講師をはじめとして、企業や団体など
での講演や研修、研究指導も引き受けている。これらの役割を通して、引き続き社会貢献に努力していく。

［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）

学長職にあるため授業担当は外れている。
学長の職責から、本学の教育全般について関係各委員会・センターの協力の下で点検と改善に努めており、現在もそうした作
業を継続している。

学長職多忙のため十分な研究活動を行うことが困難な状況にあるが、今年度は本学で開催された日本比較文化学会第43回全
国大会において招待講演を依頼され、『グローバル化の中での研究の視点-産業・組織心理学の立場から—』と題して講演を
行った。第32回国際応用心理学会（32th ICAP）において、本学磯友輝子教授を筆頭発表者として共同研究ポスター発表
『Examining the effectiveness of social skills training programs for nursery teachers.』を行った。

足立区孤立ゼロプロジェクトの学識委員として、同プロジェクトの推進に継続して携わった。学会活動の面では、日本応用心理
学会理事、人材育成学会常任理事、産業・組織心理学会では今年度より名誉会員・常任顧問に就任した。日本応用心理学会
ならびに人材育成学会では編集委員として投稿論文の審査、学会機関誌編集にあたった（以上いずれも継続中）。日本心理学
諸学会連合心理学検定局の常任運営委員として、全国規模で実施する心理学検定の運営にあたっている（継続中）。その他、
内閣府認証特定非営利活動法人「学生文化創造」理事、教育支援人材認証協会理事、社団法人キャリアカウンセリング協会シ
ニア研修講師なども務めた（いずれも継続中）。

2018年度より学長職を拝命し、本年度第2期2年目に入った。本年度は、2020年10月大学機関別認証評価受審結果（合格）の
中で指摘された課題の改善や、組織体制・組織規程の整備などに注力した。学長ガバナンス体制もほぼ整備を終えた。新型コ
ロナウィルス感染拡大が未だ終息しない中、授業や大学行事、学内業務への影響を最小限に留めるべく、法人ならびに学内教
職員の協力を得て当面の課題を解決し現在に至っている。引き続き気を引き締めて学内運営に当たっていく所存である。
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学会発表
（講演）

角山剛 単独 2021.9
日本比較文化学会
第43回全国大会

学会発表

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

共同 2021.7
32th International
Congress of Applied
Psychology

その他
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角山剛 単独
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特定非営利活動法
人キャリアカウンセリ

ング協会

理事

名誉会員・常任顧問
産業・組織心理学会

日本社会心理学会

墨田区教育委員会すみだ学力向上推進会議

特定非営利活動法人 学生文化創造

役職等名

監事
一般社団法人日本心理学諸学会連合

【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

産業・組織心理学会
機関名・企業等名

心理学検定局常任運営委員

産業・組織心理学会 会長

日本グループ・ダイナミックス学会

グローバル化の中での研究
の視点 -産業・組織心理学

の立場から—

自己点検･評価･改善委員会 委員長

足立区孤立ゼロプロジェクト推進連絡会 学識委員

アドバイザー

学内委員

委員会 役職名

大学戦略会議 議長
人事委員会 委員

キャリアカウンセリング協会が
開催する領域別技能講習（組
織・人的資源管理）の中で、
組織心理学領域での上級研
修講座の講師を務めた。
2021年は2回実施。（研修講
師）

全学入試委員会 委員長
褒賞懲戒委員会 委員

【2】社会活動（学会、研究会、法人、自治体等）　2020年度　　　　　　　　　　　　　　

理事
常任理事

人材育成学会

一般社団法人教育支援人材認証協会

社会活動

日本応用心理学会 常任理事

産業・組織心理学会

常任理事・機関誌編集委員

正会員
日本心理学会 正会員

経営行動科学学会 機関誌編集委員
正会員

特定非営利活動法人 学生文化創造 理事

コンプライアンス委員会 委員

研修講座「組織心理の応用
研究」

本学で開催された大会での
招待講演。ローバル化が進
む中、異なる文化的背景に起
因するすれ違いや摩擦を防
ぐためにも、互いの文化が持
つ異同を理解し、異なるもの
を排除するのではなく、互い
を認め歩み寄る意識がますま
す重要になってくることを論じ
た。（講演講師）

Examining the effectiveness
of social skills training
programs for nursery

teachers.

担当授業科目

学長職専念のため授業は担当していない。

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。
（ポスター発表）



その他
（社会活

動）
角山剛 単独 2021.7

内閣府認証特別非
営利法人 学生文化

創造

分類 機関・財団等
代表
分担
の別

外部資金
日本学術振
興会

分担

受賞者名（連名も含む） 名称 機関・財団等 年月

【3-2】研究資金獲得状況　2020年度

研究費名称 研究課題名 採択金額　（円）

科学研究費補助金（挑戦
的研究萌芽）　（継続3年
目）

「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」

直接経費430万円
間接経費129万円

【3-3】受賞・表彰

なし

モチベーションは仕事の仕
方を変える〜仕事への意

欲をどう高めるか〜

「これからの大学を支える若
手職員研修会」講師。オンラ
イン方式での研修だったが、
全国の国公私立大学から61
名の職員の参加があり、終了
後の満足度では高い評価を
得た。（研修講師）


