
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

　学内運営の活動は、委員会の委員長として，コンプライアンス委員長、また、委員としてFD委員、自己点検・評価・改善委員を
行なった。
　教職課程におけるＩＣＴ活用に関する内容の修得促進に向けた取組として、新設科目「情報通信技術を活用した教育の理論及
び方法」を計画した。
　科目「情報処理応用A」をプログラミングの内容に対応する科目として計画した。
　情報教育の運営として、データサイエンスの取組、メディア授業運営、非常勤講師の配置などを行った。
　入試、広報、各種催事への貢献・参加として、入試問題（数学）を作成した。
　2021年度第1回FD研修会にて，「コロナ禍での遠隔授業の取り組み－基礎演習Ⅰの事例を中心に－」を報告した。
　FDハンドブックにて，「初年次必修科目「基礎演習Ⅰ」の実践事例を報告した。
　コンプライアンス委員会にて、ハラスメント防止研修の実施を計画した。
　教授会・委員会等における建設的意見発言として引き続き、基礎演習ⅠⅡを実施をした。
　私立大学情報教育協会に参加した。
　『比較文化研究』、『東京未来大学研究紀要』投稿原稿の査読をした。

[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）

主体的学修の必要性
　これまでの知識詰め込み型を中心とした教育から、教員と学生が相互に知性を高めていく学生主体型の学士課程教育に換え
ていくことが重要である。主体的学修を促す工夫のため以下の点を留意する。
　授業の事前準備、授業の受講、事後の展開における総学修時間の確保。
　受講に対話を取り入れた授業方法の工夫。
　授業での学びの意味を理解させる支援。
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【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）

　主体的学修の必要性
　これまでの知識詰め込み型を中心とした教育から、教員と学生が相互に知性を高めていく学生主体型の学士課程教育に換え
ていくことが重要であり、そのことを実践した。
主体的学修を促す工夫のため、以下の点を留意したうえで実践をおこなった。
　遠隔授業における同時性又は即応性を持つ双方向性（対話性）の確保。
　授業の事前準備、授業の受講、事後の展開における総学修時間の確保。
　授業での学びの意味を理解させる支援。

アカデミック・スキルを育成する初年次教育の実践―利用価値介入の効果とその個人差の検討―に関する研究
　本研究では、アカデミック・スキルの育成を目指し、その利用価値の認知にはたらきかける初年次教育の一授業を提案して、効
果を検証した。授業では、アカデミック・スキルが卒業研究に至る大学での学習に有用であることを、具体例を用いながら説明し
た。また、学部での学習や卒業研究のテーマとなり得る内容で、スキルトレーニングを行った。なお、当該授業は，新型コロナウイ
ルス感染拡大の影響を受け、大半がオンデマンド型の遠隔授業であった。受講生81名に対して、授業前後で学習内容の理解度
の評定を求めたところ，平均値に有意な向上がみられた。また、受講生が予め抱いている学習内容の価値の認知が理解度の向
上に及ぼす影響を検討するため、授業前に評定させた獲得価値，制度的利用価値、実践的利用価値の3つの認知を独立変数、
理解度の差得点を従属変数とした重回帰分析を行った。結果，獲得価値と理解度の向上との間に正の関連がみられた。
高等学校における応援団の教育的機能・ 役割に関する研究
　本研究は応援団の発声について、①熟達度の尺度を明らかにする ③感情と発声要因の関係を明らかにする ②発声訓練の成
果要因を明らかにすることを目的として、応援部員と未経験者とのエールの発声に注目し、ケプストラム分析により基本周波数f0
を指標として分析を行った。その結果、応援部員は未経験者と比べ、基本周波数f0 の平均値が高く、同じ応援部員でも訓練期間
によって、値が異なることが明らかになった。このことから、エール発声の基本周波数が応援部における発声技法の熟達の指標に
なり得るとともに、エールの効果にも関連することがうかがわれた。

　日本比較文化学会第 43 回全国大会・ 2021 年度国際学術大会を，東京未来大学で開催し、大会運営委員として活動した。
　私立大学情報教育協会主催の「教育の質向上を目指すICT利用2021年度ICT利用による教育改善研究発表会年度（オンライ
ン開催）」に参加した。
　コミュニティー貢献の顕著な活動・研究は、財団法人全日本スキー連盟公認指導員、財団法人日体協公認上級指導員（ス
キー）としての活動を行った。



２）研究

３）社会貢献

４）学内運営

分類 就任年月 退任年月
学会 1989.1

1991.4
2001.4
2018.4
2019.4

研究会 2001.4
その他 2017.4 2018.3

就任年月 退任年月
2014.4 2018.3
2018.4
2021.4
2015.4 2021.3
2015.4 2019.3
2014.4
2015.4 2018.3
2018.4 2019.4

2019.11 2020.3

基礎演習Ⅱ(通)
専門演習Ⅰ（通）(旧:演習Ⅰ)

委員

委員長

教務委員会 委員
教養教育運営委員会 委員

基礎演習Ⅰ(通)

担当授業科目

委員会 役職名
情報処理センター管理運営委員会

委員

情報科学概論(通・信) 

コンピュータと人間の接点(通・信)
学びとモチベーション(信) 
教育の方法及び技術(通) 
情報処理基礎Ⅱ(通)　
情報処理基礎Ⅰ(機器操作を含む)(通・信) 

コンプライアンス委員会

社会活動

国際ＩＣＴ利用研究学会 正会員
日本バーチャルリアリティ学会

正会員

委員長

カリキュラムマップ及びナンバリングに係るワーキンググループ

学内委員

自己点検・評価・改善委員会 委員

正会員
正会員

基礎演習ワーキンググループ
インスティテューショナルセンター管理運営委員会

構成員

海外文化交流(通) 

構成員

視覚障害者のための触覚と聴覚のマルチモーダルによる遠隔教育システムに関する研究
　仮想音響スクリーン上の音の移動感によって、線分およびその組合せからなる簡単な図形が仮想的に表現できることが確認さ
れている。この聴覚心理的な簡易図形を作成するために、ペン入力触覚ガイドと音の移動感を併用したシステムを提案し、擬似
視覚障害者を被験者として実験をおこなった結果、意図した図形を正確に入出力でき、図形教育への可能性を確認した。今後、
簡易図形の作成にタッチパネルと音の移動感を併用したシステムを提案し、ペン入力触覚ガイドと比較する。タッチパネルの指先
入力は、触覚を使用した直観的な入力と、最大10本の指先による多地点入力の利点が考えられる。これらの利点により、簡易図
形を作成するために適した方法を求め、盲学校における視覚障害者の図形教育の応用を検討する。
高等学校における応援団の教育的機能・ 役割に関する研究
　本研究は応援団の発声について、①熟達度の尺度を明らかにする ③感情と発声要因の関係を明らかにする ②発声訓練の成
果要因を明らかにすることを目的として、応援団部員の被験者による実験を行った。今後、音声の感情分析を行った研究を進め
ていく。

　今後の社会貢献の活動・研究は、　日本比較文化学の学術大会に、大会運営委員として活動して行くつもりである。
　引き続き、革新的な三次元映像による超臨場感コミュニケーション技術の研究開発を、立正大学と名桜大学とともに共同研究を
おこなっていく。
　私立大学情報教育協会の「教育改革ICT戦略大会」に参加する。
　株式会社ビデオリサーチ主催の「VRわかものラボ」に学生とともに参加する。
　　コミュニティー貢献の顕著な活動・研究として、引き続き財団法人全日本スキー連盟公認指導員としての活動を中心に、理論と
実技の研修会を行っていく。

今後の学内運営の活動は、委員会の委員長、および委員として、各種業務を行う予定である。
　教職課程におけるＩＣＴ活用に関する内容の修得促進に向けた取組として、新設科目「情報通信技術を活用した教育の理論及
び方法」に取り組んでいく予定である。
　情報教育の運営として、データサイエンスの取組、メディア授業運営、非常勤講師の配置などに取り組んでいく予定である。
　DX推進計画により、教育・研究を高度化し、教育効果を最大化する取り組みに関わっていきたいと考えている。
　入試、広報、各種催事への貢献・参加として、入試問題（数学）の作成を担当していく予定である。

電子情報通信学会福祉工学研究会

機関名・企業等名 役職等名
電子情報通信学会 正会員
日本科学教育学会

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

日本比較文化学会
正会員

公益社団法人私立大学情報教育協会 代表者

教育改善向上委員会

専門演習Ⅱ（通）(旧:演習Ⅱ)
卒業研究(通)



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
杉本雅彦・
岩崎智史・

金塚基
共著 2021.9

比較文化研究
No.145，

2021,PP.109-119

学術論文

小林寛子・
杉本雅彦・
田澤佳昭・
鈴木亮太・
三浦卓己・
石橋 里美

共著 2022.3
東京未来大学研究

紀要
第16号,PP.41-51

高等学校における応援部
の応援技法に関する考察
―発声技法の習熟に焦点

をあてて―

　本研究は応援団の発声に
ついて、①熟達度の尺度を
明らかにする ③感情と発声
要因の関係を明らかにする
②発声訓練の成果要因を明
らかにすることを目的として、
応援部員と未経験者との
エールの発声に注目し、ケプ
ストラム分析により基本周波
数f0 を指標として分析を行っ
た。その結果、応援部員は未
経験者と比べ、基本周波数f0
の平均値が高く、同じ応援部
員でも訓練期間によって、値
が異なることが明らかになっ
た。このことから、エール発声
の基本周波数が応援部にお
ける発声技法の熟達の指標
になり得るとともに、エールの
効果にも関連することがうか
がわれた。　査読有。

アカデミック・スキルの育成
を目指す初年次教育にお
ける利用価値介入の提案

　本研究では，アカデミック・
スキルの育成を目指し，その
利用価値の認知にはたらきか
ける初年次教育の一授業を
提案して，効果を検証した。
授業では，アカデミック・スキ
ルが卒業研究に至る大学で
の学習に有用であることを，
具体例を用いながら説明し
た。また，学部での学習や卒
業研究のテーマとなり得る内
容で，スキルトレーニングを
行った。受講生81名に対し
て，授業前後で学習内容の
理解度の評定を求めたとこ
ろ，平均値に有意な向上が
みられた。また，受講生が予
め抱いている学習内容の価
値の認知が理解度の向上に
及ぼす影響を検討するため，
授業前に評定させた獲得価
値，制度的利用価値，実践
的利用価値の3つの認知を独
立変数，理解度の差得点を
従属変数とした重回帰分析を
行った。結果，獲得価値と理
解度の向上との間に正の関
連がみられた。　査読有。

【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



学会発表

小林 寛子 ・ 杉
本 雅彦 ・ 田澤

佳昭・
鈴木 亮太 ・ 三
浦 卓己 ・ 石橋

里美

共同 2021.9
日本心理学会 日本
心理学会第85回大

会

分類 機関・財団等
代表
分担
の別

学内 東京未来大学

【3-3】受賞・表彰

視覚障害者のための対称図形の
教育を目的とした遠隔教育シス

テムの構築
100,000

東京未来大学特別研究助
成

研究費名称 研究課題名 採択金額　（円）

アカデミック・スキルの育成
を目指した 初年次教育の

取り組み
―学修内容の価値の認知

と理解度との関連―

　本研究では，初年次教育の
1つとして，アカデミック・スキ
ルの育成を目指す授業を提
案し，効果の検証を行った。
①図書館・ ICTを利用した情
報収集，②文章読解，③
データ・図表理解，④図表作
成，⑤論文作成のスキルにつ
いて，授業冒頭で，卒業研究
に至る大学での学修および
社会生活において有効であ
ることを説明した。また，各ス
キルを学修する際には，卒業
研究のテーマとなり得る内容
でスキルトレーニングに取り
組ませた。受講生81名に対し
て授業効果を測定するため，
授業前後で学修内容の理解
度の評定を求めた。その結
果，獲得価値と理解度の向
上との間に正の関連がみら
れ，獲得価値の認知を高める
ことの有用性が示唆された。
ポスター発表。

機関・財団等

なし

【3-2】研究資金獲得状況　2021年度

年　　　　月受賞者名（連名も含む） 名称


