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所　　　　　　属 　　職　　　　位 学　　　　　　　　　　　位氏　　　　　　名

鈴木公啓 こども心理学部 准教授 博士（心理学）(東洋大学)

【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）

　心理学系の講義科目、および、演習系科目を担当した。また、通学および通信の両方の課程にて科目を担当した。新型コロ
ナウイルス感染症流行の影響により、オンラインとなった講義もあったが、昨年度の経験を生かし、より充実した資料や構成とす
るよう努めた。また、ゼミの指導を中心に、学生教育に力を注いだ。3年生については、対面でおこなうことができたため、以前よ
り検討していた卒論準備のスケジュール変更をおこない、その効果があらわれている。4年ゼミについては、昨年度ほぼオンライ
ンだったことの弊害があらわれたようにも思われるが、粛々と指導をおこなった。

２）研究
　　新型コロナウイルス感染症流行の影響により、いくつかの研究に制限が生じた。オンラインでの実施に切り替えたものもある。
とはいえ、それなりに順調に研究計画構築・および実施をおこなった。そして、データのまとめと成果公開に取り組み、それなり
の数の業績を積み重ねた。具体的には、英語論文として、単著または共著の第一著者として5本が公刊もしくは公刊予定（in
press）である。また、日本語論文として、学会誌では無いが査読付きが5本採択済みであり、他にも投稿中である。なお、書籍
も、単著が1冊、分担が2冊公刊となった。

　今年度は、企業を通しての社会貢献は1件となった。また、ラジオの取材協力が1件であった。また、コミュニティーへの貢献とし
ては、学術雑誌の公刊にむけて活動をおこなっており、今年度末に刊行した。

　インスティテューショナルリサーチセンター管理運営委員会では、データベースの確認等や、データの分析と報告などをおこ
なった。
　キャリアセンター管理運営委員会では、卒業生のアンケート実施の準備等をおこなった。
　高校訪問については、新型コロナウイルス感染症の影響により、今年度はおこなわなかった。
　その他、学内運営に貢献した。

[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）

　来年度も、適切な運営ができるように準備をおこない、粛々と授業運営をおこなっていく予定である。来年度は授業形態が対
面に戻ると想定されるが、オンライン時の経験も生かして授業の組み立てを試みる予定である。新4年生ゼミに関しては、現3年
生時点での順調な準備状態を生かし、卒業論文執筆に向けた指導をおこなう予定である。また、新3年生についても、今年度の
3年生指導における有効な指導スケジュールを参考に、指導をおこなう予定である。また、就活などの指導にも力を入れていく予
定である。

　次年度も研鑽していく予定である。現在行っている研究を発展させるとともに、これまでの蓄積を形にしていくことに努める。ま
た、新規研究も始めるが、これまでとはやや異なったテーマで展開する予定である。
　今年度に引き続き、これまでの研究を形にしていくことにも注力し論文公刊を進めて行く予定である。
　また、学会発表も複数発表する予定であり、それに向けて準備を進めていく。

　　企業を通しての社会貢献については、まずは今年度開始した1件について無事の終了に向けて協同していく予定である。ま
た、コロナ禍の状況にもよるが、新規開拓を試みる予定である。
　、メディアからの取材依頼についても、可能なものについては引き受ける予定である。可能な範囲で多角的に社会貢献を意識
し活動していく予定である。
　また、機会を作成し、講演等などで直接的に市民に知見を還元できるよう努める。

　次年度に所属した委員会において、その運営に積極的に関わる予定である。
　高校訪問については、新型コロナウイルス感染症の影響がおさまった場合には、引き続き広報に勤める予定である。
　その他、学内業務についても、勤め、研鑽をおこなう予定である。



分類 就任年月 退任年月
学会 1999.4 現在
学会 2001.4 現在
学会 2003.4 現在
学会 2015.4 2021.3
学会 機関誌編集委員会編集委員 2018.4 2021.3
学会 2020.6 現在
学会 2021.4 現在
研究会 2001.11 現在
研究会 2008.6 2020.9
その他 2021．4 現在

就任年月 退任年月
2018.4 現在

2019．4 現在

子ども心理学特別講義（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） 

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 鈴木公啓 単著 2021.4 ナカニシヤ出版

日本健康心理学会

【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

機関名・企業等名 役職等名

日本パーソナリティ心理学会（旧日本性格心理学

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

日本心理学会 正会員

容装心理学研究編集委員会 編集長

委員会 役職名
インスティテューショナルセンター管理運営委員会
キャリアセンター管理運営委員会

子ども学（通)
心理学応用研究法実習B(通)

担当授業科目

日本応用心理学会

やさしく学べる心理統計法
入門増補版－こころのデー

タ理解への扉2－

心理統計法について，算数
や数学が苦手な学生を対象
として説明をおこなったテキ
ストである。基礎の基礎から
十分に丁寧に心理統計法の
説明をおこなっている。その
ため，初学者が自力でもそれ
なりに理解できるような内容と
なっている。また，例題や練
習問題を多分に含んでいる
ため，学習だけでなく理解度
確認のためにも有用といえる
構成になっている。オリジナ
ル版に比べ，全体の内容を
精査したうえで，分散分析の

章を2つ追加している。

社会活動

日本応用心理学会 正会員
日本社会心理学会会員

委員

学内委員

委員

正会員
正会員

会員
よそおい・しぐさ研究会

心理学基礎実験(信)
心理学実験(通・信) 
心理学統計法Ⅱ（通）
感情・人格心理学Ａ(通) 
心理学統計法I（通)

日本食育学会 正会員

パーソナリティ心理学(通・信）

代表

正会員

JAPSAS



著書
Yamamiya,

Y., & Suzuki,
T.

共著 2021.7 Routledge

著書 鈴木公啓 共著 2022.3 ナカニシヤ出版

学術論文

Suzuki, T.,
Yamada, S.,
Nomura, T.,
and Kanda,

T.

共著 2021.7

Japanese Journal of
Personality,

30,
1-3.

The Routledge Companion
to Beauty Politics

美の政治学についてのテキ
ストであり，美の政治に関心
のある学生や研究者にとって
有用なテキストといえる。女
性・ジェンダー研究、社会
学、メディア研究、コミュニ

ケーション、哲学、心理学と
いった学際的な枠組みから

美の政治について読み解くも
のとなっている。美と階級，美
の哲学と政治学，黒人女性の
美や障害者の美，歯科矯正
から美容整形，など，美と文

化や社会との関連の基づく36
のテーマを幅広く扱ってい

る。（総416頁）
Ed.: M. Craig,  Author:GIll,
R., Wood, H. ...Yamamiya,

Y., Suzuki, T., ...
担当は，12章「Beauty

Standards and Body-Image
Issues in the West and Japan
from a Cultural Perspective」

（pp.112-122）。

やってみよう！実証研究入
門－心理・行動データの収
集・分析・レポート作成を楽

しもう－

心理学の研究法について，
初学者を対象として説明した
テキストである。内容は，研究
倫理，アカデミックライティン
グ，統計の基礎，実験法，調
査票，観察法，面接法，そし
てフィールドワークや2次デー
タ分析などと多岐にわたる。
初学者がこの1冊で，心理学
の研究法の基本をそれなりに
広く学べるようになっており，
また，具体的手続きなども理
解できるように試みられてい

る。
編著：村山綾・小谷嘉一郎
共著：冨永敦子・鈴木公啓・
杉浦仁美・花井友美・長岡千
賀・進藤将敏・前村奈央佳・
田中勝則・石盛真徳・加藤潤

三・大高瑞郁
担当は3章「統計の基礎」を

担当。

Do People with High Social
Anxiety Prefer Robots as

Exercise/Sports Partners?

本研究の目的は，社会不安
度の高い人が運動/スポーツ
のパートナーとして人間よりも
ロボットを選好するかどうかを
調べることであった。分析の
結果，運動・スポーツのすべ
ての場面において，パート

ナーとしてロボットを選択した
参加者は，人間を選択した参
加者に比べて社会不安を測
定するSIAS-6のスコアが有意
に高いことが示された。運動/
スポーツのパートナーとしてロ
ボットを導入することで，社会
不安度の高い人の身体活動
の開始や維持に役立つ可能
性が示唆された。（査読有り）



学術論文
鈴木公啓・磯

友輝子
共著 2022.3

東京未来大学研究
紀要，16，65-77

学術論文 鈴木公啓 単著 2022.3
東洋大学大学院紀

要，58，19-32.

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－

本研究は，言葉による装いと
いう観点からオノマトペを扱
い，オノマトペの使用が印象
形成に及ぼす影響を明らか
にすることを目的としておこ
なった。研究1では，場面の
種類と受信者の種類を扱っ
た。研究2では，主に評価者
の年齢を要因として扱った。
そして研究3では，送信者の
年齢層の位置づけを要因とし
て扱った。一連の研究によ

り，条件などが限定されるとは
いえ，従来言及されてきたオ
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
成に反映されていることが確
認された。また，子どもっぽさ
だけでなく，社会的能力の低
さの認知についても状況に
よっては影響があることが確

認された。（査読有り）

コスプレにおける異性装の
背景要因には何があるの

か

本研究は，コスプレの異性装
の選択の背景要因を検討す
ることを目的とした。女性レイ
ヤーを対象に検討したとこ

ろ，レイヤーは比較的その時
の興味で柔軟にコスプレをす
るキャラを選択してそのコスプ
レをしていること，そして，日
常での異性装の経験とは直
線的な関連が無いことが示さ
れた。また，コスプレ経験が

増えるに従って異性装もおこ
なうようになることが示唆され
た。そして，コスプレにおける
異性装と性の非受容につい
て検討したところ，両者は関
連しなかった。異性装と関連
していたのはコスプレの動機
の中の「自己実現」と「キャラ
への愛」であった。これらのこ
とから，コスプレの異性装は

必ずしも自身の性の否定から
来るものでは無いことが示唆

された。（査読無し）



学術論文 鈴木公啓 単著 2022.3
東洋大学人間科総
合研究所紀要，24，

175-188.

学術論文
鈴木公啓・矢

澤美香子
共著 2022.3

容装心理学研究，1，
5-12.

学術論文 鈴木公啓 単著 2022.3
容装心理学研究，1，

59-62.

コロナ禍のマスク着用に伴
う化粧行動の変化はどのよ
うな心理的影響を及ぼすか

コロナ禍の生活においてマス
ク着用が常となり，それに連
動する形で化粧行動が影響
を受けている。特にメイクの変
容にともない，得られるはず

の心理的効用が減じ，それが
生活満足感の低下に影響し
ている可能性がある。本研究
の参加者は20代から60代の
成人女性579名であった。多
くの人が，マスク着用によって
化粧行動が変化し，部分的
にまたは全体的にメイクが減
じていることが確認された。そ
して，それにともない，化粧時
の感情が減じていること，そ

の感情の低下によって，化粧
の満足度が低下し最終的に
は生活満足感が低下してい
ることが確認された。（査読有

り）

容姿における自己卑下認
知とネガティブイリュージョ

ン

本研究は，容姿の4つの側面
（身長，体型，スタイル，顔立
ち）における自己卑下認知と
ネガティブイリュージョンにつ
いて検討することを目的とし
た。分析の結果，今回扱った
容姿のすべての側面におい
て，自己のネガティブイリュー
ジョンと他者のポジティブイ

リュージョンが確認された。自
己のネガティブイリュージョン
が確認されたことから，人々

は自身の容姿を低く評価し集
団から排除されないようにし
ている可能性が示唆された。
また，他者高揚認知と異なり
自己卑下認知は自尊感情と
関連しており，自己卑下認知
は集団からの受容が一つの
背景要素になっていることが
示唆された。また，自己卑下
認知は満足度と関連してお
り，デフォルトで自己卑下的
な評価をおこないそれにとも
ない満足度が規定されるとい
うことが生じていることが示唆

された。
（査読有り）

小学校から高等学校の女
子におけるアピアランス懸
念とダイエット行動および

心身のネガティブな健康状
態との関連―社会調査

データの二次分析による検
討―

本研究は二次データ分析に
より，小学生から高校生の女
子のアピアランス懸念につい
て検討した。アピアランス懸
念を有する者は基本的には
年齢が上がるほど増えること

が明らかとなった。同時に，ダ
イエット行動も年齢が上がる
ほど増えていることが示され
た。また，アピアランス懸念は
ダイエット行動と関連している
こと，そして，ネガティブな心
身の健康状態（怒り傾向，疲
労傾向，抑鬱傾向）と関連し
ていることが明らかとなった。

（査読有り）



学術論文
矢澤美香子・

鈴木公啓
共著 2022.3

容装心理学研究，1，
51-58.

学術論文
Suzuki, T., &
Nomura, T.

共著 2022.3

Japanese Journal of
Motivational Studies,

11，
40-47.

学術論文 Suzuki, T. 単著 in press
Japanese

Psychollogical
Research

Gender preference for
humans, android-type

robots, and mechanical-
type robots in sports and

physical activities

本研究は，スポーツや身体活
動において，男女どちらの外
見のロボットが好まれるのか，
そして，その好みが人間に対
する性別の好みに基づいて

いるのかを明らかにすることを
目的とした。分析の結果，ほ
とんどの参加者が「どちらでも
よい」を選択し，また，その回
答と参加者の性別との間には
関係が認められなかった。さ
らに，人間とロボットの性別の
好みには中程度の強い関係
が見られた。これらの結果か
ら，人々の健康増進を目的と
したスポーツや身体活動にロ
ボットを導入する際には，ロ

ボットの性別をあえて割り当て
る必要はないと考えられた。

（査読有り）

 ウィズ/アフターコロナ時代
における新たなアピアラン

ス問題－オンラインによるビ
デオ通話がもたらすアピア

ランス懸念への注目－

本研究は，Zoom dysmorphia
について概説したものであ
る。新型コロナウイルス感染
拡大の影響により，人々のア
ピアランス(外見)に関連する
さまざまな問題が現れてい
る。Zoomなどのオンラインを
利用したビデオ通話が日常
化したことで，自らの外見上
の欠点への選択的注目や自
己認識の歪みなどの心理的

問題が生じるZoom
dysmorphiaはその一つであ
る。本研究では，ウィズ/アフ
ターコロナの時代に繋がり得
るアピアランス問題の先行研
究を概観したうえで，新たに
直面している心理学的課題
であるZoom dysmorphiaはつ
いて考察した。（査読有り）

Mothers' Influence on the
Body Dissatisfaction and
Weight Loss Behaviors of

their Preschool- to Junior-
High-School-Level

Daughters: The Case of
Japan.

本研究は，日本の未就学児
から中学生を対象に，母親の

身体に関する意識や行動
が，娘の身体に対する不満
や減量行動に与える影響を
検討した。未就学児から中学
校に通う3歳から14歳の娘を
持つ母親790名を対象に調
査をおこなった。分析の結

果，まず，未就学児の約20％
に減量行動が見られ、年齢が
高くなるほどその割合が高く
なることが示された。また，母
親のプレッシャーが娘の身体
不満に影響し、最終的には

減量行動につながっているこ
とが示され，それは未就学児
から中学生までの幅広い年

齢層で確認された。女の子た
ちは母親からのメッセージを
長期間にわたって受け取るこ
とで，痩せが理想として内在
化され，それが幼少期からの
身体不満ひいては減量行動
につながっている可能性が示

唆された。（査読有り）



学術論文

Suzuki, T.,
Maie, H.,

Yamaguchi,
S. and

Kawata, Y.

共著 in press
Japanese

Psychollogical
Research

学術論文

Suzuki, T.,
Yamada, S.,
Kanda, T.

and Nomura,
T.

共著 in press
Japanese

Psychollogical
Research

学会発表

Suzuki, T.
Yamamiya,

Y., &
Yazawa, M.

共著 in press
Japanese

Psychollogical
Research

学会発表 鈴木公啓 単独 2021.6

日本食育学会第9回
総会・学術大会　講
演・学術報告要旨集

61

学会発表

SUZUKI, T.,
YAMADA,

S.,
NOMURA,

T., &
KANDA, T.

共同 2021.7
International
Conference of

Psychology 2020+

学会発表
鈴木公啓・野

村竜也
共同 2021.8

日本社会心理学会
第62回大会発表論

文集，
192.

Relationship Between
Impulsivity and Binge

Eating in Japanese Adult
Women: Using a Japanese

Version of S-UPPS-P
Impulsive Behavior Scale.

Influence of Social Anxiety
on People's Preferences for

Robots as Daily Life
Communication Partners
Among Young Japanese.

本研究は、日本人の若者を
対象に、日常生活のコミュニ

ケーション場面の相手として，
ロボットと人間のどちらを好む
か、また、社会不安とその選
択が関連するかについて検

討することを目的とした。分析
の結果、多くの状況や役割、
特に構造化されたタスクの状
況や役割において、コミュニ
ケーションの相手として人より
もロボットを選好する人が一
定数いることが明らかとなっ
た。さらに，その社会不安の

傾向がある人の方が，ロボット
を選好することも明らかとなっ

た。（査読有り）

食育における「よく味わって
食べること」の位置づけ

食育に関わる行動の中で，良
く味わうということがどのような
位置づけであるのか検討し

た。（誌上討論）

Relationship between
physical concerns in

sports/exercise situations
and sports/exercise stages.

身体に関するいくつかの懸念
と運動の実施段階との関連に
ついて検討した。（オンライン

によるポスター）

運動/スポーツ場面におけ
るロボットジェンダー選好－
ジェンダー平等志向との関

連－

運動/スポーツ場面におい
て，人の側の性別によるロ

ボットジェンダー選好の違い
が無いこと，また，ロボットジェ
ンダー選好とジェンダー平等
志向に関連が無いことが示さ
れた。（オンラインによるポス

ター）

Effects of Head Inclination
and Focal Length on
Emotional State and

Degree of Stress

本研究では、頭の傾きと焦点
距離の両者を制御したうえ
で，それぞれが心理状態へ

及ぼす影響を明らかにするこ
とを目的とした。分析の結果，
焦点距離から心理状態への
影響は確認されたが，頭の傾
きから心理状態への影響は

部分的にしか確認されなかっ
た。したがって，心理状態に
主に影響するのは頭部の角
度ではなく、焦点距離である
ことが示唆された。従来の研
究では，焦点距離と頭の傾き
が交絡していた可能性が示

唆された。（査読有り）

本研究は，衝動性と過食行
動との関連性について検討し
た。はじめに，衝動性を測定
する尺度の日本語版を作成
したうえで，信頼性と妥当性
を確認した。その後，衝動性
と過食行動との関連性につい
て，媒介分析と回帰分析にて
検討した。それらの結果をもと
にモデルを作成し，構造方程
式モデリングにより検討したと
ころ，衝動性がダイエット行動
に媒介されて過食行動に至
る間接的ルートと，衝動性が
直接に過食行動に至る直接
的ルートの2つのルートが確

認された。（査読有り）
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分類 機関・財団等
代表
分担
の別

学外
日本学術振
興会

代表

学外
日本健康心
理学会

代表

学内
東京未来大
学

年　　　　月受賞者名（連名も含む）

【3-2】研究資金獲得状況　2021年度

ロボットジェンダー選好と
ジェンダー平等志向

コミュニケーション場面におい
て，特にロボットのジェンダー
を選好しない人は男女どちら
かのジェンダーを選好する人
よりもジェンダー平等志向が
高いことが示された。（オンラ

インによるポスター）

【3-3】受賞・表彰

 「心身に関する諸問題に対する
心理・教育的介入方法の検討」

なし

機関・財団等名称

分担額；300,000
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）

科学研究費補助金（基盤
研究（C））

 「歩きスマホ防止を目指した歩行
時の頭部角度と心理状態に関す
る研究」

分担額；117,534

やさしく学べる心理統計法
入門　増補版　web版別冊
－練習問題の解答および

解説－

日本語版Mindful Eating
Questionnaireの作成（2）短縮

版の検討

やさしく学べる心理統計法入
門　増補版の練習問題につ
いて解説をおこなったもので

ある。

マインドフルネスイーティング
を測定する尺度の日本語版
をもとに，短縮版を作成した。
信頼性と妥当性が確認され
た。（オンラインによるポス

ター）

日本健康心理学会新型コ
ロナウイルス感染症に関連
する健康心理学的研究助
成

「新型コロナウイルス感染症によ
る生活様式の変化における化粧
に随伴する感情や態度の変化が
化粧の満足度やQOLにおよぼす
影 」

分担額；50,000

日本語版Mindful Eating
Questionnaireの作成（1）妥当

性と信頼性の検討

マインドフルネスイーティング
を測定する尺度の日本語版
を作成した。信頼性と妥当性
を確認したが，検討事項が残
るものとなった。（オンラインに

よるポスター）

Body- and Appearance-
related Self-conscious

Emotions Scale日本語版の
作成

身体と外見に関する自己意
識的感情を測定する尺度の

日本語版を作成した。信頼性
と妥当性が確認された。（オ

ンラインによるポスター）

鏡を見るだけで自分の身体が
好きになる？―顔版ミラーエク
スポージャーの効果検証―

ミラーエクスポージャーの顔
バージョンをオンライン実験
で試行し，その効果を確認し

た。（オンラインによるポス
ター）


