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　来年度は，英語論文の執筆を中心に行っていきたい。また現在手元にある分析中のデータが残っているので，積極的に学会誌
に投稿していきたいと考えている。2021年度からの引き続きの研究として，習い事に関するハラスメントは，スポーツ系のみでなく文
化系まで広げて追求したい。また2021年度に新たに立ち上げた受験に関するテーマの研究も引き続き行う。また岡本財団の助成
金を獲得した，多汗症の研究は，新たな分野として森田療法を活用しながら深めていきたい。また共同研究を行っている社会的子
育てについては，科研を視野に入れながら研究業績をあげていく。

藤後悦子 こども心理学部 教授 博士（学術）（筑波大学）

　来年度も引き続き，公職としては足立区区民評価，足立区の文化・読書・スポーツ推進委員会，新宿区の社会教育委員会，新
宿区の家庭教育ワークシート討議会に関わる予定である。またすでに来年度も新潟保育士会からの講演依頼，青年部九州大会，
バレエ指導者研修会から講演を打診されている。
　2021年度までの科研で作成した「けんちゃんのサッカーボール」「運動遊びの動画」「アダプティドスポーツの説明動画」などを活
用し，研究を踏まえて開発した教材を講演会などで積極的に活用していく。

実習指導室および新しい人材も確保され，公認心理師対応がさらに充実することとなる。心理専攻としても心理実習指導室との連
携がより深く求められると考えられるため，積極的に連携を図っていく。
2020年度の学生募集が厳しかったことから，心理専攻の特色をアピールできるよう検討したい。教員の研究発信，こども未来園と
の連携など今ある資源を活用しながら，様々な手を打っていく。その際，EM局や学生のオープンキャンパス担当とも連携を目指
す。

【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）

　前期のオンラン授業では，毎回授業後の感想を皆でシェアできるように工夫し，皆の感想を受けての気づきを再度感想として求
めた。一方通行になりがちな授業の中で相互作用が発生できる仕組みを作っていった。同様にゼミにおいて，4年生と3年生の交
流を深めるよう，4年生は3年生のメンターとしての役割を与え教えることを通して責任感を養った。
　秋学期からの授業は，通学も通信もすべて対面になったため，感染症対策に留意しながら実施した。特に心理アセスメントは，
対面，リアルタイムのzoom発信，オンディマンド配信など3つの方法を駆使しながら実施した。　授業やゼミで学んだことを発信する
機会として，シンポジウムを学園祭で実施しゼミ生を話題提供者として登壇してもらい，学生とともにシンポジウムを作り上げた。

　研究は，科研代表１つ，科研分担4つ，岡本財団の助成金1つと合計6つの外部資金を獲得し，加えて社会的子育てに関するプ
ロジェクトの合計7つのプロジェクトに関わり，成果を出している。論文は，学会誌採択８本，紀要論文３本を執筆した（内訳：単著2
本，筆頭執筆2本，連名7本）。最近は，積極的に心理学研究への投稿に挑戦しており，その成果が少しずつ表れてきた。学会発
表は国際学会4本，国内学会6本である。さらに今年度は，こども環境学会において著書・論文奨励賞とポスター発表賞を受賞し，
学内の褒賞もいただいた。また今年度は初めて博士論文（筑波大学）の外部審査を行った。研究成果を体育学会の大会シンポジ
ウムで話題提供者として発表した。

　社会貢献にも例年通り力を入れてきた。社会貢献の種類は，大きく分けて，①行政関係の公務，②講演会や研修会，③研究の
社会的発信に分けられる。①の公務としては，足立区の区民評価委員の副会長，および区民評価ひと分科会の会長，文化・読
書・スポーツ推進委員会の副会長，および運動・スポーツ分科会の会長，新宿区社会教育委員，新宿区家庭教育ワークシートの
検討委員のメンバーとして，ほぼ毎週何らかの公務に出席している。多くの公務を担ってきた。②講演会は，新潟保育士会の2日
にわたるオンライン研修をはじめとし，足立区体育協会，江東区男女共同センター，足立区生涯公社，足立区民生委員，ラグビー
スクール，バレエの指導者研修等の講座を担当した。また足立区放課後子ども教室の広報動画にも出演した。

　心理専攻長として，専攻内の課題を解決すべき取り組んできた。特に心理専攻では，公認心理師関連の整備と，広報について
力を入れてきた。公認心理師については，2020年度が完成年度となるので，これまでの課題を踏まえて，心理実習指導室の確保
と，新しい人員の確保に務めた。保育・教育専攻やモチベーション行動科学部とも連携し，学校全体の課題に取り組んできた。
自己点検の第4号として，また入試委員としても本学の運営に携わってきた。

[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）

　来年度の目標は，遠隔授業のノウハウが獲得されたことからも，対面授業の中でも遠隔という手段を使いながらの新らな授業構
成に挑戦してみたい。具体的には，「子育てカンファレンス」は，同じ名前で通信と通学で実施されている。通信は，スクーリングで
あるが，その際1日を通学学生とのオンラインによる交流（ディスカッション）ができないかと考えている。遠隔授業の強みは，空間の
調整が必要ないことである。この利点を生かしながら，新しい試みができないかと考えている。
今年度学園際で学生とともに，シンポジウムを実施した。今後もこの方法を発展させていきたいと考えている。
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足立区文化・読書・スポーツ総合推進委員会　ス
ポーツ分科会

副会長足立区区民評価委員会　
足立区文化・読書・スポーツ総合推進委員会

委員長

全学入試委員会 委員

こども心理学部入試委員会 委員

通信学務委員会

副会長

分科会長

委員会 役職名

教育改善向上委員会

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

社会活動
機関名・企業等名 役職等名

日本スポーツ心理学会 正会員
こども家族早期発達支援学会 正会員

正会員
日本発達臨床心理師会

平成30年度文部科学省委託事専修学校による地
域産業中核的人材養成事業

実施委員
分科会①開発委員

新宿区社会教育委員会 委員
新宿区家庭教育委員会ワークシート作成委員会 委員
足立区区民評価委員会　ひと分科会 学識/ひと分科会会長

委員長

学内委員

福祉心理学会 正会員
こども環境学会 正会員
日本心理学会 正会員

正会員
森田療法卒後セミナー 会員 (連絡係）

東京都公認心理師会

日本教育心理学会 正会員
日本保育学会 正会員
日本特殊教育学会 正会員
日本森田療法学会 正会員

こども心理演習Ⅱ（通）
こども心理学演習（通・信）
心理的アセスメント（通）
教育・学校心理学B（通）

担当授業科目

心理専攻

ハラスメント防止委員 委員

自己点検・評価・改善委員会
自己点検・評価・改善委員会

構成員
4号委員
委員

学校教育カンファレンス（通・信）

全学入試委員会　新入試に伴う小論文問題検討のWG
専攻長

心理的支援法（通）

委員長

大学戦略会議

子育てカンファレンス（通・信）
こども心理演習Ⅰ（通）

こども学（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 藤後悦子 単著 2021.11.10
森 田 療 法 学
会,32(2),11-18

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)

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.

本研究では，わが子中心主義
に陥りやすい，習い事をして
いる小学校高学年の母親200名
を対象に，子どもの習い事に
対する親の価値観と親の不健
康な自己愛がわが子への養育
態度を通して養護性（ナー
チュランス）に与える影響を
明らかにした。その結果，不
健康な自己愛・囚われ，継
続・努力へのこだわり，成果
主義はわが子への支配的関わ
りを強め，成果主義はわが子
への寄り添いを弱めていた。
（査読有）

グリットの強さと運動部
経験との関係

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。
（特別研究費）（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

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

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）（査読有）

子どもの運動に対する養
育態度尺度作成の試み

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
有）

社会的子育てに必要な養
護性（ナーチュランス）
を形成するためには
―小学生の母親の自己愛
と習い事への価値観に焦
点をあてて―



学術論文
大 橋 恵 ・
藤後悦子・
井梅由美子

共著
2021　早期
公開

心理学研究

学術論文

藤後 悦子・
三好真人・
大 橋 恵 ・
井梅 由美子

共著 2022.3
応用心理学研
究,47(3),178-189.

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.

ジュニアスポーツにおけ
る指導者ハラスメント体
験尺度の探索的検討

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。（18K03119・20K11346）
（査読有）

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

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）（査読有）

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）
（査読有）

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－

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
有）

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－



学術論文 藤後悦子 単著 2021.10.
歴史地理教育
,930, 28-33.

学術論文 藤後悦子 単著 2021.9.1

未来の保育と教育
: 東京未来大学実
習サポートセン
ター紀要  (8),
33-41

学術論文

平部 正樹
・藤後 悦
子・藤城 有
美子 ・北島
正人 ・藤本
昌樹 ・竹橋
洋毅

共著 1905.7.13
日本公衆衛生雑誌
68(6), 412-424,

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,
Vol.51, Issue
Supplement S1July
2021  pp.243-244

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,
Vol.51, Issue
Supplement S1July
2021  pp.243-244

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。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）

Sports-harassment
experience by their
coaches in high school
and its effect on
their college life.

部活動でのハラスメント
: 心理職として，親とし
て感じた違和感 (特集
Harassmentは戒めんと?)

新型コロナウイルス感染
症に関連する保育者のス
トレス要因 : 初期段階
の課題と期待する支援

私立広域通信制高校生徒
の通信制高校選択に関わ
るストレス別に見た精神
健康の関連要因

私立A広域通信制高校の全国11
キャンパスに所属する全生徒
3,888人を対象に，質問紙調査
を行い，通信制高校選択に関
わるストレスから生徒を分類
し，そのタイプごとに精神健
康度に関わる要因を抽出し
た。
(査読有）

本研究は，新型コロナウイル
ス感染症が蔓延する中，保育
者が抱えるストレス，直面し
た課題と期待する支援につい
て明らかにすることを目的と
した。はじめに基礎的コ保育
者が直面する課題や支援内容
を自由記述で尋ね，KJ法にて
分類した。結果，保育者が直
面する課題は121エピソードが
抽出され，大カテゴリーとし
て【職場コロナ関連】【コロ
ナ全般】【日常保育】【日常
生活】が挙げられた。期待す
る支援は，81エピソードが抽
出され，【コロナ時の支援】
と【通常保育での支援】に分
けられた。これらの結果を踏
まえ，新型コロナウイルス感
染症禍における保育現場への
支援について検討した。(査読
有)

部活動におけるハラスメント
について，ハラスメントの定
義，学生が経験してきた実例
について述べ，指導者がハラ
スメントを起こす要因や予防
方法について，分かりやすく
解説した。
（査読無）



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

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

グリッドの形成に高校時
代の運動部経験が与える
影響

（オンラインポスター発表）
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）

Implicit attitudes
toward sports and
exercise: Similarities
and differences
between Desirability
IAT and Joy IAT

（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）



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
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
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

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

（オンラインポスター発表）
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

（オンラインポスター発表。
PC41 ）
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）

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

（オンラインポスター発表）
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）

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

（オンラインポスター発表）
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

学会発表 藤後悦子 単著 2021.5
日本保育学会（P-
D-6）

その他 藤後悦子 単著 2021.5
コーチング・クリ
ニック , 35(5),
38-41.

報告 藤後悦子 単著 2021.5
子ども環境学
会,17(2),p41

FD年報 藤後悦子 単著 2022.3

東京未来大学FDハ
ンドブック2022年-
2024年版
p54-56

論文・著作・奨励賞「ス
ポーツで生き生き子育て
＆親育ち―子どもの豊か
な未来をつくる親子関係
―」

新型コロナウイルス感染
症に関連するストレス要
因
ー保育者が直面した課題
と期待する支援ー

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

（オンラインポスター発表）
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）

（オンラインポスター発表）
2020年の新型コロナウイルス
でも保育者は多くの職場が在
宅が中心となる中，緊急事態
宣言下以外では，在宅勤務も
難しく，感染の危機を感じな
がらの勤務は大きなストレス
要因となろう。新型コロナウ
イルス下における保育者の精
神的健康度，および職場のサ
ポートやコミュニケーション
が精神的健康度に与える影響
を明らかにするとともに，自
由記述により保育者が直面す
る困難やストレスの状況を明
らかにすることを目的とし
た。

受賞の書籍の内容説明と研究
の経緯などを説明し，書籍の
一部と私たちの研究のHPのQR
コードを紹介した。

通信課程の担当授業である
「子育てカンファレンス」と
「学校教育カンファレンス」
について，授業構成やアク
ティブラーニングの導入の仕
方などを具体的に述べ，学生
の感想も含めて授業実践を紹
介した。

実践現場で生かせるよう
な授業を目指して
―通信課程の子育てカン
ファレンスと学校教育カ
ンファレンスの事例を通
してー

小学生の指導者に求めら
れる子どもたちの将来を
見据えたコミュニケー
ション (特集 新入部員
を迎える準備)

新学期に入り，スポーツチー
ムに子ども達が加入してくる
際，指導者として配慮すべき
点について，スポーツ心理学
や発達心理学の視点も交えて
説明した。



話題提供
者

藤後悦子 共同 2021.9.7
日本体育・スポー
ツ・健康学会第71
回大会

その他 藤後悦子 単独 2021,4,19 オンライン会議

その他 藤後悦子 単独 2021.4.0 オンライン会議

その他 藤後悦子 単独 2021,5,7 オンライン会議

その他 藤後悦子 単独 2021.5.28 オンライン会議

その他
（取材）

藤後悦子 単独 2021.5.23
朝日デジタル
取材記事掲載

その他 藤後悦子 単独 2021.6.7. オンライン会議

その他 藤後悦子 単独 2021.6.14.
飛鳥未来きずな高
校＠大宮キャンパ
ス

その他 藤後悦子 単独 2021,6,18 オンライン会議

その他 藤後悦子 単独 2021.6.25. オンライン会議

その他 藤後悦子 単独 2021.6.25. オンライン会議

その他 藤後悦子 単独 2021.6.29 オンライン会議

その他 藤後悦子 単独 2021.7.3.
オンラインでの表
彰式

足立区区民評価ひと分科会
にて，今年度の内容の検討
を行った。

足立区区民評価

足立区区民評価ひと分科会
にて，今年度の内容の検討
を行った。

こども環境学会論文・著
作奨励賞受賞スピーチ

論文・著作奨励賞を受賞し
たことを受け，書籍の内容
の説明と今までの研究内容
なども含めてスピーチを
行った。

大宮キャンパスにて，不安
との付き合い方について講
義を行った。

本シンポジウムでは「共生社
会」について根本的な話し合
いを持ち，生涯スポーツが共
生社会で果たす役割について
議論した。
まず，菊幸一氏が「身体と共
生社会―スポーツのパラダイ
ムチェンジに向けて―」につ
いて発表し，次に実践事例と
して大浜三平氏「共生社会実
現を目指す，総合型地域ス
ポーツクラブ事例報告」と，
藤後が「子どもも親も安心で
きるスポーツ環境の構築へ向
けて」の２つ実践報告を行っ
た。

日本体育・スポーツ・健
康学会第71回大会
応用「領域横断」研究部
会テーマ別シンポジウム
シンポジスト

足立区全体会議

足立区の全体会議で，副会
長として今年度の会議への
期待を話した。

足立区文化・読書・ス
ポーツ推進委員会

足立区文化・読書・スポー
ツ推進委員会の副会長とし
て本会議で今年度の方針を
各委員会ごとに表明した。

新宿区社会教育委員会

新宿区社会教育委員会のメ
ンバーとして情報教育につ
いての議論を行った。

足立区区民評価

朝日デジタル：罵声浴び
て体調崩した娘　スポー
ツでまかり通る「虐待」

虐待の視点からスポーツの
現状に切り込んだ。

新宿区社会教育委員会小
委員会

新宿区社会教育委員会の小
委員会で今後の会議の方向
性を話し合った。

足立区区民評価

足立区区民評価ひと分科会
にて，今年度の内容の検討
を行った。

飛鳥未来きずな高校大宮
キャンパスでに出張講義

足立区運動・スポーツ分
科会

足立区運動・スポーツ分科
会の会長として足立区の運
動・スポーツのあり方を議
論した。

新宿区社会教育委員会

新宿区社会教育委員会のメ
ンバーとして情報教育につ
いての議論を行った。



研修会 藤後悦子 単独 2021.7.11. 多摩市体育館

研修会 藤後悦子 単 2021.7.29.
新潟県保育士会＠
新潟ユニゾンプラ
ザ

研修会 藤後悦子 単 2021.7.30
新潟県保育士会＠
新潟ユニゾンプラ
ザ

研修会 藤後悦子 単 2021.7.5
東京未来大学研究
室

研修会 藤後悦子 単 2021.8.17
足立区政策経営課
政策経営担当＠足
立区区役所

講演会 藤後悦子 単 2021.10.23
足立区体育協会＠
西新井文化ホール

講演会 藤後悦子 単 2021.10.27
足立区生涯学習振
興公社＠生涯学習
センター

検討委員
会

藤後悦子 単
2021.9.3－
2021.11.9

オンライン会議

研修会 藤後悦子 単 2021.12.23

足立校生涯学習振
興公社
＠足立区生涯学習
センター

研修会 藤後悦子 単 2021.10.10 麻布台第一ビル

足立区の区民評価におい
て，ひと分科会会長および
区民評価全体の副会長とし
て出席し，今年度の講評を
行った。

第2回足立区区民評価委
員会

令和3年ジュニア育成地
域推進事業「コンプライ
アンス講演会」

ラグビークラブR＆B保護
者，指導者向けの研修会

ラグビークラブの保護者と
指導者を対象に子どもへの
言葉かけやハラスメントに
ついて説明し，講演会後個
別相談会を実施した。

家庭教育ワークシート作
成検討委員会

足立区のジュニアスポーツ
の関係者（指導者，保護
者）などを対象に，ハラス
メントの現状，ハラスメン
トのメカニズム，ハラスメ
ントが及ぼす影響について
述べ，その予防方法につい
て説明した。

新宿区の家庭教育ワーク
シートの改訂についてワー
クシートの内容を吟味し，
より活用しやすいように。
動画作成に向けての議論を
重ねた。

子どもとの接し方ー子ど
もに「届く」接し方，話
し方のコツ

放課後子ども教室の指導者
に対して，子どもの接し方
や放課後子ども教室の意義
について説明した。

バレエ安全指導資格
指導者のための心理学
(ハラスメント)

あだち放課後子ども教室
安全管理委員募集動画へ
の出演

足立区の放課後子ども教室
の安全管理委員の募集に際
して，放課後子ども教室の
社会的意義について説明し
た。

令和3年度 子ども学講座
子ども同士のトラブル!
そのとき大人は?

子ども同士のトラブルの対
処方法として，子どもを理
解する方法や声掛けの方法
などを説明した。

バレエの指導者を対象に，
指導者のハラスメントの実
際，ハラスメントが起こり
うる要因，子ども達に与え
る影響について詳しく解説
し，バレエ指導者としての
配慮事項について説明し
た。

新潟県保育士会主催のパ
ワーアップにおいて，子育
て支援の視点から保護者へ
の対応，虐待の背景，予防
的な関わりの必要性，支援
者の自己理解などについて
説明した。

パワーアップセミナー２

パワーアップセミナー２

新潟県保育士会主催のパ
ワーアップにおいて，子育
て支援の視点から保護者へ
の対応，虐待の背景，予防
的な関わりの必要性，支援
者の自己理解などについて
説明した。



講演会 藤後悦子 単 2022.1.29
足立区体育協会＠
西新井文化ホール

講演会 藤後悦子 単 2022.1.18
江東区男女共同セ
ンター

講演会 藤後悦子 単 2022.1.11
足立区勤労福祉会
館　第2洋室

評価 藤後悦子 単 2022.1.25
足立区子育て支援
センターげんき

講演会 藤後悦子 単 2022.2.25
足立区東和地域学
習センター

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 2021.8.1
東京未来大学学園
祭内オンライン配
信

分類
機関・財団

等

代表
分担
の別

学外 文部科学省
代表

学外 文部科学省 分担

学外 文部科学省 分担

学外 文部科学省 分担

学外 文部科学省 分担

【3-2】研究資金獲得状況　2021年度

足立区のジュニアスポーツ
の関係者（指導者，保護
者）などを対象に，ハラス
メントの現状，ハラスメン
トのメカニズム，ハラスメ
ントが及ぼす影響について
述べ，その予防方法につい
て説明した。

教育虐待について，スポー
ツを中心に取り上げ，現状
や大人の関わりで必要な内
容について講演した。

足立区民生委員の方に，コ
ロナ禍の子育て支援の際の
留意点や意義について講演
した。

科学研究費　基盤（C）
21K02716

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。

学園祭でのシンポジウム
藤後ゼミ
よりよい部活動づくりー
部活動指導員の活用ー

令和3年ジュニア育成地
域推進事業「コンプライ
アンス講演会」

教育虐待

コロナ禍の子育て支援
（民生委員の方を対象
に）

子育て支援講座

足立区東和地域学習セン
ターにて，子育て支援講座
としてアドラー心理学を取
り入れた講座を行った。

40,000円

科学研究費　基盤（C）

保育における障害の可能性のあ
る外国人幼児の早期把握と支援
に関する研究

青少年期のスポーツ経験による
潜在的スポーツ観の違い

100,000円

科学研究費　基盤（C）
（挑戦的研究）
（18K18672）

「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」

延長年度なので，予定され
た分担金はなし

科学研究費　基盤（C）
（17K01801）

研究費名称 研究課題名
採択金額　（円）

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

100.000円

通信制高等学校生徒のQOL向上の
ための総合的支援に向けた調査
研究

延期分：0円
2022年残高（188,345円）

ペアレントメンター事業
評価委員

足立区の子育て支援セン
ターのペアレントメンター
事業の内容について評価を
行った。



学外 岡本財団
代表

学内
東京未来大

学
代表

受賞者名（連名も含む） 名称 機関・財団等 年月

藤後悦子・井梅由美子・大橋恵
こども環境

論文・著作奨励賞
こども環境学会 2021年6月

藤後悦子
東京未来大学

学内表彰
2022年3月

藤後悦子・井梅由美子・大橋恵 ポスター発表賞 こども環境学会 2021年6月

東京未来大学

藤後悦子・井梅由美子・大橋恵
東京未来大学

学内表彰
東京未来大学 2021年9月

【3-3】受賞・表彰

300,000円

東京未来大学特別研究費

勉強を通したよりよい親子関係
構築に向けてー小学校受験・中
学校受験における親子関係の課
題と解決－

500,000円（追加分含む）

公益財団法人メンタルヘ
ルス岡本記念財団研究助
成金

多汗症を背景とした不適応行動
に関する調査ー森田療法的視座
を取り入れた心理教育プログラ
ム開発に向けての予備調査ー


