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所　　　　　　属 　　職　　　　位 学　　　　　　　　　　　位氏　　　　　　名

川口　めぐみ こども心理学部 講師 修士（教育学）(北海道大学)

【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）

こどもの発達を支える専門性の高い保育者・教育者を養成する高等教育の場として提供すべきものは何かを考えたとき、こども理
解につながる基礎知識やスキルの獲得に向けた教授は当然だが、それと同等に、学生一人ひとりがこども観や保育・教育観を形
成し、豊かな人間性と保育・教育への信念をもってこどもに寄り添えるようになることが重要と考える。授業では、これらのことが形
成されるよう授業内容を計画し、教育を行ってきた。学生の学びに対する意欲や興味・関心を高めるため、授業内では常に質問
や疑問を受け入れ、相互的なやり取りを重視した授業を展開した。また、学生の豊かな心を育むため、こどものこころや感性に近
づくため、こどもが保育の中で経験している生活を授業内で経験できるよう工夫した。さらに、学生の新しい考えや理論を育むた
め、授業内ではディスカッションや他者の意見や考えを共有し、多角的で創造的な思考が生まれるよう授業を計画した。

２）研究
１年次開講科目「乳幼児心理学」を横畑泰希准教授と共著で執筆（「乳幼児心理学」クオリティケア、2021年）。現在は共著で「保
育の心理学」（中山書店）を執筆した。学会・論文発表では、大橋恵教授・井梅由美子准教授と遠隔授業に関する論文と学会発
表を行い、現在２本の論文を学会誌に投稿中。研究補助金の取得においては、科研費　基盤C「大人の言語刺激がこどもの行動
形成に与える影響―0歳から5歳の発達段階と行動分析―」を取得。今年度は、共同での研究が多かったため、次年度は単著の
論文執筆と学会発表の数を増やすことが課題である。また、COVID-19により中断している地域交流とデザインに関する研究をス
タートさせていくことが今後の課題でもある。

2019年度より、株式会社 global child care （本社　墨田区）が運営する認可保育所等の施設長教育（一般社団法人日本社会福
祉マネジメント学会から委託）に携わっている。千葉県、東京都にある保育所施設長を対象とした取り組みで、施設長が抱える園
の課題について研究を行い、改善につなげている。施設長の学びの場でもあり、間接的ではあるが、保育所保育の質向上や保
育士の専門性を高めることにつながっている。今年度も引き続き携わり、こどもを取り巻く保育の質向上に貢献していく。また、今年
度は足立区生涯学習センターにおいて、乳幼児期の保護者を対象に「イヤイヤ期を乗り越える」をテーマに講演会を行った。

2021年度は、インスティテューショナルリサーチ(以下、「IR」という)センター管理運営委員会と研究推進委員会の委員を務める。IR
センター管理運営委員会では、「新入生アンケート」の分析を担当した。また「2年次修了アンケート」の準備や、データ管理・分析
等のデモンストレーションに参加した。研究推進委員会では、「ニュースレター vol.13」の掲載企画、レイアウト、執筆依頼等を担当
した。その他、入試業務を遂行し、夏にオープンキャンパスを担当した。また、実習巡回などこども保育・教育専攻における業務も
遂行した。

[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）

２０２１年度秋学期は、ようやく対面授業という通常の教育活動を行うことができた。対面授業であろうと遠隔授業であろうと、今後も
学生の学修状況や理解度を把握し、学びから生まれる質問や疑問に丁寧に対応していく必要があるが、これまで遠隔授業では
十分ではなかった部分を補足して教授できるよう授業計画をしっかりと見直していく。また、専門性を高めるためのゼミにおいて
は、学生一人ひとりの興味や関心を引き出し、興味関心に基づいた研究をポジティブな気持ちで取り組んでいけるよう授業の計
画を立て、学びの環境を整えていく。

COVID-19によって一旦止まっている①保育所に通園する乳幼児を対象とした実験（審美感情と認知発達に関する実験）と、②調
布市仙川町の地域交流を生み出す空間デザインに関する調査の2つを、今後の感染状況と、実験協力園や調査実施地区の状
況を鑑みながら少しずつデータ収集を行い研究を進めていき、得られた結果を学会などで発表もしくは論文投稿していく。また、
現在執筆中の「保育の心理学―育ってほしい10の力」（中山書店）を完成に向けて取り組んでいく。さらに、基盤研究C　「大人の
言語刺激がこどもの行動形成に与える影響―0歳から5歳の発達段階と行動分析―」を引き続き取り組んでいく。

引き続き、株式会社 global child care （本社　墨田区）が運営する認可保育所等の施設長教育（一般社団法人日本社会福祉マ
ネジメント学会から委託）の学びの場におけるファシリテーターを務め、保育所保育の質向上や保育士の専門性を高め、こどもを
取り巻く保育の質向上に貢献していく。また、本学が取り組む地域貢献、連携活動などにも参加していく。

今年度は、入試業務、オープンキャンパスの体験授業などに取り組んだ。またIRセンター管理運営委員会での分析を引き続き行
い、学生の実態と大学の実態を明らかにしていく。今後も、こども保育・教育専攻、こども心理学部、東京未来大学のよりよい未来
を想像しながら積極的に学内運営に参加し、また学生のよりよい未来を支えるために、業務に携わっていく。



分類 就任年月 退任年月
学会 2011.05 現在に至る

2013.01 現在に至る
2014.11 現在に至る
2016.04 現在に至る
2018.04 現在に至る
2019.08 現在に至る

その他 2019.04 現在に至る

就任年月 退任年月
2020.04 現在に至る
2020.04 2022.03まで

　　「こども保育・教育演習Ⅱ」（通）
　　「教職実践演習（幼・小）」(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
横畑泰希・
川口めぐみ

共著 2021.09 クオリティケア

学術論文
大橋恵・川口
めぐみ・井梅
由美子

共著 2022.03
東京未来大学研究
紀要

学会発表
大 橋 恵 ・ 川
口めぐみ・井
梅由美子

共同 2021.9
日本心理学会第85
回大会 PP009

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）

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）

機関名・企業等名 役職等名

学会員

【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

株式会社 global child care 講師
日本子育て学会

日本保育学会 学会員
日本発達心理学会

日本感性工学会
学会員

日本感情心理学会 学会員
日本認知心理学会

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

社会活動

委員

学内委員

学会員

学会員

委員会 役職名
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

　　「カウンセリング論」（通）

　　「卒業研究・卒業論文」（通）

乳幼児心理学

第4講（p29-41）、第5講_2（p42-
46）、第5講_3（ｐ46-ｐ48）、第6講
_2（p54-58）、第6講_3（ｐ59-61）、
第8講_4（p81-84）、第9講（p88-
103）、第11講（p116-120）を担
当。

委員研究推進委員会

担当授業科目

　　「こども保育・教育演習Ⅰ」(通)
　　「人間関係指導法」（通)

　　「乳幼児心理学（演習）」（通）
　　「乳幼児心理学（講義）」（通）
　　「心理学概論（こころの形成）」（通）



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

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

分類 機関・財団等
代表
分担
の別

学外
日本学術
振興会

単独

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）

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

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）

年　　　　月受賞者名（連名も含む） 名称

【3-2】研究資金獲得状況　2021年度

研究費名称 研究課題名 採択金額　（円）

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(no.15、
book of abstract p.116)。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）

機関・財団等

なし

【3-3】受賞・表彰

大人の言語刺激がこどもの行動形
成に与える影響―0歳から5歳の発
達段階と行動分析―

1,600,000科研費　基盤研究C


