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１）教育

２）研究

３）社会貢献

　今年度は、秋学期から対面授業が再開されたことから、学内で「肢体不自由者体験（車椅子を使用）」「視覚障害者体験（白杖
とアイマスクを使用）」「妊婦体験（千住保健センターより妊婦ジャケットを借用）」など、オンライン授業では実施することは難しい
演習授業を行った。心理の学生たちからは入学して初めて体験型授業ということで大変喜ばれた。
　今年度も国立障害者リハビリテーションセンターの校外学習をオンラインという形ではあるが、学生450名を対象に実施すること
ができた。国立障害者リハビリテーションセンター研究所の小野所長にご尽力により、本年度は研究所以外に、病院や自立支援
局など、新たな部署の動画を作成していただいた。障がい者が抱える困難や公共施設のバリアフリー化の大切さを学ぶ機会を
設けたことで、学生たちからも感染の心配をせずに見学ができたことに対して大変喜ばれた。
 　 通常の対面授業も、私が一方的に講義するだけでなく、ディスカッションや発表時間も設けた。また、産婦人科医の藤田先生
をはじめとする外部講師にオンデマンド形式で授業を担当していただき、学生たちが最前線の話を聞くことのできる機会を設け
た。
　ゼミ生の指導は、新型コロナウィルス感染拡大防止のため、春学期は学生に直接会うことは難しい状況であったが、秋学期に
は感染も収まったこともあり、対面指導を再開した。特に4年生に関しては、ゼミ配属開始時から遠隔指導であったために大学に
来ることに抵抗を感じる学生も多く、指導には大変苦労したが、未修得の授業を受講できるよう配慮しながら、きめ細やかな卒論
指導を行った結果、卒業論文締め切り日の１週間前には4年生8名全員が一斉に卒論を提出することができた。3年生のゼミにお
いては、ゼミ内で論文を読むだけではなく、助産師や乳幼児を育てている母親、妊婦との交流の機会を設け、さらに福祉セン
ターや保育園、児童館などの見学の機会を設けた。

　現在、委員を務めている、足立区地域自立支援協議会こども部会、足立区地域保健福祉推進協議会子ども支援部会、足立区
体育協会、足立区の社会福祉法人友興会（児童養護施設・クリスマスヴィレッジ）などにおける活動を継続し、足立区との地域連
携に貢献できるよう引き続き努力をしてゆきたいと考えている。

所　　　　　　属 　　職　　　　位 学　　　　　　　　　　　位氏　　　　　　名

小谷　博子 こども心理学部 准教授 博士(医学)　東京大学

【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）

　今年度は第60回日本生体医工学会大会、人間・環境学会第28回大会ともにオンラインで発表を行った。現在、東洋大学の仲
綾子准教授(研究代表)と日本学術振興会の科学研究費事業・基盤研究(C)「授乳を中心として乳幼児期の子育てを支援する環
境構築に関する研究」において共同研究を進めており、今年7月に、全国の市町村（約1718ヶ所）に子育て世代包括支援セン
ターに関する調査書を発送依頼し、結果をまとめた。また、11月に設立された日本小児リハビリテーション学会（会長：心身障害
児医療療育センター小崎慶介所長）において、私も発起人として設立準備に関わり、現在は理事の一人として医療的ケア児の
研究を行っている。新型コロナウイルスの影響で現地への視察などは困難な状況ではあるが、オンラインで医療的ケア児を育て
ている親との信頼関係を築きつつ、研究に繋げた。

  今年度は、足立区地域自立支援協議会こども部会の部会長、足立区地域保健福祉推進協議会子ども支援部会の特別委員、
足立区体育協会評議員など、足立区に関係する重要な任務に関わることができた。特に、地域自立支援協議会の方は、部会長
として15名の委員の意見を取りまとめ、地域自立支援協議会の本会議において意見を述べる大役を担った。また、足立区の児
童養護施設「クリスマスヴィレッジ」や児童心理療育施設を運営する友興会の評議員として、足立児童相談所と連携し、子どもの
虐待防止について尽力した。足立区において東京未来大学の教員に求められている役割はとても多く、私も微力ではあるが足
立区のために精一杯尽力したいと考えている。

　今年度は、研究倫理・不正防止委員会、グローバルセンター管理運営委員会の委員として、毎月の会議に出席し、役目を務
めた。研究倫理・不正防止委員会においては、研究倫理不正防止のための研修会の実施や各教員から提出された研究倫理申
請書の審査を行った。またグローバルセンター管理運営委員会の委員としては、コロナ禍で多くの留学制度が中止となったた
め、オンラインという形での留学を計画するなど運営に関わった。
　また、心理学検定主担当として、通学および通信過程の学生へ第14回心理学検定の周知、団体受検の取りまとめ、検定局と
の連絡などを担った。未来大生からは92名の受検申し込みがあり、点数開示者のうち40名（特１級3名、１級6名、２級31名）が資
格取得に繋げることができた。
　今年度は2年ぶりに茨城県の高校より依頼があり出張講義を行った。またコロナの影響で大学としての高校訪問はなかったが、
これまでの関係性もあり、都内の私立高校とはコロナ禍においても友好な関係を築くことができた。

[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）

　来年度も、障がい者体験、妊婦体験、赤ちゃんふれあい体験、国立障害者リハビリテーションセンターへの校外学習など、座
学の授業だけでなく、参加型の授業を実施してゆきたいと考えている。実際に子育て中の方や障害をもつ方と交流する時間を設
けることで、健常である自分たちが、いかに恵まれた存在であるかを認識し、自分たちが社会に貢献できるようになるために何が
できるのかを一緒に考え、学生たちが行動を起こせるような支援をしてゆく。なお、この取り組みは人の心を理解することだけにと
どまらず、学生自身のキャリア教育になると考えている。

　来年度も、東洋大学の仲綾子准教授(研究代表)と日本学術振興会の科学研究費事業・基盤研究(C)「授乳を中心として乳幼
児期の子育てを支援する環境構築に関する研究」において共同研究を進めていく予定である。また、昨年設立された日本小児
リハビリテーション学会（会長：心身障害児医療療育センター小崎所長）の理事の一人として私も深く関わっていることから、新た
に医療的ケア児の研究も力を入れてゆきたい。来年度も日本唯一の育児工学者として研究に力を注いでいきたいと考えている。



４）学内運営

分類 就任年月 退任年月
学会 2008.4. 現在に至る

2015.5. 現在に至る
2021.4. 現在に至る

2021.11. 現在に至る
研究会 2016.4. 現在に至る
自治体 2020.6. 現在に至る

2020.6. 現在に至る
2018.4. 現在に至る
2016.3. 現在に至る
2016.7. 2020.3.
2016.7. 2020.3.
2019.8. 2020.3.

2013.12. 2019.12.

2017.11. 2018.3.

法人 2019.11. 現在に至る
2020.12.

現在に至る

社会福祉法人高崎高徳会 認定こども園高崎保育所 2017.6. 現在に至る
保育園 2015.4. 現在に至る

2015.4. 2022.3.
2018.5. 2021.3.

就任年月 退任年月
2019.4. 2022.3.
2021.4. 現在に至る
2019.4. 2021.3.
2017.4. 2021.3.
2017.4. 2019.3.
2017.4. 2019.3.

担当授業
科目脳科学(信) 

子ども学(通)
発達生理心理学Ⅰ(信) 
発達生理心理学Ⅱ(信) 
比較行動学(信) 
発達障害学(通）
神経・生理心理学(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)
発達生理心理学(通)
障害者・障害児心理学(通)

【3-1】著書・論文・社会活動（その他）　2021年度　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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

学会発表 小谷博子
単著

2021.6.25.
京都大学
（オンライ

ン）

第60回日本生体医
工学会

理事日本小児リハビリテーション学会

台東区認可保育所等運営事業者選定委員会 委員

千葉県印西市子ども・子育て会議協議会委員	

評議員

　今年度は、研究倫理・不正防止委員会、グローバルセンター管理運営委員会の委員を務めさせて頂いたことにより、学内の運
営体制の一部に対する理解を深めることができた。まだ充分に役割を果たせていない部分が多々あるが、反省点を来年度に生
かし、一つ一つの仕事に対して精一杯尽力したいと考えている。

足立区地域保健福祉推進協議会子ども支援部会

社会活動

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

機関名・企業等名 役職等名
日本乳幼児精神保健学会 正会員
日本生体医工学会 正会員・代議員

特別部会員
足立区地域自立支援協議会　こども部会 部会長

委員
委員

著書、学術論文等
の名称

地域連携センター管理運営委員会 委員

育児工学未来研究会 会長

人間・環境学会

委員

委員
委員

正会員

委員

グローバルセンター管理運営委員会

足立区地域自立支援協議会　本会議

図書館管理運営委員会 委員

学生生活委員会

台東区小規模保育事業者選定委員会
台東区緊急保育室運営事業者審査委員会

委員台東区認定こども園運営事業者選定委員会

学内委員

公益財団法人　足立区体育協会 評議員
社会福祉法人 友興会　児童養護施設　クリスマ
ス・ヴィレッジ

研究推進委員会
委員

愛知県小牧市こども未来間整備基本構想策定に
関わる有識者ワークショップ委員 委員

委員会 役職名
研究倫理・不正防止委員会

委員

委員

評議員
ゆらりん上野保育園　第三者評価委員 委員
ゆらりん竹町保育園　第三者評価委員
ゆらりん椎名町保育園　第三者評価委員

委員

概要

医療的ケア児の支援に向
けて育児工学ができること

オンラインで開催された第60
回日本生体医工学会におい
て「バリアフリーと育児工学」
のセッションの企画および口
頭発表を行った。(査読有)



学会発表
仲綾子,谷口
新,小谷博子,

光畑由佳
共著

2021.5.29.
（オンライ

ン）

人間・環境学会第28
回大会

その他
仲 綾子，小

谷博子，光畑
由佳，谷口新

共著 2021.9.10.

日本建築学会-研究
協議会「福祉起点型
共生コミュニ ティと新
しい地域拠点計画

のあり方検討特別調
査」

その他 小谷　博子 単独
2021.6.3

.
足立区障がい福
祉センター

その他 小谷　博子 単独
2021.6.2
1.

社会福祉法人 友
興会

その他 小谷　博子 単独
2021.6.2
4.

公益財団法人
足立区体育協会

その他 小谷　博子 単独
2021.7.1
4.

足立区教育委員
会こども政策課

その他 小谷　博子 単独
2021.8.2
3.

台東区教育委員
会児童保育課

その他 小谷　博子 単独
2021.10.
23.

公益財団法人
足立区体育協会

その他 小谷　博子 単独
2021.11.
30.

足立区障がい福
祉センター

その他 小谷　博子 単独
2021.12.
21.

足立区教育委員
会こども政策課

その他 小谷　博子 単独
2022.2.28
.  (オンラ
イン)

足立区障がい福祉セ
ンター

令和３年度　足立区地域自
立支援協議会第2回本会

議

地域共生コミュニティのひと
つとしての子育て世代包括

支援センターの可能性

子育て世代包括支援セン
ターにおける運営上の工夫

点に関する考察

令和３年度　足立区地
域自立支援協議会第1

回本会議

令和3年度 第2回 足立
区地域保健福祉推進協
議会「子ども支援専門

部会」

足立区地域保健福祉推進協
議会・子ども支援専門部会に
特別部会員として出席し、足
立区における子どもの問題や

政策について議論した。

オンラインで開催された人
間・環境学会第28回大会に

おいて「子育て世代包括支援
センターにおける運営上の工
夫点に関する考察」について
口頭発表を行った。(査読有)

福祉起点型共生コミュニ ティ
と新しい地域拠点計画 のあり
方検討特別調査「テーマ：福

祉からはじまる地域共生
コミュニティの場の可能性」に
おいて子育て世代包括支援
センターの可能性について
紙上発表を行った。(査読有)

体育区体育協会主催の
ジュニア育成地域推進
事業「コンプライアン
ス講演会」へ評議員と

して出席した。

令和3年度　公益財団
法人足立区体育協会

ジュニア育成地域推進
事業「コンプライアン

ズ講習会」

足立区地域自立支援協
議会こども部会に出席
し、部会長として司会
進行を行い、全体の取
りまとめを行った。

足立区地域自立支援協
議会本会議に出席し、
こども部会長として昨
年度の活動報告を行っ

た。

社会福祉法人 友興会
(児童養護施設：クリス
マス・ヴィレッジ)の評
議員会に出席し、評議
員として意見を述べ

た。

令和3年度 社会福祉法
人 友興会  第1回 評

議員会

足立区体育協会の評議
委員会に出席し評議員
として意見を述べた。

令和3年度 公益財団法
人足立区体育協会 第1

回 評議員会

足立区地域保健福祉推
進協議会・子ども支援
専門部会に特別部会員
として出席し、足立区
における子どもの問題
や政策について議論し

た。

令和3年度 第1回 足立
区地域保健福祉推進協
議会「子ども支援専門

部会」

台東区認可保育所の運
営事業者の選定を専門
家として審査を行っ

た。

台東区認可保育所運営
事業者審査委員会

令和3年度 第1回 足立
区自立支援協議会　こ

ども部会

足立区地域保健福祉推
進協議会・子ども支援
専門部会に特別部会員
として出席し、足立区
における子どもの問題
や政策について議論し

た。



【3-2】研究資金獲得状況　2021年度

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
(代表：
仲綾
子)

学内
東京未来大

学
代表

【3-3】受賞・表彰

年　　　　月機関・財団等受賞者名（連名も含む） 名称

なし

東京未来大学特別研究助
成

研究費名称 研究課題名

授乳を中心とした乳児期の子育
てを支援する環境構築に関する

研究
科学研究費補助金　基盤

研究(C)

採択金額　（円）

91,000

750,000
コロナ禍におけるバリアフリー調

査研究


