
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

所　　　　　　属 　　職　　　　位 学　　　　　　　　　　　位氏　　　　　　名

森下一成 モチベーション行動科学部 教授
博士（工学）（琉球大学）、

修士（政治学・工学）（早稲田大学）

【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、17の講義・演習科目を担当し、講義以外でも足立区内外に渡る地域連携活動で学生の実践的活動を指導した。
　コロナ禍により、春学期は混乱が見られたものの、昨年度の経験を踏まえ、＜調査・研究ー教育ー地域貢献＞の枠組みを維
持し、一部は拡大を果たし、実践をともなう講義を滞ることなく継続できた。
　また、昨年度から経営領域において1つの目標とされた公務員試験などの公共キャリア志望者に向けての教育は、現役公務
員試験合格者を輩出することで達成できた。しかも、低いGPA水準にある学生による県警合格であり、初年次からのガイダンス
次第では、今後の展開を期待できる成果となった。
　コロナ禍でも途絶えることのない地域連携となるように、リスクヘッジをしながら細心の注意を払い、学生の地域連携活動を支
援・指導した。夏休み中にゼミ生を参加させて足立区内の企業経営者たちへのインタビューをWebで実施して、このプログラムが
可能か否か抽出した課題をチェックし、石橋講師が担当する秋学期の科目「キャリアモデルケーススタディ」での企業経営者た
ちへのインタビューにつなげた。また、ゼミ生と地域連携Ⅱを履修する1年生とのコラボによる地域連携活動（町屋プロジェクトお
よび古民家再生・活性化プロジェクト）では学年を超えて学生につながりが生まれ、特に1年生にはモチベの学部特性である地
域活動の醍醐味を上級生とともに連帯感を持って味わう機会を提供することができた。
　こうした活動の終着点として位置づける「専門演習Ⅰ・Ⅱ」から「卒業研究」において、活動を報告書にまとめ、その研究成果を
地域の各主体にフィードバックし、次の学年をはじめとする今後の活動へつなげるPDCAサイクルを確立することができた。4年
生の卒業研究はこれまでの協働先から好評を得た。

　沖縄の公共空間における梵字碑の研究に関連して真言宗の経典等の収集と読解を開始し、比較文化学会の発表につなげる
ことができた。ただ、真言宗の依拠する経典のなかでも大日経と金剛頂経は修法が中心であり、加行過程を知る者でなければ
文面だけでは理解できないため、真言宗の単立寺院で加行を受け終え、現在、高野山真言宗寺院での現地調査を進めてい
る。また、沖縄のニライカナイ信仰が浄土思想に近似しているため、浄土宗の経典類も読み進めている。以上のような個人レベ
ルの研究を現地との共同研究につなげたいと考え、沖縄社会学会に入会した。
　今年度は、日本国際教育学会におけるシンポジウム「課題研究Ⅰ民族共生とアイデンティティ形成」の企画者、司会、報告者
を兼ねたことから、当シンポジウムの成功のために研究時間を費やした。シンポジウムは内外から研究者を集め、成功裏に終
わった。このシンポジウムの内容について、次年度に発刊される学会誌に掲載される原稿を，「司会者総括」と自身の発表内容
と2つにまとめた。
　著書類としては、『これだけ覚える教職教養 '23』の監修と分担執筆（教育原理と教育法規）及び新刊書『解いて覚える 教員採
用試験 教職教養 実戦問題集』の監修と分担執筆（教育原理と教育法規）に携わった。前者は前年度に引き続き教員採用試験
向けのテキストとしては日本一の販売部数となった。

　足立区行政との円滑な連携を、地域連携センター管理運営委員長として、またモチベーション行動科学部教員として、図っ
た。特に、足立区大学生地域活動プラットフォームの活動をはじめ、地域住民との直接的な協働とそれにつながる関係維持のた
めに活動した。足立区外のさまざまな地域主体との関係を維持し、新たな関係を構築した。
　新たな関係構築先としては、昨年4月に包括協定を締結した墨田区鐘ヶ淵平和会商店街や喜田家のほかに、12月には足立
区のロータリークラブが新規展開する社会貢献事業（足立ロータリーアクトクラブ）との協働を実践し、来年度以降の活動拡大に
向けて弾みをつけることができた。
　大学及び個人レベルの社会貢献だけでなく、足立成和信用金庫主催「夢のお菓子コンテスト」東京未来大学賞の継続で明ら
かになったように、学生と足立区内の地域主体との協働・協創関係をコーディネートした。
　一方で、荒川区など行政での職員研修に努め、地域社会の次世代を担う、公務員・教員など公共キャリア志望者の指導も
行った。

　地域連携センター管理運営委員長として、コロナ禍においても足立区・NPOとの協働を進め、主として「地域連携Ⅰ」「キャリア
モデルケーススタディ」履修者を中心に足立区大学生地域活動プラットフォームへの参加を促した。この協働の枠組みは足立
区の政策評価で最高の評価を得、２０２１年度も継続実施となり、また。コロナ禍においても途切れることのない本学の地域貢献
を主導できた。
　学部では、学部長のご指示のもと、金塚准教授と協力して、モチベーション行動科学部学生の教員・公務員志望者を掘り起こ
し、また、経営領域において新しい科目・カリキュラム体系の策定に携わった。
　なお、他のゼミで卒業研究ができなくなった学生を引き受け、調査・研究計画を立て直し、卒業研究を執筆させた。

[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）

　現2年生に公務員試験志望者がいるので、キャリア開発を促しつつ、無事に受験に至ることができるよう、学生のモチベーショ
ンの維持・向上に努める。
　２０２１年度につくりあげた、地域連携活動への学生の参加→新商品ならびに報告書の作成【卒業研究】→卒業研究の地域へ
の還元、というサイクルを維持し、より良いサイクルに仕上げる。
　２０２２年度から、社会科学概論が走り出すので、公務員試験や教員採用試験の志望者増につながるよう、関係教員と連携を
強める。



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 2020.6

2020.9
2012.4

2020.12
2003.4

その他 2020.4

就任年月 退任年月
2018.4
2020.4
2020.4

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
LEC東京リー
ガルマインド

編著 2021.9 成美堂

人間の行動と都市(信) 
まちづくり論(信) 
モチベーション・マネジメント(通・信) 

【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

　現時点において、3本の発表・論文執筆を計画している。
①原著論文・仮題「地域マネジメントにおける「協働・協創」に関する一考察　足立区における産学公金連携事業をもとに」
　本稿は３年間にわたる足立区大学生地域活動プラットフォームの実践を振り返り、その協働・協創について、新しい公共、NPM
（新公共管理）、住民自治の３つの視点から評価するもので、プラットフォーム１年目を担った郭教授、２，３年目を担当した私と
の共著となる。日本比較文化学会での発表、論文の学会誌掲載を目指している。
②原著論文・仮題「差屋型神アサギについて」
　本稿は２０２０年度の日本比較文化学会大会での口頭発表を論文とするものである。
③原著論文「公共マネジメントの視点からみる公民科『公共』の『協働』について」
　本稿は2022年度に発刊される学内紀要『未来の保育と教育』に掲載される予定である。
　また、②続く研究内容として、沖縄の公共空間における梵字碑研究を進めるが、フィールドワークを再開できないうちは文献研
究と寺院でのフィールドワークを継続する予定である。

　２０２１年度と同様、来年度もオミクロン株のコロナウイルスの蔓延が予想されることから、コロナ禍との調整が予想される。
　このような状況下で足立区内外の行政・地域住民との協働・協創を進めるには、日常的なコミニュケーションを欠かさないことが
肝要であるため、コロナウィルス罹患者の増減を横目に見ながら、地域主体との密な連絡に努めたい。
　２０２１年度までのプロジェクトを継続させながら、２０２２年度は特にロータリークラブとの協働が２０２１年末にスタートしたため、
これを拡大し、成果目標として包括連携協定へと導きたい。

　地域連携関連の活動を、講義・ゼミ、委員会の区別なく推進する。文教大学（外国語学部、経営学部）の足立区進出により、一
般的な大学にありがちなグローバルをテーマとする教育や一般的な経営学を柱とする教育は競合するため、本学の持ち味につ
いて見直し、足立区と深く結びついて協働を成し遂げてきた本学の特性を見極め、さらに充実させつつ、足立区をはじめとする
下町各区からしてみれば「なくてはならない存在感のある大学」に向け、協働の実を挙げていく所存である。

機関名・企業等名 役職等名
地域マネジメント学会 理事・学術編集委員会委員長
日本比較文化学会

日本建築学会

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

社会活動

沖縄社会学会 会員
日本キャリア教育学会

会員

委員長

学内委員

委員

150号編集委員
会員

専門演習Ⅱ（通）(旧:演習Ⅱ)
専門演習Ⅰ（通）(旧:演習Ⅰ)
学校安全
コミュニティ・デザイン論(通)
地域連携Ⅱ(通)

自己点検・評価・改善委員会
教務委員会 委員

鐘ヶ淵平和会商店街 参与

委員会 役職名
地域連携センター管理運営委員会

基礎演習Ⅱ
基礎演習Ⅲ(通)（旧：応用演習Ⅰ）

担当授業科目

人間の行動と都市空間(通) 
地域連携Ⅰ(通)

基礎演習Ⅳ(通)（旧：応用演習Ⅱ）
卒業研究（通）

『これだけ覚える教職教
養』

監修・共同執筆（担当：教育
原理と教育法規　特にコミュ
ニティとの関わりについて修
正・加筆）

社会学（通・信) 
キャリア形成論(通)
地域と社会(通・信) 



著書
LEC東京リー
ガルマインド

編著 2021.10 成美堂

学会発表 森下一成 単独 2021.10.9
日本国際教育学会

第30回大会

学会発表 森下一成 単独 2021.9.21

日本比較文化学会
第43回全国大会・
2021年度国際学術

大会

その他 森下一成 単独 2021.4.1 平和会商店街

その他 森下一成 共同 2021.7.7 実務教育出版社

その他 森下一成 単独 2021.7.14 群馬女子大学

その他 森下一成 共同
2021.10.1

1
実務教育出版社

その他 森下一成 単独
2021.11.2

0
ロータリークラブ

その他 森下一成 単独 web 荒川区

その他 森下一成 単独 web 荒川区

その他 森下一成 単独 2022.3.1 群馬女子大学

分類 機関・財団等
代表
分担
の別

学外 足立区
責任
者

令和2年度荒川区職員研
修会　第２回

まちのモチベーションを上げ
るための対住民ストロークに

ついて考える。

「公務員２次試験対策講座
(政策論文試験対策)」
（群馬県立女子大学）

課題研究Ⅰ
【テーマ「民族共生とアイ

デンティティ形成」】
「琉球・沖縄のアイデン
ティティ 祈りをめぐる諸

相」

公務員試験における政策論
文試験に関するレクチャー。

今年度大会に即した「民族
共生とアイデンティティ形
成」という学会が設定した
テーマの下でシンポジウム
を企画し、司会・発表（口
頭）をおこなった。

『解いて覚える 教員採用
試験 教職教養 実戦問題

集』

監修・共同執筆（担当：教育
原理と教育法規　特にコミュ
ニティとの関わりについて修
正・加筆）

【3-2】研究資金獲得状況　2021年度

100,000
令和３年度第２回公益信託

あだちまちづくりトラスト
足立区内地域資源活性化

プロジェクト調査・研究

沖縄本島における梵字碑
の分布と固有信仰との関

わりについて

今年度大会に即した「民族
共生とアイデンティティ形
成」という学会が設定した
テーマの下でシンポジウム
を企画し、司会・発表（口
頭）をおこなった。

令和2年度荒川区職員研
修会　第1回

足立区における共同・協創事
例の紹介と荒川区へのあて

はめについて考える。

産学協働・墨田区・鐘ヶ淵
駅前商店街平和会

商店街活性化に向けた協働
スキームの構築。役員会にお
ける参与職に就任。包括協

定締結。

ロータリークラブ足立支部
ユースとの社会貢献活動と
の協働に関する打ち合わ

せ

ロータリークラブで新たに社
会貢献事業を立ち上げるた

め、本学との協働について申
し入れがあり、実現可能性に
ついて打ち合わせを実施。現
段階では可能と判断してい
る。同席者：足立区役所（浅
野氏）、NPO足立フォーラム

21（遠藤氏）

社会人経験者採用/公務
員試験面接対策講座（実

務教育出版）

坪田まり子・東京学芸大学特
任教授とともに。面接指導。

社会人経験者採用/公務
員試験面接対策講座（実

務教育出版）

坪田まり子・東京学芸大学特
任教授とともに。面接指導。

「公務員２次試験対策講座
(口述試験対策)」（群馬県

立女子大学）

公務員試験人物試験に関す
るレクチャー。

研究費名称 研究課題名 採択金額　（円）



学内
東京未来大

学

学内
東京未来大

学

年　　　　月受賞者名（連名も含む） 名称 機関・財団等

なし

150,000
公共空間における梵字碑の研究
〜真言宗の教義と民衆の受容に

ついて

【3-3】受賞・表彰

西新井大師(足立区)周辺におけ
る空海の足跡と地域活性化につ

いて
200,000

東京未来大学特別研究助
成

東京未来大学特別研究助
成


