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野中　俊介 こども心理学部 講師 博士（人間科学）（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）

　通学課程科目においては、「心理学実験（オムニバス）」、「心理的アセスメント（オムニバス）」、「心理学統計法Ⅰ」、「公認心理
師の職責（オムニバス）」、「子ども学」（代表教員）、「心理療法上級Ｂ」、「心理実習」を担当し、通信課程科目においては、「心
理学（基礎）実験（オムニバス）」を担当した。また、専攻からの依頼により、他ゼミ所属の学生に対して卒業論文における統計手
法についての指導をした。
　心理臨床センター心理実習指導室担当として、「心理演習」や今年度から本格的に開始された「心理実習」の運営や感染症
対策を含めた外部施設との交渉等を行った。心理実習は10施設の実習に帯同した。公認心理師養成において不可欠な大学
院進学に関する対応においては、大学院進学希望者向け勉強会を週１回程度の頻度で開催し指導した。公認心理師に関心の
ある学生を対象として、外部から若手の公認心理師を招き、心理臨床キャリア講演会を２回開催した。

２）研究
　今年度は日本コミュニティ心理学会から「若手学会員研究・実践活動奨励賞」を受賞し，本学から２期連続の褒賞を得た。ま
た，今年度の研究業績は，著書１件（金剛出版），学術論文４件の発刊（すべて査読有；Sleep Medicine誌，Psychiatry
Investigation誌，Comprehensive Psychiatry誌，ストレスマネジメント研究誌）と４件の採択（いずれも査読有；Japanese
Psychological Research誌，Current Psychology誌，Australian & New Zealand Journal of Psychiatry誌，Psychiatry Investigation
誌），学会発表１件であった。加えて，国内外における学術誌の査読を８件行った。
　外部資金の獲得においては，昨年度に続く科学研究費補助金（若手研究）に加え，基盤研究Ｂ（分担）に採択された。学内の
特別研究助成に採択された研究についても，おおよそ当初の予定通りに進めることができた。共同研究は，境泉洋教授（宮崎
大学），山本彩教授（札幌学院大学），武田知也講師（福山大学）と実施し，その一部は英文雑誌に採択された。

　今年度は，新型コロナウイルスによる中止もあったが，公的機関や家族会等から依頼された講演会や研修会等の講師を合計
７件担当した。いずれも主に不登校やひきこもりに関する心理学的支援をテーマにしたものであり，研究や実践で得られた知見
を一定程度は社会に還元することができたと考えられる。
　また，相模原市精神保健福祉センターの家族教室におけるスーパーバイザー，日本臨床心理士会ひきこもり専門委員会の委
員，足立区就学支援委員会の助言者，特定非営利活動法人KHJ全国ひきこもり家族会連合会の調査事業委員をつとめ，専門
的知見を還元した。

　昨年度に続き教育改善向上委員および研究倫理・不正防止委員を担当した。また，心理臨床センター心理実習指導室として
学内運営に携わった。心理実習指導室においては，新型コロナウイルスによる実習受入の可否やその方法を含め，心理実習受
入依頼先との調整を行い，今年度から本格的に開始された心理実習の全体的な運用と各施設における個別の実習の運用の両
側面において中心的に担当した。教育改善向上委員会においては，授業参観・評価中部会委員およびFDハンドブック部会委
員として，研究倫理・不正防止委員会においては，倫理審査申請書改定のための聞き取り調査を主に担当した。

[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）

　授業においては，授業評価アンケートの結果も踏まえながら，可能な限り授業目標を達成するため必要なアクティブ・ラーニン
グを取り入れるなど，一方的な知識教授のみにとどまらない内容および進め方を工夫したい。「心理実習」や「公認心理師の職
責」などの公認心理師関連科目や，今後新たに担当する科目においても，必要不可欠な内容を含めつつ，ICTの積極的な活
用も含めて学生が主体的に関心をもって取り組めるようにする。
　特に公認心理師養成科目の１つである「心理実習」に関しては，学部での心理実習として見本となるケースがきわめて少ない
ため試行錯誤しながらではあるものの，実習先とのやり取りを継続しながら実習内容等の仕組みを着実に築いていきたい。今年
度の実績をふまえて，実習マニュアルや実習ノートといった必要な教材・ルールの改善も必要に応じて検討したい。　さらに，公
認心理師養成という観点からは，大学院進学を希望する学生向けの勉強会へのニーズを踏まえつつ，大学院進学へのモチ
ベーションを高めるような活動を行なうことも検討していく。

　現在のところ，学術論文として英文誌に１本，査読審査が進行中である。これらについては，採択を得られるよう，引き続き適切
に取り組んでいきたい。また，昨年度開始した科学研究費補助金（若手研究），今年度開始した基盤研究Ｂ（分担）は，社会情
勢的な制限があるが，方法論等を工夫しながら可能な限り適切に研究を進めていく予定である。
　現在いくつかの共同研究を行っているが，今後は国外の研究者との研究や領域横断的な研究も含めて，さらに積極的に共同
研究を展開していく。

　現在のところ，次年度もいくつかの講演や研修の依頼をいただいている。研究や心理的支援の実践から得られた知見を必要
な方に適切に還元することは，社会貢献という側面においても非常に重要なことであると考えているため，引き続き少しでも必要
とする方の役に立つように，適切な形で積極的に社会貢献をできるように工夫していきたい。心理職の職能団体である日本臨床
心理士会におけるひきこもり専門委員会や公認心理師養成大学教員連絡協議会等では，多方面との情報共有を通して，本学
の教育への還元だけでなく，本学に所属する教員として社会貢献をしていきたい。また，今後はとくに大学教員としての役割を
生かすことや大学近隣の支援機関や団体との専門性を生かした関わりを模索していく。

　これまで学んだ学内運営のあり方を踏まえて，今後は学内運営で与えられた役割をより積極的に担っていきたい。昨年度から
担当した教育改善向上委員会や研究倫理・不正防止委員会においては，引き続き担当になれば次年度から一層積極的に取り
組んでいきたい。
　また，公認心理師養成においては，カリキュラムなどの学内の仕組みにも関連する点が少なくないため，少しでも質の高い公
認心理師の養成をできるように，また受験生にとって魅力的な大学になるように，他大学の取り組みなどの情報も収集しながら，
学内運営にも携わっていく。

所　　　　　　属 　　職　　　　位 学　　　　　　　　　　　位氏　　　　　　名



分類 就任年月 退任年月
学会 2009.06

2009.11
2014.11
2015.04
2015.09
2016.10
2017.04
2020.05
2018.04
2018.07

法人 2013.04
2018.10 2020.01
2018.12
2019.09 2021.09
2021.03
2021.10

自治体 2017.04
2018.06

就任年月 退任年月
2018.04 2020.03
2018.04 2020.03
2020.04 2022.03
2020.04
2018.04

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

境 泉洋・野中

俊介・山本

彩・平生 尚之

共著 2021.8 金剛出版

学術論文

Hara, S.,
Nonaka, S.,
Ishii, M.,

Ogawa, Y.,
Yang, C. M.,
& Okajima, I.

共著 2021.4

Sleep Medicine, 80,
204–209.

https://doi.org/10.1
016/j.sleep.2021.01.

047

学術論文
Nonaka, S., &

Sakai, M.
共著 2021.5

Psychiatry
investigation, 18,

463–470.
https://doi.org/10.3
0773/pi.2021.0050

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

学会員
学会員

心理学実験(通・信)
心理的アセスメント(通) 
心理学統計法Ⅰ(通)
心理実習(通)
心理療法上級Ｂ(通)

こども心理学部入試委員会

心理学基礎実験（信）
公認心理師の職責(通)

研究倫理・不正防止委員会

学会員

日本ストレスマネジメント学会 広報委員
日本ストレスマネジメント学会

委員
心理臨床センター管理運営委員会 委員

委員
教育改善向上委員会

担当授業科目
子ども学(通)

CRAFTひきこもりの家族支
援ワークブック：共に生きる

ために家族ができること

ひきこもり状態にある人の家
族を対象とした心理的支援に
ついて，認知行動療法にもと

づくCommyunity

Reinforcement and Family

Trainingを応用した方法を紹
介した。

学会員

委員

学内委員

足立区 就学支援委員会助言者

日本健康心理学会

学会員
日本心理学会

日本教育心理学会 学会員

委員会 役職名
全学入試委員会

相模原市精神保健福祉センター 家族教室スーパーバイザー

日本学校保健会
学会員

機関名・企業等名

【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

Psychological Factors
Associated with Social

Withdrawal (Hikikomori)

ひきこもり経験がある人およ
び経験がない人を対象とした
調査を行い，ひきこもりの改
善には行動的あきらめコーピ
ングや道具的サポートコーピ
ング，セルフ・コンパッション
が関連することが示された。

（査読有）

Validation of the Japanese
Version of the Sleep

Hygiene Practice Scale

一般成人を対象とした調査を
行い，睡眠衛生をアセスメント
するSleep Hygiene Practices
Scale（SHPS-J）日本語版を作

成し，その妥当性を検証し
た。（査読有）

役職等名
日本認知・行動療法学会

社会活動

日本児童青年精神医学会 学会員
日本コミュニティ心理学会

日本カウンセリング学会 学会員

一般社団法人日本臨床心理士会 ひきこもり専門委員会協力委員

一般社団法人日本公認心理師養成機関連盟 実習検討チーム　メンバー
NPO法人KHJ全国ひきこもり家族会連合会 調査事業委員

公認心理師養成大学教員連絡協議会 広報委員
一般社団法人日本臨床心理士会 ひきこもり専門委員会委員

A/CRA/FT ASIA 普及アドバイザー

委員



学術論文

Kubo, H.,
Urata, H.,
Sakai, M.,

Nonaka, S.,
Kishimoto, J.,

Saito, K.,
Tateno, M.,
Kobara, K.,
Fujisawa, D.,
Hashimoto,
N., Suzuki,
Y., Honda,
Y., Otsuka,
K., Kanba,
S., Kuroki,
T., Kato, T.

共著
Advance

online
publication

Japanese
Psychological

Research.
https://doi.org/10.1

111/jpr.12368

学術論文
Nonaka, S., &

Sakai, M.
共著 2021.7

Comprehensive
Psychiatry, 108,

152251.
https://doi.org/10.1
016/j.comppsych.20

21.152251

学術論文
堀川 唯・野中
俊介・嶋田 洋

徳
共著 2021.9

ストレスマネジメント
研究

学術論文
Nonaka, S.,
Shimada, H.,
& Sakai, M.

共著
Advance

online
publication

Current Psychology
https://doi.org/10.1
007/s12144-022-

02772-1

学術論文
Nonaka, S.,

Takeda, T., &
Sakai, M.

共著
 Advance

online
publication

 Australian & New
Zealand Journal of

Psychiatry
https://doi.org/10.1
177/0004867422108

5917

学術論文
Nonaka, S., &

Sakai, M.
共著

 Advance
online

publication

Psychiatry
Investigation

https://doi.org/10.3
0773/pi.2021.0348

学会発表
野中 俊介・
嶋田 洋徳

共著 2021.9 日本心理学会

Individuals with Hikikomori
and their Families’

Cognitive Behavioral
Factors: A Prospective

Study

ひきこもり状態にある人と非経
験者を対象とした調査研究を
行ない，ひきこもり状態に関
する生活の質を測定する尺

度を作成し，信頼性と妥当性
を確認した。（査読有）

「ひきこもり」の定義とデモグラ
フィック変数に関するシステ
マティックレビューを行った。
多くの研究者に共通して取り
上げられたひきこもりの要素
が明らかにされた。また，日
本においてはひきこもり状態
にある人の高年齢化の傾向

が示された。（査読有）

ひきこもり状態にある人の家
族を対象として認知行動療法
的介入と6ヵ月間のフォロー

アップを行い，家族の認知行
動的変数がひきこもり状態に
ある子どもの社会的交流に及
ぼす影響を検討し，一定の影
響性が示された。（査読有）

Measuring the Quality of
Life for Individuals with

Prolonged Social
Withdrawal (Hikikomori)

Who are Hikikomori?
Demographic and clinical
features of hikikomori: A

systematic review

Development of 3-day
Intervention Program for

Family Members of
Hikikomori Sufferers

ひきこもり状態にある人の家
族成員を対象とした３日間の
介入プログラムを開発し，23
名を対象としてその効果を検
証した。参加者自身の心の健
康状態はフォローアップで改
善されたが，ひきこもり支援に
対する信頼度は低下し，心の
健康問題に対するスティグマ
は変化しなかった。一方，短
期的にはひきこもり者へのア
プローチスキルの向上が認め

られた。（査読有）

教師のメンタルヘルスが児
童生徒に及ぼす影響に関

するシステマティックレ
ビュー

教師のメンタルヘルス関連要
因が指導や支援を通じて児
童生徒に及ぼす影響をレ

ビューした。教師が勤務する
校種や校務分掌という教師の
属性においては幅広く検討さ
れていたが，「児童生徒と教
師との相互作用」の観点から
検討された研究は限定的で

あった。（査読有）

ひきこもり状態にある人とそ
の家族に焦点を当てた認
知行動療法的アプローチ
におけるアセスメント方略と

支援のあり方

小講演において，ひきこもり
状態にある人とその家族への
認知行動療法的アプローチ
に関して，アセスメント方略と
支援のあり方を発表した。（口

頭発表）

A correlational study of
socioeconomic factors and

the prevalence of
hikikomori in Japan from

2010 to 2019

2010年から2019年にかけて
が実施した8つの横断研究の
データを用いて，社会経済的
要因とひきこもりの発症率の

関係を検討した。偏相関分析
の結果，ひきこもりの発生率
は失業率や世帯収入と連動

して上昇した。（査読有）



社会活動 野中俊介 単独 2021.7
相模原市精神保健

福祉センター

社会活動 野中俊介 単独 2021.7
都立足立高等学校

定時制

社会活動
境 泉洋・野中

俊介
共同 2021.9

日本臨床心理士会
臨床心理講座

社会活動 野中俊介 単独 2021.10
目黒区教育委員会
教育相談初級研修

社会活動 野中俊介 単独 2021.11 とちぎベリー会

その他

境 泉洋・
Junwen

Chen・野中
俊介・尾之上
麗・KHJ全国
ひきこもり家
族会連合会

共著 2021.4
NPO法人KHJ全国ひ
きこもり家族会連合

会

分類 機関・財団等
代表
分担
の別

学内
東京未来大

学

学外
日本学術振

興会
代表

学外
日本学術振

興会
分担

250,000
東京未来大学特別研究助

成

不登校の未然防止と早期
解決に向けて

小中学校の教員を対象とし
て，認知行動療法にもとづく
不登校の未然防止と早期解
決のための理解のあり方やそ
れにもとづくアプローチの実

際について紹介した。

科学研究費補助金（基盤
研究Ｂ）

ひきこもり支援のためのコミュニ
ティワイド認知行動療法
（CWCBT-H）の開発

250,000

科学研究費補助金（若手
研究）

認知行動療法的観点における機
能の変化がひきこもり改善プロセ
スに及ぼす影響

【3-2】研究資金獲得状況　2021年度

機関・財団等

1,400,000

CRAFTを含めて地域で取
り組むひきこもり支援

臨床心理士を対象として，
Community Reinforcement

and Family Training
（CRAFT) を含めた地域で取
り組むひきこもり支援のあり方
や実際について紹介した。

当事者本位の支援……どう
したら元気がでるか

ひきこもりに関する家族会参
加者を対象として，認知行動
療法にもとづく当事者本位の
支援のあり方とアプローチの

実際について紹介した。

【3-3】受賞・表彰

新型コロナウイルスによる社会生
活の変化がひきこもり者およびそ
の家族の心理社会的要因に及ぼ
す影響

研究費名称 研究課題名 採択金額　（円）

ストレス耐性を高めるため
のストレスマネジメント教育

定時制に通う高校生を対象と
して，認知行動療法にもとづ
くストレスマネジメントのあり方

と実際について紹介した。

認知行動療法からみたひき
こもりの理解

ひきこもり状態にある人やそ
の家族への支援を行う人を対
象として，認知行動療法から
みたひきこもりの理解のあり方
やそれにもとづくアプローチ
の実際について紹介した。

年　　　　月受賞者名（連名も含む）

ひきこもりの家族会に関す
る実態調査報告書

NPO法人KHJ全国ひきこもり
家族会連合会の各支部に参
加する人を対象として実態調

査を行った。

野中俊介 東京未来大学　褒賞 東京未来大学 2021年9月

名称

野中俊介
若手学会員研究・実

践活動奨励賞
コミュニティ心理学会 2021年5月


