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１）教育

２）研究
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大橋　恵 こども心理学部 教授

昨年度より科学研究費を頂いている潜在的イメージに関する研究を中心にしつつも、十年来の共同研究（少年スポーツ関係）お
よび昨年始めた遠隔授業に関する共同研究、特別研究助成で行ったふつうに関する研究をそれぞれ進め、学会誌でのさらなる
採択を目指す。
今年度は、インスティテューショナルリサーチセンターのデータベース作成作業と、授業が遠隔になったり対面になったりしたた
めその変化に対応するために時間が必要であったが、遠隔授業のスキルも上がったため、来年度はもうすこし研究に時間をかけ
られる予定である。

いじめ調査委員は、学校の風通しを良くするお手伝いができたらと思い引き受けた。昨年度までお引き受けしていた部活動の外
部指導者向けの教材作成も、いままでの研究活動において外部指導員や顧問の先生・校長先生などにも聞き取りをしてきた経
験から関心が深く、研究成果を活かすことも可能な場であると認識している。しかしながら、大学を通しての業務とはいえ本務から
は外れる「アルバイト」扱いであり、勤務時間にしわ寄せがくるという現状がある。一方、4年連続で共同研究の成果を一般書にま
とめており、手ごたえを感じている。本学を選んでくれた学生のために時間を費やしたいので、研究に利するものではない限り、
学外での業務はこれ以上増やさないようにしたい。

今年度程度を希望する。本学においてインスティテューショナルリサーチセンターは新しい存在であり、人的パワーも予算も小さ
いため名ばかりの機能しか持たないが、社会の中でこのセクションへの期待は高い。来年度再任された場合は、将来実際に機
能するようになった時に使えるデータを揃えることに引き続き専念する所存である。

所　　　　　　属 　　職　　　　位 学　　　　　　　　　　　位氏　　　　　　名

博士(社会心理学)(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）

心理学実験や心理学統計法Ⅱという文科系学生には難しい科目をきめ細やかに実施した。特に統計（再履修クラス）では反転
学習を用い、毎週提出課題をルーブリック評価することによって個人差が大きい学生たちの理解を促した。また、フォーラムの頻
繁な確認やメールアドレスの開示など、今年度は対面授業と遠隔授業が取り交ぜて行われたが、遠隔授業期間中でも学生がア
クセスしやすいようにした。心理調査概論では、あえてグーグルフォームを活用して質問紙を作って調査を行うというグループ
ワークを導入し、アクティブな学びに貢献した。
通信テキスト科目において、手のかかるレポート（添削し返却）を課し、大学生らしい学びができるように心がけた。
教科書「集団心理学」（編著）を出版し、来年度の出版に向けて「文化心理学」（共著）の執筆を始めた。

科学研究費（代表）および科学研究費（分担）を得て、藤後教授・井梅准教授との共同研究に精力的に取り組んだ。特に代表科
研に関して投稿論文を執筆し、コメントを受けて次の実験を計画できた点が進展であった。また、川口講師・井梅准教授とともに
昨年度より行っている遠隔授業に関する研究については、今年度分析を行い、学会発表を行い、さらに投稿論文とにまとめた。
今年度は、筆頭4件・単著1件（学術誌に採択3件、紀要2件）・連名4件（学術誌に採択3件、紀要1件）の論文が掲載され（早期公
開を含む）、14件の学会発表（うち筆頭7件）を行った。さらに、昨年度発行した基礎編に続き、部活動指導員向け書籍の応用編
（共著）の出版準備を進めるなど、研究成果の発表・発信に力を入れた。また、子ども環境学会において出版賞と発表賞を受賞
（連名）した。

足立区のいじめ調査委員を継続している。感染症の流行のため、春学期は社会状況を鑑み開催されず、8月末以降の活動と
なった。スクールカウンセラーとの意見交換と少数の学校訪問を行った後、区長への報告書を提出した。また、部活動指導員に
関して昨年度に続き出版した書籍（共著）は、中学校や高校で部活動指導員として外部から入る人のための入門書であり、研究
を現場に役立てる内容であると考える。

引き続き、インスティテューショナルリサーチセンター長を務めた。今年度は新規導入したデータベースの作成および整理に大
変神経を使った。格納すべきデータのリストアップ、適切なデータの形式についての議論・データの確認、学内システムよりデー
タを取り入れる際のエラー、新しいデータベース管理システムの使い方の学習などに相当の時間を費やし、分析が遅れている。
そのほか、入試担当、出張授業対応等。個人的に、教授会や専攻会議等において積極的かつ建設的な発言をするように心掛
けた。

[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）

科目の性質にもよるが、基幹科目については心理学の基礎を身に着けてもらうためにアクティブ・ラーニングや復習を意識した授
業構成にジュラッシュアップし、それ以外の専門科目については新しい知見を常に取り入れ、「研究」という面をも伝えられる授業
にしていきたい。心理学を専攻することにより、心理学に関する知識そのものよりも科学的な考え方を身に着けてほしいと考える
からである。わかりやすく、かつ学生が少しでも主体的に取り組めるアクティブ・ラーニングを意識した授業を行いたいと考える。



分類 就任年月 退任年月
学会 2002.04

1994.04
1995.04
1995.07
2005.04
2018.06
2019.05
2021.04

その他 2014.09

就任年月 退任年月
2019.04
2017.04
2014.04

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
大 橋 恵（ 編
著）

共著 2021.11. サイエンス社

著書

藤後悦子・大
橋 恵 ・ 井 梅
由 美 子 （ 編
著）

共著 2022.4. ミネルヴァ出版
部活動指導員ガイドブック

＜応用編＞

近年、学校部活動を支える人材
として「部活動外部指導員」が注
目されている。学校内で子どもを
指導するためには、指導するス
ポーツや芸術の知識だけでなく、
学校の規則や子どもの発達など
に関する基礎知識も必要となる。
昨年発行の基礎編に続く本書で
は、チームの作りかたや気になる
生徒への対応など部活動指導員
の現場で起こりそうな問題を中心
に取り上げた。
(本文約200頁中p.1-9, p.162-
178の約26頁を単著、3000部、
2200円+税)（18K03119）
（20K11346）

こども環境学会

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

学会員

機関名・企業等名

卒業研究・卒業論文（通） 

【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

日本社会心理学会

社会活動

日本教育心理学会

役職等名
日本心理学会 学会員

学会員
学会員

アジア社会心理学会 学会員
日本グループダイナミクス学会

学会員
学会員

日本教育システム学会 学会員
日本応用心理学会

社会的認知(信）
社会・集団・家族心理学Ｃ(通)  
社会・集団・家族心理学Ｂ(通) 
心理学実験(通) 
心理統計法Ⅱ(通)

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

文化心理学（通・信)
集団の心理学(信)

担当授業科目

こども心理演習Ⅰ（通）
こども心理演習Ⅱ（通）

集団心理学（現代に活きる
心理学ライブラリ）

社会心理学の中でも集団にまつ
わる事柄をまとめたテキスト。学習
のポイントや確認テストを付け、自
学自習のしやすさにも努めた一
冊。序章集団というもの、1章集団
での生産性、2章多数派の影響と
少数派の影響、3章集団での意
思決定、4章集団内の相互依存
性を執筆した。(本文238頁中p.1-
126頁を単著、1500部、2400円+
税)（20K11346）

委員
自己点検・評価・改善委員会 委員

足立区　いじめ調査委員会 委員

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 委員長

学内委員

心理調査概論(通)



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
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
大 橋 恵 ・ 井
梅由美子・藤
後悦子

共著 2022.01.
スポーツ産業学研
究, 32 (1), 39-49.

学術論文

藤 後 悦 子 ・
三好真人・大
橋 恵 ・ 井 梅
由美子

共著 2022.03.
応用心理学研究, 47
(3), 1-20.

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, 16, 121-133.

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）
（査読あり）

グリットの強さと運動部経験
との関係

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
統制した上で示された。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）（査読あり）

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
－

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
読あり）

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）

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

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）（査読あり）

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



学術論文 Ohashi, M.M.
単著

2022.03

Japanese Journal of
Motivational Studies
: IMSAR Annual
Report,11,48-54.

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 2022.03.
東京未来大学研究
紀要, 16, 155-164.

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. 心理学研究, 93 (1)

学術論文
大 橋 恵・ 藤
後悦子・井梅
由美子

共著
2022.08.
（2022.03

早期公開）
心理学研究, 93  (3)

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－

Effects of cultural values
and self-monitoring on

explicit and implicit self-
esteem

顕在的自尊心に，潜在連合テス
トで測定した潜在的自尊心，文化
的価値観，セルフモニタリング傾
向がどのように影響するかを検討
した。その結果，潜在的自尊心を
顕在的自尊心よりも先に測定した
場合に，集団主義の程度とセル
フモニタリングの程度が共に低い
場合に顕在的自尊心は高いとい
う交互作用効果が見られた。この
結果は，順序効果の可能性を示
すとともに，文化全体の価値観と
個人の価値観の両方を考慮する
必要性を示す。なお，潜在的自
尊心は中点よりも肯定的，顕在的
自尊心は中点よりも否定的であ
り，この二者の相関関係は有意で
はなかった。
（特別研究助成金）（査読有）

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）（査読あり）

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）（査読あり）

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
有用性について半数以上が肯定
的な評価を示し、習い事への価
値観のうち「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）（査読あ
り）



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

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

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

Sports-harassment
experience by their

coaches in high school and
its effect on their college

life.

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）

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）

Implicit attitudes toward
sports and exercise:

Similarities and differences
between Desirability IAT

and Joy IAT

オンライン口頭発表（座長）。
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）

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）

Subjective comprehension
and evaluation of e-

learning by commuting
college students in Japan:
The case of asynchronous

e-learning.



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

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)

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

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）

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）

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）



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
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

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
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

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。
オンライン発表。
（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

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）

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・ポスター発表。
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）

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・ポスター発表。
(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）

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・ポスター発表。
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）



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

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 分担

学外 文部科学省 代表

学内
東京未来大

学

2020年度(第16回)
論文・著作奨励賞

こども環境学会

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）

【3-3】受賞・表彰

2021.07

藤後悦子・大橋　恵・井梅由美子 ポスター賞 こども環境学会 2021.07

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
10,000

科学研究費　基盤（C）
（20K11346）

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

400,000

東京未来大学特別研究助
成

顕在的態度と潜在的態度との関
係、およびその影響に関する研

究
320,000

機関・財団等 年　　　　月

藤後悦子・井梅由美子・大橋　恵

受賞者名（連名も含む） 名称

【3-2】研究資金獲得状況　2021年度

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

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

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。

研究費名称 研究課題名 採択金額　（円）


