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第8回大会総会報告                        

白金心理学会では、卒業・修了生、在学生の研究や実践活動を奨励

するため、研究1件につき５万円、活動１件につき２万円を奨励費と

して支給する研究・活動奨励事業を行っています。年々、この事業に

対する応募が増えてきています。 

 白金心理学会第8回年次大会では、昨年2014年度に採択された研

究・活動の成果報告発表と次年度9回大会での成果報告が見込まれる

今年度2015年度に採択された研究・活動計画の発表が口頭と、ティー

ブレイク会場でのポスター掲示により行われました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 2014年度研究・活動奨励成果報告発表 

 研究奨励費による成果発表は2件行われました。心理学科3年金城ゼ

ミ生で、大森崇弘さんを代表とする15名による「広告（CM）の視聴

印象が広告に対する態度や購買意欲に及ぼす影響」では、ＣＭにおい

て、映像が暗い方がより商品の高級感が増し、商品価値が高まり購買

意欲につながること、また音楽が色彩感に影響したことから映像の明

度と音楽との関連も考慮する必要があることが分かったことが報告さ

れました。 

 大学院前期課程臨床心理学コース2年塚本裕子さんを代表とする、

心理学コース、教育発達心理学コース、臨床コース合同の16名による

「大学生の防災意識と震災支援」では、防災に関して身近な恐怖情報

の提示が防災意識を高めること、震災時のボランティア動機が、「自

分のため」「他者のため」「経験から」に分類され、こうした防災意

識の向上と実際の支援活動を促進する要因の一端が示されたとの報告

がありました。 

 活動奨励費による成果発表は3件行われました。心理学科2年の木村

紗友里さんを代表とする2年生7名による「親切行動の要因について」

では、大学生の親切行動（利他的行動）の促進は、円滑な社会性とコ

ミュニケーション能力を促進するという大きな仮説のもとに共感と幸

福感を軸に検討した結果、感謝され、うれしいと思う幸福感ととも

に、ひとに共感する気持ちが重要な親切行動を起こす要因であること

がわかったことが報告された。 

 心理学科3年の佐久間千夏さんを代表とする9名による「学生生活満

足感と心理・属性変数との関連性」では、心理学科学生では、大学の
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 今年度の白金心理学会第8回大会は，2015年6月14日の日曜日に本

学白金キャンパス本館の1301教室で開催されました。今年度のテーマ

は「今、学校で何が－小学校教員が語る教育現場―」でしたが、卒業

生、学部生、大学院生や教職員などを含めて140名の参加者となりま

した。そのうち50名の方が懇親会にもご参加いただきました。 

 当日は総会に引き続いて、昨年度の研究奨励費と研究活動費の獲得

者による研究成果の報告と、今年度の研究奨励費と研究活動費の獲得

者による研究計画の発表が行われました。 

 花田学部長による最近の心理学部の動向の報告、学内外で表彰され

た学生や卒業生の紹介の後にはティーブレイクの時間を設けました。

今大会はじめての試みとして、ティーブレイクの間に昨年度の研究奨

励費および研究活動費を獲得された方にポスター形式で研究成果の発

表をしていただきました。この試みはなかなか評判も良かったようで

すので、次回大会でも引き続き行えればと考えています。最後に、 

メイン企画であるシンポジウム「今、学校で何が－小学校教員が語る

教育現場―」が開かれました。肝心のシンポジウムの内容については

メイン企画報告をお読み頂いてここでは触れませんが、話題提供者の 

 

  

 

 

 

 

 

 

うちおふたりは現役の小学校教員をされていることから、とくに卒業

後に教員を目指している教育発達学科の学生の皆さんには非常に参考

になる話題だったのではと思います。またスクールカウンセラーとし

て教育現場に関わっている伊藤 拓先生のお話も普段なかなか伺うこと

の出来ないもので、参加者の皆さんには非常に良い刺激になったので

はないかと思います。 

 参加者数は昨年度と比べてやや少なかったとは言え、今年度の大会

も実りの多い大会となったことと思います。白金心理学会の活動は、

本学まで足を運んでいただいて大会に参加して下さる卒業生や学部生

の皆さんがいることで成り立つものだと言えます。 

野村 信威先生 （心理学科准教授） 

さいころ  大会特集号 
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提供するサポートや施設環境への満足感や関心が

学年が上がると増加するが1年生では少ないこと

から、今後ポートヘボンなどの情報提示の方法の

改善を大学に提言できるという報告がありました。 

 心理学科2年久松美稀さんを代表とする5名によ

る「アサーションパターンとシャイネスの関連

性」では、シャイネス値が高くとも家庭環境や家

族機能が充実していればアサーションを高める可

能性が示されたが、アグレッシブには友達関係や

学校生活の影響が強いことが示されたことから今

後の学校環境の調整の必要性が報告されました。 

 

２ 2015年度採択研究・活動奨励費獲得者と計画

発表 

 2015年度は研究奨励に6件、2014年度から設

けられた活動奨励に7件計13件の応募がありまし

た。昨年度が7件の応募でしたので、約2倍の応募

があったとことになります。応募したのは学部1

年生から博士後期課程学生まで幅広くなってお

り、応募件数の増加と合わせて、学生の皆さんの

関心の高さがうかがえました。 

 厳正な審査を経て、研究奨励では応募6件中3件

が採択され、また活動奨励には7件中4件が採択と

なりました。今年度は研究と活動の性格にかんが

み、特に活動については実践性が審査の視点とな

りました。 

 研究奨励に採択されたのは、博士後期課程4年

の鏑木眞喜子さん他卒業生を含む7名による「低

出生体重児の発達と母子相互作用に関する研

究」、同じく博士後期課程2年の石田航さん他前

期課程院生2名による「高校生への一度きりの研

修会がＳＣへのイメージと来談意思へ与える影

響」、そして心理学科3年の福士佳純さんを代表

として、3年生4年生、臨床心理学コース院生を含

む27名による「精神保健ボランティア経験による

心理的変化」でした。 

 活動奨励に採択されたのは、心理学科2年の天

本夏美さん他同じく心理学科2年生5名による「注

意看板が明学生の通学マナーに及ぼす影響」、心

理学科1年の伊東綾香さん他心理学科1年生6名に

よる「大学生のTwitterの使用目的とその実態」、

心理学科1年の松田美鈴さん他心理学科1年生5名

による「人はどういう人を好印象に思うか」、そ

して心理学科2年祖山涼香さん他心理学科2年生1

名による「大学生のうつと生活習慣、気晴らしの

関連」以上の4件でした。活動奨励には、戸塚

キャンパスの学生生活を反映した実践的内容の、

しかも1年生による応募が増え、今後が期待され

ます。しかし大学院生では心理学専攻としてコー

スをまたがっての協働がみられていますが、学部

では教育発達学科の学生の応募が今まではありま

せんでした。今後は研究奨励と活動奨励の性格を

より明確にして、教育実践を行っている教育発達

学科学生が応募しやすくなることが期待されます。 

大会特集号 

研究奨励事業報告の様子 

心理学部の動向                      

 心理学部の２０１４年６月以降の動向につい

て、総会でお知らせしたことをまとめてご紹介い

たします。 

２０１４年は心理学部と心理学部付属研究所

の開設１０周年にあたり、それを記念して、１０

月２５日と２６日の２日間、付属研究所１０周年

記念公開セミナー「ストレス社会を生き抜くに

は」を行い、１２月１３日には心理学部１０周年

記念シンポジウム「心理学部１０年の歩みと展

望」およびその後に祝賀懇親会を行いました。懇

親会には学長始め何人かの学部長の先生方、教員

ＯＢ、スタッフＯＢ、卒業生の方々もお出でいた

だき、楽しく有意義な会となりました。 

学科では、教育発達学科が２０１５年４月入

学生より、定員を３０名増員し１学年１３０名と

したこと、２年次から、児童発達コース、特別支

援コース、国際教育コースの３コース制を導入し

たことが大きな変化です。心理学科では昨年の１

年次生科目「基礎演習１」に続き、２年次からの

「基礎演習２」という科目がスタートしました。 

教職員の移動等については、山崎晃先生（心理

学科）、金子健先生（教育発達学科）、助手の小

嶋明子先生、石井国男先生、渡邉流理也先生がご

退職されました。金子先生は文学部心理学科開設

時から心理学科教員としておられ、心理学科主

任、心理学部長も歴任され、明治学院大学名誉教

授になられました。助手の小嶋先生も心理学科開

設前から本学の助手として長くお勤めいただきま

花田 安弘学会長（心理学科教授） 

発表は、２～４名ほどのメンバーが壇

上に上がり、順番にマイクを持ち、話

すという形で行われました。 

発表後、教員や参加者から次々と質

問の声が挙がり、発表への興味の深

さが窺われました。 

花田学会長による説明に、参加者は

静かに耳を傾けていました。 

心理学部の動向の様子 
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 2015年度、第8回白金心理学会のメイン企画とし

て、「今、学校で何が」のテーマの下、シンポジウ

ムが開催された。話題提供者として、現職の小学校

教諭二名、学校現場に深く関わって来られた本学教

員一名にご登壇いただき、それぞれの立場から、学

校現場の現状、ご自身の取り組み、これから学校現

場での活動を目指す人へのアドバイス等を、お話し

いただいた。 

第１の話題提供者として教職経験10年の齊藤教

諭（東京都）から、これまでの、ご自身の教材研究

ノートを参考資料として提示しながら、教師として

の成長プロセスについての話題提供があった。ま

た、学級経営の一例として、不登校傾向のあるＡ児

への対応について、カウンセラーや養護教諭との連

携という、学級担任ならではの取り組みが報告され

た。教師という仕事の魅力について、「自分がやっ

た分だけ子どもたちが返してくれること」とあった

のが印象的だった。 

第２の話題提供者として浦野教諭（東京都）か

ら、30年の教職経験を踏まえて、「学校現場の今」

について語ってもらった。不登校、いじめ、学級崩

壊などの問題が増え続ける一方、特別支援教育やＩ

ＣＴ・デジタル教材の導入、若手教員の急増など、

対応すべき新たな課題が増えていることが報告され

た。学級経営の基盤は教師と子どもたちとの関係作

りであるとの考えから、子どもが教師の指導態度を

どのように受け止めているかという点に関心を向け

ているとのこと、また、子どもの実態を反映した

「多次元の評価」を採用しているなど、ベテランな

らではの興味深い取り組みが報告された。 

 第３の話題提供者として、大学では「学校心理 

学」を中心にした授業を担当される一方、スクー

ルカウンセラーとして学校現場に出かけ、子ども

たちへの対応や教員、保護者の相談に当たってい

る伊藤教授（本学心理学部）から、統計的な資料

を基に、学校で起こっている「問題行動」（暴

力、いじめ、不登校、高校中退等）とその背後に

あるものについて、話題提供をしていただいた。

問題行動の出現状況には学校間での差があるこ

と、また、その背景要因として、経済的な問題

（貧困）が指摘されるとのことであった。 

 二人の小学校教諭のお話は、中堅、ベテランと

いう違いを反映していたという点でも興味深いも

のであったが、いずれも、ご自分の実践、現場な

らではの経験に裏打ちされたもので、非常にリア

リティのある、説得力のあるものであった。ま

た、伊藤先生のお話は、学校現場に深く関わって

いるという点では実践者の視点を持ちながら、事

象をまとめ、比較し、そして、その要因を探ると

いう研究者としての視点をも併せ持ったもので、

本日のシンポジウムに一本の筋を通すような役割

を持っていたと考えられる。 

シンポジウム「今、学校で何が」                       松村 茂治先生 （教育発達学科教授） 

した。皆様の心理学科への多大なるご貢献に感

謝申し上げます。新任の先生方としては教育発

達学科が小野昌彦先生、渋谷恵先生、松永あけ

み先生、宮崎眞先生の４名の先生をお迎えしま

した。杉山雅俊先生、高岡祥子先生、松田崇志

先生の３名の助手の先生も着任されました。新

たな先生方をお迎えし、今後のますますの発展

を目指していきたいと思います。また、教育発

達学科開設時に心理学科から教育発達学科へ移

られた清水良三先生が、大学院の担当分野との

整合性を取るため、この４月より心理学科に戻

られました。今年度のサバティカル（特別研究

休暇）は心理学科は宮本聡介先生、教育発達学

科は小林潤一郎先生が取得されておられます。

充実した１年間を過ごされ、来年からその成果

を教育や研究に生かしていただけることを願っ

ております。 

学内外で表彰された心理学部の学生は、学生

懸賞論文で心理学科の秋庭くるみさんが最高賞

である学長賞を受賞されました。課外活動で

は、心理学科の市原佳奈さん、田村賢太君、教

育発達学科の長谷川巧麿君、返田暢君、横谷マ

イアさん、が表彰を受けておられます。ここに

ご紹介し栄誉を讃えたいと思います。 

ティーブレイクの様子 

発表者から説明を聞く人たち 

ポスターを見る人たち 

発表者によるポスターの説明 

総会とシンポジウムの間に、ティーブ

レイクの時間が設けられています。 

ティーブレイクの会場となる、1309、

1310教室、及び会場前通路には、

研究奨励事業のポスターが掲示さ

れ、ティーブレイクの間、各ポスターの

前で発表者による解説が行われまし

た。 

会場においてある飲み物で休憩 
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●研究・活動奨励費獲得者成果報告について 

・学生も興味が持てる内容が多く、楽しく学ぶことができました。今後の活動の参考にしたい

です。(15PS生) 

・1・2年生の意欲的な姿が素晴らしいと思いました。自身への普段の授業への取り組み方、今

後の研究へのモチベーションにとても良い刺激をいただきました。(13PS生) 

・皆さんそれぞれの研究視点で問題→目的と計画していらっしゃり、興味深く拝聴しました。

学生の方ならではの視点、通学マナー、SNSなども面白く感じました。(11PSD生) 

 

●心理学部の動向・ティーブレイクについて 

・活発にカリキュラムや制度が検討・改良されているとわかり、それを活かして学んでいきた

いと思いました。(13PS生) 

・カリキュラムもだいぶ変わってきたなぁ～と思いました。また、在学生の皆様の活躍も頼も

しい限りです。(90PS生) 

・研究を終えた発表者と今から発表を始める発表者が交流することで、分析方法や研究の進め

方を共有できる点が非常に良かった。ティーブレイクはこれからも続けてほしい。(13PS生) 

 

●シンポジウム「今、学校で何が」について 

・私が小学生の時代とでも10年違えば全く違う状況なのだと感じました。心の成長、ケアが幼

少期から高齢者まで重要な時代で、心理学を学ぶものとして何か働きかけや発信ができればい

いなと感じました。(13PS生) 

・子供を持つ親として興味深かったです。貧困の子供が増えているというのはテレビ番組等で

も見ましたが、予想以上の増え方に驚きました。学校と保護者との連携の大切さも改めて感じ

ました。(90PS生) 

・学校場面に興味があったので、すごくためになりました。教員に実際の現代の教育場面の様

子を伝えていただき、現代の子どもが置かれている状況を把握することもできました。どうい

う風に子供と接すると子供の成長につながるのか、今はどういう風に子供をサポートしていく

べきなのかを知ることができて良かったです。(14PSM生) 

アンケート報告 

〒１０８－８６３６ 
東京都港区白金台1－2－37 
明治学院大学11号館302号室 
 

TEL＆FAX: 

０３（５４２１）５８１４ 

 

問い合わせ用E-mail : 

shinro@psy.meijigakuin.ac.jp 

 

住所変更は下記URLまで 

ＵＲＬ：http://

psy.meijigakuin.ac.jp/shiropsy/ 

 

発行： 

明治学院大学心理学部 

白金心理学会 事務局 

懇親会の様子           

 大会終了後、本館10階大会議室にて懇親会が催されました。 

 学会長の花田先生によるなごやかな挨拶のあと、中村先生による元気な乾杯コールにより懇

親会が始まりました。 

 この日用意された料理はビュッフェスタイルで提供され、料理を選びながら会話がはずみま

した。 

 会場では、教員同士や教員と学生が、飲み物を片手にくだけた会話を楽しむ姿があちらこち

らで見られました。 

 途中、総会の「心理学部の動向」にて紹介された心理学科4年の秋庭くるみさんによる挨拶

があり、直接論文執筆にまつわるお話を伺うことができました。 

 中々話の尽きない中、野末先生による挨拶にて、懇親会は閉会となりました。 

大会特集号 

白金心理学会 

イメージキャラクター 

「さいころくん」 

編集後記（事務局より）          

 今大会にて初の試みとして、ティーブレイクの時間に研究奨励事業のポスター発表を行いま

した。結果、この試みは、学生と教員、学生と卒業生、学生同士が交流するきっかけとなった

と感じました。 

今後、より参加者同士の交流が進むような企画を考えていきます。 

 次回の第9回大会に、どうぞご期待ください。 

アンケートで頂いたお声を一部ご報告いたします。 

懇親会の写真 


