
ごあいさつ

白倉　憲二

（帝京大学文学部心理学科長）

帝京大学文学部心理学科は1988年度に創設され、2008年度で20周年を迎えましたので、記

念の催しをしたいと存じ、皆様のご光来をお願い申し上げました。なにかとご多忙のところ、

多数の方々にご列席を賜りましたことは、ひとえに皆様方のご厚情のたまものと、感謝を申し

上げます。

心理学科は、1985年に設立の準備が始まり、1987年に文部省の設立許可を受け、1988年4月

に第1期生（入学定員120人）を迎え、発足しました。

心理学科設立の理念を見ますと、「深刻化する様々な人間に関わる諸問題に対処することの

できる人材の育成を目指すため、人間行動と心の基本的過程についての基礎的研究と教育に力

点を置きながら同時に、人間行動や心と社会・文化的状況との関連を重視し、そこで発生する

問題解決を担当できる実務的能力の養成を目標とする」と述べられております（帝京大学文学

部紀要心理学第1号）。設立時から、人の行動と心との関係に関する基礎的な研究から社会的

問題の解決に役立つ実務能力の養成までと、非常に幅広い分野の講義、演習を学生に提供する

ことを理念としており、これが心理学科の特色の一つになっております。

この設立理念は、カリキュラム・ポリシーに反映されており、次のとおり、2段階方式を

採っていることが特徴です。

1,2年次は、一般教育の授業に加えて、専門課程への準備として、コンピュータ実習、一般

実験を含む基本的な技術・知識の習得を目指す実験・実習と、心理学全般の領域にわたって広

い範囲の興味をもちうるような講義、演習を提供する。3年次からは、より専門的な研究・教

育活動を行えるようにするため、学生に、①基礎行動研究コース、②行動発達研究コース、③

社会行動研究コース　のうちから一つを選択させ、その分野の研究を深めさせる。

設立時のこれらの教育の理念、教育・研究態勢、カリキュラム･ポリシー、施設などはその

まま受け継がれて現在に至っており、改めて、創設に尽力された皆様に敬意を表する次第であ

ります。

この20年間に、心理学科を卒業した方々は3000人以上に達し、社会の多方面で活躍する人

材を輩出しております。設立後の主な出来事を紹介しますと、次のとおりです。

1991年3月：帝京大学心理学紀要が創刊されました。隔年刊行後、2003年（7号）から毎年刊

行されております。論文のほか、卒業論文題目一覧、修士論文要旨、心理臨床セ

ンター活動報告も掲載されております。
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1994年4月：心理学科の入学定員が200人となりました。

2001年4月：大学院文学研究科に臨床心理学専攻修士課程が設置されました。（財）日本臨床

心理士資格認定協会のⅠ種指定を受けております。

2001年4月：附属機関として心理臨床センターが設置されました。同センターは、大学院生の

臨床教育のためだけではなく、臨床サービスを地域に提供する場として機能して

おります。

2005年4月：大学院文学研究科に心理学専攻博士後期課程が設置されました。

この間、心理学科の創設、発展に献身的な貢献をいただきました、学主冲永荘一先生、末永

俊郎先生、永瀬英司先生がご逝去されました。心から感謝と哀悼の意を表します。

設立時である1988年度は、1986年から始まったバブル景気が頂点に達し、狂乱物価と消費

税導入に象徴される節目の年でもありました。価値観の多様化、オタク文化、いじめなどの社

会問題が生じ、その解決に対して新しい科学的方策の開発が求められており、心理学に寄せら

れる期待は大きいものがありました。この時代認識に立ち、心理学科の設立理念を「深刻化す

る様々な人間に関わる諸問題に対応することができる人材の育成を目指す」としております。

2008年は、奇しくも、経済のグローバリゼーションによる実感なき繁栄とその破綻、失業、

高度情報化などにより、人間存在の「Well-being」の追求が問われています。心理学科の設立

の理念に思いをいたし、人の行動と心との関連についての一層の科学的解明を「基礎」と「応

用」との有機的連携のもとに行い、その成果に基づいて、「様々な人間に関わる諸問題に対応

することができる人材の育成を目指したい」と考え、決意を新たにしております。

向後も、皆様の一層のご指導、ご支援をお願い申し上げます。併せて、皆様のご発展とご健

勝をこころからお祈り申し上げます。

平成21年3月14日
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心理学科設立20周年によせて

冲永　佳史

（帝京大学学長）

帝京大学文学部心理学科設立20周年を迎えることができましたのは、現在に至るまでに多

くの教授陣と学生諸君の教育研究活動と、本学としてのこだわりを持ちつつ成長への努力を積

み重ねた結果としてのものであると深く認識するところであります。

またその過程で、心理学専攻（博士課程）や臨床心理学専攻（修士課程）の設置があり、基礎

心理学から臨床心理学にいたるまでの心理学科の教育研究課程を総合的一体的に形成するにい

たりました。人間の行動科学である心理学が、基礎心理学から臨床心理学等の多面的包括的な

アプローチを伴って、あらたな知見を提起するとともに、人々が抱える心的現象の理解と現代

社会における諸問題の解決に対応するまでに至っておりますが、その重要性は増すばかりです。

一方、本学の教育研究課程を巣立った卒業生たちは、夫々社会の中で活躍されており、社会

的な役割や重要性が増す中で、より一層輝きに深みを呈していることは我々にとりましても何

よりの励みとなり、本学の存在意義にも大きな影響を及ぼしているといえましょう。

20年という節目を迎えながらも、これは一つの通過点であるととらえ、これからの時代に心

理学科が担うべき役割は多岐に渡ることを認識し、今まで以上にその発展に寄与することが望

まれます。現代社会において、人々が受ける刺激やそれらの相互作用は複雑さを増し、そこか

ら生じる様々な心理学的諸課題もまた多様化し、それらに対する理解と対処は非常に重要であ

ると思われます。

心理学科がこの役割を十分担うためには、社会が必要とする学問的見地を積極的に発信する

とともに、支える人材の育成をより強固にしなければならないことは確かでありましょうし、

より深く社会の中にそれを浸透させる努力も求められるでしょう。いずれにしましても、教員

と学生が積極的な教育研究活動を展開し、実社会の中でその成果を活用する中でしか、これら

の課題を克服することは不可能でありますので、将来を見据えつつ、新たな気持ちを携えその

ような雰囲気を醸成されますことを心から期待しております。

帝京大学は「自分流」という教育理念を掲げておりますが、これは自立と自律を象徴した言

葉であり、いつの時代にも変わらず求められる人間としての素養であると我々はこだわりを

持っております。これを深める教育研究課程を構築することが我々の使命でありますが、「自

分流」の探求には自分自身を知ることが非常に重要であり、それと同時に自分がなすべきこと

をなし、社会に貢献する中で達成されるものであると思います。

心理学科の教育研究活動は、「自分流」を科学的に探究するものとして我々は捉えており、

このような観点からも非常に重要であると考えております。帝京大学といたしましても、心理

学をはじめ人文科学全般の教育研究課程を充実させるべくその活動を支えてまいりたいと思い

ますので、変わらぬご尽力とご厚情を賜りますよう関係の皆様にお願い申しあげます。
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心理学科出発時の思い出と、その成長を喜ぶ

麦島　文夫

（私と大学との関係）私はこちらの大学に、教員として1987年に就職しました。この年大学は、

心理学科を創設する手続きを進めており、私はその予定に入っていました。同年に学科設立の

許可を獲得し、1988年4月に、心理学科第1期生が入学しました。

私は心理学科の初代科長となり、その職務を3年間勤めました。その後2000年8月に70歳に

なり、翌年に大学を退職したので、心理学科の教員を13年間勤めたことになります。

その後はいわば老人としての、のんびり生活を楽しんでいましたが、76歳の時に脳内の病気

になり、病院に入りました。当初はその病が重く思われましたが、4か月程度経た時に、退院

が認められました。その後病状に関する監視が続く施設内での生活が2年以上続いた後、2009

年11月に自宅での生活が認められ、現在に至っております。

（大学教員の時間を喜ぶ）私は現在、こちらの大学心理学科の誕生時のことや、そこに13年間

在職していたことを、思い出しています。それは私の新しい生活；教育に関わる仕事によって

生活することができた期間でした。その時間は大変に幸せな生活でした。当時関係した方々と

学生に対しては、現在お礼を申したいと、思っています。

なお本誌第6号（平成13年3月発行）には、私の退職挨拶がありますが、その中で私は、大

学がこの時点で「心理学科に、臨床心理を核とする大学院の設置が決まった」と記しています。

この年に、当心理学科が大学院部門を持つことになったのでしょう。大学院を持つ学科は、い

わば成人化した学科と言えるでしょう。

私は大学を辞める時でしたから、大学院との縁はありませんでしたが、そのことを今思うと

やはり、大変残念に思います。

（今後の発展を祈る）大学心理学科を振り返ると、今年で20年を迎えることになりました。人

間発達でいえば、20年とは、青年の盛りに達したことを示しています。私はこの学科発達の幼

児・児童期、少年期に関わったとは思うのですが、いわば青年期に関わることが出来なかった

と残念に思っていました。

この度、こちらの学科がまさに成人になると聞くことができました。この学科の誕生、発育

と身近に接触した私は、その学科が成人に達した今年、非常に幸いな気持ちになっています。

この成長に関係した各方面の方々と共に、喜びを共有したいと思っています。

4



帝京大学文学部心理学科設立二十周年記念によせて

鹿取　廣人

帝京大学文学部心理学科、設立二十周年、おめでとうございます。この二十年は、あっとい

う間の二十年だった。ただしもう一方で、私は、帝京大学の心理学科は、設立から三十年、四

十年、さらに五十年も経過したかのような錯覚？にとらわれている。それは、心理学科が、確

立した専門学科として確固とした存在感を、心理学の世界に、そして社会一般に示しているた

めなのだろうか。そしてこのことは、その後受け継いでいただいた歴代のスタッフ、学生諸君

や卒業生の皆さんの研鑽と努力に負うところが多い。

残念ながら二十周年記念祝賀会には、私は折悪しく体調を崩したため欠席せざるをえなかっ

た。スタッフの皆様、学生諸君や卒業生の皆さんにお会いできなかったことが悔やまれる。日

本人男性の平均寿命は79.29歳。それを2年ほど越す私では、いつなにが起こっても、というこ

とでご容赦のほどを。

さて、わが心理学科創設のころのことを思い出すままに記してみよう。ただし、ことによっ

てはおぼろげながらの記憶にもとづいたものなので、記憶違い、思い違いなどあるかもしれな

いが、それは、なにぶんにも年の上のこととしてあらかじめお許しを願っておこう。

さて、心理学科は、公式には1988年（昭和63年）発足ということになっている。しかしそ

の1年前、1987年には、学科設立を予定して麦島文夫、深田芳郎、山本 豊、藤崎春代の4人が

先遣スタッフとして赴任し、すでに完成している研究室、実験室、実習室、観察室などの建物

の整備や、さらには次年度開始される授業の準備に追われていた。そして翌年の1988年、学

科設立時に当たって、鎌原雅彦、長谷川壽一、永瀬英司（助手）、および事務補佐として日比

野久美子の4人が着任し、いよいよ心理学科の第一期生の学生諸君を迎えて、心理学科独自の

授業が始められることとなったわけである。

しかし、まったくの空の状況からひとつの学科、とくに実験・実習などを含んだ学科を立ち

上げるには、多くの手続きと準備が必要だ。そしてそれには、もっと以前からの多くの人びと

による協力・共同の作業が欠かせない。

そもそも帝京大学に心理学科を設立するという計画は、ひとつの電話から始まる。それは、

大学当局が具体的計画を始めた1985年、もしくはそれに先立つ1、2年前のこと。当時、帝京

大学文学部社会学科におられた故岡部慶三教授（前東京大学新聞研究所教授）からの私宛の電

話だった。その趣旨は、「帝京で心理学科を作ろうという話があるから、相談にのってくれな

いか」というもの。そこで新宿の「くらわんか」という飲み屋で、岡部先生と帝京大学の設置

責任者である北條教授とお会いしたのである。その際私は、心理学科は他の文科系の学科と

違って、実験室、実習室、観察室などの設備が欠かせないこと、またそれに伴って種々の実験

5



装置・実習用具を必要とし、そのため設備の整備・備品の設置・維持に多くの費用がかかるこ

と、大学がそれを理解した上で設置を考えているかどうかを確認した覚えがある。それに対し

て北條教授からは、必要とする経費はいとわないとの理解ある好意的なご返事をいただいた。

この会合には、わが畏友、麦島文夫さんと一緒に出席したか、私一人の出席であったかを､

今、思い出せない。麦島さんは当時、警察庁の科学警察研究所で重要なポストを占めており、

また将来も研究所に不可欠の人物とされていた。そこで不確定性のある話に引き込むことに、

多少躊躇していた思いがあった。そのため、彼には話がある程度確定的になってから連絡した

ような気もする。いずれにせよ、彼と一緒に新しい仕事を立ち上げたいとの思いが強かったの

で、何回か、かなり強力に誘いをかけたことは覚えている。その後も、この「くらわんか」で

の会合は、何回かおこなわれ、麦島さんのほか何人かの方たちに出席していただいた。藤崎さ

んをはじめて知り合ったのもこの「くらわんか」だ。

しかし、「くらわんか」で飲んでばかりいたわけではない。新しい学科は、どのような理念、

哲学にもとづいて設立すべきか、また学科の組織・体制は、どのようであるべきかについて、

議論し、検討をおこなっていた。その際、誰が加わっていたか、残念ながらはっきりした記憶

がない。「帝京大学文学部紀要 心理学、第1号」に掲載されている記事によると、学科の性格

を具体化するにあたって、当時、東京大学教養学部行動科学科に在籍していた私と、同じ研究

室の助手であった長谷川壽一さんが中心的役割を果たしたことになっている（帝京大学文学部

紀要心理学、第1号、113－121、「帝京大学文学部心理学科紹介：文責＝麦島文夫、鹿取廣人」

を参照）。しかしこれは、計画のごく初期のこと。話が確定的になってからは、麦島さんとと

もに、山本さん、藤崎さん、さらに当時、NHKの研究所の主任研究員を勤められていた深田

芳郎さんにも加わっていただき、みんなで作業を進めていたように思う。1985年、帝京大学は、

そうしたプランにもとづいて心理学科設立の具体的計画を実施することになったのである。そ

して1987年、文部省に心理学科設立の認可の申請をおこない、同年、設立の認可が得られた。

このような心理学科の内容の検討が進められるのと並行して、実験、実習、調査などのため

の心理学科独自の施設についての検討も同時におこなう必要があった。この施設計画を立案す

るため、わが国の多くの大学における心理学研究室を、何人かのスタッフが訪問、見学を行

なった。そしてそれぞれの研究室から、貴重な資料や、多くのアドバイスの提供を受けること

ができた。その中でとくに、立教大学、日本大学、学習院大学､聖心大学、慶應義塾大学、専

修大学、上智大学、中京大学、愛知学院大学のそれぞれの心理学研究室の方々から、種々のご

協力をいただいた。それとともに、欧米のいくつかの大学、MIT、Brawn、Texas、Harvard、

Oxfordの各大学の心理学の研究・教育施設の資料について、上記のスタッフ全員で検討をお

こない、将来の大学院設立も視野に入れながらプランをつくりあげた。当時のバブル期の社会

情勢に後押しされたこともあるが、帝京大学当局では、われわれの意図を全面的に理解し、そ

の努力・援助の下に、その当時、わが国では屈指の設備の整った研究室をつくりあげることが
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できた。

1988年、こうして帝京大学心理学科の第一歩がはじまった。ただし、前年の1987年、その

第一歩のための準備が、上に記したように4人の先遣スタッフによって始められ、実験室、実

習室などの整備、実験装置などの機器や検査用具などの購入、教材の準備などがおこなわれて

おり、またそのかたわら、先遣スタッフは、一般教育の語学の授業を担当するなど多忙の日々

を送っていたのである。

当時、日常の業務をおこなう上で、ひとつの支障があった。というのは、研究室にはまだ一本

の電話も引かれていなかったという点だ。外への連絡は、廊下にある公衆電話まで事務局から

渡されたテレホンカードを持って走らなければならなかった。もちろん当時は、携帯電話はない。

先遣スタッフの苦労が思いやられる。こうした状況は、私が1989年、着任したときも変わりがな

い。その後、日本基礎心理学会の事務局が慶應義塾大学から帝京大学の心理学科に移行する際

に、学会事務遂行上という理由で、やっと一本の電話が心理学科に引かれるようになった。

1989年、私は、前任の大学を定年になり、帝京大学心理学科に着任した。そのとき同時に、

故末永先生、そして助手として古屋喜美代さんが赴任された。末永先生は、とくに心理学科の

いわば象徴的存在として、無理にお願いして帝京大学にお招きしたのであった。1990年には、

当時、輿論科学協会の理事長をされていた加留部 清さんを迎えることができ、さらに助手と

して沼崎 誠さんも赴任して、初期体制としての心理学科の陣容が整ったのである。こうした

心理学科初期体制の整備と運営に尽くされた麦島さんの功績は、きわめて大きい。

その間に人事に関して問題が生じた。わが心理学科では、学科の初期体制が整った上で人事

に変化と活性化をもたらそうと、当時の総長のもつ教員採用の枠組みから外れた人事をおこな

おうとした。しかしこれは、結局不調におわった。その枠組み自体、それなりの根拠があった

が、麦島さんに多少のしこりを残したことは否めない。その後1991年、麦島さんに代わって

私が心理学科の学科長を引き受けることになったのである。

学科の運営、とくに初期の設立期の学科の運営は、そこに所属する教員の努力だけでは進め

られない。その運営は、在籍している学生諸君との共同の作業だ。設立当初は、準備不足など

によってシステムがスムーズに動かず、授業に欠落が生じたり、時間割の変更があったりで、

学生諸君に、ときに迷惑をかけたように思う。心理学科の初期の基礎は、スタッフの研鑽と努

力によるとともに、学生諸君の協力の上に築かれているといってもよいだろう。今にして、当

時の学生諸君への感謝の念、頻りである。そのときの卒業生の中に、心理学を生かしつつ社会

に貢献している姿を見ることはまことに喜ばしい。

学科の一層の発展、および卒業生、先輩諸氏の活躍を祈って、この稿を終わりにしたい。

（この稿を執筆するに当たって、新谷和代さんからは、多くの資料を提供していただいた。ま

た藤崎春代さんとの会話で、いくつかの記憶を甦らすことができた。）
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心理学科設立20周年にあたって

深田　芳郎

心理学科設立20周年、おめでとうございます。心理学科の設立に参加した一人として、と

てもうれしく思います。今年の3月14日、私は退職してから6年ぶりに帝京大学に伺ったので

すが、周辺がすっかり整備され、きれいになったという印象を受けました。

3月の記念の催しの際にお話しさせていただいたのですが、その話を補完して記念の言葉に

代えさせていただきます。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

この20周年記念の催しの案内をいただいた折に、設立の頃の思い出話などをしてくれとい

うご注文だったのですが、設立後のことはほかの先生方もお話くださるだろうし、記録にも

残っていると思いますので、私は、設立前のことをお話ししたいと思います。

それと、もう一つ、6年前に私が退職したときは、直前に病気をしたこともあって退職の挨

拶も十分できませんでしたので、その代わりといっては何ですが設立20周年を節目に、これ

からの心理学の研究に期待することを述べさせていただきたいと思います。

1）心理学科設立準備の思い出

心理学科は1988年4月に最初の入学生を迎えたわけですが、今日は、私は設立直前のことを

お話ししたいと思います。

帝京大学に心理学科を作るので協力せよというお話があって、初めて帝京大学を訪れたのは、

正確な日付は覚えていませんが、1986年のことでした。大学のほうの最初の目論見では1987

年度に心理学科を作るという話と私は了解しておりまして、今日はお見えになっていませんが、

麦島文夫先生、山本豊先生、藤崎春代先生、それと私、合計4名が初年度から赴任するメン

バーの第一陣として挙げられていたわけです。ご存じのように、学科の新設の場合は、初年度

に受け入れる学生は1年生だけですから、単純計算でいけば完成時の四分の一のスタッフでも

間に合うわけです。それまで私は研究所に在籍していまして、大学の学科新設のための準備と

難しい手続きなどの予備知識は全くありませんでしたから、外部から赴任してすぐ、その年度

の初めから学科がスタートするということが、そんなに難しいことではなかろうと安直に考え

ていました。

先に述べた4名は、1986年度の終わりに在籍していたそれぞれの職場を退職し、87年度から

帝京大学に移るつもりでおりました。第一陣の4名と、心理学科設立計画を主導された当時東

京大学教授の鹿取廣人先生（2代目の学科長）、鹿取先生の研究室に居られた長谷川寿一先生
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（初年度から助教授、現在東京大学教授）とが会合を重ね、心理学科のカリキュラム、スタッ

フについての打ち合わせが何度か行われ、大学側からは北條浩先生が出席されておりました。

北條先生は当時、帝京大学の史学科、あるいは法学部の教授をなさっていたと思いますが、私

は心理学科新設にあたっての大学側の代表のように受け取っていました。

あとから考えますと、外からきたスタッフだけで、赴任と同時に新学科をスタートさせるこ

となど、ほとんど不可能なことだったのですが、結局は、準備不足のため87年度からの開設

の申請を見送ったのか、認可が下りなかったのか正確なところはわかりませんが、心理学科開

設は一年遅れとなりました。ですから、学科の開設が一年遅れたと分かったときには、二階に

上がってハシゴを外された感じだったのですが、結果的には、それが幸いして、心理学科開設

のための準備を余裕を持って行うことができたのです。

87年度から赴任する予定だった4名は、いわば先乗りの格好で帝京大学に移ってきたわけで

す。まだ心理学科が出来ていないのですから、麦島先生と私の所属は心理学科教授じゃなくて

史学科教授、山本先生は史学科助教授、藤崎先生は法学部助教授と、それぞれ適当に割り振ら

れたわけです。

この先乗り4名は、当時の中学の建物（12号館）に部屋を割り当てられまして、改めて、心

理学科開設のための作業を開始したわけです。学科開設の準備だけで、授業の受け持ちは免除

というわけにはいきませんから、一般向けの心理学概論のほか英語の授業、女子短大のコン

ピュータ授業も受け持ちました。英語の先生をやったのは、後にも先にもこの年だけでした。

おかげで退職後でも教科書会社から英語の教科書見本が自宅に送られてきました。

心理学科の準備では、改めて設立趣意書を起草するとか、いろいろ事務方との折衝がありま

したが、一番の問題は、心理学科を何処に置くか、入れ物が決まってなかったことでした。今、

心理学科のある8号館も、11号館も全然無かったわけですから、87年から開設するなどという

話は全く夢物語だったわけです。

現在心理学科が占めている研究室、実験室、演習室の総面積を見ればわかるように、その当

時の既存の建物のスペースを割いて心理学科に充てることは到底不可能なことでした。当時、

本館の裏手には、バラックのような建物がいくつか建っていただけで、いま言ったように8号

館、11号館の名前は、バラックのどれかにその番号がつけられていたんじゃないかと思います。

いくつかの案が出た中で覚えていますのは、今の蔦友館と当時の中学（今の12号館）の間の

中庭にあたるところに、独立の三階建てぐらいの丸い建物があって、トーチカと呼ばれていた

んですが、それを心理学科にしようかなどという話でした。丸い建物の中に間仕切りを設けて

心理学科を入れるというパズルゲームのようなことをしました。翌年の4月から新入学生を迎

えようというのに学科を何処に置こうかという話が二転、三転しまして、そのたびに図面を書

き直したものです。

結局、新しく8号館をたてるという話になり、文字通り突貫工事で、現在心理学科のある、
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8号館がぎりぎりに間に合ったのです。1988年度の最初の日、4月1日に心理学科を店開きする

ために、3月31日に私たちは12号館から引っ越しをしたわけですが、各自の本やパソコンなど

を台車に載せて初めて8号館の玄関を入ると玄関ホールの床はコンクリートを打った後の砂が

ざらざらしていました。

このようにして1988年4月1日に、めでたく心理学科が発足したわけです。

こういう話は記録には何も残ってないんじゃないかと思います。1987年度から一年遅れの開

設になりましたが、そのお陰で開設準備が十分に出来、他の学科に無いような、研究設備、実

験室の整備に貢献できたことは、先乗りの一人として、少しは自慢できる思い出だと思ってお

ります。

2）設立20周年にあたって、これからの心理学に望むこと

今述べましたように、1988年の設立前の1年間、設立してから15年間、併せて16年間、帝

京大学に在籍して2003年3月31日に退職したわけですが、私は退職の直前に病気したりした関

係で、ちゃんとした挨拶もしないままで退職後6年も過ぎてしまいました。

そこて、心理学科設立満20周年の節目にあたって、心理学の研究に携わっている方々にお

願いしたいことを申し上げたいと思います。いちいち詳しく内容を申しますと時間をとります

ので、今日はキーワードを挙げるだけにしたいと思います。

私は帝京大学に来る前は、視覚に関係した神経生理学の研究をやっていました。心理学科に

参りましてからは視覚に関係した心理学の研究と、いずれも視覚中心の仕事をしていましたが、

退職した後は、あまり学問をやりませんでした。ただ、依然として「見る」ということに関心

を持っておりまして、最近はカメラを持って年に何回か、海外に出かけたりして、「何でも見

てやろう」と遊び歩いているわけです。

2a．視点

ですから、今日も、視覚に関係した話にこじつけて、二つのことを述べさせていただきたい

と思います。最初のキーワードは、「視点 viewpoint」です。つまり、対象を、どの観点から

見、取り扱い、考察するかということです。視点の問題といいますのは対象の何処に注目する

か？対象をどのような立場で取り扱うか？ということでして、心理学に限らず、研究に携わる

ものとして、改めて申し上げるまでもない基本的な問題です。

視点を定めても、それをずっと留めておくのではなく、その視点を色々と変えてみる、色ん

な見方をするということが必要です。

今日は難しい話は省きまして、カメラで写真を撮るという、ごく卑近な例でお話しします。

最近のカメラ、とくにデジカメは被写体にカメラを向けてシャッターを切れば、そこそこの
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写真が失敗無くとれるほど進化しております。多くの人が、きれいな景色や、お目当ての建造

物とかの対象をバックに記念写真を撮る場合を見ておりますと、写真を撮る人も、撮られる人

も、お互い立ったままの場合が多いようです。このとき撮る人がしゃがんで低い位置から見上

げて撮ったり、高い位置から俯瞰するとか、あるいは撮られる人と背景との位置関係を色々変

えてみるとかして撮影しますと平板な記念写真以上の出来上がりを手に入れることがありま

す。

普段見慣れたものでも、ちょっと見方を変えるとずいぶん違った印象で見える場合がありま

す。たとえばハイキングに出かけて広い風景を立ったままの姿勢で眺めるときと、上下を逆に

して「またのぞき」で見た場合とを、機会があったら比較してみてください。立って眺めた場

合には近くの丘、森、遠くの山などが、それぞれ厚みを持って、どっしり見えるのに対して、

「またのぞき」の時には近く、遠くの奥行きの区別はあるのですが、近景、中景、遠景の丘、

森、山の厚み（ボリューム感）が失われて、芝居の「書き割り」のような、相対的に輪郭が強

調された風景として感じられると思います。

カメラの話に戻りますが、最近はコンパクトデジカメで液晶画面を見ながらとることが多い

と思いますが、一眼レフやフィルム式のカメラのようにファインダーをのぞいた時の対象の見

え方と同じように見えるでしょうか？　ズームレンズのついた一眼レフをのぞくと、ファイン

ダーから見えるのは撮影される範囲に限られ、周辺の視野が見えないので印象がずいぶん違う

と思います。液晶画面に映し出された対象は、現在のカメラの位置で撮影され、プリントされ

る画像に非常に近い状態を、いわば先取りして見ているわけですから、ファインダーを通して

見る画像とも、肉眼で見た対象とも同じとはいえません。

見方によって対象の「みえ」の印象が変わるということを手軽に体験するにはズームレンズ

付きの一眼レフが適していると思います。さきほど、同じ対象でも、液晶画面の見え方とファ

インダーを通しての見え方とは同じではないと申しましたが、ファインダーで覗きますと、

ちょうど視野制限の状況となり、注目する対象以外のものが見えないため、それに煩わされな

いで対象に注目できるという利点があります。ズームレンズの場合にはファインダーを覗きな

がら対象を拡大、縮小させたり、いろんな角度から対象を狙ってみますと、ただ肉眼で眺めた

場合とは様々に違う印象を受けると思います。例えば、臨場感なども違ってくると思います。

「葭（よし）の髄から天井のぞく」ということわざがあります。これは狭い視野でみた知識に

もとづいて大きな（広い視野の）問題を判断することのあやまりを戒めたことわざです。この

ことわざは狭い視野のマイナス面を言っているのですが、視野を狭めて、ある対象に集中する

というプラスの面も忘れてはならないと思います。

カメラの話をしたついでに、写真という言葉を考えてみたいと思います。写真といいますが、

決して「真」を「写」してはおりません。どこかに出かけて、ある対象に向けて漫然とシャッ

ターを切った場合は、そこの情景の光学的記録に過ぎないのですが、その場合でも撮影者が、
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その対象を選んだという意志が入っています。きれいな風景を見てシャッターを切った人は、

きれいな風景を見たときの感動を写真に表現させたいと思ったからシャッターを切ったので

す。もっとも、光学的記録を集める目的で写真を撮り歩く場合は今の議論の対象外です。

写真と絵画と比べてみますと、絵画の場合は表現上の制約は写真ほどありません。写真の場

合は自由に色を変えたり、形を変えたり、じゃまなものを省略したりという自由度は少ないの

ですが、逆に光学的な制約条件の下で如何にして自分の表現したいものを画像として表すかと

いう楽しみがあります。絵画に比べて、創作のための自由度は劣るようですが、対象に注目し

て、対象から何を引き出すかという点では、対象に即して、そこから何かを引き出すという、

研究的態度に類似しているように思います。

視点の問題から少し脱線したので次のキーワードに移りたいと思いますが、視点の問題では、

研究対象を扱う場合に、対象の何処に焦点を合わせるか？どの角度から対象を観察し、考察す

るか？積極的にいろいろな立場で対象を眺めることが重要だと言うことを申し上げました。

2b．視野

視点の対極にありますのが、広く関連した問題を包括する広い視野だと思います。第二の

キーワードとしては「視野を広げる」ということになろうかと思います。

心理学は、色んな分野にわたって研究されていますが、一見、心理学とは関係ないと思われ

るようなことも、よく考えてみると、人間が関係している限り、心理学に関係あるわけです

ね。

つまり、物だけの世界（物理学、化学の世界）に対して、物と人間との関わりの世界、それ

から人と人との関わりの世界（人が関わりを持っている世界）というのは全部心理学の研究対

象になることができるわけです。

例えば現在、世界中の人々が直接、間接に大きな影響を受けている世界的な不況の問題も、

心理学の対象とは無縁ではあり得ないのです。昔の素朴な経済観で考えますと、物が過不足無

く生産され、流通していれば、特に深刻な問題にはならなかったはずです。いま、世界は深刻

な不況にあえいでいますが、その原因をたずねてみますと、素朴な経済観では理解できないこ

とがたくさんあります。

我が国では、まだ100年にもならない、ごく近い昔の1920－30年代になっても、東北の農村

では冷害で米がとれないため、子供が餓死するとか、娘を身売りするとかの悲惨な状況があり

ました。今日では凶作の被害を最小限に抑え、影響する範囲が広がるのを抑え、深刻な社会問

題化することがないようなシステムが発達していますので、昔ほど問題にならずにすんでいる

ようです。巨大地震や巨大津波といった自然災害が局地的には深刻な災害を及ぼしましたが、

この災害が原因で全世界的に経済活動が低下するということはありませんでした。物質的被害

は、限界を超えなければ物質的補給によって修復可能です。
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では、何が原因で今の深刻な世界的不況が起こったのか？現在の世界的不況は自然災害によ

る物質的原因で起こったのではなく、人為的な原因によるものです。この世界的不況はサブプ

ライムローン問題が引き金になったといわれています。私は経済学には全くの素人ですから、

詳しくは述べることが出来ませんので、話を進めるのに最低限必要な言葉を補うだけにとどめ

たいと思います。

アメリカでは1990年代後半以降住宅建設ブームが続いており、日本のバブルの時代の土地

神話に似て、住宅価格は暴落することはないという不動産神話があったそうなんですが、この

神話のもとで住宅建設ブームがずっと続いていたそうです。個人が家を建てるとき、十分な自

己資金を用意して建てるぶんには問題ないのですが、日本人に比べてアメリカ人はローンを組

むことに対する心理的ハードルが低いようで、一年分の年収に相当する資金を頭金にしてロー

ンを組むのが一般的だったそうです。神話通りに、住宅価格が上昇し続けるならば、もし万一、

途中でローンを払い続けられなくなったとしても、ローンで手に入れた家の価格が騰がってい

ますから、いざとなれば買った家を売れば弁済できるという逃げ道があります。住宅ローン会

社は需要を喚起するため、頭金をなしにするとか、最初は利子を安くするとか、買い手に有利

な様々な条件を提示して住宅を売ろうとします。ここで先に出たサブプライムローンという言

葉ですが、ローン会社を通じて住宅ローンを組むには信用審査があるわけですが、信用格付け

の高いプライムに対して、信用格付けの低い人向けの住宅ローンをサブプライムローンと呼ぶ

のだそうです。格付けの低いローンは貸し倒れのリスクが高いため金利も高く設定されます。

ローンの返済が順調に行われていれば、何ら問題はなかったのですが、2004年末から金利は

上昇に転じ、一方、2006年には住宅価格の上昇の伸びが急速に鈍り、2007年夏頃からローン

の返済の遅れが目立つようになりました。住宅ローン会社はローン貸し倒れリスクを分散させ

るため、ローンの債権を小口の証券に分割し、リスクは高い代わりに非常に高い利回りの金融

商品として広く世界各国の金融機関に販売していたので、サブプライムローンの借り手に破綻

が起こると、金融不安は急速に世界中に広がりました。金融機関は、資金や保証を与えたり、

受けたりの関係で網の目のようにつながっていますので、サブプライムローンの破綻をきっか

けとして金融機関の信用不安が連鎖的に波及し、世界的な金融危機となったのです。

つまり、利潤追求の欲求が強かったため、金利の高さに目がくらんで、リスクを正しく評価

できなかったのです。高度に発達した金融システムの中に、金融のプロの判断を狂わせる魔物

が潜んでいたのですが、人為的ミスがもとでシステムの機能が損なわれるという欠陥を内包し

ていたという点で金融システムは万全ではなかったのです。

金融危機によって金融機関が健全な機能を停止したため、資金の円滑な循環が途絶え、生産

活動に影響が及びます。つまり、実体経済に影響が及ぶわけです。庶民の生活にとっては、こ

ちらの方が深刻です。金融システムの方は各国政府の超法規的ともいえる対策によって崩壊を

食い止めましたが、人の身体にたとえますと、循環系の機能不全によって、体中の器官の働き
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が異常を来しました。生産活動に異常を来し、会社の倒産・失業者の増加・個人の消費活動の

停滞・会社の業績不振といった悪循環によって、不況の出口が見えない状況です。

大銀行や大企業を救済しても、結局のところ基盤となる個人の消費活動が活発化しなければ、

不況から完全に脱出することは出来ないと思います。

例えば、職を失っても当面困らないだけの十分な蓄えがあれば欲しい物は購入することが出

来ます。しかしいくら手元にお金があっても、職を失った身では、どうしても買い物は必要不

可欠なものだけに限ることになるでしょう。購買意欲は、現在手元にあるお金の額だけで決ま

るわけではありません。このような状況下で消費活動を活性化する方法は、心理学の課題とな

るでしょう。

以上のように、人が入り込むことの出来ないような複雑なシステムの中にも、人の欲求、判

断、期待などが絡み合っいるわけですから、一見心理学とは離れて見えるような分野の問題に

対しても心理学が新しい切り口を見つけて活躍できる場所が沢山あると思うわけです。大げさ

なことを言いましたけれども、心理学は、視野をもっと広げて、人間の関わっている様々な問

題を積極的に心理学の対象として取り込んでいくことが、これからの心理学の方向を考える上

で重要なのではないかと思います。

今日は、心理学科発足20周年記念の会にちなみまして、心理学を研究するにあたっての視

点と視野という二つのキーワードについて、話をさせていただきました。

ありがとうございました。
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帝京大学心理学科20周年にあたって

佐藤　方哉

帝京大学の

一番いいのは

教員が

誰でもみんな

いの一番に

学生諸君を

親身になって

理念をもって

学問に導き

可愛がることです
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帝京大学文学部心理学科の歩み （2009年3月14日現在）

1987年 4月 設立準備のため専任教員4名が入職

1988年 4月 心理学科設立。入学定員120名、専任教員14名でスタート

1991年 3月 心理学科紀要第一号創刊。隔年発行、第7号より毎年発行

1992年 3月 第1期生卒業（1988年度生　142名）

1993年 3月 第2期生卒業（1989年度生　128名）

1994年 3月 第3期生卒業（1990年度生　183名）

4月 入学定員200名へ

1995年 3月 第4期生卒業（1991年度生　137名）

1996年 3月 第5期生卒業（1992年度生　169名）

1997年 3月 第6期生卒業（1993年度生　179名）

1998年 3月 第7期生卒業（1994年度生　232名）

1999年 3月 第8期生卒業（1995年度生　145名）

2000年 3月 第9期生卒業（1996年度生　198名）

2001年 3月 第10期生卒業（1997年度生　149名）

4月 大学院文学研究科臨床心理学専攻　修士課程設置（臨床心理士認定協会第1種

指定大学院）

附属機関として心理臨床センター設置

専任教員は18名へ増員

2002年 3月 第11期生卒業（1998年度生　129名）
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2003年 3月 第12期生卒業（1999年度生　151名） 修士第1期生卒業（2002年度生　12名）

2004年 3月 第13期生卒業（2000年度生　180名） 修士第2期生卒業（2003年度生　17名）

2005年 3月 第14期生卒業（2001年度生　255名） 修士第3期生卒業（2004年度生　21名）

4月 大学院文学研究科心理学専攻博士後期課程設置

2006年 3月 第15期生卒業（2002年度生　240名） 修士第4期生卒業（2005年度生　23名）

2007年 3月 第16期生卒業（2003年度生　269名） 修士第5期生卒業（2006年度生　21名）

2008年 3月 第17期生卒業（2004年度生　216名） 修士第6期生卒業（2007年度生　20名）

2009年 3月 心理学科設立二十周年祝賀会開催
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教員名 在籍年度 担当科目　（一部）

村田　光二 1988年-1991年 生活心理学

大島　尚 1989年-1991年 心理学特殊講義Ⅰ　（直列・並列処理のモデル）

林　もも子 1990年 テスト・ケースワーク理論

高橋　晃 1990年-1992年 情緒・動機づけ心理学

大六　一志 1991年-1994年 テスト・ケースワーク理論

高野　久美子 1991年-1996年 人格心理学

遠藤　利彦 1991年 青年心理学

松井　仁 1991年-1992年 臨床心理学

富田　悟 1991年-1996年 人事管理論

瓜生　武 1992年-1997年　1999年-2001年 非行臨床心理学

佐倉　統 1992年-1994年 人間生態学

嶋　信宏 1992年-1994年 青年心理学

廣中　直行 1993年-1995年 情緒・動機づけ心理学

北島　歩美 1993年-1995年 臨床心理学

長谷川　寿一 1993年 比較行動学

青木　千里 1994年・1996年 心理学特殊講義Ⅰ　（認知神経心理学入門）

中越　佐智子 1995年・1997年 心理学特殊講義Ⅰ　（脳損傷による障害の機序・特徴）

数井　みゆき 1994年-1995年 心理学演習Ⅰ（社会・人格的発達の理解）

川野　健治 1994年-1998年 対人関係心理学

久野　雅樹 1994年-1998年 教育心理学

清水　裕 1994年 卒論・心理学特殊実験演習Ⅰ・Ⅱ（社会心理学）

斉藤　千映美 1995年 人間生態学

江上　由実子 1995年-1996年 テスト・ケースワーク理論

角野　善司 1995年-1997年 青年心理学

永田　陽子 1996年 心理学演習Ⅰ（幼児期の知覚・認知機能）

筒井　雄二 1996年-1998年 情緒・動機づけ心理学

大矢　泰士 1996年-1998年 臨床心理学

園田　菜摘 1996年-1998年 児童心理学

蛭川　立 1996年-1999年 人間生態学

富士本　昌徳 1997年-2008年 人事管理論

高山　緑 1997年-1998年 テスト・ケースワーク理論

鈴木　真理江 1997年 人格心理学

桑名　俊徳 1997年-1998年

杉本　敏夫 1998年 心理学史

長谷川　孫一郎 1998年-1999年 人格心理学概論

鹿取　廣人 1999年 知覚心理学

春日　喬 1999年 臨床心理学

大川　力 2001年-2005年 犯罪心理学基礎論

長谷川　宜志 2002年-2008年 非行少年の処遇

坂本　正浩 2002年～ 認知臨床心理学

森脇　愛子 2003年-2005年 家族病理と臨床

木村　晴 2003年-2006年 対人関係心理学

菅　理恵 2004年 進化心理学

井垣　竹晴 2004年-2005年 情動・動機づけ心理学

野川　由紀 2004年～ 心理学演習A・B　（行動分析学における実験デザイン）

今村　正光 2006年-2008年 犯罪心理基礎論

旦　直子 2006年 心理学演習A・B　（乳幼児の認知発達）

松本　学 2006年-2007年 児童臨床心理学

冨重　健一 2007年 心理学演習A・B （親密な人間関係の実証的検討）

伊澤　栄一 2007年～ 進化心理学

坂本　正浩 2008年～ 認知臨床心理学

樋口　収 2008年～ 社会心理学方法論

川島　大輔 2008年～ 心理学特殊講義 Ⅲ・Ⅳ　（尊厳死と倫理的問題）

文学部心理学科　在職年表（非常勤） 2009年3月現在 　(入職順・敬称略）

心理学特殊講義Ⅰ（記憶の働きと人間行動）
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文学部心理学科　在職年表（TA） (入職順・敬称略）

教員名 在籍年度 担当科目　（一部）

川田　学 2002年-2004年 心理学基礎実験実習・心理学検査測定実習

北村　琴美 2002年-2004年 心理学基礎実験実習・心理学検査測定実習

久和　佐枝子 2002年-2005年 心理学基礎実験実習・心理学検査測定実習

瀬戸屋　雄太郎 2002年-2003年 心理学基礎実験実習・心理学検査測定実習

坂本　正浩 2002年-2003年・2007年 心理学基礎実験実習・心理学検査測定実習

山田　真樹 2002年 心理学基礎実験実習・心理学検査測定実習

高木　彩 2003年-2004年 心理学基礎実験実習・心理学検査測定実習

中西　三春 2004年 心理学基礎実験実習・心理学検査測定実習

荒川　裕美 2004年～ 心理学基礎実験実習・心理学検査測定実習

天野　陽一 2005年～ 心理学基礎実験実習・心理学検査測定実習

脇本　竜太郎 2005年-2006年 心理学基礎実験実習・心理学検査測定実習

菅野　恵 2005年～ 心理学基礎実験実習・心理学検査測定実習

樋口　収 2005年-2007年 心理学基礎実験実習・心理学検査測定実習

篠塚　一貴 2006年-2007年 心理学基礎実験実習・心理学検査測定実習

橋本　照男 2008年 心理学基礎実験実習・心理学検査測定実習

文学部心理学科　在職年表（補佐）

2009年3月現在       

2009年3月現在 　　　　　　 　　　(入職順・敬称略）

スタッフ名

山村　友美

恩田　理華

山谷　明子

飯寄　牧子

浦野　圭子

野間　和恵

関　香織

林　三保子

秋元　千尋

横田　裕子

遠藤　美幸

井上　美沙子

松崎　美沙都

杉山　史恵

廣江　美恵

吉川　真由

大野　友代

藤岡　信代

鍛代　百合子

川中　久美子

塚田　静香

小澤　範真

上江　昇一

山内　紫

川上　英爾

1994年-1996年

1995年

1995年

1994年

1994年

1994年

2005年-2006年

2005年-2006年

2000年-2001年

2001年-2002年

2002年-2003年

2003年-2004年

1996年-1997年

1997年

1998年-1999年

1998年-2000年

2008年～

2008年～

在籍年度

1992年-1993年

2006年-2008年

2006年-2007年

2007年

2007年

2003年-2004年

2004年-2005年
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帝 京 大 学 文 学 部 心 理 学 科

設 立 二 十 周 年 祝 賀 会 　 式 次 第

・ 開 会 の 言 葉

・ 学 科 長 あ い さ つ

・ 祝 電 披 露

・ 乾 杯 の あ い さ つ

・ 歓 談

・ 来 賓 祝 辞

深 田 　 芳 郎 　 先 生

佐 藤 　 方 哉 　 先 生

古 畑 　 和 孝 　 先 生

・ 歓 談

・ 卒 業 生 か ら

渕 上 　 康 幸 　 さ ん

（ 学 部 第 一 期 生 　 静 岡 少 年 鑑 別 所 勤 務 ）

菅 野 　 　 恵 　 さ ん

（ 博 士 第 一 期 生 　 博 士 （ 心 理 学 ） ）

・ 閉 会 の 言 葉

平 成 二 十 一 年 三 月 十 四 日 （ 土 ） 十 三 時 開 会

帝 京 大 学 八 王 子 校 舎 学 生 ラ ウ ン ジ に て
祝
賀
会
　
記
念
写
真




