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1985 年生まれ。愛媛県松山市出身。
山口大学教育学部卒業、筑波大学大学院博士前期課程修了、同後期課程進学。
茨城県立医療大学助手を経て、2015 年 4 月より山形大学地域教育文化学部
講師（スポーツ文化コース）。
専門はスポーツ心理学、コーチング学、バスケットボール。

　東京オリンピック・パラリンピックの開催が決定し、
国民のスポーツへの関心は一層高まっているように思い
ます。我々が目にする一流アスリートが発揮する驚愕の
パフォーマンスは、「スポーツ科学」に裏打ちされた様々
な取り組みの結晶であり、洗練された者同士の戦いにお
いて勝者と敗者を分かつものは、「科学力」の差と言っ
て良いかもしれません。私の研究室では、そんな競技ス
ポーツの世界において、より高いパフォーマンスを発揮
するための原理や方法を「スポーツ心理学」「コーチン
グ学」の見地から研究しています。

　一昔前までは、凝集性と呼ばれる「メンバー同士の仲
の良さ」が高いチーム・パフォーマンスに繋がるとされ
ていました。しかし、近年の研究によって単純にそうと
は言い切れず、他の心理的要因の方がパフォーマンスの
向上に影響している可能性が指摘されています。そこ
で私は、“Collective Efficacy”（チームとしての課題に対
する自信のこと：私たちは○○を上手く行うことができ
る！）と呼ばれる要因に着目し、どうやったらこれが高
まり、その結果パフォーマンスが向上するのか等につい
て、複数のチームに介入を行いながら検証しています。

　私が専門とするバスケットボールでは、戦術的観点か
らの分析によってコーチをサポートする専門家（アナリ
スト）が注目を集めています。自分たちの強みはなにか、
相手の弱みはどこか、そんなことをゲームから得られる
情報（スタッツ）を基に分析し、ゲームに反映していく
ことが、最先端の現場では繰り広げられています。最近
は、バスケットボールと車椅子バスケットボール、双方
のゲームにおいて重要となる時間帯と得失点差の関係に
ついて検討しています。

　現在、研究室には総勢 9 名の学生が所属しています。
彼（彼女）たちは、上記の私の研究に関わらず、先行研
究の抄読と実体験から、自身の興味あるテーマについて
日々熱心に研究を進めています。「コーチの声がけと選
手との信頼関係」、「スポーツ傷害と精神健康度の関連」
はその一例ですが、学生たちには、そういった自身の将
来へ役に立つ研究を行う中で、論理的に思考する能力や
客観的に物事を捉える姿勢を身につけて欲しいと願って
います。

仲良しチームではパフォーマンスが高まらない？

バスケットボールのゲームを数量的に分析する

客観的根拠に基づいたスポーツ指導、教育を

 チーム・スポーツのパフォーマンス向上の謎に迫る
                ―スポーツ心理学、コーチング学的アプローチ―

国際交流を兼ねた親善試合（ゼミ生 5名が参加、＠台湾高雄市）

ゼミの様子（筆者中央左）

スポーツ文化コース　講師

池田　英治　IKEDA Eiji
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　こらえた涙いくたびか…と続くのは、作詞家なかにし
礼氏が昭和の名優生涯最後のレコーディングに寄せた歌
詞のくだりです。本学にはるばる着任して長い歳月が過
ぎ、今は定年を静かに待ち受ける身となりました。働き
盛りの大半を奉職させて頂き、中でも内地研究員、在外
研究員等、充実した機会に恵まれたことを感謝します。
振り返ると夢中で歩んだ練習の日々が「光陰矢のごとし」
を彷彿させ、教育をはじめ様々な活動をとおして、奏で
ることの意味を黙々と自問し内容を吟味することで、研
究は進められ深まったように思います。それはまさしく

「歌があればこそ～」の道のりでした。ここ十余年来、
演奏のステージは病院や施設へとシフトしました。そこ
で行ってきたミニコンサート等、数多くのアウトリーチ
活動は、今後の学びにとってささやかな拠り所となるで
しょう。
　最後に山形大学の益々の発展と皆々様のご幸運を切に
願い、篤く御礼を申し上げます。

　この文章を書いている今、学部の中庭の木々は静かに
煉瓦色の葉を落とし、純白の冷たい季節の到来を待って
います。昭和 61 年（1986 年）秋に赴任して以来、山
形の季節の移ろいを楽しんできましたが、これが最後と
なりました。30 年近くを、ここ小白川キャンパスで過
ごしたことになります。その間の国語学研究室の何回か
の移動は、私の中にキャンパスの様々な風景をもたらし
てくれました。
　同様に学部の教育組織も、教員養成課程の何度かの改
編と地域教育文化学部への転換、教育学研究科の設立と
その廃止、地域教育文化研究科と教育実践研究科の立ち
上げ、そして 1 学科への統合再編と、変わり続けてき
ました。
　多くの先輩達と、そして同じくらい多くの新しい仲間
達との交流は、この間のキャンパスの様々な風景と学部
組織の変遷の中に溶け込んで、私の記憶の中にあります。
今は、退職にあたり、そのことへの感謝の気持ちを表し
たく思います。有り難うございました。

～この世に歌があればこそ～

退職にあたって

1951 年生まれ。埼玉県出身。
千葉大学教育学部卒業。金沢大学大学院修士課程
修了。筑波大学大学院博士課程満期退学。静岡女
子大学講師、山形大学助教授を経て、2000 年よ
り教授。専門は日本語学。

異文化交流コース　教授

須賀　一好　SUGA Kazuyoshi

1951 年生まれ。宮崎県出身。
東京藝術大学音楽学部卒業。山形大学助手、講師、
助教授を経て 2002 年より教授（音楽芸術コース）。
主な著書に『無伴奏ヴァイオリンのための愛唱歌
39』( 全音楽譜出版社、2007 年 )。専門は弦楽器

（ヴァイオリン・ヴィオラ）。

音楽芸術コース　教授

河野　芳春　KOHNO Yoshiharu

国際交流を兼ねた親善試合（ゼミ生 5名が参加、＠台湾高雄市）
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　退職にあたり、一言申し述べる実感のなさに戸惑いを隠しきれ
ません。まだまだやれると錯覚している日々の中で、一つの区切
りを前に、年齢と共に加速されていく時間の流れを体感している
ところです。他大学で 12 年勤務後、縁あって平成元年より山形
大学教養部にお世話になり、現在の学部に至るまで 40 年余りの
教員生活でした。その間、大学・学部のありようには隔世の感が
あります。印象深かった出来事の一つは、赴任後しばらくして、
一般教育（現基盤教育）における必修・選択問題で矢面に立たさ
れたことでした。平成３年の「大学設置基準の大綱化」にともない、
それまですべての大学で必修であった体育を山形大学ではどうす
るのか、大学教育における体育・スポーツの存在意義は何なのか
といったことが提起されました。その際、自分の専門である水泳
の技術を駆使しながら、全学的議論の荒波の中を溺れないように
泳ぎ回り、ささやかに奮闘したことが記憶の断片として脳裏に映
し出されます。あの時以来、まさに今昔の感といったところです。
　これまで多くの先生方にお世話になり、特に職員の方々にはい
つも助けていただき感謝あるのみです。ありがとうございました。

スポーツ文化コース　教授

長井　健二　NAGAI Kenji

1950 年生まれ。山形市出身。　
東京教育大学大学院体育学研究科修了。1977 年
三重大学教育学部、1989 年山形大学教養部を経
て 1996 年山形大学教育学部（現地域教育文化学
部 ) に着任。専門は運動学、専門実技：水泳、スキー。

今昔の感
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　義務教育の教師時代、子どもたちから教師の基礎を学びま
した。教育行政に携わって、組織管理の難しさを知りました。
大学院の教員として、院生や多くの学部学生の諸君と向かい
合った授業を行うことができました。7 年間の在職期間に教
えた学生のうち教員として巣立った人が 400 人弱、それぞ
れが生涯教えるであろう教え子の数を最低 100 人としても、
４万人を超える計算になります。教育者として確実に裾野を
広げることができたものと自負しています。「教師とは、未
来を創る仕事人」、未来に向けての縦糸を繋ぎ得たことに安
堵しています。そして、未来のある学生たち、懸命に研究活
動に打ち込んでいる先生方、安心できる職場環境づくりに専
念しておられる事務職員の方々との出会いで、横糸を繋ぐこ
ともできました。今、小さき教育者として、山形大学を退く
ことに感謝です。

『人を教える人故に　人の教えをわきまえて　人を育てる人故に　道理に

かなう意思を持ち　世間で生きる人故に　社会の常識学ぶべし』

1951 年生まれ。山形県出身。
上越教育大学大学院学校教育研究科修了、教育学
修士。山形県内中学校校長、山形県教育庁教育次
長等を経て、平成 21 年教職大学院の設置と同時
に教育実践研究科の専任教員として着任。専門は
教育経営学。

大学院教育実践研究科　教授

真木    　  雄　MAKI Yoshio

教育者として歩んだ 42 年
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　青春の痛みと光芒に、歯ぎしりしながら駆けていく学生たちに
寄り添いつつも、今なお、「人間とは何か」、「教育とは何か」と
いう重い問いに逡巡しながら、拙い講義を積み重ねてきたように
思う。学生の皆さんには、私の伝えたことがやがて陳腐なものと
なり、踏み台となって未来を切り拓いていって欲しいと願ってい
る。世阿弥の「風姿花伝」ではないが、自己の受けた教育観を固
定ルールにしない、しなやかな感性と想像力をもって、自分の速
度感を確かめ、静かに降り立った場所に、いつか「時分の花」を
咲かせて欲しい。
　決して長くはなかった山形大学での 5 年間でしたが、ご指導
いただいた教職員の皆さんに、そして何より、私の拙い講義を受
けた学部生、大学院生のすべての学生に感謝申し上げます。これ
からは、「さよならだけがじんせいだ」と口笛を吹いて、遠のい
ていく季節を見送りながら、今は廃線となった線路を、これから
も走り続けたいと思っています。

大学院教育実践研究科　教授

渡部　泰山　WATANABE Taizan

だいせんじがけだらなよさ

土
口     

1950 年生まれ。山形県新庄市出身。
立正大学経済学部卒業。県教育次長、県立山形東高
校長を経て、2011 年山形大学大学院教育実践研究
科に着任、現在に至る。主な著書に、「迷宮の泉」「山
形現代美術館」「東北芸術文化論」「教育の森通信」「小
説トホホの海」「智恵子・千年の恋」他、共著に、「や
まがた再発見」「東北近代文学事典」他多数。専門は
学校経営学、教育と芸術学。



　原発問題や環境問題に代表されるように、今日の社

会が抱える問題はとても複雑化しています。それに伴っ

て、「文系」「理系」と単純に区別することのできない「学

際領域」と呼ばれる研究分野が注目されています。学

際領域では、文理の枠を超えて知見を持ち寄り、広い

視野に立って研究をすることが必要です。システム情

報学コースでは、多角的かつ論理的に問題を検討する

ことができる学際領域的な人材を育成すべく、分野横

断型の教育研究をおこなっています。

　本コースには９名の教員が在籍し、数理科学、情報

科学、統計科学、数理最適化、社会調査法、数値シミュ

レーションなどに関する研究に従事しています。学生

は文理にまたがる様々な分野を学びながら、自分の興

味関心に基づいて専門を絞っていきます。どの分野も

数学を基礎とするため、本コースの学生にとって数学

の勉強は欠かせません。ただ、純粋な数学コースでは

ありませんから、数学そのものの原理を学ぶだけでな

く、数学を道具として自然や社会の実問題をじっくり

と考察する訓練もします。また、コンピュータ教育も

本コースの柱の１つです。入学時点ではプログラミン

グをまったく勉強したことのない学生が、卒業する頃

には専門家の卵として十分な素養を身に付けた状態に

なっています。 授業の様子
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15 号から続いてきたコース紹介もいよいよ今号で最終回。
今号ではシステム情報学コースについて坂口隆之准教授に紹介していただきます。

宮城県のインフルエンザデータのグラフ
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　本学部では３年次から研究室に配属されます。研究

室では、自分なりの課題を持ち、幅広い文献に当たり

ながら、課題解決に向けて徹底的に考え抜くことが求

められます。

　本コースの学生が作成した卒業論文のタイトルをい

くつか紹介しましょう。

「ネットワーク構造と消費行動に関する数理社会学的研

究」

「乱択アルゴリズムと確率的解析」

「モンテカルロ法による Ising スピンの研究―境界条件

の変化―」

「セイムパズルのNP完全性」

「選挙不正の研究～山形県の統一地方選挙に関しての検

証～」

「数値流体解析による１人乗りカヤックにはたらく流体

力の算出」

「小標本における２標本問題」

　本コースの守備範囲の広さが、雰囲気として感じら

れると思います。専門性をさらに深めるために、大学

院へ進学する学生もいます。

　このように、システム情報学コースは文理の枠を超

えた多様な教育がなされています。この多様性は、教

育面だけでなく研究面においても生かされています。

実際、専門の異なるコース教員同士で共同研究をおこ

なっているケースもあります。地域の発展に貢献でき

るように、より質の高い教育研究を目指し、われわれ

システム情報学コースは日々研鑽を積んでいます。
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ゼミ風景



　Creation22 号をお届けします。今号も夏の号に続き表紙・裏表紙のDTP を造形芸術コース 4年生の富樫香月さ
んが担当しています。表紙はこれまでの平面作品ではなく造形芸術コース 4年生制作の彫刻作品を使用いたしまし
た。今号では来春に退職される 5名の先生方のご挨拶を、また研究室紹介には今春に着任されたスポーツ文化コー
スの池田英治先生、そして最後のコース紹介となるシステム情報学コースを掲載しております。夏の号に続き8ペー
ジとページ数は少なくなりましたが、学部の「今」を感じていただければ幸いです。

地域教育文化学部広報誌
Creation　第 22号
2015 年 12 月 24日発行
発行：山形大学地域教育文化学部
編集：山形大学地域教育文化学部広報委員会
http://www.e.yamagata-u.ac.jp

木彫像制作：原理恵 女性像制作：富樫香月 女性像制作：大槻実穂　男性像制作：千葉文乃

11月27日にリニューアルオープンした本
学 附属博物館入口の中庭に造形芸術コース4
年生の大槻実穂さん、千葉文乃さん、富樫香月
さんの陶による3体組の作品『今』が、博物館
前の廊下には大学院1 年生の原理恵さんの木
彫作品『待ち』が設置されています。

　また博物館入口廊下のガラスに貼られている館名の切り絵の文字は4 年生
の阿部萌水さんが担当しています。なお、今回の設置には間に合いませんでし
たが、3 年生の武田麻優さんが担当した中庭の陶作品の台座となる陶板も焼
成出来次第設置される予定です。

館名切り絵制作 : 阿部萌水

　平成 27年度の元気プロジェクトにおいて、食環境デザインコースの 3年 11名、2年
8名の有志で発案した「元気さんさんごはん」が採択されました。「元気さんさんごはん」
は、近年の急速な高齢化において、高齢者の栄養状態を安定させることで寝たきりにな
らず、介護者の負担も軽減されることを目的とした 65歳以上の前期高齢者対象のレシ
ピ集です。栄養素を強化した、日々の生活で簡単に作れる 30品を考案しました。

　11月 21日には、60歳以上の高齢者とその
御家族を対象に料理教室も開催され、好評を
得ました。レシピ集は近日発行し、病院や福
祉施設、大学周辺のスーパーマーケット等に
配布いたしますので、ぜひご覧ください。




