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研究
Keyword

専門分野・研究分野

環境適応と行動変容に関する
心理学的アプローチ
　人が心理的に豊かな生活を送るためには、自らが置かれた環境への円滑な
適応が重要だと考えます。その環境は 1人1人異なるばかりでなく、常に変化
を続けます。例えば、大学生にとっては学生生活への適応、留学生にとっては
留学先での生活への適応、観光開発の進む地域の住民にとっては観光客の増
加に伴う生活環境の変化への適応が心理的な課題となります。私は、動物の
進化の過程における高次認知機能の変化や、動機づけ操作の技法に関する実
証的な研究に従事し学位を取得しました。行動の変容に関連する学習心理学
を学術的背景として、現在は人間の環境適応の問題に研究範囲を広げていま
す。とりわけ、観光地化が急速に進むカンボジアのアンコール遺跡区域の地
域住民や新たな環境への適応が求められる留学生を主な研究対象として、環
境の変化に伴う心の問題について実践的な研究に取り組んでいます。

研究内容

変化する生活環境への適応と心理的課題

１．急速な観光地化に伴う地域住民の心理的適応の問題
　カンボジア王国のアンコール世界遺産区域には、現在も約 13 万人の地域
住民が生活しています。私は、急速な観光地化に伴う生活環境の変化がもた
らす地域住民の心理的課題について研究していま
す。具体的には、観光地化に伴う新たな人的交流、生
活水準の変化、外部からの情報の流入などに伴う地
域住民の心理的適応の課題を検討しています。これ
までに、カンボジア人の聖地であるアンコールワッ
ト寺院について、地域住民のアクセシビリティの観
点から心理的障壁、物理的障壁を調査し、観光客と
地域住民の共存を目指した改善をアンコール世界
遺産管理委員会にて提案しています。近年は、研究
対象を遺跡近隣の村落の地域住民に広げ、政府機関
との協働でフィールド調査を実施しています。

2．大学生活への適応を促進するための教育プログラムの検討
　私は、学生相談センターの運営に 7 年間従事しました。現在は留学生や大
学新入生を対象とした大学生活への適応を促進するための効果的な教育プ
ログラムを研究しています。大学生に対しては人間関係の構築、不適応状態
の早期発見と介入の手法やコミュニケーションスキルの効果的な育成方法
について、留学生については、留学先での不適応状態の予防と教育効果を高
めるためのプログラムの構築などについて実践的な研究を進めています。

シーズ・地域連携テーマ例
■ 新しい行動の形成、行動の修正技法に関する研究・研修
■ 行動の変化に関する心理調査

受賞
■ 2016年1月 第17回石川県バリアフリー社会推進賞活動部
門最優秀賞（受賞：バリアフリーマップ＋制作委員会）

■ 2013年 北陸心理学会奨励賞

論文
■ 国際交流事業における集団構造の特徴が参加学生の現地で
の行動および心理状態に及ぼす影響　木村誠，ハンプゥ， 
塚脇真二，大学教育学会誌，43（2），80-88，2021．

■ Accessibility of World Heritage Site -A survey 
of physical accessibility of Angkor Wat temple, 
Cambodia Makoto Kimura, Peou Hang, Shinj i 
Tsukawaki, Journal of Global Tourism Research, 6(2), 
121-126, 2021. など

書籍等出版物
 ■ 生体反応と行動の測定 大森慈子、木村誠 他， 仁愛大学， 

2008年（第5章 行動の変容を執筆）など

講演・口頭発表等
■ Expected impact on psychological well-being of local 

residents in the Angkor Monument Park associated 
with rapid social development and the recent 
researches related to the issues of co-existence 
with local residents and tourists, Kimura, M., Japan-
Cambodia Research Exchange Conference on 
Conservation of Nature and Water Environment of 
World Heritage Sites 2020年3月13日.

■ Evaluation of accessibility facilities of the Angkor 
Wat temple and the recent researches related 
to the issues of co-existence with local residents 
and tourists, Kimura, M., Research Seminar at the 
National University of Management on Recent Various 
Changes in Cambodia Recognised and investigated 
by the Overseas Researchers. 2020年2月6日.

■ A research method and its significance surveying 
the living environment and psychological state of 
local residents in the Angkor Monument Park and its 
environs, Kimura, M., Research Seminar at the APSARA 
National Authority on Recent Various Changes in 
Angkor World Heritage Site. 2020年2月4日. など

競争的資金等の研究課題
■ 木場潟における植物への認知的評価の特性～調和的水辺
環境の創成へ向けて～ 金沢大学環日本海域環境研究セン
ター共同研究費　研究期間：2021-2022 など

社会貢献活動
■ 小松市共同参画プラン審議会委員 
■ 日本赤十字社 石川県学生献血推進アドバイザーなど

木村 誠 准教授博士（学術）
Makoto Kimura

プロフィール
2005年　仁愛大学 人間学部心理学科 助手
2014年　小松短期大学 地域創造学科 准教授
2015年　金沢大学大学院 人間社会環境研究科 客員研究員
2018年　金沢大学 環日本海域研究センター 外来研究員（現在に至る）
2019年　公立小松大学 国際文化交流学部 国際文化交流学科 准教授（現在に至る）
2021年　金沢大学 環日本海域研究センター 共同研究員（現在に至る）
研究分野
心理学 / 実験心理学
所属学協会
日本学生相談学会、日本心理学会、日本動物心理学会、北陸心理学会、日本教育心理学会

実験心理学、臨床心理学
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図 .  カンボジア・アンコール
ワット寺院でのフィー
ルド調査




