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研究が発展していくと思います。
その場合おそらくアプローチが
二つあって，ひとつは具体的な学
習活動の中で必要になってくる
WM の役割，読解や計算で使用さ
れる WM についての研究ですね。
もうひとつは，先ほども出てきた
課題目標の保持に関わるもので
す。たとえば，マインドワンダリ
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この人をたずねて
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■インタビュアーの自己紹介

したいと改めて感じました。
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観を大きく変化させていく可能性

2014 年，広島大学教育学研究科博士課程前期心
理学専攻を修了し，同研究科博士課程後期教育
人間科学専攻心理学分野に在学中。専門は認知
心理学。論文は「事前テストと記憶定着：対連
合学習を用いたプレテスト効果の検討」，「数学
の学習に困難を示す中学生への認知カウンセリ
ング：計算問題に関する援助を通して」など。

を秘めているのではないか，そこ
に心理学の学問的な意義があるの
ではないかと思っています。これ
から研究しようという人たちが心
理学の研究を一つひとつご覧に

さえこ

35

