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基礎となる
〝考え方〟をとことん体得する

究方法は実験やデータ収集︑統計など多
も︑多彩な
〝実践〟
を通して心理学的な

私は︑ゼミの活動を通じて錯覚の

考え方を身につけることです︒

岐にわたるため︑学生は机の上で知識を

三浦 入学当初は︑目や耳の錯覚が心
理 学に関 係しているとは思いもしません
でした︒
けれども︑授業で勉強したり︑自
分で調べていくうちに︑多くの心理学者が
錯 覚をテーマに研 究していることを知っ
金野

て︑興味を持ちました︒

さんはとても楽しそうな様 子でした︒苦
労した甲斐あって︑予想以上の成果につ
ながったのだと思います︒

作品完成まで何度も試してはやり直し
その努力が今後の学びの礎に
佐々木 絵本の他にも︑目が物を見る仕
組みを利用して︑創造性豊かな作品をつ
私たちは︑
ルービックキューブをモチ

くってきました︒
上野

佐々木 隆之教授

のではないでしょうか︒
佐藤
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山形真輝さん
森杏奈さん
金野有沙さん
佐藤麻奈津さん

Partir
Partir
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佐々木ユリ香さん
三浦万知さん

佐々木隆之教授
井上わか菜さん
上野瑠慈さん

心理行動科学科

誌上ゼミ

