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九州スポーツ心理学会第18回大会のご案内

九州スポーツ心理学会第18回大会は、下記の通り宮崎市で開催されます。

大枠が決定しましたので、第１報としてご案内させていただきます。

大会概要（第１報）

日　　　時　　平成17年3月5日（土）〜6日（日）

場　　　所　　宮崎市ホテルプラザ

　　　　　　　（住所：宮崎市川原町1-1　Tel 0985-27-1111）

大会テーマ　　「スポーツパフォーマンス発揮のための心理学」

大 会 内 容 　特別講義、シンポジウム、ワークショップ、学生企画、

　　　　　　　フォーラム、一般発表（ポスター発表のみ）

今後の予定　　12月 27日 　発表申し込み・抄録提出締め切り

　　　　　　　　　　　　　　（ＨＰから申し込み可能です）

　　　　　　　２月上旬 　抄録集大会プログラム発送（予定）

　★ 詳しくは学会ホームページ（以下）をご覧ください。

　http://splab.spo.fukuoka-u.ac.jp/society/

　　12月中には、ＨＰ新企画として、対談企画（山口先生，岡先生）

　　およびリレー企画（兄井先生）が登場する予定です。

　　

＜問い合わせ先＞

〒814-0180 　福岡市城南区七隈8-19-1

　福岡大学スポーツ科学部　スポーツ心理学研究室

　九州スポーツ心理学会事務局

　Tel 092-871-6631 (内線6751)　Fax 092-865-6029

　E-Mail yukio@cis.fukuoka-u.ac.jp
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特集　ギリシャの“熱い”夏

　2004年アテネオリンピックに、指導している2名

の女子柔道選手（−78kg級　シシリア・ナイシガ選

手、−57kg級　エリナ・ナサウドロドロ選手）が出

場した。柔道の日本代表？ではなく、彼女らは南国

フィジー代表である。『柔道』と『フィジー』という

と一般的なイメージとして結びつかないように感じ

られるが、今や柔道の普及は全世界180カ国以上に

も広がっている。

　この両選手のオリンピックまでの道のりは、2003

年から始まった。オセアニア地区選手の柔道代表枠

は各階級1名であり、2003年世界選手権、各国際大

会、そして最終選考である2004年4月のオセアニア

柔道選手権を最後に総獲得ポイントで決定する。そ

して、彼女らの選考も最終戦までもつれ込み、オセ

アニア柔道選手権で出場権を獲得した。勿論、両名

共に初出場である。

　フィジーチームの過去のオ

リンピックでの柔道成績は過

去全敗ということで、当然彼女

らに初勝利の期待がかかる。

　8月初旬、彼女らはアテネに

向かった。現地選手村で彼女ら

はフィジーチームの選手団と

合流した。私も大会前々日にア

テネに入り、彼女らの調整練習

の時間のみ選手村に入村し、調

整練習を行った。調整練習の際

には彼女らと汗を流したが、何

か様子が変だった。その何か

は、2、3日すると理解できた。

『緊張感がない！』。日本を出発

する前に、多くの方々に激励さ

れ、本人達も『がんばります！』

と意気込んでいたが、そのときとは異なり、緊迫し

た雰囲気が消えていた。原因を考えると、フィジー

選手団の選手村にあった。　

　選手村は各国の棟がそれぞれ分かれており、棟に

はその国々の選手団のオリンピックに対する思いが

反映されている。その中でフィジーチームの棟は和

やかでのんびりした雰囲気であった。フィジー国そ

のものがそこにはあった。

　私は彼女らの様子の変化にも気づいてはいたが、

その方が実力が発揮されるのであれば・・・という

思いで、そのままの状態で試合に向かわせた。

　試合会場はアテネの中心部からはずれた、田舎町

にあり、当初から会場などの整備遅れが心配されて

いたように、会場は完成しているものの、その周り

にはバス停や鉄道など勿論、飲食店などすらなく非

常に不便な会場であった。

　2004年の夏は、ギリシャ、アテネがスポーツ界の話題の中心であったと思いますが、そこには、九州スポー

ツ心理学会員やその関係者も、いろいろな形で関わっていました。そこで、今回の特集では、フィジーのオ

リンピック柔道選手の指導をした本田先生、パラリンピックの陸上競技に出場し、車いす1600mリレーで銅

メダルを獲得した副島先生、オリンピック直前に開催されている学術会議、プレオリンピック・コングレス

に出席された阿江先生にお願いし、それぞれの立場から、ギリシャの夏の経験を語ってもらいました。

アテネオリンピック柔道競技出場選手指導報告

本田勝義（日本文理大学）

開会式直前：フィジーの旗手をつとめるシシリアとフィジーチーム団長
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　柔道の試合が開催されると初日の男子野村選手、

女子田村選手の活躍から、日本はメダルラッシュで

あった。会場の雰囲気は、ギリシアの柔道人気があ

まりなかったこと、また、オリンピック開催時のホ

テル宿泊代の相場が一泊7万〜10万であったことか

ら観客数は少なく、そして、日本のメダル獲得が期

待されていたことなどから日本人の観客が極めて多

かった。

　3日目には−57kg級のエリナ選手が登場したが初

戦で敗退、また、私の教え子で日本代表の日下部選

手もメダルには届かず、残念な結果であった。その

後、日本チームはコンスタントにメダルを獲得し、

大会6日目いよいよ−78kg級シシリア選手の試合の

日を迎えた。一回戦を勝つと日本代表の阿武選手と

対戦できる。日本で練習し、多くの方に応援してい

ただいてきた彼女にとって最高の組み合わせであっ

たが、初戦のベネズエラ選手との対戦で有効を2つ

奪われ敗れた。完敗であった。その日2度のオリン

ピック初戦敗退から、3度目のチャレンジで金メダ

リストに輝いた阿武選手の活躍は素晴らしいもので

あった。また、優勝確実とされていた井上選手の敗

戦も驚いたが、それ以上に彼はその試合の後も柔道

大会最終日、そして他の競技を日本チームの応援団

として会場で観戦していた姿をテレビで拝見し、彼

の精神的な強さに感銘を受けた。

　このアテネオリンピックからオリンピックで勝つ

ことの難しさとオリンピックの素晴らしさを同時に

感じた。フィジー代表の両選手はもう少し緊張感が

あれば初戦は勝てたのではないか、また、そのよう

な雰囲気の中、全力は出し切れたのかということを

考えていくと、少し残念な気もした。

　私はスポーツ心理学を日常勉強していながら、そ

して現場で指導していながら、大変重要な場面で彼

女らの心理的な助言が誤っていたことが大変悔やま

れる。しかしながら、それぞれの国のオリンピック

に対する姿勢や競技別の力の入れ方、また民族性も

改めて感じたことは今後の研究の課題として価値あ

るものと考えられる。

　最後に両選手ともに試合では敗れはしたものの、

選手そして私自身も貴重な体験ができた。特にシシ

リア選手はフィジー国の旗手をつとめるなど最高の

舞台を体験した。オリンピックで勝つことは大事だ

が、それだけではないもっと素晴らしいものが五輪

にはあった。

選手村にて：フィジーチーム柔道競技団長の長谷川氏（左）と本田氏
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アテネパラリンピック出場報告

副島正純（医療法人敬仁会 友愛病院）

　2004年アテネパラリンピック大会での競技成績と

大会を通して自分が感じたことを報告します。

　大会の1週間前に選手、関係者を含めた約280人

を乗せたチャーター便でアテネに入りました。車い

すを使用する選手は 100 人ほどで、300 人乗りの

チャーター機の中ではほとんど身動きができず、飛

行機への乗り降りにも2時間以上かかり、飛行時間

に加えて4時間も乗り続けるというとても疲れる移

動でした。開会式までの期間、選手村では最終調整

やクラス分け、ドーピング検査等が行われました。

そして、開会式では歓声に自分のテンションも上が

り「さあ、これから」という気持ちになりました。

　初戦の10000m。予選敗退などまったく考えていま

せんでした。予選2組の各3着＋タイム4着までが

決勝進出。自分が出場したのは実力者が集まる予選

1組で最初からタイムで決勝進出を狙いました。A

標準記録を上回る自己新記録でしたが、結果は10

着。1組目の7着までと2組目の3着までが決勝進

出となりました。初戦から予想をはずしてしまい、

調整が悪いのか、自分が遅いだけなのか、次のレー

スまでの調整をどのようにしたらよいのか不安にな

り、あせりました。

　このような中で、1600mリレーの予選。リレーが

この大会で一番気を使いました。日本チームの目標

は、「なんとしても決勝へ」そして決勝進出チーム

として予想されるタイ、フランス、スイスの中の

チームをかわし「必ずメダルを獲る」でした。予選

は出場10チームのタイムレースで行われ、日本チー

ムは3分15秒のベストタイムで予選1位通過。次に

フランス、タイ、メキシコの順で4チームが決勝進

出となりました。「なんとしても決勝へ」という第1

目標は達成しましたが、再び不安がこみ上げてきま

した。リレーメンバー4人中、自分だけが短距離専

門ではないこと、しかもアンカーであること。「必

ずメダルを獲らなければいけない」何度もレースを

イメージしました。しかし、良いイメージはあまり

浮かばず、悪いイメージばかりが浮かんできまし

た。イメージの中で、いつも抜かれるのはアンカー

の自分。1人に抜かれたら銀メダル、2人に抜かれ

たら銅メダル、3人に抜かれてしまうという最悪の

イメージまでもが浮かんできました。決勝当日の

朝、緊張のために歯を磨く手が小刻みに震えるとい

う初めての体験をしました。結果は目標としていた

銅メダルを獲得することできました。その日は、嬉

1600mリレーで激走する副島選手
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しいという気持ちよりも安心したというのが本心で

した。

　最終種目のマラソンは、リレーで緊張の糸が切

れ、集中できていなかったように思います。また、競

技時間の不規則さにスタート前から疲れていまし

た。マラソンは朝8時スタートで、選手村を朝5時

に出発しスタート地点に向かいました。通常なら

ば、車で45分程の距離でしたが、当日は2時間もか

かり到着したのはスタート1時間前でした。ばたば

たとした中、落ち着く間もなくスタートとなり、

レース展開も考えずに走ってしまいました。結果は

10位。日本人では3位、自己ベストもだせず、自分

らしさはまったくなく、悔しい思いだけが残りまし

クラス 　　　順位 タイム 結果

　10000m 予選 T53/54 　11位（13選手中） 21分12.33秒 予選敗退

　1600mリレー 予選 T53/54 　１位（4チーム中） 3分15.25秒 予選通過

決勝 T53/54 　３位（4チーム中） 3分16.57秒 銅メダル

　マラソン −− T53/54 　10位（38選手中） 1時間34分59秒 10位

副島正純選手・アテネパラリンピック競技全成績

出場種目

た。ばたばたとした中でもあせることなく、もっと

集中し、考えるべきだったと後悔しています。

　今回のアテネ大会を通して「自分を知ることが大

切だ」と学びました。自分を知り、自分らしさを持

ち続け、周囲の環境に流されない。どのような環境

下においても、自分に必要で可能なトレーニングの

選択、パフォーマンス向上のための気持ちのコント

ロールができるようになることが大切だと思いまし

た。そのために、今後は更なる実力をつけるべく練

習に励み、精神的な強さも身につけていきたいです。

そして、競技をもっと自分自身が楽しむことができ

るようにがんばっていきます。

　今後とも応援、ご協力をよろしくお願い致します。

銅メダルを獲得した1600mリレーのメンバー　左端が副島選手
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　アカシアの花が美しく中世遺跡の残るギリシア第

2の都市テッサロニキで8月6〜11日までＩＣＳＳ

ＰＥ（International Council of Sport Science

and Physical Education）主催のPre-Olympic会議

が開かれました。事前のアナウンスでは1400題の発

表が申し込まれ、プログラムは分冊だけでなくＣＤ

1枚にもまとめられ持ち帰りに便利でした。会長の

Dr.Gudrun Doll-Tepperはじめ、各スポーツ関連の

国際学会が共催するという

体育学会関連学会合同大会

の国際版で、スポーツ心理学

のみでなく、他の領域の発表

が楽しみでした。日本からは

42題の発表があり、参加者は

もう少し多かったのですが、

次期開催国の中国の参加数

の多さには圧倒されました。

神戸大学の山口泰雄先生(ス

ポーツ社会学)、筑波大学の

岡出美則先生（体育科教育

学）がシンポジストとして発表され、司会もこなし

ておられました。　

　スポーツ心理学に関するシンポジウムではベル

ギーのDr.Wylleman たちがメンタルサポートのユー

ロ版を紹介していました。ギリシア、オランダの試

みとユーロのスポーツ心理学者とトップスポーツと

の連携活動が紹介されました。また、口頭発表では

心理的介入や指導者のダイエット強制による摂食障

害などの問題に話題が集まっていました。全体の参

Pre-Olympic Congress 2004の報告

阿江美恵子（東京女子体育大学）

加者の年齢は高く、女性は少なく、心理関係は少な

めで、むしろ教育、歴史、哲学が多く、同行した体

育史の教授は日本と異なる状況に素直に喜んでおら

れました。日本の心理関係は大阪体育大学の土屋先

生、静岡大学の伊藤宏先生と私の3題でした。私の

セッションは、イギリス(台湾の留学生)、オースト

ラリア（日本の留学生）、スイス、南アフリカ、タン

ザニア、の6多国籍発表で、スイス人が司会を務め

てくれました。

　会議のプレツアーでオリンピア、デルフィに行き

ましたが、ツアーは外国の友人を作るには有効です。

オリンピックのボ

ランティアに来て

いて将来スポーツ

法学弁護士を目指

す法学部の若い学

生さん（韓国男性）

が、アクティブで

さわやかな言動で

欧米人学生の間で

も人気を集めてい

ました。1ヶ月のボランティアはうらやましい限りで

す。最後の野外パーティは大驟雨、古代風迎賓館と

庭園と料理が台無しになってしまいました。テッサ

ロニキでも話題の野良犬は健在、街中では太った人

が多く見られ、とくに若い男性はスリムですが中年

男性の太い体型には愕然としました。ギリシア人の

特徴ある鼻を見つつ古代を思い、欧州の原点に思い

をはせた貴重な時間でした。

セッション参加者と（右端が司会者） アテネ国立考古学博物館にて

テッサロニキの象徴
中世の白い塔

デルフィの競技場
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会員紹介

　会員の皆様の相互交流がより一層深まることを期待し、「会員紹介」のページが設けられています。今回

は、平成18年度の日本スポーツ心理学会の開催が予定されている沖縄の先生方に、自己紹介をお願いいた

しました。

小橋川久光

琉球大学教育学部

　九州スポーツ心理学会員の皆様、琉球大学の小

橋川です。私が学会員になって今年で10年になり

ました。平成6年に琉球大学の保健体育教室にも大

学院ができ、その年から学生を連れ九州スポ心に

参加しております。数えますと10年間の間に、6人

の院生が修了していきました。今年も、私にとって

最後の院生が合格しましたので、もうしばらく彼

らと一緒に研究ができそうです。

　研究の方は、フローを中心に、Positive Psychology

に興味を持ってやっております。年を取ってきま

すと、どうしてもネガティブになりがちですので、

研究だけはポジティブな側面の研究の方が向いて

いるのではないかと思っています。

　2年後に、日本スポーツ心理学会が沖縄で行われ

ることになっております。九州スポ心の会員の皆

まさには何かと多々お願いすることが出てくると

思います。その節はどうぞよろしくお願いいたし

ます。

小林稔

琉球大学教育学部

　もともとは「ナイチャー」（沖縄における本土出

身者の呼称）ですが、学生時代も含めて沖縄にはす

でに7年以上も住んでいます。また、大学院を修了

して12年間ほど小学校の教員をやっていましたの

で、学術的な研究については、正直言って最近まで

あまり触れることがなく、ようやくここ1年くらい

で研究のイロハがわかってきたような気がしてい

ます。

　このような今までの自分の経験からか、現在「子

どもの心と体とのつながり」や「子ども時代の健康

と体力」などについて興味・関心があり、今後はさ

まざまな視点からこれらに関する研究を進めること

ができればと考えております。ラッキーなことに研

究を行う立場からすると沖縄というフィールドは、

とても魅力的でさまざまな研究課題が潜んでいるよ

うに思えます。3歳まで標準語をしゃべっていた娘

が見事な「うちなーぐち（沖縄弁）」を聞かせてく

れるように、どっぷりと沖縄の空気を感じ取り、い

い研究ができればと思っています。

宮城政也

沖縄県立看護大学

　私が、九州スポーツ心理学会に初めて参加したの

は、平成5年度だったと記憶している。その時から、

この学会は、院生や若手研究者への教育的な雰囲気

があり、個人的には、緊張と恐縮をしながら何とか

発表をこなし、諸先生方の後ろをチョコチョコとつ

いて行った記憶が鮮明に残っている。それからあっ

という間に10年が過ぎ、その間所属先も変わり、現

在は、看護師、保健師、助産師および養護教諭を目

指す学生との関わりが格段に増えたという現状があ

る。それに伴い、ここ数年については、スポーツ心

理学的研究と看護学、保健学などとの接点を模索し

ながら、学際的な視点をいかに教育、研究へ取り入

れるかについて奔走する毎日である。いずれにして

も、自分自身のやりたいことと、大学の求めること

との間でバランス感覚を養い、そのことが自らの

FDにもなろう。これからは、私の原点の一つともい

えるこの九州スポーツ心理学会と、いかに付き合っ

ていくかについて、もう一度じっくり考えてみたい

と考えています。皆さんどうぞこれからもよろしく

お願い致します。

他に、学会員として、星野公夫先生（沖縄国際大学）

がいらっしゃいます。
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関連学会参加記

American College of Sports Medicine (ACSM)

51th Annual Meeting

（第51回アメリカスポーツ医学会）

上田真寿美（山口大学医学部）

　2004年6月2〜5日の4日間、第51回アメリカス

ポーツ医学会（American College of Sports Medicine

51th Annual Meeting）がアメリカのインディアナ

ポリスで開催されました。国際学会への参加はこれ

が初の私、まさに見るもの全てが珍しく、少々ミー

ハーな参加記になることをお許し下さい。

　皆さん、もうよく御存知かもしれませんが、American

College of Sports Medicine（略してACSM）は運

動生理学分野ではとても有名な学会の一つであり、

この学会が出す運動処方や運動負荷試験のガイドラ

インは世界のスタンダードとなっています。日本で

行われている運動処方や運動プログラムもこのガイ

ドラインにそって行われることが望まれており、日

本体力医学会がリードして作成した監訳本はとても

よい教科書となっています（「体育指導者のための運

動処方の指針-運動負荷試験と運動プログラム-」、

アメリカスポーツ医学会編、日本体力医学会体力科

学編集委員会監訳、南江堂）。学会誌（Medicine and

Science in Sports and Exercise）のインパクト

ファクターは2.6（2003年現在）程度でしょうか。

　前置きが長くなりましたが、学会の内容は運動生

理分野に留まらず、対象は子供から高齢者まで、ま

た糖尿病や高血圧など運動が関連するあらゆる疾病

について、心理学、疫学、行動学なども含めた幅広

い分野の講演やシンポジウム、発表演題がありまし

た。私個人としては、「女性」「更年期傷害」「運動」

などをキーワードにした発表を目指して出かけて

行ったわけですが、それらに関連した演題が予想以

上にあり、たいへん勉強になりました。特に、ポス

ター発表は英語の苦手な私でも理解するまでゆっく

り見たり読んだりできますし、ベビーカーを押して

入ることができたので（結構、同類の方がいました）

とても助かりました。また、日本から参加している

方もたくさんいらして、九大からも数名の後輩が発

表していました（すばらしかったです）。今回この学

会に参加して多くの刺激を受け、これからは積極的

に参加しよう！と思いました（う〜ん、来年の〆切

りはもう今週・・・）。

28th International Congress of Psychology

（第28回国際心理学会）

山崎将幸（九州大学大学院）

　私は、2004年8月8〜13日に北京で開催された国

際心理学会(International Congress of Psychology:

ICP)に参加し、ポスター発表をしました。参加者は

世界各国から6000人と心理学最大の学会でした。今

回は北京での開催とのことで、日本からも600人あ

まりが参加していたそうです。私は、国際学会での

発表に関して非常に大きな不安を抱えていました。

それは、英語です。英語に関しては読み・書きはあ

る程度できると思います。しかし、会話になると全

くといっていいほど経験がありません。しかも、内

容は私自身の研究のことなので、専門用語がたくさ

ん出てきます。ただでさえ、一般的な会話もままな

らない英語での発表は緊張の連続でした。実際に英

語での発表をして感じたことは、最初から抱いてい

た不安そのものでした。私自身、英語の会話能力の

なさを痛感しました。質問されていることはある程

度理解はできるのですが、すぐに返答することがで

きませんでした。さらに、学会事務局の手違いで、

Sport Psychologyの発表領域で申し込んでいたのに、

なぜか発表領域がEnvironmental Psychologyの領域

での発表となり、分野が違うことからなかなかス

ポーツ心理学の関係者の目にとまらないというアク

シデントも起きました。しかし、そのような状況に

も関わらず、国際学会の発表で収穫もありました。

世界各国の心理学者からアドバイスを受けたり、同

様の研究をしている人が私の研究に大変興味を持っ

てくれたりと私にとってこれからの研究にプラスに

なることもありました。また、英語の会話がなかな

か成り立たないことから、もっと英語の勉強をしな

くてはいけないと感じるようになりました。次に国

際学会で発表する機会があれば、英語での会話でリ

ベンジを果たしたいと強く思うようになりました。

何ごとも初の経験が多かった私にとってこの国際心

理学会は私にとって成長する良い機会であり、研究

意欲の向上につながった実り多い学会であったと思

います。
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九州体育・スポーツ学会第53回大会　

山下悠（福岡大学大学院）

　9月4日から2日間、九州産業大学において行わ

れた九州体育・スポーツ学会に参加した。大学院生

になってちょうど5ヶ月、他大学の先生、学生の発

表を聞く絶好の機会となった。今回の学会では発

表する機会はなかったので、発表者の失礼になら

ないように、しっかり発表を聞くこと、分からない

ことは、質問することに心がけた。4日に行われた

最初の発表では、私と同じ専門種目である野球関

連の発表であった。発表内容は、「甲子園野球に描

かれる理想の高校生像」であった。私はスポーツ全

般に関心があり、特に専門である野球は、幼い頃か

ら関心を持っており、甲子園野球においては、甲子

園球場まで、見に行く程関心があった。そうやっ

て、今までチームの勝敗を確認すること程度でし

か利用していなかったメディアを今後視点をもっ

と広くして利用できることを教えてくれた発表で

あった。例えば、高校野球では、高校生同士の戦っ

ている姿を表現するために、大多数の写真が各

チームから一人づつ、計二人の選手がプレーに徹

している時を一枚の写真に載せている。それに対

し、プロ野球の場合、写真の大多数が一人で写って

いる。今まで漠然としか見てなかったスポーツ新

聞を、もっと視野を広げて見ることを教わった。2

日目の午後に行われたポスター発表では、この点

はどう研究したのかなど、些細なことでも質問し

た。ここではさらに、周囲の大学院生の頑張りを実

感した。

　私は、研究テーマがまだ定まってない。このこと

は、大学院生では致命傷であろう。しかし、今回の

学会に参加して、自分の好きなこと、関心があるこ

とを研究テーマにしていくといいかと思った。今

まで難しく考えてきたがもっと簡単に考えてみる

とすぐ見つかるかもしれないと感じた。

　福岡リーセントホテルで行われた懇親会では、

多くの先生、そして大学院生と交流を深めること

ができた。交流を深めることで、他の大学院生の研

究に対する意識、熱意が感じられ、様々な意見を交

換することもできた。私にとってすごく貴重な場

であった。

学校メンタルヘルス学会

〜学生ボランティアの立場から〜

煙山千尋（桜美林大学大学院）

　学会を成功に導く鍵は「縁の下の力持ち」にあ

る。私が学校メンタルヘルス学会に参加し、得た感

想はこの一言につきる。

　学校メンタルヘルス学会第 8 回東京・町田大会

は、2004年 8月 21・22日の両日、桜美林大学町田

キャンパスで行われた。私は、学生ボランティア役

員の一員として参加することになった。現在まで、

さまざまな学会に参加することはあったが、役員と

して参加するのは初めての体験であった。なじみあ

る母校での開催と大会役員として参加できる貴重な

機会であること、また、学部時代の恩師が実行委員

長を務めるということもあり、喜んで参加させてい

ただくことにした。

　しかし、大会準備は、私がそれまでに経験したど

の学会大会の当日の華やかさも持ち合わせてはいな

かった。わずか2日間の研究発表の場を成功させる

ために、話し合いやリハーサルを何度も重ねるなど

の多大な準備期間と労力が必要であった。また、一

つの大会を運営するにしても、先生方や学生などた

くさんの人たちの協力があって成り立っているとい

うことを知った。

　それはまさに、華やかな舞台の裏で大会を支え、

よりよいものにしようとする「縁の下の力持ち」の

存在である。たくさんの人たちが協力し、土台をつ

くりあげたからこそ学校メンタルヘルス学会第8回

大会は成功に終わったのだと思う。私は、学生ボラ

ンティアの立場で「縁の下の力持ち」の一員として

この大会に参加し、とても貴重な体験ができたこと

に感謝し、成功に導くことができたことを誇りに思

う。

　このように、九州体育・スポーツ学会は幕を閉じ

たが、大学院生になって初めて参加した学会は、私

にとって、今後大きく飛躍するための土台となりそ

うな学会にであった。12月に行われる日本スポー

ツ心理学会では私も発表する予定である。周りの大

学院生に負けないように、これからも準備をしてい

きたい。
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第2回スポーツ動機づけ研究会

杉山佳生（九州大学健康科学センター）

　第2回スポーツ動機づけ研究会（ＳＭＭ2004）が、

8月20〜21日に、名古屋大学総合保健体育科学セン

ターで開催された。本研究会は、2002 年の日本ス

ポーツ心理学会でのシンポジウムを機に、体育やス

ポーツにおける動機づけに関心を持つ研究者、指導

者、実践者の交流を目的として、名古屋大学の西田

保先生の呼びかけで発足した研究会である。第1回

研究会は、2003年の熊本での体育学会時に開催され

ている。

　今回は、18名の参加者を得て、20日の昼過ぎから

21 日の午前中にかけて、8 名によるプレゼンテー

ション（一人40分の持ち時間）が行われた。発表演

題は、以下のとおりである。

・ 自己決定理論を用いた運動継続に関する研究

　　（武庫川女子大学・松本先生）

・ スポーツ選手と仮病

　　（仙台電波工業高等専門学校・佐々木先生）

・ ビデオはどのように動機づけに役立てられるか

　　（九州大学・杉山）

・体育授業における教師の言葉かけと児童の動機づけ

　　（筑波大学・長谷川先生）

・ 仮想的有能感−その概念と適用をめぐって

　　（名古屋大学・速水先生）

・ 日本人競技者のスポーツ達成志向

　　（中京大学・若山先生）

・ 社会的体格不安と運動・食行動の関係

　　（九州工業大学・磯貝先生）

・ 会社員のスポーツ参加に関する意識調査

　−事務職と技能職との比較

　　（名古屋大学・高橋先生）

　プレゼンテーションでは、様々な角度から動機づ

けへのアプローチがなされ、大変刺激的であった。

特に、佐々木先生が扱った「仮病」という問題や、速

水先生が提起された、他者軽視に基づいて生じると

考えられる「仮想的有能感」という概念には、先生

方の独創性を感じるとともに、動機づけ研究のさら

なる発展の可能性を見いだすことができたような気

がした。また、高橋先生が大企業の社員を対象に実

践している健康づくりの取り組みも、注目に値する

ものであった。

　来年度には、同じ名古屋大学で、夏頃、第3回研

究会が開催される予定になっている。研究会それ自

体は、情報交換を主たる目的としているので、気軽

に参加できる研究会である。関心のある方は、名古

屋大学総合保健体育科学センターの西田先生まで、

ご連絡下さい。

国際スポーツ心理学会第11回大会のお知らせ　

ISSP 11th World Congress of Sport Psychology

- Promoting Health & Performance for Life -

2005年8月15日（月）〜19日（金）

シドニー，オーストラリア

Hosted by

International Society of Sport Psychology (ISSP)

Australian Psychological Society (APS)

College of Sport Psychologists (CoSP)

Organising Committee

Prof. Tony Morris (Chair)

Dr. Lydia Ievleva (Executive Director)

Assoc.Prof. Patsy Tremayne (Marketing Chair)

Dr. Sandy Gordon (Promotion Chair)

Prof. Peter C. Terry (Sponsorship Chair)

Mr. Jeff Bond

Dr. Stephanie Hanrahan

Prof. Gregory Kolt

Dr. Mary Katsikitis

Venue

Sydney Convention & Exhibition Centre,

Sydney, Australia

Contact Details:

ISSP Congress Managers

GPO Box 128

Sydney NSW 2001

Australia

Phone: +61 2 9248 0800

Fax: +61 2 9248 0894

Email: issp2005@tourhosts.com.au

URL: http://www.issp2005.com/
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研究アラカルト

　研究アラカルトでは、最近の学術雑誌に掲載された論文について、著者の方に、研究を始めた動機や論文

執筆の際のエピソードなどを紹介していただいています。今回は、論文がInternational Journal of Sport

and Health Scienceに掲載された松本裕史先生（武庫川女子大学）と、Media,Culture & Societyに掲載さ

れた前田直樹先生（九州保健福祉大学）のお二人方に、執筆をお願いいたしました。

　「論文を英文で！」と私が思った理由は、自己決定

理論（SDT：Self-Determination Theory）を応用し

た、成人を対象とする運動継続に関する動機づけプ

ロフィール研究が、世界初（調べた限り）だったか

らに他なりません。

　しかし、日本語で論文を書き上げた時期は博士論

文を執筆中であったため、論文を英文に翻訳する時

間的な余裕はありませんでした。そんな時、日本体

育学会が発刊している国際誌（IJSHS：International

Journal of Sport and Health Science）が日本語で

の投稿も可能であることを聞きました。さらに、こ

の国際誌の目的は、我が国からの情報発信（編集後

記．体育学研究, 2002, Vol.48, No.2）であること

を知り、まさしく今投稿するにふさわしい！とすぐ

さま郵送したのでした（現在は投稿もオンラインで

す）。

　投稿後、査読者の先生方からは極めて貴重な指摘

をしていただき、「なるほど〜」と、また査読はウェ

ブ上（パソコン上）で行われたため迅速な対応であ

り、「さすが〜」と声をあげました。しかしながら、

自分が書いた論文が英文化を十分意識した書き方で

なかったために、英文翻訳後の修正には多大な時間

を要しました（大澤先生がIJSHSに日本語で投稿す

る際の有益な助言をされています（体育の科学 ,

2003, Vol.53, No.7, p.527参照）。私も投稿前に

読んでいればよかったと思っています）。

　何とか掲載された当初は「体育学研究の国際誌」

に自分の論文が掲載されたことだけで感激だったの

ですが、人間は欲深いものです。せっかく英論文な

のだから、海外の研究者に引用してもらいたいと思

い始めました。しかしどうすればいいのか・・・悩

んだ挙句、あるアイデアが思い浮かびました。実は、

自己決定理論の考案者であるエドワード・デシ教授

とリチャード・ライアン教授が開設しているSDTの

紹介ホームページがあります（http://www.psych.

rochester.edu/SDT/）。そのホームページは、SDTを

応用した研究論文を紹介するために、定期的に更新

されているのです。ここに掲載されれば、引用して

もらえる日が来るかもしれない。そこで、恐れ多く

もデシ教授にホームページへの論文掲載をお願いし

たところ、まずはPDFで論文を送ってくださいとの

返事。新たな査読を受ける気分でドキドキでしたが、

数日後、デシ教授からアシスタントにあなたの論文

掲載を頼んだのでホームページをチェックしてくだ

さいとの返事をいただきました。結果的に、自分の

論文がホームページで紹介される喜びと、今後海外

の文献で自分の名前を見つけることができるかも？

という楽しみ（というか淡い期待）を得ることがで

きたのでした。次は英文で論文を執筆し、海外誌に

投稿してみようと企んでいるところです。

　最後に、論文を指導していただいた早稲田大学教

授 竹中晃二先生と英文修正に協力してくれたトロン

ト大学大学院の肥塚さんと早稲田大学大学院の吉田

さん、そして論文をより良いものとするための手助

けをしていただいた査読者の先生方に記して感謝の

意を表します。

International Journal of Sport and Health

Science, 2, 89-96, 2004

URL

http://www.shobix.co.jp/ijshs/Index_j.html

Motivational Profiles and Stages of Exercise Behavior Changeを投稿して

松本裕史（武庫川女子大学生活習慣病オープンリサーチセンター）
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　今回、私が投稿した論文 "Influence of Kotodamaism

on Japanese Journalism" が英国の雑誌 "Media,

Culture & Society, vol.25, No.6, 757-772, 2003"

に掲載された。この論文は英国でコミュニケーショ

ン学を専攻していた時の修士論文の一部を修正した

もので、日本人が無意識に信奉している言霊の概念

が、ジャーナリズムにどのような影響を及ぼしてい

るかを社会心理学的観点から分析・検討したもので

ある。

　研究方法は日本と英国の新聞記事の contents

analysis（内容分析）を用いた。同じ事象を日本と

英国の新聞はどのような視点で捉えるかを比較し、

その中で言霊に影響されていると考えられる部分を

分析していくという方法である。このような国際比

較的な研究テーマは、初心者には考察がしやすく、

視点などを明確絞っていけば海外の雑誌からは興味

を持たれるのではないだろうか。

　私はこの論文を投稿用に修正し、半年ほどかけて

アメリカ人の教授と内容の見直しや、文章構成など

について検討を行なった。投稿論文の内容や英文法

はもちろんのこと、英語圏独自の文章構成のスタイ

ルにも慣れていかなければならない。初心者が海外

へ論文を投稿するときは必ずネイティブの専門家に

チェック入れてもらった方がよいだろう。ここで

じっくり時間をかけるかどうかでアクセプトの可能

性が変わってくるだろう。

　投稿する雑誌選びに関しては、私は最初に自分の

テーマのキーワードに近いもので、尚且つ様々な国

の研究者が投稿しているものを中心に選んでいっ

た。最終的にInternational Journal of Communi-

cationと Media,Culture & Societyを選び、はじ

めに後者に投稿したところアクセプトされた。雑誌

には様々なレベルがあるが、今回は情報不足でその

辺は考慮に入れなった。もし、雑誌のレベルなどの

情報が十分にあれば、はじめは掲載されやすい雑誌

を狙っていくといいのではないだろうか。　　　

　さて、今回の投稿ではペーパー4部とフロッピー

を郵送したが、最近の論文投稿はメールの添付ファ

イルで受け付けるところが多く、修正のやり取りも

メールになっているので、以前よりも海外雑誌の投

稿はやりやすくなっていると思う。私の場合はアク

セプト後、出版社（SAGE）から直接メールで質問や

修正が送られてきたので、修正した文章をメールで

送り返すという作業を行なった。すべての修正には

2ヶ月ぐらい費やした。

　論文が採用されると、掲載の順番待ちとなる。掲

載がいつになるか私の場合知らされなかった。最終

的に6ヶ月ほどで掲載の順番が回ってきた。

　最初に論文投稿を決めて、掲載されるまでに私の

場合2年間費やした。その後別の論文を英国の心理

学系雑誌に投稿したが、これは一発でリジェクトさ

れた。この論文は内容の吟味、文章の構成などにあ

まり時間をかけずに投稿したもので当然の結果で

あったと思う。心理学の論文の場合、多くの理論や

概念は欧米から輸入されてくることが多いので、日

本人が投稿する場合、オリジナリティが非常に重要

視される。したがって、初心者は日本人独自の心理

学的視点を持ちながら、査読する側が興味を持つよ

うなテーマで研究していけば掲載される可能性が出

てくるのではないだろうか。

Media,Culture & Society, 25-6, 757-772, 2003

URL

http://mcs.sagepub.com/

※前田先生は、以前、鹿屋体育大学大学院体育学研

究科に所属し、スポーツ心理学を専攻しており、九

州スポーツ心理学会会員でもありましたが、修了後、

英国のリーズ大学大学院コミュニケーション学研究

科へ進学して、今回のようなテーマでの論文を執筆

することになった次第です。平成16年3月には、放

送大学大学院修士全科文化科学研究科臨床心理プロ

グラムも修了し、異なる3つの修士号を取得するに

至っています。

投稿論文報告：初心者の海外投稿論文

　前田直樹（九州保健福祉大学社会福祉学部）※
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関連学会大会日程(2004年12月〜2005年8月）

２００４年１２月
日本スポーツ心理学会
会期：2004年 12月 3日（金）〜5日（日）
会場：大阪市中央体育館
http://wwwsoc.nii.ac.jp/jssp2/

ICHPER･SD Asia Congress
会期：2004年 12月 3日（金）〜6日（月）
会場：鹿屋体育大学
http://lifelong.nifs-k.ac.jp/ichpac2004/

日本行動医学会
会期：2004年 12月 7日（火）〜8日（水）
会場：東北大学艮稜会館
http://www.jsbm.jpn.org/index-j.htm

日本リハビリテイション心理学会
会期：2004年 12月 10日（金）〜12日（日）
会場：なら100年会館，三井ガーデンホテル
http://wwwsoc.nii.ac.jp/jarp/index.htm

日本臨床心理身体運動学会
会期：2004年 12月 11日（土）〜12日（日）
会場：武蔵大学

２００５年２月
日本健康支援学会
会期：2005年 2月 19日（土）〜20日（日）
会場：九州大学創立百周年記念講堂

３月
九州スポーツ心理学会
会期：2005年 3月 5日（土）〜6日（日）
会場：宮崎市ホテルプラザ
http://splab.spo.fukuoka-u.ac.jp/society/

日本フットボール学会
会期：2005年 3月 5日（土）〜6日（日）
会場：東京工業大学大岡山キャンパス
http://www.jssf.net/home.html

６月
ACSM Annual Meeting
会期：2005年 6月 1日（水）〜4日（土）
会場：ナッシュビル，テネシー
http://www.acsm.org/

NASPASPA 2005 Conference
会期：2005年 6月 9日（木）〜11日（土）
会場：セントピートビーチ、フロリダ
http://www.naspspa.org/

日本リハビリテーション医学会
会期：2005年 6月 16日（木）〜18日（土）
会場：石川県立音楽堂，ホテル日航金沢，
　　　金沢全日空ホテル
http://www2.convention.co.jp/jrma2005/

７月
International Symposium for Adapted Physical Activity
会期：2005年 7月 5日（火）〜9日（土）
会場：ベローナ，イタリア
http://www.isapa2005.net

日本ストレスマネジメント学会
会期：2005年7月30日（土）〜31日（日）（予定）
会場：神戸商工会議所（予定）
http://jassma.org/

８月
World Congress of Sport Psychology
会期：2005年 8月 15日（月）〜19日（金）
会場：シドニー，オーストラリア
http://www.issp2005.com/

APA Annual Convention
会期：2005年 8月 18日（木）〜21日（日）
会場：ワシントンDC
http://www.apa.org/

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
２００５年９月以降
九州体育・スポーツ学会
会期：2005年 9月 3日（土）〜4日（日）
会場：大分大学

日本心理学会
会期：2005年 9月 10日（土）〜12日（月）
会場：慶應義塾大学
http://wwwsoc.nii.ac.jp/jpa/index.html

日本教育心理学会
会期：2005年 9月 17日（土）〜19日（月）
会場：北海道浅井学園大学
http://wwwsoc.nii.ac.jp/jaep/home.htm

日本体育学会
会期：2005年 11月 23日（水）〜26日（土）
会場：筑波大学
http://wwwsoc.nii.ac.jp/jspe3/index.htm

AAASP Annual Conference
会期：2005年 10月 24日（月）〜30日（日）
会場：バンクーバー，ブリティッシュ・コロンビア
http://www.aaasponline.org/index.php

European Congress of Sport Psychology
会期：2007年 9月 4日〜9日
会場：ハルキディキ，ギリシア
http://www.fepsac.org/

International Congress of Psychology
会期：2008年 7月 20日〜25日
会場：ベルリン，ドイツ
http://www.icp2008.de/index.htm
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《 九州スポーツ心理学会の紹介 》

沿革

 

　本学会は、第1回が昭和63年3月に開催され、九州スポーツ心理学研究会として

発足しました。第6回大会（平成5年）より九州スポーツ心理学会と改称し、学会

としての組織化が行われています。平成17年3月5〜6日には、宮崎市で第18回大

会の開催が予定されています。

目的

 

　本学会は、運動・スポーツ心理学における研究と介入を促進することを目的とし

ています。事業として、運動・スポーツに関する心理学的研究とその応用に関心あ

る人々のために年1回の学会大会を開催し、情報交換および交流の場を提供してい

ます。

 

会員のメリット

 

１．健康・スポーツ心理学に関するさまざまな情報が得られます。

２．年1回の学会大会の案内が送付されます。

３．「九州スポーツ心理学研究」が送付されます。

４．健康運動指導士の講習ポイントが得られます。

５．日本スポーツ心理学会「資格認定スポーツメンタルトレーニング指導士」

　 　　の研修ポイントが得られます．

 

《 学会入会希望のかたへ 》

　入会をご希望の方は、下記の項目を記入の上、事務局まで郵送またはE-mailにて

ご連絡ください。

 

１．氏　名 ２．所属機関 　３．連絡先（勤務先・自宅）

４．電話番号（勤務先・自宅）　５．FAX番号（勤務先・自宅）

６．E-mail

　連絡先　〒814-0180　福岡県福岡市城南区七隈8-19-1

　　　　　　　福岡大学スポーツ科学部　スポーツ心理学研究室内

　　　　　　　九州スポーツ心理学会事務局

　　　　　TEL　　092-871-6631（内線6751）

　　　　　FAX　　092-865-6029

 　　 　　E-mail yukio@cis.fukuoka-u.ac.jp

　URL http://splab.spo.fukuoka-u.ac.jp/society/
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あとがき

　九州スポーツ心理学会会報「健康と競技の心理（Psychology of Health & Sport)」

第6号では、特集として、オリンピックにまつわる話を取り上げました。九州の大学でも、

鹿屋体育大学の柴田亜衣や九州共立大学の中野大輔が金メダルを獲得し、大変盛り上がり

ましたが、これら以外にも、テレビではあまり放送されていないところで様々な関わりを

している人達がおり、また、オリンピックの前後には、プレオリンピック・コングレスや

パラリンピックなどの関連イベントも開催されていましたので、今号では、それらの一端

を紹介していただくことにいたしました。ご協力いただいた方々は、学会員でない方もい

らっしゃいますが、身近におりますので、関心がありましたら、是非、直接お話を伺って

いただければと思います。

　また、2005年8月15〜19日には、シドニーで、国際スポーツ心理学会（ISSP 11th World

Congress of Sport Psychology: Promoting Health & Performance for Life）が開催さ

れます。当大会は、４年に一度の開催で、前回の2001年は、ギリシャで行われました。今

回は、日本と同じアジア南太平洋グループのオーストラリアでということで、日本からも

多数の参加が予想されています。近い将来、WCSPの日本での開催も視野に入っていますの

で、九州スポーツ心理学会からも、多くの方々が参加されることを期待しております。

　もちろん、九州スポーツ心理学会第18回大会も忘れないで下さい。慣例で、３年に一

度は、福岡を離れていますが、今回は、宮崎での開催です。南国のリゾート地で、皆様と

お会いできることを楽しみにしております。

（Y.S.）

オリンピア・ヘラ神殿：聖火の採火が行われる場所（阿江美恵子氏提供）


