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特集

第 17 回大会報告

大会プログラム（第 1 日）
特別講義

カウンセリングとエクササイズについて−教育と臨床の問題を含めて−

司会：岡村豊太郎（山口大学）
講師：山本銀次（東海大学）
シンポジウム I

Ｍ・Ｔ実践と課題

司会：岩崎健一（第一福祉大学）
野球

磯貝浩久（九州工業大学）

ラグビー

下園博信（福岡大学非常勤）

テニス

村上貴聡（九州大学）

指定討論者：徳永幹雄（第一福祉大学）、兄井彰（福岡教育大学）
フォーラム

行動科学に基づく個人及び集団に対する身体活動促進プログラムの具体例

司会 & コーディネーター

山口幸生（福岡大学）

構造化された身体活動促進のための個人支援プログラムの実例

山口幸生（福岡大学）

行動科学に基づいたグループ学習型運動プログラムの紹介

岡浩一朗（東京都老人総合研究所）

人間関係を深めるエクササイズ
講師：今村律子（有限会社チャイルドライク・アンド・スポーツ）
ワークショップ

人間関係トレーニングプログラムの実践事例

司会：杉山佳生（九州大学）
グループワークによる大学生の心理的支援教育の実践例

清水安夫（桜美林大学）

スポーツを素材とした人間関係トレーニングプログラム

渋倉崇行（新潟工科大学）
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大会プログラム（第 2 日）
学生企画

スポーツ心理学を学ぶ大学院生の今と将来−現状と今後の夢−

司会：織田憲嗣（福岡大学大学院）、玉置昭平（広島大学大学院）
これから求められる体育教師像

佐々木浩一郎（福岡大学大学院）

運動部顧問が児童・生徒に行う心理的サポートへの支援

石井香織（桜美林大学大学院）

子どもが豊かに育つ環境をつくるには

馬場亜紗子（九州大大学学院）

シンポジウム II こどもの身体活動の現状と課題−如何にしたら身体活動量を増強できるか−
司会：橋本公雄（九州大学）
身体活動における仲間の役割−親和力の観点から−

中島俊介（東筑紫短期大学）

行動科学とは

村上雅彦（九州大学大学院）

学校での身体活動増強に向けた総合的アプローチ

大久佐政美(福岡県春日市立天神山小学校)

こどもを屋外に出す試み−教師へのアプローチ−

鋤崎澄夫(熊本県上益城郡益城町広安小学校)

ポスター発表
1. プロ競輪選手の心理的競技能力と級班の関係

田島誠（川崎医療福祉大学）

2. 中距離走のパフォーマンスに音楽が及ぼす影響

玉置昭平（広島大学大学院）

3. 飛騨御嶽高原高地トレーニング合宿におけるアンケート調査
−主に満足度や気分を評価した結果について−
4. スポーツ・オノマトペに関する研究−新体操競技を中心として−

黒川淳一（岐阜大学大学院）
七五三靖子（福岡大学大学院）

5. 試合におけるプレッシャーとその対処法に関する研究
−ネクストバッターズサークルを中心として−

佐々木浩一郎（福岡大学大学院）

6. イメージトレーニングによる射撃中の生理変化−アーチェリー競技から−

陣原千紘（福岡大学＊）

7. 応援でパフォーマンスを高めることは可能か−鏡映描写課題を用いて−

松田由香（福岡大学＊）

8. バレーボールの連続失点がセット取得に及ぼす影響

伊藤良美（福岡大学＊）

9. 知覚運動学習における教示方法と認知様式との関係

山内正毅（長崎大学）

10. 変型鏡映描写課題と心理生理反応に関する研究

林

11. 個人間協応動作に影響を与える認知的要因の検証

織田憲嗣（福岡大学大学院）

憲子（福岡大学大学院）

12. スポーツ傷害による選手の情緒的反応
−ソーシャルサポートとの関係を中心とした考察−

石井香織（桜美林大学大学院）

13. 体育授業における自律的動機づけ

西田英司（宮崎大学大学院）

14. 体育授業に対する対処行動尺度の作成・有効性の検証

大城浩二（琉球大学大学院）

15. 小学校児童におけるストレスマネジメント教育の効果について

宮城政也（沖縄県立看護大学）

16. 自尊感情の規定要因を探る−ソーシャルサポート−

内田若希（九州大学大学院）

17. ＱＯＬの向上を目指した更年期健康教育プログラムの効果と展望

上田真寿美（山口大学）

18. 運動行動における TRA 理論と TPB 理論の適用−学生と社会人の比較−

橋本公雄（九州大学）

19. 地域ウォーキング事業参加者の動機づけと運動行動の関係

村上雅彦（九州大学大学院）

20. 運動・スポーツによる体験尺度の作成

和田光一郎（九州大学大学院）

21. 子どもの身体活動を探る−身体活動増強プログラム作成に向けて−

船橋孝恵（九州大学大学院）

22. 日本語版 7Day Physical Activity Recall 電話インタビューに関する研究
−インタビュアー間の一致性の検討−

甲斐裕子（福岡大学）
＊印は学部生
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発表者・参加者の感想
◆シンポジウム II「こどもの身体活動の現状と課
題」に参加して
中島俊介（東筑紫短期大学）
標記のシンポジウムに演者として参加した。フロ
アとのやりとりを含め、その内容は、現在の子ども
のかかえる様々な問題を考える上で、多くの示唆を
含んでおり刺激的だった。
まず橋本公雄氏の「如何にしたらこどもの身体活
動量を増強できるか」という今回のテーマ設定のも
つ意味についての説明が冒頭行われた。データを駆
使しての身体活動量低下の現状は説得力があった。
次に私中島俊介は、子どもの置かれた望ましくない
社会環境、人的資源の現状について、心理面に引き
当てながらのべた。それに対してどう対応するかに
ついて、各演者の話が続いた。
最初に、村上雅彦氏よりテーマ実現の理論的な背
景の整理と具体的なアプローチの技法紹介があっ
た。教育現場での具体的介入の方法を考える上で
様々なヒントを与える優れた内容だった。それを受
けてこの後行われた、介入の具体例とその成果につ
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いての二題の実践報告は説得力あふれるものだった。
小学校での「ウォーキングと裸足の励行」の継続
指導によって効果をあげているという、大久佐政美
氏の発表は長年の取り組みと全校あげての身体活動
を賦活させる環境調整の重要性を認識させるもので
あった。これらの取り組みが効を奏して「土踏まず
の形成」
「長時間歩行しても疲れない」
「歩くことで
全ての基礎体力の向上」
「姿勢のよさ」などに顕著な
効果が見られている。教師の意識変容が最も大事と
実感させられたのが学校改革の校長として手腕を発
揮した、鋤崎澄夫氏の発表だった。学級担任が率先
して運動遊びを行うことが大事であり。教師の影響
が子どもの運動量増強のホシであることが実感でき
た発表であった。校長として赴任当時の、窓ガラス
の破損事故の頻発などは、正しい身体活動が導入さ
れていない弊害がよく伝わってくるものだった。着
任後の氏の「教師自身が最大の教育環境である」と
いう信念と取り組みは、子どもを育む環境としての
トップと教師のあり方を考えさせられた。シンポの
目的であった「現状を踏まえて、未来を考える」点
で意義ある交流であったと思う。

九州スポーツ心理学会会報第 5 号
◆シンポジウム報告
村上貴聡（国立スポーツ科学センター）
去る2 月28 日と 29日にかけて、九州大学国際交流
会館において九州スポーツ心理学会第17回大会が開
催されました。大学院生の頃から毎年参加し、今回
でもう 6 回目になります。最初に発表したのは鹿児
島で行われた第12回大会でした。当時は大学院に入
学した 1 年目で、たいへん緊張していたことが鮮明
に思い出されます。今回の大会では、学会企画シン
ポジウムである「メンタルトレーニングの実践と課
題」においてシンポジストという大役を務めさせて
いただきました。今回のシンポジウムは、司会でも
ある第一福祉大学の岩崎先生が企画し、毎月 1 回行
われているメンタルトレーニング研究会のメンバー
で事例を報告しようというものでした。幸い、フロ
アには大勢の先生方に来ていただき、メンタルト
レーニングの需要の高さを改めて実感しました。私
の発表はといいますと、シンポジストをするのが 3
回目ということで幾分落ち着いて発表できたのでは
と思います。しかし、一人 10 分程度と持ち時間が決
められていたのですが、やはりというかだいぶ時間
がオーバーしてしまいました。いつもながらに発表
することの難しさを痛感します。
約40分の質疑応答では、メンタルトレーニングの
指導内容、成功した点や失敗した点、要請の経緯な
どに関して幅広く議論が行われました。また今後の
課題として、メンタルトレーニングの受付の窓口、
費用の問題といったシステムづくりの必要性が指摘
されました。メンタルトレーニングの発展性を考え
ると、たいへん有意義なシンポジウムであったと考
えています。これを機会に、スポーツメンタルト
レーニング指導士がより一層活用されていくことを
期待しています。多くの参会者により、盛会裏に終
えることができたことに対し、お礼申し上げる次第
です。
◆九州スポーツ心理学会に参加して
渋倉崇行（新潟工科大学）
九州スポーツ心理学会第17回大会が福岡市で開催
されました。私はワークショップ「人間関係トレー
ニングの実践事例」の演者としてお声を掛けていた
だき、今回初めて参加させていただくことになりま
した。この場をお借りして、ワークショップを企画
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して下さいました学会事務局に感謝したいと思いま
す。ワークショップでは、桜美林大学の清水先生よ
りご自身が人間関係トレーニングに関心を持たれた
経緯や大学教育の問題、サイコエデュケーションの
必要性についてお話があり、その後大学生を対象に
して行ったグループワークの効果が報告されました。
ついで、私からはスポーツ活動を素材とした人間関
係トレーニングの内容や実際の進め方に時間を割い
て報告させていただきました。近年にみられる人間
関係能力の低下といった心理社会的問題に「体育・
スポーツ科学はどう貢献できるのか」というのが
ワークショップの関心であったと思います。ワーク
ショップですので実践内容をなるべく具体的に紹介
したいと思いました。そのせいか予定の発表時間を
かなりオーバーしてしまい、司会の杉山先生やフロ
アの先生方には大変ご迷惑をおかけしてしまいまし
た。このようなわけで討論の時間はほとんどなかっ
たのですが、場所を変えての懇親会では多くの先生
方から貴重なご助言をいただけました。今後の実践
活動のヒントや研究の方法、あるいは体育の在り方
などを熱心にお話しいただけたことは私の大きな収
穫です。
九州スポーツ心理学会の評判はかねてより伺って
いましたが、その通り温かく活動的な学会であると
感じました。
今回参加させていただいて驚いたのは、
会場に学部学生や大学院生の姿を多く見ることがで
き、活発に発表・質疑に参加していたということで
す。若手が安心して積極的に研究活動ができる場を
九州スポーツ心理学会は提供しているなと思いまし
た。私も負けてはいられません。九州でもらった刺
激をエネルギーに変えて、雪国で熱く研究活動に励
もうという気になりました。今回の大会参加で沢山
のお土産を頂きました。再度参加させていただきた
い気持ちでいっぱいです。

九州スポーツ心理学会会報第 5 号
◆九州スポーツ心理学会第 17 回大会で発表して
田島誠（川崎医療福祉大学）

ター発表を聴きに行きましたが、もう少しゆっくり
と集中して話を伺いたいと感じました。

今回の第17回大会から初めて九州スポーツ心理学
会に参加し、「プロ競輪選手の心理的競技能力と級
班の関係」を発表させていただきました。九州地区
に所属していない私が学会参加の感想を書いて欲し
いと言われたことの意味として、外部から見た九州
スポーツ心理学会についての感想を書くべきだと思
いましたので、その点を踏まえながら感想を書かせ
ていただきました。
岡山県の大学に所属する私が九州スポーツ心理学
会に参加させていただいた理由の一つは、スポーツ
心理に特化した発表の場を求めてでした。私の所属
する川崎医療福祉大学の健康体育学科では生理学関
係者が多いということもあり、その教員および大学
院生の多くには日本体力医学会の中国・四国地方会
という地域に密着した発表の場があります。しか
し、中国地方にスポーツ心理や運動心理に関連した
発表の場はほとんどありません。そのような現状か
ら九州まで足を伸ばし、実際に参加してみて、九州
にスポーツ心理関係の学会が存在していることを羨
ましく感じ、大学院生などの若手の研究者にとって
は非常に恵まれた環境だと感じました（学会を取り
仕切っている先生方は大変かと思いますが…）。
さて、実際に会場に来て感じたことも少々。まず
大学院生たちの活気・モチベーションの高さに目が
留まりました。先生方よりもむしろ大学院生が中心
となって発表をしている雰囲気が会場中に溢れ、発
表をする方も発表を聞く方も非常に熱心であること
が分かりました。このような環境で発表することは
相互に刺激を受け合い、よりレベルの高い研究へと
進んでいきそうな感じを受け、非常に魅力的に思え
ました。と、ここまで書
いてきて、自分が今の
環境にどれだけ満足し
ていないかを改めて認
識してしまいました。
ただ、ポスターの発
表時間中に他の発表を
あまり聞きに行く時間
がなかったのは残念で
した。途中、少しばかり
自分の発表場所から離
れていくつかのポス

◆発表者報告「ポスター発表」
黒川淳一（岐阜大学大学院）
年末の慌ただしい時期でだんだん仕事への熱の入
れようが薄れてくる頃、九州スポーツ心理学会の案
内を頂きます。これは絶妙なタイミングでして、
「九
州は（おいしいものがいっぱいあって）良いところ
だから、何としてでも演題を作って出張せねば」と
いうよこしまな気持ち半分、再び研究意欲を沸き立
てている小生を笑具して下さると幸いです。
毎年、年度末開催ということもありまして、これ
を機会に新しいテーマやヒントを頂けるというのを
楽しみにしております。特に今年のシンポジウムな
どは、現場の先生方の努力と工夫（それはあたかも
小魚を与えるのに、咬み砕いてカルシウムにして差
し出すかのような丁寧さ）、
熱心さに溢れた発表に圧
倒されました。ややもするとクライアントであるス
ポーツ選手に対し天狗になっていらない一言を言っ
てしまいがちな小生にとっては、もう一度、取り組
みの姿勢を自身に問い直すべき、ひたむきさを見た
ように思います。
するとどうでしょうか。いざ、自分のポスター発
表の番が回ってくると、もっと練った企画を提出す
るべきであったと反省させられることしきりです。
そんな発表にでもお心に留めておいていただける
先生方がお見えになるのは気恥ずかしい反面、大変
嬉しくもありました。ご質問頂いた先生には重鎮の
先生方から、同年輩でこれからのスポーツ心理学会
を担うであろう先生方まで幅広く、しかも身近にお
話を伺うことができたということが何よりも収穫で
あります。新しい年度
に向けて、研究意欲を
創出するための重要
な発火点として小生
の中に位置付けられ
ているのがこの九州
スポーツ心理学会で
す。運営に御尽力頂い
ております諸先生方
にこの場をお借りし
て、厚く御礼申し上げ
る次第です。
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◆発表者報告「学生企画・ポスター発表」
玉置昭平（広島大学大学院）
私は、この度の九州スポーツ心理学会第17回大会
に参加してみて学生企画、ポスター発表とハードス
ケジュールでしたが大変充実した学会だった思いま
す。学生企画においては、メンバーと学会前から
メールで連絡をとりあい、前日も夜遅くまで話し合
いをして一つのモノを作り上げていくことの素晴ら
しさを知ることができました。メンバーみんなが結
束し、一つのチームとしてこの学生企画に臨むこと
ができたのではないかと思います。今回は 夢 が
テーマでしたが、シンポジストの三人それぞれが夢
を持ち、その夢に向かって試行錯誤しているのを見
て私も刺激を受けました。司会を頼まれた時は正直
悩みましたし、司会という大役をうまくこなせたと
は思っていません。しかし、メンバーの助けもあっ
てなんとかこなす事ができたと思います。また、あ
の場に立つ事を経験できただけでも大きな収穫だと
思っています。学生企画に携わることができて良
かったと思いますし、お互いに刺激し合うことので
きるメンバーと出会うきっかけとなった学生企画に
感謝しています。
ポスター発表の方も、色々な方からアドバイスを
頂き感謝しています。私が特に印象に残っている事
として学生からの意見が多かったということです。
学部生の方からも積極的に質問して頂いたので私も
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説明がしやすかったです。
他のシンポジウムにおいても、今回は自分の興味
のあるテーマが多かった事とみんなで参加できるエ
クササイズもあったので非常に楽しかったです。
また、学会の雰囲気が暖かくて非常に居心地が良
かったのを覚えています。懇親会でも、話がしやす
い雰囲気で、学生だけでなく先生とも話ができて楽
しい時間を過ごすことができました。
一人で広島から来て最初は不安でしたが、この学
会に参加して色々な人と出会い、刺激を受けること
ができたと思います。ここで得たものをこれからの
自分の成長に生かしていきたいと思います。是非来
年も参加したいと思います。
◆学会に参加しての感想
石井香織（桜美林大学大学院）
今回の学生企画シンポジウムのテーマは、
「スポー
ツ心理学を学ぶ大学院生の今と将来〜現状と今後の
夢〜」であった。当日は、大会二日目の早朝からの
開催にも関わらず、多くの先生方や学生の皆様に足
を運んでいただいた。
司会は福岡大学大学院の織田憲嗣氏、広島大学大
学院の玉置昭平氏であった。発表者は、福岡大学大
学院の佐々木浩一郎氏による「これから求められる
教師像」、九州大学大学院の馬場亜紗子氏の「子ども
が豊かに育つ環境を作るには」、
そして桜美林大学大
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学院の石井香織による「運動部顧問が児童・生徒に
行う心理的サポートへの支援」の 3 名であった。
各発表者は、自分自身の研究の現状をあらためて
見つめ直す良い機会を得ることができた。また、各
自、
自分の将来をどのように創り上げていくか考え、
その夢や展望と研究との関連性を伝えるよう努めた。
その結果、多くの先生方より、研究への認識の甘さ
を指摘していただき、また、厳しくも温かい貴重な
ご意見や励ましをいただくことができた。
私自身の発表内容は、学部時代から継続して研究
している「スポーツ傷害を負った選手のソーシャル
サポート」をテーマとさせていただいた。そこでは、
部活動内でのスポーツ傷害の現状、学校現場におけ
る安全対策としてのスポーツ傷害への心理的予防策
についての必要性を提言させていただいた。
そして、
今後への展望について、多くの先生方からの貴重な
ご助言をいただくことができた。
今回の学生企画をとおして、事前の準備からシン
ポジウム前日の夜中まで、他大学の院生の皆様と今
だかつて無いほど、研究の話し合いに没頭する機会
を得た。研究情報の交換や各自が推進している研究
に対して相互に真摯に受け止め合い、学生ならでは
の切磋琢磨していける人間関係を築くことができた。
今回の学生企画が、自らの将来を再考する良い機会
となり、ともに悩み苦しんでくれた同志に心より感
謝申し上げたい。今後も、この実りある企画が続い
て行くことを願っている。
最後に、この場をお借りして、学生企画の時間を
提供して下さいました九州スポーツ心理学会関係者
の先生方、サポートしてくださいました皆様方に深
く感謝いたします。
◆発表者報告「ポスター発表」
林 憲子（福岡大学大学院）
平成 16 年 2 月 28・29 日、九州スポーツ心理学会第
17回大会が、九州大学国際交流プラザにて開催され
た。昨年の第 16 回大会も同会場にて開催され、福岡
大学大学院へ進学が決まっていた私は、そのとき初
めて九州スポーツ心理学会に参加した。昨年は、九
州大学が事務局を務めてくださり、そんな中、無知
であった私は、諸先生方や他大学の皆様のシンポジ
ウムや発表に圧倒されるばかりであった。
今年度は、
福岡大学に大会事務局が移転し、私自身、修士課程
1 年であり、さらに事務局の一員として昨年とは全
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く別の立場で今学会に参加した。事務局の一員とし
て学会を迎えることは初めてであり、学会開催に当
たっての準備や、良いものを創り出そうとする先生
方の努力、修士課程 2 年の方々の学生企画への取り
組みを目の当たりにしつつ、右も左も分からない私
は、何も出来ないでいた。そんな中、ポスター発表
という貴重な体験のチャンスをいただいた。九州ス
ポーツ心理学会には、九州以外の地区からの参加者
も多く、他の発表者の方々とは比にもならないよう
な自分の発表内容にもかかわらず、当日は、たくさ
んの意見やアドバイスをいただいた。そしてそれら
により、今後の研究に関する意欲をそそられるとと
もに、課題やきっかけをつかむことが出来た。
また、懇親会では司会を務めさせていただいた。
つたない司会進行であったにもかかわらず、皆様か
らの暖かい拍手をいただくなど、普段では経験でき
ないことも多々経験することが出来た。
これもみな、
事務局である福岡大学の諸先生方のご尽力をはじめ、
今回学会に参加していただいた皆様のおかげである
と心より感謝いたします。
次回大会では、今回の経験を生かし事務局の一員
として少しでも貢献できるよう、努めていきたい。
さらに機会をいただけるならば、今後の活動をより
充実させ、
その結果を発表したいと思う次第である。
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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、九州スポーツ心理学会第 17 回大会に、はるばる東京から参加した桜美林大学の皆様に、自己紹介を含
めて、学会大会参加の感想をお願いしました。
清水 安夫
桜美林大学文学部健康心理学科講師
本年、桜美林大学からは、学部の 2 年生から大学
院生まで合計 12 名で参加させていただいた。今回、
初めて学会に参加する学生も複数おり、気後れして
学問への動機が失せてしまわないか、初めて会う
人々と上手に交流が出来るだろうかなどと心配しな
がらの参加であった。
しかし、いざ大会が始まると、学生たちはイキイ
キと自分の興味のある研究へと自由に動き回り、懇
親会では他大学の院生諸氏と二次会の約束までして
いた。また、私などは近づき難い著名な先生方を相
手に楽しげ杯を傾けている姿に、若さゆえの柔軟さ
と大胆さを感じながらも頼もしく思った次第である。
また、いつもながら九州スポーツ心理学会の参加者
の懐の深さと次世代の若者を育てて行こうとする雰
囲気に感謝している。
本大会もまた、その時勢におけるホットなトピッ
クが大会の骨子に据えられていた。
「運動行動への応
用心理的アプローチ」がテーマであったが、
「構成的
グループ・エンカウンター」の大家である山本銀次
先生の特別講義があるなど、大変感銘を受けながら
拝聴させていただいた。スポーツにおける臨床心理
学の重要性や昨年度のテーマであったチームビル
ディングとの関係性を思い起こしながら、現場への
応用性の高さを意識したプログラム構成に、他学会
との観点の違いを感じた。
私自身、九州大学の杉山佳生先生のコーディネー
トのもと、新潟工科大学の渋倉崇行先生と「人間関
係トレーニングプログラムの実践事例」をテーマに、
ワークショップに参加させていただいた。対人関係
トレーニングにスポーツを応用しようとする新しい
試みに対して、今後の研究への課題をフロアの先生
方からご指摘していただいた。さらなる精進の必要
性を自覚した次第である。
現在、健康心理学科という心理学の複合領域の学
科で教員をしている私にとって、多種多様な興味を
持つ学生への対応が責務である。その点、九州ス
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ポーツ心理学会は、小さいながらも心理学隣接領域
における守備範囲の広さでは群を抜いている。今後
とも、現在のスタイルを残して、幅広く参加者の興
味を満たしてくれることを望む。

宮部 多美子
桜美林大学文学部健康心理学科 3 年
私が九州スポーツ心理学会で得たものは数々の出
会いである。
山本銀次先生がおっしゃった「エンカウンターと
はまさに出会いである」ということばが強く心に
残っている。多くの人々と出会い、様々な考えに触
れられたことは、これから本格的に心理学を勉強し
て行こうとする私にとって、とても貴重な体験で
あった。
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私がこれから始めたい研究のテーマは「健康」で
ある。特に青少年の健康行動・健康教育について研
究を行いたい。近年の健康についての研究は、中高
年者や高齢者などを対象にしたものが多いと感じる。
体力の衰えを感じる年齢になってから健康を意識す
るのではなく、もっと早い段階から、健康について
正しい知識を持ち、よい生活習慣を身につけること
が重要であると考えている。
これから心理学を勉強していく中で、数多くの出
会いが訪れることだろう。出会いはまさに宝である。
その出会いを大切に、自身の研究を発展させていき
たいと思う。
米山 恵美子
桜美林大学文学部健康心理学科 3 年
今回、初めて、九州スポーツ心理学会に参加しま
した。初めて学会に参加した印象は、
「世界が広がっ
た」、
「こういう世界もあるんだ」ということでした。
そして、同時に、これから研究を行い、いつかこの
ような学会で研究発表をしてみたいと思いました。
私は、臨床心理や健康心理系のカウンセリングに
ついて興味がありました。これから、そのような方
面での研究をしようと考えていました。しかし、九
州スポーツ心理学会に参加して、スポーツ心理の分
野にも興味を持ちました。とりわけ、シンポジウム
における女子高生の例に出てきた、
「人は環境によっ
て行動が変わる」という中島先生の言葉が印象に
残っています。
ポスター発表や懇親会では、何もわからない私に
も、皆丁寧に教えて下さいました。九州スポーツ心
理学会は、参加者が皆、温かく、開かれた学会なの
だと感じ、また参加したいと思いました。
このような学会に参加させていただき、有意義な
時間を過ごせたことに感謝いたします。
松尾 一絵
桜美林大学文学部健康心理学科 3 年
今回、初めて九州スポーツ心理学会に参加させて
いただき、とても実りのある二日間を過ごさせてい
ただきました。先生方や様々な大学の院生の方々が
大勢いる環境が、私に良い緊張感を持たせ、何かを
学ぶという意欲を高めてくれました。また、臨床心
理系の先生のお話なども聞くことができ、将来ス
クールカウンセラーを目指している私にとっては、
とても貴重な経験になりました。

特に山本銀次先生のお話の中にあった、カウンセ
リングの定義例
「カウンセリングは人間関係である」
という言葉が深く印象に残っています。このお話を
聞くまで、私はカウンセリングとは医療行為のよう
なものであり、カウンセラーはクライアントの話を
聞いているにもかかわらず、その受け止め方が、
少々機械的であるように感じていたからです。しか
し、山本先生のお話を聞いて、やはりカウンセリン
グの根底にあるべきものは、温かい人間関係の中で
築かれた信頼であるということを、確認することが
出来ました。
来年もぜひ、この学会に参加したいと思います。
そしてその時には、今年よりも発表の内容を理解出
来るように、これから様々な知識を蓄えていこうと
思いました。
中川 直人
桜美林大学文学部健康心理学科 2 年
今回行なわれた九州スポーツ心理学会が、私に
とってはじめての学会参加でした。
まだ知識不足のため、理解に苦労したところもあ
りましたが、少なくとも学会の空気に触れたという
実感はありました。
先生方と学生の間に敷居が無く、
自由に意見を交わし合い、互いの研究を高め合って
いく、学会とはそういうものなのだと今さらながら
思いました。
他の学会に参加したことがないため比較はできま
せんが、清水先生や友人から、この学会では、他大
学の先生方ととても身近に話ができると聞いていま
した。実際、様々な話を聞くことができ、とても貴
重な経験をさせていただきました。
私自身はまだ研究の方針が決まっていないので、
これから研究テーマを探ることになります。
現在は、
これから読む研究論文を理解するために、統計につ
いて少しずつ勉強しています。
そして、今回の学会の発表者のように堂々とはで
きなくとも、どこかの発表会で何らかの研究成果を
発表することを目標としてこれから努力していき
たいと思います。
高木 晶子
桜美林大学文学部健康心理学科 3 年
私が九州スポーツ心理学会で印象に残っているこ
とは、参加している学生の研究に対する意識の高さ
です。
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大学に入学した頃、私はあまり心理学やスポーツ
におけるメンタル面に関心はありませんでした。し
かし、
心理学やスポーツ心理学を学んでいくうちに、
スポーツ場面でのメンタル面の強化やケアの大切さ
に気付き、3 年次でのゼミ論文研究をスポーツ心理
学の領域であるメンタルトレーニングにすることを
決めました。
今回の九州スポーツ心理学会では、学会の前日に
行われた九州大学橋本・杉山研究室の研究会にも参
加させていただき、自分とは違う視点からの見解や
九州大学の学生の方々の研究に対する意識の高さに
大きな衝撃を受けました。
2日間行われた学会
では、先生方や学部
生、大学院生の研究
や実践報告、最前線
での活動報告から、
スポーツ心理学の研
究の多様性を学び、
今後の自分の研究に
大変参考となるもの
となりました。あり
がとうございました。
芹澤 啓美
桜美林大学文学部健康心理学科 3 年
今回、九州スポーツ心理学会に初めて参加しまし
た。たくさんの方々の研究発表を聞き、様々なこと
を吸収するとてもいい機会になりました。
私はこれから高校球児のメンタルトレーニングの
効果などを中心に研究したいと思っています。しか
し、どのように進めていくか具体的にはまだ決めて
いなかったので、シンポジウムⅠの「メンタルト
レーニング実践と課題」はとても興味深く拝聴し、
また、参考にさせていただきたいと思いました。
懇親会では、どの先生も私のような学部生に対し
ても気軽に話して下さり、先生方の優しさ、温かさ
を感じることができました。深く感謝致しておりま
す。
また、研究発表を聞いている中で、初めて聞くよ
うな単語や、わからない言葉も多々あり、自分の知
識の無さを改めて感じる機会でもありました。来年
参加する際には、そのようなことが少しでもなくな
るように、これからがんばって勉強していきたいと
思っております。

岡部 瞳
桜美林大学文学部健康心理学科 4 年
私は、現在、
「運動イメージの明瞭性とイメージト
レーニングの効果の関連性」をテーマに研究をして
います。大学生を対象に運動イメージの明瞭性を測
定し、簡単なスポーツを学習課題としてイメージト
レーニングの効果に影響を及ばすのか否かを検討し
ました。現在は、この研究を卒業論文として再検討
しています。
今年の九州スポーツ心理学会でも、メンタルト
レーニングについての発表がありました。メンタル
トレーニングに関して数多くの検討がなされていま
すが、今だに多くの課題が残されています。今後も、
メンタルトレーニングについて研究を進めていきた
いと考えています。特に、運動イメージの明瞭性な
どの個人差とイメージトレーニングの効果の関連性
を明らかにすることにより、個人のレベルに応じた
実践指導に役立つイメージトレーニングプログラム
を提供したいと考えています。
今回、多くの先生方、院生の方、他大学の方と交
流させていただき、非常に良い刺激を受けました。
私達のゼミにも反映させて行きたいと思っています。
また研究に関することのほかに今後の進路を考える
参考となりました。このような機会に恵まれ、あり
がたく思っています。
松尾 隆継
桜美林大学経営政策学部ビジネスマネージメント学科4年
私は、九州スポーツ心理学会に参加し、いろいろ
な先生方や学生の発表を聞き、多くのことを学ぶこ
とができました。
私は、3 年次のゼミで、「東京都高校男子バレー
ボール選手の競
技意欲とコーチ
ング評価の関連
性 に つ い て 」を
テーマに研究を
行いました。その
結果、競技成績を
高めるためには、
指導者が確固と
した指導理念を
持ち、選手に接し
ていることが高
い競技成績につ
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ながっていることがわかりました。今後、調査に協
力していただいた学校に対するフィードバックの方
法を考えて行きたいと思っております。
今年は、卒業論文のテーマとして、
「動機づけビデ
オを活用した研究」を行いたいと考えております。
来年は、九州スポーツ心理学会で発表することを目
標に研究に勤しみ、将来、教師になるための足掛か
りになるよう頑張りますので、ご指導ご鞭撻のほど
よろしくお願いいたします。
山崎 将幸
桜美林大学文学部健康心理学科卒業
現 九州大学大学院人間環境学府修士課程 1 年
私は、昨年度から学部生として九州スポーツ心理
学会に参加させていただいています。
九州スポーツ心理学会は、学部生が参加可能であ
り、また、様々な先生方と直接お話することができ
る数少ない学会です。多くのテーマや研究者との交
流を通して、勉強させていただく場として大いに活
用させていただきました。このような学会は、学部
生にとっても、また研究する立場の者にとっても、

双方ともに新鮮味のある大切な場であると私は思い
ます。学部生から著名な先生方までの距離をあまり
感じさせない九州スポーツ心理学会には、今後とも
参加させていただきたいと思っております。また、
このようなニュースレターに載せていただけること
を大変嬉しく思っております。
橋本 健
桜美林大学経営政策学部ビジネスマネージメント学科卒業
現 上越教育大学大学院教育学研究科修士課程 1 年
子どもの頃から、サッカーを続けてきたが、試合
になると練習通りの力が出せないという経験を繰り
返して来た。これは、極度の緊張や失敗に対する不
安から来るものだと中学生の頃から気づき始めた。
しかし、この解決策を当時見つける術も無かった。
この謎が解けないまま大学でもサッカーを続けてい
たが、スポーツ心理学という学問に出会うことによ
り衝撃を受けた。緊張や不安からくる『あがり』に
対処する心理的スキルトレーニングがあることを
知ったからである。
今年の 3 月まで、都内の中学校で TA(Teaching
Assistant)をやらせていた
だき、サッカー部の部活指
導の機会を得た。その部員
の半分以上が、緊張や不安
を感じていて、試合で自分
の力が出せないでいるこ
と、さらにそれらの生徒の
ほとんどがメンタルトレー
ニングなどの心理的トレー
ニングを知らなかった。こ
れが教育現場の現状だと
思った。
研究とは、このような生
徒たちのために解決策（問
題解決）のきっかけを与え
られるものであると私は
思っている。わからないで
不安だった気持ちが一気に
明るくなったあの時、あの
衝撃をたくさんの子ども達
に伝えたい。
当時の気持ちを思い出さ
せてくれた今回の学会にと
ても感謝する。
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関連学会参加記
2004 年 3 月に大阪で行われた運動生理学関連の研究会である「身体動作学研究会」に、ゲストとして招か
れた 3 大学院生が、研究会の様子や印象について、報告してくれました。
村上雅彦（九州大学大学院）
平成 16 年 3 月 5 − 6 日の 2 日間、大阪で開催され
た第17回身体動作研究会に参加・発表する機会を与
えて頂きました。この研究会は日本体育大学の石井
喜八研究室の卒業生によって立ち上げられ、主とし
て運動生理学やバイオメカニクスに関連する分野の
研究発表が盛大に行われています。九州大学院博士
後期課程在籍の藤永博先生（和歌山大学）もメン
バーの一人で、藤永先生のご尽力によって今回の参
加・発表が実現しました。
九州大学からは橋本公雄先生と院生 3 名が参加し
ました。畑ちがいの場でたくさんの不安を抱きなが
らの発表でしたが、多くの先生方に興味を持ってい
ただき、さまざまな意見を頂くことができました。
私は、身体活動の長期的な継続化について研究を
行っていますが、以前から心理学的立場からのアプ
ローチだけでは限界があることを感じ、他分野との
コラボレーションしていく必要性を感じていました。
今回の研究会に参加し、他分野の多くの先生方と交
流することができ、また多くの貴重なご意見をいた
だくことができました。このような会に参加する機
会を与えて頂いた藤永先生、温かく受け入れていた
だいた研究会の諸先生方にこの場を借りてお礼申し
上げます。
内田若希（九州大学大学院）
九州大学橋本研究室の博士課程に在籍されている
藤永博先生 (和歌山大学) のお誘いを受け、身体動
作学研究会に参加させて頂きました。私は、従来多
くの研究で、pre-post デザインにおける運動の効果
のみが着目されてきたが、運動プログラムがどのよ
うに自尊感情を向上させるのかを明確
にするためには、その変化のメカニズ
ムを検証する必要があるのではない
か？という立場から話をさせていただ
きました。生理学系の先生方が集まる
研究会ということで、内心ドキドキし
ながら壇上に立ったのを覚えています
(実際にはアットホームな会で、時に

厳しく、時にやさしいコメントを頂けました)。私の
今後の研究に非常に有益なご意見・ご感想を頂くと
ともに、新しい人とのつながりをもてたことをとて
もうれしく思っています。このような機会を提供し
てくださった身体動作学研究会のみなさまに、この
場を借りてお礼申し上げます。ありがとうございま
した。
船橋孝恵（九州大学大学院）
身体動作学研究会に参加して、大きな刺激を受け
ました。まず、生理学系の研究会ということで、質
的アプローチを用いた自分の研究をきちんと伝える
ことができるのか、そして、伝わっているのか、発
表中は常に不安でした。しかし、発表を終えると
様々な質問・意見を頂くことができ、他分野で研究
をしている方々に自分の研究を伝えることの難しさ
とともに、交流を持つことの有意義さを実感しまし
た。また、研究会の方の発表の中には行動科学の理
論を用いて研究を行われているものもあり、そこで
は橋本先生とのディスカッションもみられました。
研究会では"whole body"という言葉が頻繁に聞かれ
ました。生理学だけではなく、また心理学だけでも
なく相互のコラボレーションが必要だと・・・。と
ても温かい研究会で、私達の研究について会が終了
してからも先生方と意見を交換することができ、ま
た新たな人とのつながりを持つことができて、少し
"whole body"に近づけたかなと、嬉しく思っていま
す。最後に、このような会に参加する機会を与えて
くださった藤永先生と、私達を温かく迎えてくだ
さった身体動作学研究会の先生方に、この場をお借
りしてお礼申し上げます。
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2004 年度関連学会大会日程
６月
健康教育学会
会期：2004 年 6 月 3 日（木）〜 5 日（土）
会場：獨協医科大学創立 30 周年記念館（栃木県壬生町）
http://www.onyx.dti.ne.jp/˜health/

International Congress of Behavioral Medicine
会期：2004 年 8 月 25 日（水）〜 28 日（土）
会場：マインツ，ドイツ
http://www.isbm.miami.edu/
日本健康心理学会
会期：2004 年 8 月 31 日（火）〜 9 月 2 日（木）
会場：文化女子大学小平キャンパス
http://www.waseda.ac.jp/conference/JAHP/frame.html

日本リハビリテーション医学会
会期：2004 年 6 月 3 日（木）〜 5 日（土）
会場：京王プラザホテル
http://square.umin.ac.jp/jarm41/

９月
九州体育・スポーツ学会
会期：2004 年 9 月 4 日（土）〜 5 日（日）
会場：九州産業大学

７月
世界行動療法認知療法会議
会期：2004 年 7 月 20 日（火）〜 24 日（土）
会場：神戸国際会議場、神戸商工会議所会館
http://www.congre.co.jp/WCBCT2004/

日本スポーツ教育学会
会期：2004 年 9 月 11 日（土）〜 12 日（日）
会場：北海道教育大学釧路校
http://wwwsoc.nii.ac.jp/jsse/

APA Annual Meeting
会期：2004 年 7 月 28 日（水）〜 8 月 1 日（日）
会場：ホノルル，アメリカ
http://www.apa.org/

日本ゴルフ学会
会期：2004 年 9 月 11 日（土）〜 13 日（月）
会場：中京大学八事キャンパス，三好 CC

日本ストレスマネジメント学会
会期：2004 年 7 月 31 日（土）〜 8 月 1 日（日）
会場：早稲田大学国際会議場
http://jassma.org/
８月
アジア障害者体育・スポーツ学会
会期：2004 年 8 月 1 日（日）〜 3 日（火）
会場：バリ，インドネシア
http://home.hiroshima-u.ac.jp/asape/indexj.html
2004 Pre-Olympic Congress
会期：2004 年 8 月 6 日（金）〜 11 日（木）
会場：アリストテレス大学，ギリシア
URL：http://www.preolympic2004.com/

日本心理学会
会期：2004 年 9 月 12 日（日）〜 14 日（火）
会場：関西大学千里山キャンパス
http://wwwsoc.nii.ac.jp/jpa/
日本スポーツ精神医学会
会期：2004 年 9 月 18 日（土）
会場：早稲田大学本部キャンパス
http://www.f.waseda.jp/sunao/jasp/

International Congress of Psychology
会期：2004 年 8 月 8 日（日）〜 13 日（金）
会場：北京，中国
http://www.icp2004.org/
International Society for Health Psychology Research
会期：2004 年 8 月 14 日（土）〜 15 日（日）
会場：ソウル，韓国
Asian Congress of Health Psychology
会期：2004 年 8 月 16 日（月）〜 18 日（水）
会場：ソウル，韓国
http://www.asfhp.org/
日本学校メンタルヘルス学会
会期：2004 年 8 月 21 日（土）〜 22 日（日）
会場：桜美林大学町田キャンパス
http://www.aez.jp/˜jasmh/
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９月（続き）
日本体育学会
会期：2004 年 9 月 24 日（金）〜 26 日（日）
会場：信州大学（松本市）
http://wwwsoc.nii.ac.jp/jspe3/
AAASP Annual Conference
会期：2004 年 9 月 29 日（水）〜 10 月 2 日（土）
会場：ミネアポリス，アメリカ
http://www.aaasponline.org/index.php
１０月
日本教育心理学会
会期：2004 年 10 月 9 日（土）〜 11 日（月）
会場：富山大学
http://wwwsoc.nii.ac.jp/jaep/
日本臨床スポーツ医学会
会期：2004 年 10 月 30 日（土）〜 31 日（日）
会場：大阪国際会議場
http://www.rinspo15.umin.jp/
１１月
日本学校保健学会
会期：2004 年 11 月 12 日（金）〜 14 日（日）
会場：朱鷺メッセ（新潟市）
http://wwwsoc.nii.ac.jp/jash/
日本ストレス学会
会期：2004 年 11 月 25 日（木）〜 26 日（金）
会場：横浜市開港記念会館
http://www.tokyo-med.ac.jp/ph/jass/index.bak
医療体育研究会／アジア障害者体育・スポーツ学会
日本部会合同大会
会期：2004 年 11 月 27 日（土）〜 28 日（日）
会場：北海道教育大学岩見沢校
http://www.iwa.hokkyodai.ac.jp/˜hds/goudo/
index.htm

日本行動医学会
会期：2004 年 12 月 6 日（土）〜 7 日（日）
会場：東京医科大学病院
http://www.jsbm.jpn.org/jsbm10x.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）
（予定）
会場：宮崎市（予定）
http://splab.spo.fukuoka-u.ac.jp/society/
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
２００５年度以降
World Congress of Sport Psychology
会期：2005 年 8 月 14 日（日）〜 19 日（金）
会場：シドニー，オーストラリア
http://www.issponline.org/
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/

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://www.ichpersd.org/
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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 16 年 2 月 28 〜 29 日には、福岡市で第 17 回
大会が開催されました。
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
４．電話番号（勤務先・自宅）
６．E-mail

連絡先

３．連絡先（勤務先・自宅）
５．FAX 番号（勤務先・自宅）

〒 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
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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 5 号をお届けいたします。今回は、第 17 回大会の特集が中心となっています。
学会や研究会も、年々、増加しています。本会報 14 〜 15 ページには、2004 年度に予定
されているスポーツ、健康、心理、体育に関連した学会大会の一覧を掲載しましたが、そ
れぞれ、さまざまな目的を持って開催されているようです。このような中で、九州スポー
ツ心理学会も、その自らの位置づけを模索しているところです。これまでにも、
「実践現
場との結びつきの重視」、
「アジア・海外との連携」、
「日本スポーツ心理学会の春期大会」
など、さまざまなアイデンティティが提案されてきました。いずれの方向に進むにしろ、
若い研究者が活躍でき、成長してゆける、創造性豊かな学会へ発展させたいと考えていま
す。ご支援、ご協力のほど、よろしくお願いいたします。
次号は、秋頃に発行を予定していますが、皆様の研究活動（関連学会参加記や留学記な
ども含みます）を紹介できればと考えております。投稿していただけるという方がいらっ
しゃいましたら、是非とも、編集事務局（sugiyama@ihs.kyushu-u.ac.jp）まで、ご一報
下さい。非会員の方々のご投稿も、歓迎いたします。
（Y.S.）
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