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特集　第18回大会報告

第18回大会を終えて

　九州スポーツ心理学会理事

　秦泉寺　尚　（宮崎大学）

　宮崎の3月には珍しい風雪注意報発令の中、多くの会員の皆様にご来県いただき、盛大且、

成功裡に終了することができましたことに対しまして、先ずお礼申し上げます。

　昨年の総会にて開催をお引き受けしましたものの、スタッフは私一人、そして福岡以外の

開催は3回目で不都合があってはいけないというプレッシャー、宮崎らしい大会をという焦

りなどで空回りばかりでした。しかし、結果的には福岡大学学会事務局の皆様にほとんどの

仕事をしていただきました。特に若手の先生方、院生の皆さんの献身的なご努力には敬意を

表したいと思います。

　さて学会ですが、財政面では財団法人宮崎コンベンション協会の援助を得る幸運に恵まれ

ました。このことによって、利便性の高いホテルでの開催が可能となりました。また本県出

身で現在、オリンピックコーチ．水泳選手として活躍中の中京大学所属の久世コーチと松田

選手を招聘することができました。そして今学会のもう一つの特徴として、佐藤正二教授に

よる特別講義、久世・松田氏によるシンポジウム、岩崎・兄井・内田の各先生方によるメン

タルトレーニング、以上の3題を公開講座としたことです。地元の宮崎日日新聞社、ＮＨＫ、

宮崎県教育委員会、宮崎市体育協会に広報と報道をお願いしたところ、28名の参加者を得

ました。驚くほどの数字ではありませんが、本学会が設立当初より目指してきた現場との融

合、そしてスポーツ心理学の成果の現場への還元という目標に沿った学会になったのではな

いかと考えています。

　このような準備を背景に開催されたわけですが、2日間のプログラムは充実したものでし

た。佐藤先生の特別講演は、今日多発する児童・生徒の問題行動予防のためには社会的スキ

ルトレーニング（ＳＳＴ）による早期介入が必要であり有効であること、そして社会的スキ

ル教育としてのスポーツ活動の有効性など、トレーニング内容やスキル指導の流れ、指導上

の注意点や成果に関する研究データ等を提示されながらの講義でした。また上述のシンポジ

ウムのほかに森司朗先生による幼児指導に関するワークショップ、星野公夫先生による動作

法に関する特別講演と実技指導、院生による学生企画、ポスター発表18題等など、いずれ

も好評でした。

　こうした学究的活動に加えて懇親会もまた印象的でした。50名の出席者全員が各県単位

に自己紹介し、地元の芋焼酎の力も手伝って、終始和やかなうちに親睦を深め、相互の距離

がまた一段と近くなった一夜でした。

　本大会への参加総数は90名で過去最高ということでした。当初は大変だと思うばかりで

乗り気ではありませんでしたが、こうした成果を見ることができた今は、開催させていただ

きましたことを光栄に思います。そして山本先生をはじめ理事の皆様と学会事務局の皆様の

ご指導、宮崎県の関係各位のご協力に心より感謝申し上げます。
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大会プログラム（第1日）

特別講義　学校現場での社会的スキル訓練　

　　司会：秦泉寺尚（宮崎大学）

　　講師：佐藤正二（宮崎大学）

現場に聞く（公開講座）　アテネオリンピックと精神力

　　司会：橋本公雄 （九州大学）

　　講師：久世由美子（東海SCコーチ）

　　　　　松田丈志 （中京大学：アテネオリンピック水泳400M自由形ファイナリスト）

ワークショップ　幼児の運動指導のあり方

　　司会：山口幸生（福岡大学）

　　講師：森　司朗（鹿屋体育大学）

シンポジウム（公開講座）　スポーツ選手の「メンタルな動きづくり」の指導法

　　司会：徳永幹雄（第一福祉大学）

　　「よい緊張感」をつくる動きの指導法 岩崎健一（第一福祉大学）　　

　　作戦能力を高める動きの指導法 兄井　彰（福岡教育大学）　　

　　集中力を高める動きの指導法 内田若希（九州大学大学院）　
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大会プログラム（第2日）

学生企画　競技力向上において大学院生が現場で行っている活動の紹介

　　　　　　−対象や目的に応じたアプローチの提案−

　　司会：村上雅彦 （九州大学大学院）

　　メンタルトレーニング導入時のアセスメント 粉川朋子（東海大学大学院）　　

　　個人競技スポーツの一過性覚醒水準向上を目指したメンタルトレーニング

　　　　−大学バドミントン選手を対象として− 山崎将幸（九州大学大学院）　

　　チームスポーツにおけるチームワーク向上を目的としたメンタルトレーニング

　　　　−大学野球チームを対象として− 織田憲嗣（福岡大学大学院）　　

特別講演　スポーツ選手に対する動作法の適用の意義

　　司会：山本勝昭（福岡大学）

　　講師：星野公夫（沖縄国際大学）

ポスター発表

　　1.ジュニアトライアスリートの大会参加要因 山中良晃（福岡大学）

　　2.飛騨御嶽高原高所トレーニング合宿におけるPOMSの使用経験

　　−3年間にわたる調査の集計− 黒川淳一（岐阜大学大学院）

　　3.スペシャルオリンピックス・アスリートのファミリーにおける

　　　　運動習慣とメンタルヘルスとの関連 荒井弘和（大阪工業大学）

　　4.下肢切断者の競技スポーツ参加による心理的変容 船橋孝恵（九州大学大学院）

　　5.メンタルトレーニング指導における指導者の変容 西貝雅裕（太成学院大学高等学校）

　　6.知覚運動学習前の教示量と学習効果 山内正毅（長崎大学）

　　7.「判断を伴うパス練習」は効果的か？ 拝崎拓郎（長崎大学大学院）

　　8.相互独立性-相互協調性自己観の相互作用と競技スポーツの関係 織田憲嗣（福岡大学大学院）

　　9.体育系大学における運動部活動の継続が自己概念に及ぼす影響 林　憲子（福岡大学大学院）

　　10.スポーツキャリアパターンに関する研究

　　−その継続規定要因について− 中藤圭祐（福岡大学＊）

　　11.心地よい走運動中に用いる認知的方略の違いが感情に与える影響 信國満徳（御船町立御船小学校）

　　12. Kasariの身体活動指標修正版の信頼性と妥当性 橋本公雄（九州大学）

　　13.スポーツ障害発生予防とセルフケアの関連性

　　−性差と種目差の検討− 石井香織（桜美林大学大学院）

　　14.マッサージにおけるリラクセーション尺度開発 尼崎光洋（桜美林大学＊）

　　15.糖尿病教室の継続率向上を意図した通信サポートの有効性 山津幸司（九州大学大学院）

　　16.組織キャンプ体験による社会的スキル変容の因果モデル 西田順一（福岡大学）

　　17.MAATを用いた学習動機の変化について

　　−T小学校の1982年と 2004年の児童の比較− 松田由香（福岡大学大学院）

　　18.児童の継続的早朝急歩実践と学習意欲の関連について 山下　悠（福岡大学大学院）

所属は発表当時

    　　　　　 ＊印は学部生
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発表者・参加者の感想

◆九州スポーツ心理学会第18回大会へ参加して

入部勝治（八女市立見崎中学校）

　日頃の学習指導の中で、「どうすれば生徒達の学習

意欲を向上させることができるか。」といった悩みを

持ち、この悩み解決の一助になるならばという思い

を抱きつつ、宮崎で開催された第18回大会へ参加し

ました。

　ワークショップにおいて鹿屋体育大学の森司朗先

生による「幼児の運動指導のあり方」に参加し、実

践報告を聞いているうちに、今現在抱えている中学

生に対する指導課題のキーワードをいくつか見つけ

ることができました。

◆九州スポーツ心理学会に参加して

前田直樹（九州保健福祉大学）

　このたび、8年ぶりに九州スポーツ心理学会に参

加した。私が鹿屋体育大学の院生として参加した第

10回大会に比べると、九州圏外の学生の参加がさら

に積極的になり、全体的な研究の質も向上している

と感じた。様々な学会の中において、九州スポーツ

心理学会は決して大規模な学会ではないが、この学

会ほど若手研究者や学生が積極的に参加・発表し、

経験豊富な先生方の指導を直接受けられる学会はな

いと思う。このような、学会のスタイルが研究の質

を高めていき、また優秀な若手研究者を育成してい

くのだとあらためて実感することができた。

　学会の内容に関して言えば、最近のスポーツ心理

学の研究は、従来の量的、実験的な研究から、ケー

ススタディなどの質的な研究がかなり取り入れられ

ているという印象を受けた。特にメンタルトレーニ

ングにおいては、従来の集団で画一的に行うスタイ

ルよりも、個々のニーズに合わせたトレーニングプ

ログラムが以前にも増して取り入れられるように

なってきている。

　さらに、特別講演・特別講義におけるテーマが宮

崎大学の佐藤先生の社会的スキルや沖縄国際大学の

星野先生の動作法といった心理療法の技法であるこ

とからもわかるように、今後のスポーツ心理学の研

究において、このような臨床心理学的視点や心理療

法の技法が取り入れられていくことが予測される。

　現在私は臨床心理学の分野を中心に研究をしてお

り、今回の学会で発表されたような事例的研究は臨

床心理学的な研究との共通点も多く、今後の研究に

非常に参考となった。大会参加前は、自分の現在の

研究テーマが、かつて研究していたスポーツ心理学

のテーマとはかけ離れてしまい、最近のスポーツ心

理学のテーマに興味深く参加できるかどうか不安を

抱えていた。

　しかし、実際に参加して、幅広い心理学の領域を

分けて捉えることにあまり意味がないことがわかっ

た。スポーツ心理学も臨床心理学も共に心理学の応

用部門であり、それぞれの利用できる部分を共有し

あって、より質の高い研究をすることが必要になる

であろう。今後、私も臨床心理学的視点をスポーツ

心理学に取り入れながら、再びスポーツの心理学の

研究も進めていこうと考えている。
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　その中のひとつとして、幼児期での遊び経験が少

ないという報告です。今日の様々な社会環境変化の

ために、幼児期おいて主体的・能動的に行動する遊

びが容易にできなくなっています。具体的には、「○

○ごっこ遊び」などといった、仲間と一緒に自ら

ルールを考え作り、そして遊ぶことが少なくなって

います。このような幼児期の遊びの経験不足は、「自

らやろうとする力（学習意欲）」が低下し、さらには

「運動能力」の低下も招いているということです。こ

の事は、私が今、受け持っている中学生達にも言え

るようです。事実として、生徒達同士でいろいろ身

体を使って遊ぶといった光景はあまり見ません。

　中学校保健体育の学習評価は、運動に関する「関

心・意欲・態度」「思考・判断」「技能」「知識・理解」

といった４つの観点から成り立っています。このう

ちの「関心・意欲・態度」が、前述しました「自ら

やろうとする力」と大きく関連していると思います。

この点が私自身の学習指導における大きな課題であ

ると考えていました。

　これまでの学習指導の中で、「やる気を持って授業

に臨むように。」と生徒達に言ってきましたが、実際

は生徒の学習意欲がなかなか高まらず、学習効果が

上がらないといった状況があり、指導者としてこの

ジレンマの中で学習を進めてきたことも事実です。

振り返って考えてみるならば、このような点（幼児

期での遊び）を等閑にしたまま一方的に言ってきた

だけだったように思います。このことを理解したか

らといって、生徒達すべてが意欲を持って学習に参

加すると思っていませんが、少なくとも生徒達の幼

児期の遊び経験を探っていくことで、学習意欲向上

のひとつの手がかりになるのではないかと考えてい

ます。この大会でワークショップに参加したことは、

私自身の溜飲を少し下げてくれた思いでした。

◆学会に参加しての感想

粉川朋子（東海大学大学院（参加当時））

　かねてよりアットホームな雰囲気の学会であると

伺っていた九州スポーツ心理学会に、初めて今年参

加させていただきました。当初は発表をする予定は

ございませんでしたが、有難いことに福岡大学の院

生の皆様から学生企画シンポジウムで発表してみな

いか、とのお誘いをいただきました。これは私に

とってまたとない機会でありました。「この私が務ま

るのか！？」という不安はあったものの、思い切っ

て挑戦してみることに

しました。案の定、準

備の段階から大変苦戦

しました。どのような

メッセージをどのよう

なコンテンツで伝える

かということがいかに

難しいかを、シンポジ

ストという立場にたっ

て改めて痛感した次第

でした。このような私

に、経験豊富な学生企

画委員の方々から貴重

なご意見・ご助言をい

ただきながら、私の発表資料も稚拙ながらも何とか

できあがり発表当日を迎えることができました。発

表については質疑応答の際のしどろもどろな言動な

ど反省する点は多々ございましたが、大変貴重な経

験をさせていただきました。また、この学会に参加

させていただいた意義は、学生企画シンポジウムで

の発表を経験したことのみに限りません。大会期間

中に開催されました懇親会の席におきましては、

酔っ払い気味であられもない自己紹介をしてしまい

ましたが、お食事をしながらの先生方や学生の方々

との語らいはとても楽しゅうございました。この学

会を通してたくさんの出会いがあったことに感謝い

たします。また、この学会に参加した他大学の学部・

院生の方々が意欲的に研究発表をされている姿には

大変刺激を受けました。私の勉学への努力不足を痛

感するばかりでした。

　最後になりましたが、学生企画シンポジウムでの

発表の機会をくださった福岡大学大学院の皆様に深

く御礼申し上げます。
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◆発表・参加報告

尼崎光洋（桜美林大学大学院）

　2005年 3月 5日〜6日の2日間、九州スポーツ心

理学会第18回大会に初めて参加しました。初日に開

催されたプログラムの中で特に興味を持ったのは、

公開講座「現場に聞く−アテネオリンピックと精神

力」でした。講師を務められた久世由美子コーチに

は、自己効力感を高める指導法について熱く語って

下さいました。私も競泳を行っているので、久世

コーチの松田選手に呼びかける「あんたならやれる」

という言葉が特に印象的でした。公開講座中に地震

が起こるアクシデントがありましたが、司会の九州

大学の橋本先生の「地震があって自信が上がる」と

いうユーモアある言葉で会場の雰囲気を和らげて下

さり、とても温かみのある学会という印象を受けま

した。

　二日目の学生企画では、私の先輩である山崎将幸

さん（九州大学

大学院）がシン

ポジストとして

活躍している姿

に憧れ、自分も

先輩のように頑

張りたいと思い

ました。また、

今回の学会のメ

インイベントで

あるポスター発

表は、私にとっ

て研究発表のデ

ビュー戦でし

た。テーマは

「マッサージに

◆九州スポーツ心理学会参加報告

拝崎拓郎（学校法人国際総合学園　

JAPANサッカーカレッジ）

　去る3月5〜6日、九州スポーツ心理学会第18回

大会に参加させていただきました。

　私にとって、「九州スポーツ心理学会」への参加

は、今回が初めての経験となりました。そして、大

学院生として最後の学会参加が、地元九州スポーツ

心理学会であったことを非常に喜ばしく、光栄に感

じております。また、大会が開かれた宮崎県は、学

部生時代にサッカーの試合や遠征で数回訪れた経験

はありましたが、今回の学会参加を通してゆっくり

と訪れることができ、二重の喜びを感じさせていた

だきました。誠にありがとうございます。

　さて、大会の内容についてですが、初日の「特別

講演」から始まり、「ワークショップ」「シンポジウ

ム」「学生企画」「ポスター発表」と、2日間という限

られた時間の中で、たくさんの内容が満載されてお

り、本当に充実した大会であったと感じました。特

に、今日、スポーツ・運動における「研究の場と現

場との橋渡し（Bridge the Gap）」をどのように解

決していくかが問われている中、今回の大会では、

学校や医療の現場、オリンピックなどの多岐に及ぶ

世界から、超一流の先生方を招いて、実際に行って

いる活動や数々の実践を紹介していただき、研究の

場と現場との歩み寄りのヒントを数多く学ぶことが

できたと感じました。この経験は、今後の私にとっ

て、とてつもなく大きな財産となりました。また私

は、今回の大会

では、ポスター

発表を行わせ

ていただきま

した。私のよう

な知識も経験

も浅い一学生

のポスター発

表に、著名な諸

先生方が足を

止めて見てく

ださり、数々の

有益なご助言

とご指導を賜

りました。私の

興味・関心の赴

くままに進めただけの今回の研究が、現場や研究の

場でご活躍されている諸先生方との様々なコミュニ

ケーションを図る「きっかけ」として位置づいたこ

とは、今回の発表の最大の成果だと強く感じており

ます。

　最後に、私がこのような感想を抱き、充実した2日

間を過ごせたのは、今回の九州スポーツ心理学会を

盛大に開催して下さった関係各位の皆様方のご尽力

の賜物であると心から感謝申し上げます。　　

　本当にありがとうございました。
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そして、松田選手も久世コーチのことを信頼して

日々大変な努力をされていることも知った。コーチ

と選手の深い信頼関係と並ならぬ努力によってアテ

ネオリンピックという舞台にまで導いたといっても

過言ではないだろう。今回は、現場の貴重なお話を

間近で聞くことができ、大変勉強になった。

　昨年から福岡大学が事務局となっているが、私自

身、今年は昨年と違い事務局の正式スタッフとして、

学会前の準備から携わったことで、学会を運営して

いくことの大変さや一つのものを作り上げるには、

多くの方の協力や努力が必要不可欠であることをこ

の学会で学んだ。今回の学会では公開講座を設けた

こともあり、九州スポーツ心理学会参加者が過去最

高になったことは、事務局のスタッフとしてもうれ

しいものであった。

　今年は大学院2年になるということで修士論文を

少しずつ形にしていかなければいけない時期になっ

ている。この学会で学んだことを十分に生かして今

後の研究につなげていきたい。

◆発表者報告

松田由香(福岡大学大学院)

　平成17年3月5〜6日に九州スポーツ心理学会第

18回大会がホテルプラザ宮崎で開催された。昨年の

学部生からの参加により、今回で2回目の学会参加

になる。そして私は今回で2度目のポスター発表を

させていただいたが、今回は前回以上に学校現場の

先生方からの大変貴重なご意見をいただいた。自ら

の考えの未熟さを再認識したとともに、今後の研究

課題を見出す良い機会となった。

　公開講座では「アテネオリンピックと精神力」と

いうことで久世由美子コーチと松田丈志選手の講演

は印象深いものであった。久世コーチは、松田選手

が泳ぎに行き詰まった時には「あなたならできる」

と励まし、時には厳しく時には優しく接しているこ

とを知った。深い愛情を持ち、松田選手のことを信

じてご指導されていることに大変感動した。久世

コーチは御自身のご家庭があるにもかかわらず、松

田選手と共に暮らしている。それができるのはやは

り松田選手のこと深く信じているからであるだろう。

おけるリラクセーション尺度の開発」で、マッサー

ジの術後に短時間で容易にリラクセーション効果を

測定できる尺度を開発するという研究です。十分に

準備をして自信を持って発表に臨んだつもりでした

が、ご指導しに来て下さった先生方の質問に答える

のも精一杯でした。ようやく辺りを見回す余裕が出

てきたと思った頃には、1時間の発表時間が終了し

ていました。不安と緊張が入り混じる初戦の結果は、

思い通りに行きませんでした。このような発表でし

たが、諸先生方から貴重なご意見を頂き、自分の研

究に更なる広がりを見出すことが出来ました。そし

て、今まで以上に研究意欲が沸き起こりました。ま

た、短い発表時間の中で自分の研究内容を的確に伝

えられなかったことを反省点とし、プレゼン能力を

身に付けることが今後の課題となりました。

　4月からは大学院生として研究に励み、来年も九

州スポーツ心理学会で研究発表を行いたいと思いま

す。

　末筆ながら、この度、初めての学会ポスター発表

を九州スポーツ心理学会第18回大会にて発表できた

ことを光栄に思うと同時に、学部生でありながらこ

のように恵まれた機会を提供して下さった事務局の

諸先生方に心よりお礼申し上げます。
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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、

主に福岡で活動している「メンタルトレーング研究会」を紹介いたします。

１．目的

　丁度2000年に日本スポーツ心理学会がスポーツメ

ンタルトレーニング指導士の認定制度を開始して、5

年目を迎えようとしています。2004年度までに指導

士が37名、指導士補が50名、合計87名が認定され

ています。全国の各地でそれぞれの活動をしている

ものと思います。しかし、学会が認定したといって

も、それはある条件を満たしているだけで、スペ

シャリストというわけではありません。当然ながら、

現在の能力を向上させ、新たな知識や実践力を身に

つけることが必要です。本研究会は、そのような目

的のためにスタートしました。つまり、スポーツメ

ンタルトレーニング指導士としての資質を高めると

いうことになります。

２．実施内容

　回数は毎月1回、時間は17時以降から約2時間、

場所は第一福祉大学(太宰府市)。内容は個人の近況

報告、メントレの情報提供、実践例の紹介、実践計

画への意見交換、文献紹介などです。

３．活動内容

　九州体育・スポーツ学会のプレセミナーの開催、

九州スポーツ心理学会のシンポジウムの企画、県の

競技力向上や競技団体、高体連などからの要望に応

えて、講演・講義・実践指導などを担当しています。

４．メンバーの紹介

　最初は指導士の資格者だけで実施していました。

しかし、少人数でもあり、活気に乏しいこともあり、

現在は将来、指導士（補）の資格取得を希望する大

学院生、さらに、推薦者がいる学部学生まで対象を

広げています。以下は自己紹介文です。

１）岩崎　健一（第一福祉大学）

　スポーツメンタルトレーニング指導士。熊本市の

自宅にメンタルトレーニング実験室を設置し、主に

熊本県のスポーツ選手に対して心理的サポートを実

施しています。69歳。

２）徳永　幹雄（第一福祉大学）

　スポーツメンタルトレーニング指導士。現在は直

接、サポートすることはありませんが、講演会や講

義、各種委員会などでメンタルトレーニングの普及

に努めています。66歳。

３）磯貝　浩久（九州工業大学）

　スポーツメンタルトレーニング指導士（補）。目標

設定、イメージトレーニング、リラクセーションな

どのメントレ指導を大学野球選手に対して行ってい

ます。今後は、メンタルトレーニングと併用してス

ポーツビジョンのトレーニング指導を行う予定です。

４）下園　博信（九州工業大学大学院博士課程）

　スポーツメンタルトレーニング指導士（補）。最

近、色々な分野の方から「スポーツのメンタルト

レーニング」って何？　どんなことをしてるの？　

などと聞かれることが多いです（私だけ？）。また、

スポーツに携わる方々からも幅広いリクエストをい

ただき、「メンタル的な指導について説明して」など

とお声をかけていただいております。このような事

が増えていく事が我々にとっては重要な事だと思う

のですが、それだからこそ日々の研鑽や情報収集を

怠らないようにしたいものだと・・・そんなことを

考えている今日、この頃でした・・・（コカ・コーラ

ウエストジャパンラグビー部のテクニカルディレク

ター）。

メンタルトレーニング研究会



九州スポーツ心理学会会報第7号

-10-

５）織田　憲嗣　（福岡大学大学院博士課程）

　現在、チームスポーツにおける集団凝集性と個人

要因の関係に関する研究を行っており、本研究会で

の指導のもと、現場での実践を踏まえ、チームワー

ク向上のためのメンタルトレーニングに重点をおい

て活動しています。

６）内田　若希（九州大学大学院博士課程）

　スポーツメンタルトレーニング指導士（補）。普段

は健康・運動心理学の立場から、身体障害者の自己

知覚に関する研究を行っています。現在、車椅子競

技選手数名のメントレを担当しており、まだまだ経

験不足ではありますが、選手と共に成長できればと

思っています。

７）船橋　孝恵（九州大学大学院博士課程）

　メンタルトレーニングについてこの研究会で勉強

中です。今年は先生方に助言を頂きながら 障害を持

つ人を対象に、メンタルトレーニングを実践してい

きたいと思っています。

８）山崎　将幸(九州大学大学院修士課程)

　Dowrickの定義したSelf-modeling理論を用いて一

過性の覚醒水準向上を目指したメンタルトレーニン

グをバドミントン選手に焦点をあてて研究を行って

います。

９）熊崎　絵里(第一福祉大学3年生)

　心理学科でもありスポーツが大好きで、スポーツ

心理学に興味を持ちました。まだまだ勉強不足なの

で、研究会に参加しながらこれからさらに頑張って

学んでいくつもりです。

　以上のほかに、渡邊 修、兄井 彰、今村 律子、

秦泉寺 尚、村上 貴聡、平木 貴子の皆さんもメン

バーです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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執筆論文紹介

　執筆論文紹介では、最近の学術雑誌等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、論文が体育学研究に掲載される荒井弘和

先生（大阪工業大学）と、Human Performance Measurementに掲載された村上貴聡先生（東京理科大学）の

お二人方にお願いいたしました。

　今回、掲載されることが決定した2本の論文は、教

育実践を扱っている。私自身、本論文を執筆するに

あたって、教育実践研究を論文化することの意義を

再認識した。本稿では、教育実践を論文化する際に、

私が考えたことを以下に記述したい。

　私は現在、大学に教員として勤務している。大学

教員の仕事は、教育と研究である。教育を行う必然

性はわかりやすい。大学は学校であり、学校が担う

べき第一の役割は教育だからである。ではなぜ、私

たちは研究をするのか？　その理由として、1）教員

が研究業績を上げることで、文部科学省や格付け機

関によるその大学の評価が高まる、2）関連領域の研

究者や一般市民に対して、大学名の宣伝になる、3）

研究成果を教育に還元して、より上質の教育を提供

できる（教員の質の向上につながる）、などの理由が

考えられる。ただし、研究を行うには多くのコスト

も存在する。多くの場合、教育はもちろん、それ以

外の業務（入試関連業務、高校訪問、クラブ指導な

ど）を犠牲にして研究を行うことは認められない。

そのため、教員

が研究に執心す

ることに対して、

大学側が否定的

になることも珍

しくない。その

中で、教育実践

研究は、上記の

理由をすべて満

たしているだけ

でなく、それぞ

れの理由との距

離が近い。その

ため、私たちは、

教育実践研究を

行う意義を大学内外に示しやすい。

　体育・健康科学者が行う授業実践は、意識をする

しないにかかわらず、知識の伝達以上の価値を持っ

ている。その価値とは、受講生自身に与える影響で

ある。体育・健康関連の授業をとおして、受講生は

自らの生活習慣を改善する機会を得ており、われわ

れはそのことを強調すべきである。授業評価を「大

学側の教員に対する評価」と考えるだけでは不十分

である。

　もちろん、体育・健康科学者が行う実践は教育だ

けではない。スポーツメンタルトレーニング、受傷

アスリートに対するリハビリテーション、健康を目

的とした運動教室など、多くの実践が行われている。

実践を広義にとらえた場合、それを全く経験してい

ない研究者は皆無であろう。多くの困難を克服しな

がら実践を遂行した後には、投稿論文執筆という

ゴールが私たちを待っている。多くの実践研究者が、

そのゴールまで完走することを期待するとともに、

完走し続ける私自身でありたい。

謝辞: 本論文を執筆するにあたって協力していただ

　いた共同研究者の皆様、ならびにご審査いただい

　た匿名の審査員の先生方に深く感謝申し上げます。

荒井弘和・木内敦詞・中村友浩・浦井良太郎（2005）

　行動変容技法を取り入れた体育授業が男子大学生

　の身体活動量と運動セルフ・エフィカシーにもた

　らす効果　体育学研究，50, 459-466.（研究資料）

荒井弘和・中村友浩（2005） 障害のある学生または

　傷害を負っている学生に対する大学体育授業の効

　果　体育学研究，50, 449-458.（事例報告）

URL

http://wwwsoc.nii.ac.jp/jspe3/

教育実践論文を執筆する際に考えたこと

荒井弘和（大阪工業大学知的財産学部）
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　私の近況報告も含めてご報告させていただきます。

この3月にこれまで勤めていた国立スポーツ科学セ

ンター（JISS）を退職し、4月から東京理科大学の

専任講師として赴任しました。みなさんご存知ない

方もおられるかと思いますが、東京理科大学は理系

の総合大学で、来年創立125年を迎える非常に歴史

のある大学です。キャンパスは新宿、野田（千葉県）、

久喜（埼玉県）、長万部（北海道）の4ヶ所あり、私

は新宿キャンパスの所属ですが、大学のある神楽坂

地区周辺はとても趣のある街で春は桜がとてもきれ

いですよ！　大学では主に体育理論および実習を担

当し、また定期的に週1回はJISSの方で引き続き選

手の心理サポートも行っています。

　さて、近況報告はこれぐらいにして、本題に入り

ましょう。今回“Human Performance Measurement

2004 vol.1”に“The relationship between health-

related life skills and sport experience for

adolescents”が掲載されました。この論文は、健康

生活スキルの定義を明らかにし、運動・スポーツ活

動を行っている青少年が健康生活スキルをどの程度

獲得しているのかを検討したものです。健康行動を

目的としたライフスキルの育成といった健康教育へ

の期待が高まっていますが、運動・スポーツ活動は

このライフスキルの育成を促進する要因として特に

近況報告＆論文投稿記

村上貴聡（東京理科大学理学部）

注目されています。下記のホームページに掲載され

ていますので、ぜひ興味のある方はご覧下さい。今

回の研究では、因果関係のことまでは明らかにでき

ませんでしたが、今後は運動・スポーツ活動におい

てどのような要因がライフスキルを促進させていく

のかを縦断的に検討していきたいと考えています。

現在、多くの大学の運動部では部員が減少していま

す。また、去年は某大学の運動部員が不祥事を起こ

し、世間を騒がせました。大学に関わる者として、た

いへん残念な思いでした。そのようなマイナスのイ

メージもありますが、運動部に入ることによって、

心身を鍛え、技を磨き、仲間とのよりよい人間関係

を築いていくことは、すばらしい財産になると思い

ます。今後も、運動・スポーツ活動で得た経験が日

常生活でよりよく活かすことができるような仕方を

追求していきたいと考えてます。

Murakami,K., Tokunaga,M., & Hashimoto,K. (2004)

　The relationship between daily-life skills

　and sport experience for adolescents. Human

　Performance Measurement, 1, 1-14.

URL

http://www.shobix.co.jp/hpm/contents/list.cfm

関連ジャーナル　

The World Sport Psychology SourceBook,3rd Edition (2001) 他より　

　International Journal of Sport Psychology
　International Journal of Sport and Exercise Psychology
　Journal of Sport and Exercise Psychology
　Journal of Applied Sport Psychology
　Sport Psychologist
　Journal of Sport Behavior
　Psychology of Sport and Exercise
　Research Quarterly for Exercise and Sport
　Journal of Motor Behavior
　Journal of Human Movement Studies
　Human Movement Science
　Perceptual and Motor Skills
　Athletic Insight: The Online Journal of Sport Psychology（オンライン）
　International Journal of Sport and Health Science（オンライン，国内発行）
　Human Performance Measurement（オンライン，国内発行）

多くの英文ジャーナルは、学会員でなくても投稿できます。挑戦してみましょう。
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　健康行動学（健康行動への行動科学の応用）を専

門とする著者は、「非対面・通信指導」「テーラーメー

ド介入」をキーワードに、１）大学生の身体活動促

進に関する研究、２）ITを用いた生活習慣変容法に

関する研究、等に取組んできました。ここでは、こ

れまでに明らかになった知見と今後の研究テーマに

ついてご紹介します。

１.大学生の身体活動促進に関する研究

　青少年の体力低下・肥満傾向児の増加が問題視さ

れていますが、その大多数と接触可能な学校体育は

身体活動介入の理想的な場だといえます。そのよう

な視点から大学体育を評価すると、運動不足の受講

生では日常生活の活動量が約21％促進し1)、また授

業の前半30分を利用した3回程度の行動変容技法の

訓練で活動量はさらに高まる2) 可能性があることが

分かりました。この分野で特に重要な方法論上の問

題は、より客観的な身体活動指標を利用することで

す。これまで多く使われてきた質問紙法では、身体

活動量は客観指標（加速度計等）に比べて過大評価

され、さらに社会的望ましさ等の測定バイアスの影

響を強く受ける傾向にある3) からです。今後、多数

に対し正確に測定できる身体活動指標の開発が急務

となっています。

２. ITを用いた生活習慣変容法に関する研究

　これは企業との共同研究で、ITを用いた行動療法

による生活習慣改善プログラム（健康達人、オムロ

ンヘルスケア(株)）に関する研究です。このプログ

ラムの最大の特徴は、１）対象者の質問への回答内

容に応じて助言内容が変わるテーラーメード・アド

バイスを提供すること、２）その助言は事前に構築

されたシステムから自動作成されること、の2点で

す。つまり、指導者の関与がなくても生活習慣介入

が可能であり、指導者の時間・労力の軽減、指導者

がサポートに専念できるため費用対効果に優れた介

入が可能になる等の利点が期待できます4)。情報媒

体は郵送（質問表やアドバイスを紙媒体で提供）と

WEB（パソコン端末上で質問やアドバイスを提供）の

2種類です。大多数の利用者が中高年であるためか

紙媒体が多く選択されるのが現状です。一般利用者

では、減量も降圧効果も確認できましたので、無作

為介入試験を実施し、その成績を現在まとめていま

す。

３．今後の研究に向けて

　最近、身体活動と睡眠に関する研究に興味をもっ

ています。身体活動以外にも、日光浴、適温での入

浴等の生活習慣の変容で睡眠の質や睡眠障害の軽減

に貢献する5) ことが分かっていますが、１）身体活

動の実施は睡眠障害の予防や軽減に有効か、２）有

効な場合最適な活動量はどの程度か、に対する答え

はまだ分かっていません。睡眠障害を有する日本人

は5人に1人と多く比較的緊急度の高い研究でもあ

り、身体活動も含めた生活習慣変容による睡眠障害

の予防・軽減法が提案できればと考えています。

　最後に、健康行動学の優れた入門書をご紹介した

いと思います。ぜひ御一読ください。

Matarazzo JD, Weiss SM, Herd AJ, Miller EM, &

　Weiss SM(eds), Behavioral Health, John Wiley

& Sons Inc, 1292pp, 1984.
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研究アラカルト

　研究アラカルトでは、会員の皆様が行っている研究を紹介しています。今回は、生活習慣の変容に関する

実践介入的研究を行っている山津幸司先生（九州大学大学院）です。

健康行動学のすすめ：行動療法を用いた生活習慣変容法の確立に向けて

山津幸司（九州大学大学院人間環境学府）
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2005年度関連学会大会日程

５月
Asian Conference on Science & Football Medicine
会期：2005年 5月 19日（木）〜22日（日）
会場：マスカット，オマーン
http://www.the-afc.com/english/sportmedi/
default.htm

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，アメリカ
http://www.acsm.org/

NASPSPA 2005 Conference
会期：2005年 6月 9日（木）〜11日（土）
会場：フロリダ，アメリカ
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://wwwsoc.nii.ac.jp/jarm/

７月
日本赤ちゃん学会
会期：2005年 7月 2日（土）〜3日（日）
会場：北海道立道民活動センターかでる2.7
http://www.crn.or.jp/LABO/BABY/index.html

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://home.hiroshima-u.ac.jp/asape/indexj.html

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）
会場：神戸商工会議所会館
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 Meeting
会期：2005年 8月 18日（木）〜21日（日）
会場：ワシントンDC，アメリカ
http://www.apa.org/

健康教育学会
会期：2005年 8月 26日（金）〜27日（土）
会場：福岡大学
http://www.onyx.dti.ne.jp/~health/

９月
日本健康心理学会
会期：2005年 9月 1日（木）〜3日（土）
会場：神戸女学院大学
http://www.waseda.ac.jp/conference/JAHP/
frame.html

日本老年行動科学会
会期：2005年 9月 2日（金）〜3日（土）
会場：明治学院大学白金キャンパス
http://wwwsoc.nii.ac.jp/jsbse/index.html

九州体育・スポーツ学会
会期：2005年 9月 3日（土）〜4日（日）
会場：大分大学旦野原キャンパス

日本子ども学会
会期：2005年 9月 3日（土）〜4日（日）
会場：東京大学本郷キャンパス
http://www.crn.or.jp/KODOMOGAKU/index.html

日本ゴルフ学会
会期：2005年 9月 3日（土）〜5日（月）
会場：国士舘大学多摩キャンパス，
　　　多摩カントリークラブ
http://wwwsoc.nii.ac.jp/jsgs/

日本心理学会
会期：2005年 9月 10日（土）〜12日（月）
会場：慶應義塾大学三田キャンパス
http://wwwsoc.nii.ac.jp/jpa/

日本スポーツ心理学会
会期：2005年 9月 10日（土）〜12日（月）
会場：早稲田大学
http://www.jssp.jp/

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/

日本体力医学会
会期：2005年 9月 23日（金）〜25日（日）
会場：川崎医療福祉大学
http://www.asas.or.jp/jspfsm/

１０月
日本ストレス学会
会期：2005年 10月 1日（土）〜2日（日）
会場：東京医科大学病院
http://www.tokyo-med.ac.jp/ph/jass/index.bak
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１０月（続き）
AAASP Annual Conference
会期：2005年 10月 24日（月）〜30日（日）
会場：バンクーバー，カナダ
http://www.aaasponline.org/index.php

１１月
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/

２００６年１月
日本フットボール学会
会期：2006年 1月 14日（土）〜15日（日）
会場：大東文化大学東松山キャンパス
http://www.jssf.net/home.html

２月
日本健康支援学会
会期：2006年 2月 18日（土）〜19日（日）
会場：福岡市（予定）
http://www.ihs.kyushu-u.ac.jp/KenkouShien/

３月
九州スポーツ心理学会
会期：2005年 3月 4日（土）〜5日（日）
会場：福岡大学
http://splab.spo.fukuoka-u.ac.jp/society/

日本体育測定評価学会
会期：2006年 3月 5日（日）
会場：大原会館（東京都世田谷区）
http://www.ps.toyaku.ac.jp/sokutei/

九州地区大学体育連合
会期：2006年 3月（予定）
会場：宮崎県（予定）
http://www.iuk.ac.jp/~komurakou/index.htm

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
２００６年度以降
International Congress of Behavioral Medicine
会期：2006年 11月 29日（水）〜12月 2日（土）
会場：バンコク，タイ
http://www.isbm.info/

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.fepsac2007.gr/

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/

日本スポーツ心理学会第32回大会のお知らせ

2005年 9月 9日(金)〜 11日(日)

早稲田大学
戸山キャンパス競技スポーツセンター

西早稲田キャンパス総合学術情報センター国際会議場

スケジュール
9月9日（金）
学会企画ワークショップ
開催校企画ワークショップ

9月 10日（土）
招待講演　Leonard D.Zaichkowsky（ボストン大学）
　様々な領域をわたる高度な能力の心理学
大会企画シンポジウム

　スポーツ・運動心理学研究のパラダイム・シフト
　：新しい効用探しと適用の場を求めて

　【話題提供者（予定）】
　　征矢英昭（筑波大学）　
　　内田　直（早稲田大学）
　　泉　有紀（京都医療センター/
　　　テキサス大学サンアントニオ医科学センター）
　　山中　寛（鹿児島大学大学院）
　【指定討論者（予定）】
　　Leonard D.Zaichkowsky（ボストン大学）
ポスター発表

9月 11日（日）
学生企画シンポジウム
学会賞表彰および受賞記念講演
学会企画シンポジウム

　メンタルトレーニングの効果と期待（案）
　運動部指導の問題：社会心理学的な問題と技能
　　獲得（案）
会員企画シンポジウム
ラウンドテーブルディスカッション

URL
http://www.waseda.jp/assoc-spopsy32/
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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 　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
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あとがき

　皆様のご協力のおかげで、会報「健康と競技の心理（Psychology of Health & Sport）」

第7号も、盛りだくさんの内容となりました。毎回、執筆者の方々には、締切までの期

間が短い中、かなり無理を言って原稿をお願いしているところですが、いつも快くお引

き受けいただいており、大変感謝しております。この場を借りて、御礼申し上げます。

会員の皆様には、今後も各種コーナーの執筆のお願いをすることがあるかと思いますが、

九州スポーツ心理学会及び本会報の発展のために、ご支援を賜りたいと存じますので、

よろしくお願い申し上げます。

　最近、地震や鉄道事故など、天災・人災、事件・事故が、身近で多発しています。私も、

いくらかでも世の中の役に立てればと、先日、厄年の厄払いも兼ねて、太宰府天満宮へ

行って参りました。「苦しいときだけの神頼み」というわけではありませんが、何か少し

落ち着いてきたような気がするのは、私も「こころ」を持つ人間だという証拠なのかもし

れません。
（Y.S.）


