
九州スポーツ心理学会会報第8号

-1-

健康と競技の心理
  Psychology of Health & Sport

　　　　 2005.11

　　　　 No.8

目 次

◇特集　国際スポーツ心理学会第11回大会　 2

◇関連学会参加記 　 6

◇論文・著書・翻訳書紹介 10

◇研究アラカルト：ASAPEの紹介 14

◇関連学会大会日程（2006年 1月〜） 15

◇九州スポーツ心理学会の紹介と学会入会申込様式 16



九州スポーツ心理学会会報第8号

-2-

特集　国際スポーツ心理学会第11回大会

　2005年8月15日〜19日に、オーストラリアのシドニーで、4年に一度行われている国際スポーツ心理学会
第11回大会が開催されました。以下、その概要についてご報告いたします。

大会名：ISSP 11th World Congress of Sport Psychology
　 　　　　 　 - Promoting Health & Performance for Life -

期　間：15-19 August 2005
場　所：Sydney,Australia

　　 会　場：Sydney Convention & Exhibition Centre
　　 主　催：International Society of Sport Psychology (ISSP)

　　　　Australian Psychological Society (APS)
　　　　College of Sport Psychologists (CoSP)
U R L ： www.issp2005.com

参加者数：約550名
　　オーストラリア：約160名　アメリカ：約90名　イギリス：約70名　日本：47名　台湾：約40名

キーノートレクチャー
　　C.Dweck Self-Theories: The Mindset of a Champion
　　N.Mutrie Applied Exercise Psychology -Promoting Activity and Evaluating Outcomes
　　S.Gordon Identification and Development of Mental Toughness
　　B.Hatfield Cognitive Neuroscience Aspects of Sport Psychology: Brain Mechanisms Underlying Performance
　　F.Mechsner A Psychological Approach to Voluntary Movements: Issues, Problems and Controversies
　　D.Landers Exercise Relative to Other Treatments for Reduction of Anxiety/Depression:

Overcoming the Principle of Least Effort
　　K.Newell Change in Motor Learning: A Coordination and Control Perspective
　　K.Ravizza Lessons Learned from Sport Psychology Consulting

シンポジウム
　　P.Tremayne et al. Consulting Across Domains
　　N.Stambulova et al. Career Transitions
　　R.J.Vallerand et al. Passion in Sport
　　J.Starkes et al. Skilled Performance in Masters Athletes
　　P.C.Terry et al. Mood
　　B.Berger et al. Physical Activity
　　E.A.Rose et al. Affect in Acute Exercise
　　F.Gardner & Z.Moore Supervision
　　R.Lidor et al. Skill Learning
　　S.Gordon et al. Mental Toughness
　　G.Tenenbaum et al. Capturing Expert Performance
　　D.Hackfort & K.Henschen The Action-Theory Approach in Sport Psychology
　　L.Teixeira-Salmela et al. Physical Activity and Ageing
　　G.Clews et al. Alcohol in Sport
　　C.Mallett et al. Coaching
　　D.Araújo et al. Sports Tasks
　　J.Cote et al. Youth Sports
　　M.Weed et al. Research Synthesis
　　D.Alfermann et al. Physical Self-Concept
　　J.Salmela et al. Parents in Sport
　　R.Masters et al. Implicit Learning
　　S.L.Beilock & F.Asci Early Career Presentations
　　B.Abernethy et al. Expert Perception/Performance
　　T.Morris et al. Flow in Sport
　　P.Tomporowski et al. Exercise and Cognition
　　E.Shoenfelt et al. Team Building
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フォーラム
　　W.Readinger Recognition-Primed Decision Making (RPD) in Sport: Improving Individual,

Team, and Coaching Decision Making

ワークショップ
　　N.Durand-Bush et al. From ‘Knowing About’ to ‘Knowing’: Exploring Resonance in

Applied Practice
　　D.Gould Parenting My Champion: Research-Generated Junior Tennis Parent

Education Materials
　　R.Stelter Coaching as Participation in Learning and Developing in Sport
　　T.Lintunen et al. Increasing Psychological Safety in a Group
　　D.Ballinger& P.Tremayne Steps to Successful Performance in Ballroom Dance:

Psychological Perspectives
　　L.Stevens & M.Anderson Creative, Safe, and Useful: Exploring the Erotic in Service

Delivery
　　F.Mechsner et al. A Psychological Approach to Voluntary Movements: Issues,

Problem and Controversies

口頭発表　41演題

ポスター発表　400演題
　（日本から32演題）

ポスター発表のカテゴリー
　　Health/Well-Being
　　Lifespan Development
　　Performance
　　Mood/Emotion
　　Counselling
　　Coaching
　　Psychophyisiology
　　Motivation
　　Social Psychology
　　Diversity
　　Motor Learning
　　Methodology

九州スポーツ心理学会関係者の発表
　 Y.Shimizu & M.Ishii

Developing the Self-Efficacy Scale for Physical Behaviour on University Students:
The Relationship between Stage of Change Model and Self-Efficacy for Physical Behaivour

　 Y.Sugiyama, M-S.Lee & M.Yamazaki
Relation of Psychological and Social Skills in Sport to Stress Coping Strategies in Daily
Life

　 S.Mori & T.Sugihara
The Stability of Habitual Physical Activity Patterns for Two Seasons in Preschool Children

　 H.Isogai et al.
The Source of Social Physique Anxiety and Its Effect on Eating Behaviour in Adolescence

　 M.Kobayashi et al.
Influences of Motivation for Physical Activity on Short-Term Changes in Physical Fitness
among Upper-Grade Elementary School Children in Japan

　 K.Murakami et al.
Athens 2004: Psychological Competitive Ability of Olympic Athletes in Japan

　 H.Isogai, H.Miki, M.Tanaka-Oulevey & Y.Sugiyama
Japanese Social Psychology in Sport
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関連学会参加記

＜特別寄稿＞

　今回の関連学会参加記では、日本スポーツ心理学

会、国際応用スポーツ心理学会（AAASP）、及び日本

体育学会の3つの学会で研究報告を行った、ライフ

スキル研究の第一人者である鳥取大学の上野耕平先

生に、特別寄稿をお願いしました。

◆学会発表報告

上野耕平（鳥取大学）

　スポーツ心理学に関する研究を始めてちょうど10

年目にあたる今年は、学会や研究会において、これ

までのなかで最も多くの発表機会を持つことになり

ました。以下ではその内の3つの学会での発表につ

いて報告致します。

　平成17年9月9日〜12日に第32回日本スポーツ

心理学会が早稲田大学で開催されました。私は、重

野弘三郎氏（Jリーグ）、水野基樹氏（順天堂大学）、

田中京氏（MJコンテス）と共に、「スポーツ選手の

キャリア教育−実践現場からの提言」という題目で、

シンポジウムを開催致しました。当日は、魅力あ

る他の 2つのシンポジウムが同時に開催されてい

たために、参加者は少なめでしたが、その分フロ

アとの距離感が近く、活発な意見交換が行われま

した。発表では、選手は競技引退後も元アスリー

トとしての自分を自覚しつつ、行動することが

キャリア移行において重要である、といった内容

がメインになりました。このことが、中込四郎先

生（筑波大学）の「今日の発表で、なぜ最近競技

引退（athletic transition）とは言わずに、キャ

リア移行（career transition）と表現するように

なったのか分かった」というご発言に結びついたの

かも知れません。私には非常に印象に残ったお言葉

でしたが、現時点でその真意を確かめるには至って

いません。スポーツ選手の引退に関する研究は日本

でも随分以前から行われてきたわけですが、最近で

は学会の内外を問わず、大きな関心が寄せられてい

ることを痛感致しました。

　平成17年10月26日〜30日の日程で、カナダ・バ

ンクーバーにおいて、AAASP (Association for the

Advancement of Applied Sport Psychology)の第20

回大会が開催されました。国際学会での発表という

こともあり、ポスターの作成に際しては写真や図表

を多く挿入し、参加者の目に訴える手法で臨みまし

た。その成果があってかどうかは分かりませんが、

15部用意した資料は無くなりました。ただ、質問を

戴けた参加者は残念ながらごくわずかでした。私の

研究の中心テーマであるライフスキルに関しては、

ライフスキルの獲得を扱った発表に限らず、他の多

くの発表においてもライフスキルに言及する研究者

が増えていることを感じました。これには D r .

Petitpas (米国スプリングフィールド大学）らが実

施している、学生スポーツ選手を対象とした大規模

なプロジェクト（Play It Smart他）が関係してい

るのかも知れません。また折角の機会でしたので、

発表の合間を見計らって、近くにある大きな公園

（スタンレーパーク）にテニスラケットを担ぎレンタ

ル自転車で出かけました。豊かなバンクーバーの自

然を体感することはできたのですが、残念ながら地

元のテニス愛好家とは遭遇できませんでした。その
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◆日本スポーツ心理学会早稲田大会・参加報告

永尾雄一（九州大学大学院）

　今回、早稲田大学で開催された日本スポーツ心理

学会第32回大会に参加してまず感じたことは、私自

身、1年間の期間をおいて九州大学に入学して初め

て参加した学会であったため、様々な発表を聞き、

多くの先生方や学生の方々とお話をさせて頂く中で

「また研究の場に戻って来ることができた。」と強く

実感する事ができました。記念講演やシンポジウム、

ポスター発表で多くの知識を得る事ができるのは言

うまでもありませんが、学会という場を通して得る

事ができるのは知識だけではなく、研究活動に対す

るさらなる意欲も得る事ができるのだな、と改めて

学ぶ事ができました。

　学生企画では、朝一番のプログラムにも関わらず

多くの参加者があり、発表者や参加者からテーマに

沿った多くの意見が出され、盛り上がりを見せたの

ではないかと思います。また、学生企画に対するア

ンケートなども行われ、企画の今後の発展につなが

る活動も積極的に行われていました。

　ポスター発表では、以前にも増して映像・動画を

利用した発表が多いと感じました。私自身の研究

テーマも映像を使用したものであることから、映像

の撮影方法や使用方法・編集方法など、多くの情報

交換を行う事ができました。周囲に映像を使用した

研究者がまだ多くはない中で、このように何人もの

研究者の方々と、映像と研究に関しての情報交換が

できた事は、今後の自身の研究活動にダイレクトに

活かせる経験となりました。

　最後に、今回の学会では会員企画シンポジウムと

して「スポーツ選手のキャリア教育」のテーマのも

と、近年注目を集めている J リーガーのセカンド

キャリアサポートに取り組まれている重野弘三郎さ

んらの発表があり、心理学的側面からだけでなく経

営学的側面からのお話など、とても新鮮な経験とな

りました。また、発表の内容だけでなく、演者であ

る重野さんは私が学部生の時、短い間ではありまし

たが、同じサッカー部員としてお世話になった方で

もあり、学会というものを通して、人と人の繋がり

も感じる事ができました。

　今回の大会では、久しぶりに学会に参加した私に

多くのものを与えてくれました。次の大会において

は、出来ればポスターなどの発表者として参加して、

さらに多くのものを得る事ができるよう、積極的に

参加していきたいと思います。

後はカナダの水揚げの大部分をまかなうというバン

クーバーの海産物に狙いを改め、日本語が溢れるダ

ウンタウンで観光気分？を味わいました。

　最後に平成17年11月23日〜26日に筑波大学で開

催される第56回日本体育学会での発表についてお伝

えします。実は本原稿執筆時点でまだ開催されてお

りませんので、ここでは当日発表する予定の内容に

ついて少し触れたいと思います。冒頭でも少し触れ

ましたが、今回の発表は短いながらこれまでの私の

研究の歩みを表す内容になると思います。当初から

ライフスキルを研究テーマとしたことから、私の研

究のほとんどはライフスキルに関するものです。ラ

イフスキルを尺度で測ろうとした当時から、ライフ

スキルの獲得を目指すプログラムの開発、そして現

在では開発したプログラムを用いて、ライフスキル

の獲得と人格形成との因果関連的研究を志向する方

向に舵を取っています。ライフスキルはあるようで

ない、ないようであるスキルだと考えていますが、

スポーツ経験を通じた人格形成のきっかけとして、

非常に役に立つと考えています。学会初日の午前中

ですので、力量不足の私としてはどれだけの方にお

集まり戴けるか不安ですが、とりあえず準備だけは

しっかり整えたいと考えています。

　九州スポーツ心理学会は活発に活動されていると

聞き及んでおります。これまでにも発表に際し、徳

永先生（第一経済大学）や橋本先生（九州大学）か

らは、色々なご意見や暖かい激励のお言葉も戴いて

参りました。機会がありましたら、九州スポーツ心

理学会でも発表できるよう、しっかりと研究に精励

したいと思います。
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◆発表者報告「ポスター発表」

佐藤恭子（九州大学大学院）

　平成17年9月3・4日、九州スポーツ心理学会第18

回大会が大分大学で開催されました。初めての参加

となる今回の学会でポスター発表をさせていただき

ました。

学会に参加すること自体初めてであり、学会がどの

ようなものかという期待もありましたが「ポスター

発表なんて本当に自分にできるのか、大丈夫なのだ

ろうか」と不安な気持ちが強く、とても緊張してい

ました。しかし、ポスターを見てくださった方々か

ら質問を受けたり、分析方法や考察について温かい

アドバイスをいただき嬉しかったです。自分の考え

とは違った側面からの考察についていろいろと話し

たり、それに関連している研究があることを紹介し

てもらったり、時間が経つにつれて緊張もほぐれ有

意義な時間を過ごすことができました。

　また、統計学や質的研究の勉強会に参加させてい

ただいたり、いろんな人の研究発表を聞くことがで

きて興味深かったです。

　今回初めて学会に参加し、勉強になることばかり

で貴重な経験となりました。懇親会の場では研究に

ついての情報を得ることができました。ただ参加す

るだけでなくポスター発表をさせていただいたこと

で今後の自分の研究、次回の学会への意欲がより高

まったと思い

ます。今回、私

がポスター発

表をすること

ができたのは

先生をはじめ

先輩方の御指

導、仲間たち

との励ましが

あったからこ

そだと思いま

す。そしてこ

のような発表

の機会をいた

だいたことに

大変感謝した

いと思います。

◆九州体育・スポーツ学会感想

藤原大樹（九州大学大学院）

.

　今回、大分大学でおこなわれた九州体育・スポー

ツ学会に参加しました。自分自身のポスター発表と

様々な分野の研究発表を聞くということが2つの大

きな学会参加の目的でした。

　ポスター発表前は、自分自身が公式の場で発表す

るには力不足であること、さらに初めての学会発表

であるという理由から非常に緊張しました。しかし、

発表自体は多くの先生方、先輩方から質問やアドバ

イスを頂き有意義なものとなりました。特に、研究

デザインの方法などについて頂いた助言は、今回の

発表だけでなく、今後の修士論文に向けても大変勉

強になり感謝しています。

　自分の発表以外では、口頭発表、ポスター発表、学

生企画などを見せていただきました。普段、なかな

か他の分野の研究発表に触れる機会がないだけに非

常に興味深く、良い経験になりました。心理学、生

理学、社会学と区別されることが多いですが、どの

分野も完全に独立しているわけではなく、関わり

あっている部分も多いということをあらためて感じ

ました。

　最後になりましたが、発表の準備を助けてくだ

さった橋本先生（九州大学健康科学センター）、村上

さん（九州大学大学院）には本当に感謝しています。

どうもありがとうございました。
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◆九州体育・スポーツ学会を終えて

宮崎梓（九州大学大学院）

　

　4月に入学して、約半年経ての大分大学で行われ

た九州体育・スポーツ学会に参加した後、まず、最

初に言えることは、「参加して良かった」という達成

感に満ち溢れていました。今回の学会では、ポス

ター発表をさせて頂きましたが、何もかもが初めて

の経験であり、発表を迎えるにあたっては数々の不

安や困難を身にしみ感じました。私自身、分析方法

や、多方面にわたる領域の理論等、どれも真新しい

ものばかりで戸惑いを感じましたが、その一方で、

新しいものを自分のものにしていくという充実感も

得られたことは事実です。学会当日初日は、先輩や

他の大学院の方々の口頭発表や統計勉強会、質的研

究などに参加させて頂きましたが、改めて自分自身

の稚拙な部分を感じさせるものばかりでした。2日

目のポスター発表では、沢山の学生の方や、先生方

に質問をされることで焦燥に駆られましたが、色々

な方々の意見を聞くことのできるこのような機会は、

院の研究室では得られないと思い、懇切丁寧に理解

して頂けるよう努めました。今回の学会のポスター

発表を通して、沢山の知識を自分の財産にすること

が出来たのではないかと感じるのと同時に、発表の

準備に費やした時間は、お金では買えないたいへん

価値のあるものとなりました。初めての発表でこの

ような貴重な経験をさせて頂いたことに感謝の意を

込めます。また、大会役員の方々、協力して頂いた

皆様、本当に有難うございました。

◆九州体育・スポーツ学会の報告

川渕大毅（九州大学大学院）

　私は、学部での専門が体育でも心理関連でもなく、

右も左も分からない状態だったので、入学当初から

運動･スポーツ心理学での考え方や発表の仕方を学ん

でいかねばならないと感じていました。そんな中、

初めて学会に参加することになり、今年の九州ス

ポーツ心理学会でポスター発表までさせていただき

ました。

　学会の準備は精神的・時間的余裕を保つべく早い

段階で準備に取り掛かったものの、どんどん作業は

混迷し、ポスターの印刷が終わったのが出発する前

日の晩、正確には日を跨いでいたので当日になって

しまいました。こうして、大分までの運転に一抹の

不安を覚えながら、結局全く余裕を残すことなく初

めての学会に臨みました。

　この余裕のなさは、当日の発表でも若干出てし

まったような気がします。開始後30分くらいは質問

されても全く答えられなかったり、尋ねられている

ことの意味さえも分からない場面もあったり、散々

でしたが、徐々にペースをつかみ出すと、それなり

に流暢にしゃべられるようになり、意見や感想に関

しても対応できるようになりました。でも、やはり

全体的に拙かったな、と振り返ると思います。

　来年までには成長を遂げられるように、リベンジ

できるように、これから日々精進せねば！
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論文・著書・翻訳書紹介

博士論文の執筆を終えて

西田順一（福岡大学スポーツ科学部）

　平成17年 10月に論文公聴会を終え、九州大学か

ら博士（人間環境学）の学位を授与されました。こ

こまでたどり着けたのは、ひとえに指導教員であり

ます九州大学の橋本公雄先生による長年の温かい御

指導のお蔭だとつくづく感じております。この誌面

をお借りして、厚く御礼を述べさせて頂きたいと思

います。長い間、誠にありがとうございました。

　さらに、博士論文の執筆においてはたくさんの

方々からの御指導、御協力を頂きました。中でも、鹿

屋体育大学の柳敏晴先生には、大学時代から現在に

至るまでの長い歳月にわたり大変、御世話になりま

した。思い出されるのは、論文執筆の最中、学会で

英国を訪れた際にマンチェスターの河のほとりのパ

ブでビールを酌み交わしながら、将来の研究や教育

について語り合えたことは大きな喜びとなりました。

　さて、博士論文では、組織キャンプの体験は児童

のメンタルヘルスにどのような影響を及ぼしている

のであろうか？あるいは、児童のメンタルヘルス変

容に関して組織キャンプのどのような体験が影響を

与えているのであろうか？という2つの方向性から

研究を進めた。

　組織キャンプ体験に伴うメンタルヘルス変容に関

する従来の研究では、メンタルヘルスにおける否定

的側面ばかりに注目が集まり、指標として「不安」や

「抑うつ」および「ストレス反応」を扱ったものが大

部分であった。しかしながら、組織キャンプの体験

について考えると、成功体験や他者協力体験、自然

体験などといったポジティブな体験が多く含まれる

ため、メンタルヘルスの否定的側面だけではなく、

肯定的側面についても影響を及ぼすことが考えられ

た。そこで本研究では、組織キャンプ体験に伴うメ

ンタルヘルス効果に関して、肯定的側面と否定的側

面の双方から同時に検討することとした。

　最初に、児童のメンタルヘルスを包括的に捉える

指標として、児童用精神的健康パターン診断検査

（Mental Health Pattern for Children：MHPC）を

作成し、その信頼性と妥当性についての検討を行っ

た。既に、メンタルヘルスの否定的側面を捉えるた

めの評価尺度は幾つか作成されていたが、肯定的側

面と否定的側面の双方を同時に捉えることのできる

評価尺度は作成されていなかったため、MHPC（肯定

的側面・やる気：「生活の満足感」「目標・挑戦」「自

信」、否定的側面・ストレス反応：「怒り感情」「疲労」

「引きこもり」）の作成は、児童のメンタルヘルス測

定評価研究や運動・スポーツ場面における介入研究

などにおいて極めて有効な役割を示すことが考えら

れた。

　次に、組織キャンプでの体験内容を評価するため

の指標として、児童用組織キャンプ体験評価尺度

（Inventory of Organized Camp Experience for

Children：IOCE-C）の作成を試みた。IOCE-Cは、「自

然との触れあい体験」「挑戦・達成体験」「他者協力

体験」「自己開示体験」「自己注目体験」といった5下

位尺度から構成され、信頼性および妥当性を有する

ことが分かった。IOCE-Cは、組織キャンプ場面にお

ける児童固有の体験を測定するための唯一の標準化

された指標となった。

　さらに、本研究では組織キャンプ場面における児

童のエンジョイメントを測定するための指標として、

児童用組織キャンプ・エンジョイメント尺度

（Children's Organized Camp Enjoyment Scale：

COCES）の作成を試みた。COCESは、「成就感」「遂行

課題の面白さ」という2下位尺度から構成され、高

い信頼性および妥当性が確認された。

　ここまでの研究にて、児童のメンタルヘルスを測

定するための指標（MHPC）、児童の組織キャンプ場面

　本コーナーでは、3名の会員の方々に、このほど執筆された博士論文、著書、翻訳書についてご紹介いた

だきました。
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での体験内容を測定するための指標（IOCE-C）、そし

て児童の組織キャンプ場面でのエンジョイメントを

測定するための指標（COCES）を整備できたことに

よって、研究は次のステップに進んだ。

　組織キャンプを体験した児童（体験群）と体験し

なかった児童（対照群）に対して、MHPCを使用し、1

週間前後のメンタルヘルスについて測定を行った。

その結果、体験しなかった群と比較して、組織キャ

ンプを体験した群では、「生活の満足感」および「怒

り感情」「疲労」の改善・向上が確認できた。よって、

組織キャンプの体験は、児童のメンタルヘルスの肯

定的側面および否定的側面の両方に影響を及ぼす可

能性が考えられた。

　組織キャンプは、自然環境の中で指導者のもと小

集団を形成し、成功体験や他者との協力体験を得る

ことを目的として実施されるが、それらの副次的効

果としてメンタルヘルスの改善向上効果が得られる

ことが明らかになった。同時に、このことは、組織

キャンプの体験にはメンタルヘルスを改善向上に導

くための重要な要因が含まれていることを示してい

ると考えた。しかしながらこの研究では、組織キャ

ンプにおけるどのような体験がメンタルヘルスに影

響をもたらすのか、については不明なままであった。

　そこで、メンタルヘルス変容に及ぼす組織キャン

プ体験の影響を明らかにすることを意図して、先行

研究などを参考に、組織キャンプ体験がエンジョイ

メントを媒介し、メンタルヘルス変容に影響を及ぼ

すというモデルを構造方程式モデリングによって、

分析した。その結果、メンタルヘルスの変容にエン

ジョイメントが重要な役割を果たすというモデルを

確認できた。つまり、組織キャンプの体験がメンタ

ルヘルス変容に直接的に影響を与えるよりも、エン

ジョイメントを媒介として間接的に影響を与えると

いうメカニズムが示された。また、組織キャンプに

おける他者協力体験や自然との触れあい体験がエン

ジョイメントに大きく影響することが明確となった。

　本研究で示されたメンタルヘルス変容のプロセス

は僅か1つに過ぎず、おそらく他にも幾つもの間接

的かつ複雑なプロセスが存在することが考えられる。

今後は、組織キャンプの体験をより幅広く捉え、そ

こに存在する要因を多面的に検討し、メカニズムを

探ることが課題である。

博士論文概要

＜タイトル＞

児童のメンタルヘルス変容に及ぼす組織キャン

プ体験の影響

＜関連公表論文＞

１．西田順一・橋本公雄・柳敏晴 (2002) 児童

　　用組織キャンプ体験評価尺度の作成および

　　信頼性・妥当性の検討 . 野外教育研究 ,

　　6(1), 49-61.

２．西田順一・橋本公雄・徳永幹雄・柳敏晴　

　　(2003) 組織キャンプ体験が児童のメンタル

　　ヘルスに及ぼす効果―とくに自己決定感を

　　中心として―. スポーツ心理学研究 ,

　　30(1), 20-32.

３．西田順一・橋本公雄・徳永幹雄 (2003) 児

　　童用精神的健康パターン診断検査の作成と

　　その妥当性の検討. 健康科学, 25, 55-65.

４．西田順一・橋本公雄・柳敏晴・馬場亜紗子

　　（2005）組織キャンプ体験に伴うメンタルヘ

　　ルス変容の因果モデル―エンジョイメント

　　を媒介とした検討―. 教育心理学研究, 53,

　　196-208.
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　現在、私は福岡大学大学院スポーツ・健康科学研

究科博士課程後期に所属し、チームスポーツにおけ

るチームワークの指標としての集団凝集性に着目し、

チームスポーツにおけるチームワークの構造、チー

ムワークとチームパフォーマンスの関係、またそれ

らに影響を及ぼす要因のメカニズムを検証する研究

を行っています。今回、私の博士論文の副査であり、

編者の徳永幹雄先生（第一福祉大学）から依頼をう

け、力不足ながら「教養としてのスポーツ心理学」の

執筆に参加させていただくことになりました。本書

はスポーツ心理学の入門書として非常にわかりやす

い内容に仕上がっており、このような完成度の高い

著書に、私の執筆した文書を載せていただけたこと

を大変光栄に思い、昨年末、たった数ページではあ

りますが、ない知恵を搾り出し、苦労しながらまと

めあげたことが思い出されます。

　本書は、「競技スポーツの心理学」「健康スポーツ

の心理学」「スポーツ心理学の研究法」「スポーツ心

理学の基礎知識」の4部構成となっており、今回私

は、第2部−競技スポーツの心理学，9章−チームづ

くりに必要な要因は何か，3 協調性と個性化の育成

の1節を担当させていただきました。これは私の研

究の内容に大きく関連する分野であり、本節では、

チームワークに関連すると考えられる個人要因とし

て相互協調的自己観・相互独立的自己観（Markus &

Kitayama, 1991）の概念を取り上げ、チーム競技ス

ポーツ場面における協調性と個性化の問題について

考察していきました。

　チームスポーツにおける相互協調・独立的自己観

に関する研究は，現在も進行中であり、現場でのメ

ンタルトレーニング指導士補資格取得の実習でメン

タルトレーニング指導を行う傍ら、関連するデータ

を取りながら研究を進めています。その現場で切実

に感ずるところは、チームスポーツにおけるチーム

ワーク向上における個々の関係性を理解する上で、

相互協調・独立的自己観は大変重要な概念であるの

ではないかということです。特に近年は、個性の教

育を受けてきた若い世代のアスリートが、学生ス

ポーツ、社会人、プロスポーツで活躍する時代に

なってきており、選手の“個”の捉え方に変化が見

られてきているように思われます。チーム内におい

ても指導者や年配のチームメイトから、選手同士、

選手・指導者間の相互理解に困難を生じていると

いった問題をよく耳にしますし、現在私がメンタル

トレーニングを行っているチームにおいても同様の

問題が生じています。当然ながらこれらの問題は、

チームワークに大きな影響を及ぼす要因であり、研

究者として、またメンタルトレーニング指導士とし

て、解決策を早急に練ることが必要なのではないか

と感じています。その一端として、相互協調・独立

的自己観の概念はこれらの現象の理解に大きな可能

性を秘めており、今後の研究で、問題解決における

有用な知見を提供できればと考えています。

　最後に、著書執筆という貴重な経験の場を与えて

くださった、徳永幹雄先生に感謝の意を込めて、今

後も研究活動に邁進していきたいと感じている次第

です。

著書概要

徳永幹雄（編）　2005

　教養としてのスポーツ心理学

　大修館書店　定価：2000円（＋税）

-構成-

　 第１部　序論

　 第２部　競技スポーツの心理学

　 第３部　健康スポーツの心理学

　 第４部　スポーツ心理学の研究法

　 第５部　スポーツ心理学の基礎知識

　

「教養としてのスポーツ心理学」の執筆を担当して

織田憲嗣（福岡大学大学院）
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　私は今回、「身体活動の健康心理学−決定因・安

寧・介入」という本の翻訳作業に携わる機会をいた

だきました。他の訳者の顔ぶれをみてみると、わが

国の第一線で活躍されている先生方が名を連ねられ

ており、そこに私が加わることを光栄に思いつつも、

それ以上の大きな不安もありました。

　本書は、英国の著名な運動心理学者であるビドル

博士(Stuart J. H. Biddle)とムツリ博士(Nanette

Mutrie)によって書かれた“Psychology of Physical

Activity: Determinants, well-being and

interventions”の邦訳版です。特に、ビドル博士は

英国スポーツ・運動科学学会(British Association

of Sport and Exercise Science: BASES)の会長も

務められ、また多くの論文や出版物も執筆されてい

るため、運動心理学や動機づけに関心をもつ方には

お馴染みの名前かもしれません。運動心理学は、近

年、欧米を中心に急速な発展を遂げている学問領域

で、運動を心身の健康づくりに寄与させることを目

的とし、1) 身体活動や運動行動の採択・継続（アド

ヒアランス）を規定する要因（決定因研究）、2) 身

体活動や運動の心理的効果（安寧研究）、3) 身体活

動や運動のアドヒアランスを強化するための介入方

法（介入研究）に関して研究されています。本書は、

導入部分と上記の3つのテーマに関する全4部で構

成されています。第1部「導入と理論的根拠」で、身

体活動や運動に関連する中心的な概念の定義を行っ

た後に、第2部の「動機づけと心理学的決定因」で

は、身体活動や運動の採択、継続に適用される理論・

モデルとそこに含まれる様々な心理学的要因につい

て解説されています。第3部「身体活動の心理的効

果」では、心理学的安寧の概念に関する説明と身体

活動や運動がそれらの及ぼす効果について、先行研

究を交えながら解説し、最後の第4部「介入、応用、

将来の方向性」では、身体活動や運動行動を増強す

るための個人、および組織や地域社会における介入

を紹介し、身体活動・運動アドヒアランス研究の将

来の方向性について述べています。

　私は、第6章「身体活動と態度との関連」を担当

させていただきました。この章は、態度とそれに関

連する理論・モデルの解説、およびそれらの身体活

動や運動との関連について述べられています。翻訳

に当たっては、原文を忠実に訳すように心がけたつ

もりです。しかし、英国英語特有の難しい言い回し

が多く、直訳では意味の通じない部分も随所に見ら

れました。著者の意図を損なわないように注意を払

いながらも、分かりやすく意訳していく作業には多

くの時間を要しました。翻訳そのものよりもこの作

業に多くの時間をかけたように思います。

　運動心理学は、欧米では非常に関心が高く、多く

の優れた研究が報告されていますが、わが国ではま

だ緒に着いたばかりという感があり、論文や書籍の

質、量ともにまだ十分とはいえません。本書は、わ

が国の運動心理学を志す学生、研究者だけでなく、

健康づくりに関わる保健士、栄養士、理学療法士、医

師などの多くの方々に、バイブルとして活用してい

ただけるのではないかと思います。

　最後に、このような貴重な機会を与えていただい

た早稲田大学の竹中晃二先生、九州大学の橋本公雄

先生にお礼を申し上げます。

翻訳書概要

スチュワートJ.H.ビドル／ナネット・ムツリ（著）

竹中晃二／橋本公雄（監訳）　2005

　身体活動の健康心理学―決定因・安寧・介入

　大修館書店　定価：3800円（＋税）

（原題）

Stuart J.H.Biddle and Nanette Mutrie　2005

　Psychology of Physical Activity:

　Determinants, well-being and interventions

　London: Routledge.

-構成-

　 第Ⅰ部　導入と理論的根拠

　 第Ⅱ部　動機づけと心理学的決定因

　 第Ⅲ部　身体活動の心理的効果

　 第Ⅳ部　介入、応用、将来の方向性

「身体活動の健康心理学−決定因・安寧・介入」の翻訳に携わって

村上雅彦（九州大学大学院）
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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や学術活動を紹介しています。今回は、内田若希先生

（九州大学大学院）に、2006年夏に長崎で開催される、アジア障害者体育・スポーツ学会についてご案内いた

だきました。

The Asian Society for Adapted Physical Education and Exercise (ASAPE) の紹介

内田若希（九州大学大学院）

　The Asian Society for Adapted Physical

Education and Exercise（ASAPE:アジア障害者体育・

スポーツ学会）は、アジア地域の障害者・高齢者の

体育・スポーツに関する科学的な研究の進歩・発展

を図るために、1986年に設立された学会です。1989

年に名古屋で第1回国際会議が開催されて以来、2年

ごとに日本、台湾、韓国、香港、インドネシアの各

地で開催されています。国際会議のほか、

newsletterの発行やInternational Federation for

Adapted Physical Activity（IFAPA）との連絡といっ

た情報の発信や、障害者スポーツ科学の発行なども

行っている学会です。

　2006年に開催される第9回大会では、「アダプテッ

ドスポーツの社会的貢献」を大会テーマとしていま

す。アダプテッドスポーツとは、障害者がスポーツ

を楽しむためには、その人自身とその人を取り巻く

人々や環境を問題として取り上げ、両者を統合した

システムづくりが大切であるという考え方に基づく

ものです。つまり、対象に合わせて道具や環境、指

導・援助方法を変えるという考え方です。現在、こ

のアダプテッドスポーツの考えは、心身障害者のみ

にとどまらず、高齢者、子ども、妊婦、リハビリテー

ション、身体活動など幅広い分野へ浸透しています。

本学会では、アダプテッドな視点から研究を行って

いる研究者、教育者、セラピスト、コーチ、学生と

いった多くの方々の交流を深め、さらにはアジアの

国々間の交流促進や研究の活性化につなげることを

目指しています、この第9回大会は、長崎市の活水

女子大学にて開催されます。国内にいながら国際学

会に参加する機会はなかなかありません（しかも他

の国際学会よりもかなり格安です☆）。九州スポーツ

心理学会会員の皆様の多くのご参加をお待ちしてお

ります。

The 9th International Symposium
of the Asian Society for Adapted
Physical Education and Exercise

会　期：2006年 8月 1日（火）〜3日（木）

会　場：活水女子大学（長崎市東山手町1-50）

大会テーマ：アダプテッドスポーツの社会的貢献

大会プログラム：基調講演，教育講演，ワークショップ，

　一般研究発表（口頭／ポスター／フィルム・ビデオ）

抄録・参加申込締切：2006年 1月 31日（火）

参加費：2006年 1月 31日まで　

　　　　　ASAPE会員15,000円，非会員18,000円，

　　　　　学生・付添人10,000円

　　　　2006年 2月 1日以降

　　　　　ASAPE会員18,000円，非会員20,000円，

　　　　　学生・付添人12,000円

　　（参加費には、大会参加費、昼食、コーヒー

　　　ブレイク、懇親会費を含みます。)

主　催：ASAPE

共　催：活水女子大学

　　　　長崎国際観光コンベンション協会

大会名誉会長：野々村　昇

　　　　　　　（活水学院院長・活水女子大学学長）

大会実行委員長：柿山　哲治

　　　　　　　（活水女子大学，ASAPE理事）

大会事務局：〒850-8515　長崎市東山手町1番50号

　　　活水女子大学

　　　第9回ASAPE事務局（近藤美紀・石突依子）

　　　電話：095-822-4107（内線266）

　　　E-mail：asape2006@kwassui.ac.jp

大会HP：http://www.kwassui.ac.jp/~asape2006

学会HP：http://home.hiroshima-u.ac.jp/asape/

　　　　indexj.html
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関連学会大会日程（2006年1月〜）

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：「あいれふ」福岡市健康づくりセンター
http://www.ihs.kyushu-u.ac.jp/KenkouShien/

３月
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://wwwsoc.nii.ac.jp/jstmhpe/

九州スポーツ心理学会
会期：2006年 3月 11日（土）〜12日（日）
会場：福岡大学
http://splab.spo.fukuoka-u.ac.jp/society/

九州地区大学体育連合
会期：2006年 3月 13日（月）〜14日（火）
会場：あおしま太陽閣（宮崎市）
http://www.iuk.ac.jp/~komurakou/index.htm

５月
ACSM Annual Meeting
会期：2006年 5月 31日（水）〜6月 3日（土）
会場：デンバー，アメリカ
http://www.acsm.org/

６月
NASPSPA 2006 Conference
会期：2006年 6月 1日（木）〜3日（土）
会場：デンバー，アメリカ
http://www.naspspa.org/

日本リハビリテーション医学会
会期：2006年 6月 1日（木）〜3日（土）
会場：東京プリンスホテルパークタワー
http://wwwsoc.nii.ac.jp/jarm/

健康教育学会
会期：2006年 6月 23日（金）〜24日（土）
会場：東京大学医学部鉄門記念講堂，医学部研究棟
http://www.onyx.dti.ne.jp/~health/

７月
日本ストレスマネジメント学会
会期：2006年 7月 29日（土）〜30日（日）
会場：平安会館
http://jassma.org/

８月
アジア障害者体育・スポーツ学会
会期：2006年 8月 1日（火）〜3日（木）
会場：活水女子大学
http://home.hiroshima-u.ac.jp/asape/indexj.html

APA Annual Meeting
会期：2006年 8月 10日（木）〜13日（日）
会場：ニューオーリンズ，アメリカ
http://www.apa.org/

日本体育学会
会期：2006年 8月 18日（金）〜20日（日）
会場：弘前大学，弘前市文化センター
http://wwwsoc.nii.ac.jp/jspe3/

９月
九州体育・スポーツ学会
会期：2006年 9月 2日（土）〜3日（日）
会場：佐賀大学

日本子ども学会
会期：2006年 9月 2日（土）〜3日（日）
会場：甲南女子大学
http://www.crn.or.jp/KODOMOGAKU/index.html

日本教育心理学会
会期：2006年 9月 16日（土）〜18日（月）
会場：岡山コンベンションセンター
http://wwwsoc.nii.ac.jp/jaep/

日本体力医学会
会期：2006年 9月 24日（日）〜26日（火）
会場：神戸国際会議場，神戸ポートピアホテル
http://www.asas.or.jp/jspfsm/

AAASP Annual Conference
会期：2006年 9月 27日（水）〜30日（土）
会場：マイアミ，アメリカ
http://www.aaasponline.org/index.php

２００６年１０月以降の主要学会
日本心理学会
会期：2006年 11月 3日（土）〜5日（月）
会場：福岡国際会議場
http://www.psych.or.jp/

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/

日本スポーツ心理学会
会期：2006年 12月 7日（木）〜10日（日）
会場：那覇市パシフィックホテル，沖縄県女性総合
　　　センター，沖縄看護大学
http://www.jssp.jp/

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/
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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18年3月11〜12日には、福岡大学で第19

回大会が開催されます。

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
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あとがき

　今号では、特集として、2005年8月にシドニーで行われた、国際スポーツ心理学会第

11回大会を取り上げました。次の第12回大会は、2009年、モロッコのマラケシュで開

催予定となっており、さらに、2013年の第13回大会を、日本で実施しようと準備が進

められています。まだかなり先の話ですが、九州スポーツ心理学会の、特に若手の皆様

の活躍を期待しています。その前に、身近なところでは、研究アラカルトでも紹介され

ていますが、長崎の活水女子大学で、2006年夏に、アジア障害者体育・スポーツ学会が

開催されます。九州にいながらにして国際学会の雰囲気が味わえますので、是非、参加

してみて下さい。

　また、今回は、九州スポーツ心理学会の会員ではありませんが、鳥取大学大学教育総合

センターの上野耕平先生に、特別寄稿をお願いしました。上野先生は、スポーツ心理学に

おけるライフスキル研究の日本のリーダー的存在であり、2005年の夏以降、日本スポーツ

心理学会ではシンポジウム、国際応用スポーツ心理学会（AAASP）では研究発表、そして

日本体育学会ではキーノートレクチャーをなされ、大変多忙なご様子でしたが、そのよう

な中で無理を言って、本会報にご執筆いただきました。この場を借りて、御礼申し上げま

す。
（Y.S.）


