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特集 第19回大会報告
第19回大会を終えて
前九州スポーツ心理学会理事長
山口 幸生（福岡大学）
本年3月11、12日に福岡大学において第19回九州スポーツ心理学会が開催されました。遠くは沖縄
から東北まで全国から多数の方にご参加いただきました。参加された皆様、発表者や講師として貢献
いただいた先生方に、この場を借りて改めてお礼申し上げます。また本学会が成功裏に終えられまし
たことは、事務局を支えていただいた理事の先生方、大学院生スタッフのご尽力の賜物であると思い
ます。本当にありがとうございました。
さて今回の学会ですが、本当に久しぶりに大学構内での開催となりました。施設的にはここ数年の
立派な会場と比べると見劣りしますが、日頃慣れ親しんだ教室の雰囲気の中での議論もひと味違った
ものだったのではないでしょうか。
初日はまず、福岡大学の教員でもあり、サッカーユニバーシアード代表チームを率いて世界大会3
連覇を成し遂げた乾教授にお話しいただきました。メンタルトレーニング技法を十分に咀嚼し、現場
に合わせた実践的な取り組みのお話は、多くの参加者の参考になったと思います。次に九州大学の橋
本先生のご尽力により来日したBaylor Univ.(U.S.A)のRafer先生には、運動・スポーツ活動促進に関
連する理論的枠組みについての研究成果を、様々なエビデンスを交えて
話していただきました。特に英語でのプレゼンテーションやディスカッ
ションは、あまりなじみのない大学院生にとって刺激的なものであった
ことでしょう。
初日の後半は、競技スポーツと健康づくりのテーマ毎に2会場に分か
れて行われました。競技スポーツのセッションでは、現場におけるビデ
オ映像の役立て方について経験豊富な兄井先生、下園先生、大学院生の
山崎さんに話題提供していただきました。参加者も多く熱の入った討論
が展開されたようです。健康づくりセッションでは、上地先生に最新の
理論に基づく健康づくりプログラムの実際についてお話しいただきまし
た。少人数での討論になりましたが、この分野の本質に迫る議論が展開
されたと思います。なおこのセッションではIPビデオ電話ソフトを利用
して、東京にいながらリアルタイムで参加した先生もいました。
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第19回大会を終えて 山口幸生
（前頁からのつづき）
初日の夜には福岡大学随一の眺めを誇るレストランで楽しい懇親会が開かれました。恒例の初参加
の方の自己紹介では、緊張しながらもオリジナリティ溢れるアピールが行われました。いつもながら
心地よい雰囲気の中で行われた懇親会は、多くの参加者の親睦を深めたようです。2日目は学生企画
からスタートしました。準備過程も含めどうなるか、少し不安な気持ちで見守っておりましたが、
堂々とした発表をしてくれました。当日はもちろんですが、事前の準備過程にも大きな意味があった
ように思います。次にワークショップでは別会場にわかれて、磯貝先生には「目標設定」、西田先生
には「コミュニケーション」について両先生が蓄積されたノウハウを紹介いただきました。参加者は
これらのテーマに関する重要な視点を学べたのではないでしょうか。最後のポスター発表では、大学
院生を中心に21の発表が行われました。会場はまさに熱気が満ちあふれており、発表者の今後の活躍
に期待が持てるものばかりでした。
最後に、19回大会の開催をもって3年間に渡る福岡大学事務局の仕事が終了したことをご報告させ
ていただくとともに、ご協力いただいた関係者の方に心よりお礼申し上げます。これからは磯貝先生
をはじめとする北九州の先生方が、本学会をいっそう盛り上げてくれるでしょう。今後も地方学会の
特長を生かした学会運営がなされることを期待しております。
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大会プログラム（第1日）

招待講演

『前人未到ユニバーシアード大会3連覇の勝因分析』
～サッカー代表チームのメンタルマネジメント～
司会：山本勝昭（福岡大学）
講師：乾 真寛（福岡大学）

特別講演 Normative Beliefs and their Influence on Exercise Participation
司会：橋本公雄（九州大学）
講師：Rafer Lutz, Ph. D. （Baylor University ）
通訳：藤原大樹（九州大学大学院）
シンポジウム

ビデオ映像をスポーツ現場でどのように役立てるか？
－パフォーマンスの向上を意図した使用方法－
司会：兄井 彰（福岡教育大学）
演者：兄井 彰（福岡教育大学）
下園博信（九州工業大学大学院）
山﨑将幸（九州大学大学院）

ラウンドテーブルディスカッション
トランスセオレティカルモデルにもとづくプログラムの実際
ー行動理論、社会認知理論との違いに着目してー
司会：山口幸生（福岡大学）
演者：上地広昭（山口大学）
指定討論者：山口幸生（福岡大学）
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大会プログラム（第2日）

学生企画 教育現場の現状と課題 ～メンタルヘルス向上へのアプローチの提案～
司会：堀田 亮（九州大学大学院）
講師：松尾一絵（桜美林大学） 松田由香（福岡大学大学院）
藤原大樹（九州大学大学院）
ワークショップ 目標設定の研究と実践
講師：磯貝浩久（九州工業大学）
ワークショップ

大学生のコミュニケーションスキル向上を考慮した
生涯スポーツ教育のストラテジー
講師：西田順一（福岡大学）

ポスター発表
1

心理的側面およびパフォーマンス変容における
「モチベーションビデオ」視聴タイミング条件の差異の検討

2 高校野球の指導に関する研究－選手のやる気との関係について－
3

二者協応動作に影響を与える要因についての一考察
～協応動作追従評価システムを用いて～

4 集団凝集性に影響を及ぼす要因の検討－チーム要因と個人要因に着目して－
5

集団活動における対人認知尺度の開発
―集団適応・対人感情・自己認知に注目して―

山﨑将幸（九州大学大学院）
山下

悠（福岡大学大学院）

佐々木秀仁（福岡大学）
織田憲嗣（福岡大学大学院）
米山恵美子（桜美林大学）

6 部活適応感と競技社会的スキルとの関係―高校野球部員を対象とした検討―

芹澤啓美（桜美林大学）

7 スポーツ競技者の学校生活における心理的適応について

葉名尻享（琉球大学大学院）

8 スポーツ選手における心理社会的な不適応を呈した2例

黒川淳一（岐阜大学大学院）

9 スポーツ選手の環境ストレッサー尺度の作成

煙山千尋（桜美林大学大学院）

10 心因性投球動作失調（投球イップス）についての一考察

西野聡一郎（福岡大学）

11 大学ボート選手の食行動調査

川渕大毅（九州大学大学院）

12 陸上競技者に対する快適自己ペース走の心理的効果

梶山知修
（川崎医療福祉大学大学院）

13 心地よい走運動の再現性に関する研究

渡辺泰生（益城町立広安西小学校）

14

通信を媒介した介入が非監視下のウォーキング継続化に及ぼす効果
およびそのメカニズムの解明

村上雅彦（九州大学大学院）

15

女子大学生に対する携帯電話を利用した
ウエイトコントロールプログラムの開発と評価

千葉寛子（福岡大学）

16 マッサージ時における対人印象評価尺度開発の試み

尼崎光洋（桜美林大学大学院）

17 大学生のスポーツ参加による対人認知の変容

清水安夫（桜美林大学）

18 キャンプ実習による大学生の対人認知の変容

安藤勇介（桜美林大学）

19 キャンプ実習による大学生のストレス低減効果の検討

具志堅太一（桜美林大学）

20 海での遠泳実習中における状態不安の変化

田島

21 中学生のメンタルヘルスに関連する要因－運動部活動所属に着目して－

松田由香（福岡大学大学院）
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発表者・参加者の感想
◆RTDで発表しての感想

学会において、研究内容だけでなく、発表方法や
上地広昭（山口大学）

発表環境も急速に発達しています。今後、「テレ
ビ会議」ならぬ、「テレビ学会」が主流になれば

私事ですが。古巣の早稲田大学から山口大学に

出張旅費が浮くなぁっと思いながら、新幹線の切

移って、この4月で1年半が過ぎました。当初、机

符を買って帰りました。

と本棚しかなかった研究室も、最近は、PC、プリ
ンター、ソフトウェア、プロジェクター、デジタル

◆学生企画で発表しての感想
松尾一絵（桜美林大学）

ビデオなど色々揃い、なんとか研究できる環境に
なってまいりました。現在、研究室には、修士課程
の院生1名と学部4年生2名が所属しており、彼らの

この度、福岡大学で開催された第19回九州ス

ためにも研究環境を今後、益々充実させねばなりま

ポーツ心理学会に、学生企画シンポジストの一人

せん（親鳥のような心境です）。

として参加させていただいた。私が本学会に参加
させていただくのは、今回で2度目である。前

今回のRTDの発表依頼を受けたのはそんな折で
した。もちろん、九州スポーツ心理学会に出席する

回、2年前の第17回大会に参加させていただいた

のは今回が初めてであり、どんな学会なのか、興味

時は学部の2年生の時であり、初めての学会参加

半分、不安半分の心境でしが、学会のメンバーを見

であった。今回、初めて参加し、多くの刺激をい

ると、存じ上げている先生も多く、妙な親近感みた

ただいた学会において、学生企画シンポジストと

いなものは勝手に抱いておりました。

して発表させていただけたことを、とても嬉しく
光栄に思っている。

会場の福岡大学に到着すると、今回RTDを企画
された山口幸生先生に、研究室を案内していただき

学生企画シンポジウムは大会2日目に開催され

ました。その後、山口先生の研究室で、コーヒーを

た。テーマは、「教育現場の現状と課題～メンタ

いただきながら、しばし研究の話をして、そのまま

ルヘルス向上へのアプローチの提案～」であり、

会場となる教室へ向かいました。

教育現場におけるメンタルヘルス向上へのアプ
ローチについての可能性や課題について議論し、

発表自体は、私のほうからTTMに関して発表
し、それに対しフロアからご意見をいただき貴重な

検討していくことを目的としたものであった。私

時間を過ごすことができました。このRTDにおい

は、共同研究者の米山恵美子と2004年度から行っ

て、なにより驚いたのは、PCを用いて発表映像を

ている「小学校教師のストレス」のデータをもと

リアルタイムで東京に配信し、東京にいらっしゃる

に、教師特有のストレスについての発表を行っ

先生と議論したことでした。この調子でいくと、何

た。当日は早朝からの開催にも関わらず、多くの

十年後かは、学会会場に行かなくても、PCに接続

先生方、学生の方々に足を運んでいただき、緊張

すれば、自宅や研究室に居ながら学会に参加できる

感を覚える反面、とても嬉しく感じた。

ようになるかもしれません。無精者の私などは、た

今回の学生企画シンポジウムは、私にとって初

だただ「なんて便利なんだっ！」と喜んでしまいま
----すが、学会から同窓会的な要素（古き学友との再

めての口頭発表であったため、シンポジストの依

会、夜の飲み会など）を失くしてしまうと寂しいと

けたらどうしようと、自分のことばかりを心配し

感じる方もいらっしゃるかもしれません

ていた。しかし、共同発表者である、堀田さん、

頼をいただいた当初は、失敗して周囲へ迷惑を掛

松田さん、藤原さん、シンポジウム経験者として

いまでは、誰でもPCを用いて綺麗なスライドを

サポートをしてくださった、 織田さん、山﨑さ

映写しながら発表していますが、10年前にPCを用
いて発表していた人などほとんどいませんでした。
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んとともに企画の内容を練っていくうちに、シン

よりよい学生企画にしようと自分たちなりに精一

ポジウム全体の構成を考えるようになった。そし

杯してきました。しかし、今振り返ってみると、

て、その中の一人としての役割や責任感を強く感

もう少し上手くできたのではないかとも思ってい

じられるようになった。

ます。司会をして強く感じたことは、意見をまと

今、シンポジウムに参加したことを振り返り、

めていくことの難しさでした。今回、3人のシン

とても貴重な経験をさせていただいたと感謝の気

ポジストの方それぞれの立場で提案をしていただ

持ちで一杯である。多くの方に自分の研究を見て

いたのですが、司会としてなかなかそれをうまく

いただき、今まで行ってきた研究に自信を持つこ

一つの方向に向けることができず、自分の力量不

とが出来た。また、一つのテーマに対して、多方

足を痛感しました。多くの方に助けていただきな

面からのアプローチを行うことにより、研究の深

がら、どうにかやり遂げることはできたとは思う

みや醍醐味を知ることが出来、大学院への進学後

のですが、今回のことを今後の自分の研究、学会

にも頑張って研究をして行きたいと強く感じた。

発表などに活かしていきたいと思います。

最後に、当時、学部生であるにもかかわらず、貴

また学生企画以外にも様々なシンポジウム、講

重な機会を与えてくださった九州スポーツ心理学

演、ポスター発表に参加させていただきました。

会の理事、事務局の皆様に深く感謝いたします。

その中でも、Rafer Lutz講師の講演は大変興味深
く、面白いものでした。普段なかなか日本以外の
国の大学の先生方と接する機会が無いため、今回
の経験はとても貴重なものだったと思います。
最後になりましたが、学生企画にあたり幾度と無
く指導してくださった先生方、先輩方、そして司
会である自分にも温かい言葉をかけて下さり、お
互い励ましあいながら学生企画の発表をされた松
尾さん、松田さん、藤原さん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。

◆学生企画で発表しての感想
堀田

亮（九州大学大学院）

今回、平成18年3月11・12日に福岡大学でおこ
なわれた九州スポーツ心理学会第19回大会に参加
しました。自分自身の発表は無かったのですが、
初めて学会に参加し、今回は学生企画の司会をさ
せていただきました。
学生企画では、教育現場の現状と課題を大きな
テーマとし、メンタルヘルス向上へのアプローチ
の提案を、松尾一絵さん(桜美林大学)、松田由香
さん(福岡大学)、藤原大樹さん(九州大学大学院)
の3人のシンポジストの方とおこないました。シ
ンポジストの方と何回も打ち合わせをしながら、
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しているように感じられました。九州スポ心のま

◆学会大会に参加して
木内敦詞（大阪工業大学）

すますの発展を期待しています。

今回、当日会員としてですが、九州スポ心に初
めて参加させていただきました。一番のお目当て
は、西田順一先生（福岡大学）のワークショップ
「大学生のコミュニケーションスキル向上を考慮
した生涯スポーツ教育のストラテジー」です。前
半では、西田先生ご自身が実践されている授業内
容や、受講者の社会的スキルの変化に関するデー
タが紹介され、体育授業を介して大学生の社会的
スキルを向上できることが提示されました。西田
先生が実践されているような「社会的スキル向上
を意図したプログラムをしっかり組み込み、対照
群との比較から、その教育効果を信頼性・妥当性
の確認された尺度によって検証した」体育授業研

◆学会大会に参加して
齋藤

茂（東北大学大学院）

究は、実はこれまでほとんど存在しません。価値
ある実践研究です。ワークショップ後半では、西

東北宮城県仙台市より、九州スポーツ心理学会

田先生が授業教材として採用されているKIN-

に初めて参加させていただきました。以前より指

BALL（直径120cm-1kgのボールを、4人組3チー

導教員の北村勝朗先生ともども本学会に興味を

ムでヒットとレシーブを繰り返すニュースポー

持っておりました。今回遠方より参加させていた

ツ）を体験させていただきました。チームメン

だいたのには理由がいくつかあります。第1に、

バーとの「協力」を実感でき、授業教材として意

私にとって非常に興味深い研究を行い第一線で活

外とイケるということを、身をもって知ることが

躍されている先生方、および学生の方々が多数お

できました。私自身、年甲斐もなく大はしゃぎで

られること、第2に、福岡大学の西田順一先生よ

きて、大満足です。

りお誘いのメールをいただいた中で、福岡大学の

そのワークショップ終了後のポスター発表で

乾真寛先生の招待講演や九州工業大学の磯貝浩久

は、興味深い演題が目白押しでした。しかし残念

先生のワークショップをはじめとする今大会の演

なことに、会場が狭く、そのために参加者の流れ

題が大変魅力的であったこと、最後に博多ラーメ

が滞っていたような気がします。この点は、今

ンや全国で有数の温泉地等がある九州という土地

後、整備いただければと思います。

へ行きたいといった不条理な動機がありました。

今回二日間にわたって九州スポ心に参加して驚

また、高校サッカーを対象として質的な研究を

いたことがあります。福岡大学と桜美林大学の学

行っている私にとっては、強豪校がひしめいてい

部生が、学会へ出席するだけでなく発表までして

る九州は研究のフィールドとしても以前より馴染

いたことです（他の領域の学会ではあまりないこ

みの深い場所でもありました。

とだと思います）。堂々としていて、質問に対し

実際に大会に参加させていただいた感想は、ま

ての受け答えもきちんとできている。これには、

ず、よい意味で“小規模な”、そしてクオリティー

日ごろ研究指導されている先生のご尽力や学部生

の高い学会だということです。シンポジウムや

本人の頑張りもさることながら、九州スポ心が持

ワークショップで展開された活発なディスカッ

つ「若手育成の場としての雰囲気」も大きく貢献

ションには圧倒されました。全国規模の大会では

-8-

九州スポーツ心理学会会報第9号
時間等の制約によりこのような機会を得ることは
難しいものですが、本大会2日目のワークショッ

いたしました。
今回実際に参加して、様々な分野で活躍されて

プ等ではたくさんの研究のアイディアやアドバイ

いる諸先生方からあらゆる視点からのご指摘・ご

スを直接いただくことができました。さらには、

指導を頂き、非常に貴重な経験をすることがで

そのディスカッションは大会会場にとどまらず、

き、自分の今後の研究の幅を更に広げることがで

その後の懇親会、さらには夜の街でも繰り広げら

きました。また、他のポスター発表者の中にも、

れたことも非常に印象深いものでありました。こ

自分の研究と関連のある通信を利用した研究をさ

の場をお借りして、昼の部、そして夜の部のお世

れている方がおられ、非常に勉強になったととも

話いただいた先生方、ならびに学生の皆様に感謝

に、また新たに自分の研究に対する意欲も沸き起

申し上げます。

こりました。

文末になりますが、大会事務局を運営された福

自分のポスター発表以外でも、今回のワーク

岡大学の方々に、このような貴重な機会をいただ

ショップのテーマである、コミュニケ－ションス

いたことを感謝申し上げたいと思います。

キルを向上させることを目的とした『キンボー
ル』を使っての生涯教育に参加しました。初めて
体験するスポーツでしたが、とても盛り上がり楽
しむことが出来ました。まだまだ『キンボール』
というスポーツはあまり世間に広まっていません
が、コミュニケーションスキルを高めるスポーツ
として広まっていってほしいと感じました。
今回福岡大学が事務局となっていたため、前日
の準備から当日の運営にかけて携わっていました
が、一つの学会を開催させるために、非常に多く
の方の時間と労力が費やされていることを学びま
した。来年度から事務局は代わりますが、今回少
しでも運営に関われたことが、私にとってとても
貴重な経験になりました。

◆学会大会に参加・発表して
千葉寛子（福岡大学）
平成18年3月11日(土)～12日(日)に開催され
た、九州スポーツ心理学会第19回大会に今回初め
て参加させて頂きました。初め、九州スポーツ心
理学会へのポスター発表の話を頂いたとき、｢学
部生でも学会に参加して良いのか｣という不安を
抱きましたが、同大学の院生の方々の助言もあ
り、参加することを決意しました。
話に伺っていたとおり、九州スポーツ心理学会
はアットホームな雰囲気で、初め緊張していた私
も落ち着いてポスター発表に望むことができまし
た。そして、この学会が若い研究者や学生にチャ
ンスや経験を与えてくださる場であることを実感
-9-
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執筆論文紹介
博士論文紹介
内田若希（九州大学大学院芸術工学研究院・
日本学術振興会特別研究員)
「自己概念に関する多面的階層モデルの検討と

つ づ く 第 2 章 で は、PSPP-J を 用 い て Fox &

自己変容過程に及ぼす運動・スポーツの影響―中

Corbin (1989) が提示した多面的階層モデルの妥

途身体障碍者を対象に―」というテーマで博士論

当性を検証しました。はじめに、測定尺度の妥

文を執筆し、2006年3月に九州大学大学院人間環

当性を示すために、4つのモデルを用いて検証的

境学府から博士 (心理学) の学位を授与されまし

因子分析を行いました。この結果、Rosenbergの

た。以下に概要を紹介させていただきます。

自尊感情尺度とPSPP-Jの各因子はそれぞれ独立

従来の運動・スポーツと自己に関する研究領域

した潜在変数であり、かつ潜在変数間に関連が

における身体障碍者を対象とした研究では、① 理

あることが明らかになりました。つぎに、4つの

論モデルの不在、② 量的アプローチの限界が指摘

下位領域から自尊感情への直接的なパスが含ま

されてきました。そこで博士論文では、中途身体

れるモデルと、Fox & Corbin (1989) が示したモ

障碍者を対象として、自己概念の多面的階層モデ

デルの2つを検討したところ、 Fox & Corbin

ル (Fox & Corbin、 1989) の適用と自己変容過程

(1989) が提示した多面的階層モデルが好ましい

に及ぼす運動・スポーツの影響を、量的・質的ア

モデルであることが示唆されました。

プローチから解明することを目的としました。具

第3章では、健常者を対象に作成された多面的

体的には、① わが国において研究が遅れている理

階層モデルについて、中途身体障碍者への適用

論モデルとこれに準拠した信頼性および妥当性の

を検討しました。パス解析の結果、中途身体障

高い尺度の開発、② 作成した尺度を用いて、中途

碍者においても許容されうるモデルであること

身体障碍者における多面的階層モデルの適用の検

が示唆されました。また、「スポーツ有能感」

討、③ 質的アプローチを用いた、受傷から現在ま

および「体調管理」から「身体的自己価値」へ

での自己の再構築過程に果たす運動・スポーツの

のパスを除くすべてのパスにおいて、統計的に

役割の検討でした。

有意な関係が確認されました。しかし、有意な

第1章では、Fox &Corbin (1989) の多面的階層

値が認められなかったパスもあることから、健

モデルに準拠したPhysical Self-Perception Pro-

常者を対象に作成されたモデルを中途身体障碍

file (PSPP) に基づく日本語版を作成しました。主

者へそのまま適用することには検討の余地があ

因子法エカマックス回転およびステップワイズ因

り、量的アプローチでは測りきれない実際の生

子分析の結果、「スポーツ有能感」「体調管理」

きた経験から、中途身体障碍者の自己の本質を

「魅力的なからだ」「身体的強さ」「身体的自己

探る必要があると考えました。

価値」の各4項目計20項目から成る日本語版身体
的自己知覚プロフィール (PSPP-J) が作成されま
した。この尺度は、内的整合性、安定性次元の信
頼性、因子妥当性、判別妥当性、および外的妥当
性が確認されています。
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博士論文紹介（つづき）
内田若希（九州大学大学院芸術工学研究院・
日本学術振興会特別研究員)

そ こ で 第 4 章 で は、多 面 的 階 層 モ デ ル に 準 拠

＜タイトル＞

し、自己変容過程に及ぼす運動・スポーツの影響

自己概念に関する多面的階層モデルの検討と自

を質的アプローチにより探索しました。質的内容

己変容過程に及ぼす運動・スポーツの影響―中

分析の結果、脊髄損傷により、身体能力や体型、

途身体障碍者を対象に―

筋力などが低下し、それまでの身体的自己知覚が
喪失していました。そしてこれに伴い、障碍を

＜関連公表論文＞

負った身体を受容することができなくなり、いま

1.

内田若希・橋本公雄・藤永

博（2003）日

本語版身体的自己知覚プロフィールー尺度

までの自分とは異なる自己が生じていました。

の開発と性および身体活動レベルによる差

一方で、運動・スポーツを開始したことで、身
体能力や体型、筋力などの向上といった身体や身

異の検討ー. スポーツ心理学研究, 30(2), 27-

体機能そのものの変化とそれへの気づきが生じて

40.

いました。また、新しい社会的自己知覚も生じ、

2.

内田若希・橋本公雄（2004）日本語版身体

ｋ車いす陸上競技の開始は、受傷前に価値を置い

的自己知覚プロフィールにおける回答形式

ていた仕事や交友関係以外の「競技」という新し

の改訂ー改訂版のの作成と男女差の検討ー.

い世界をもたらしていました。これは、生活の中

スポーツ心理学研究, 31(2), 19-28.

心が仕事や交友関係から競技に変わったことによ

3.

内田若希・橋本公雄（2005）自尊感情に関

り、価値の捉え方が変化したためと考えられま

する運動心理学研究．体育学研究, 50(6),

す。つまり、運動・スポーツは、受傷前の仕事や

613-628.

交友関係といった価値のあるものを喪失した感情
から脱却させ、新しい価値体系を得る過程を提供
するといえます。
―思い返せば、5年前の2001年4月、私は九州大
学大学院の修士課程に進学しました。まだまだ研
究の「け」の字も分からないような研究者のタマ
ゴの中のタマゴ。このタマゴを熱心に温め、雛に
かえるまで見守ってくださったのが九州大学健康
科学センター教授・橋本公雄先生です。人生まさ
に一期一会。すばらしい恩師と出会い、多くのこ
とを学ぶことができました。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。
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著書紹介
「体育教師のための心理学」の翻訳に携わって
杉山佳生（九州大学健康科学センター)

平成18年4月に、翻訳書「体育教師のための心

本書の構成は、第1部：体育における身体活

理学（原書タイトル：Psychology for Physical

動、運動、健康増進の心理学（3章）、第2部：

Educators）」が発刊されました。とうの昔に発

体育における心理的成果（3章）、第3部：運動

刊されていたのでは？と思われている節もありま

スキルの獲得と運動能力（5章）、第4部：体育

すが、実は、ようやく完成したところです。長い

の社会心理学（5章）となっており、体育におけ

道のりでした。

る広範な心理的問題を網羅しています。また、

本書は、ヨーロッパスポーツ心理学会

多くの章では、理論や実証的知見だけでなく、

（FEPSAC）のプロジェクトとして企画され、ベ

実践的なガイドラインが提示されており、体育

ルギー、オランダ、イギリス、フランス、スイス

教師が現場で利用しやすい構成となっていま

で活躍する5名のスポーツ心理学者によって編集

す。

されています。加えて、ヨーロッパ11ヶ国から、

翻訳は、スポーツ社会心理学研究会が担当し

40名が執筆に参加しています。このことは、体育

ました。この研究会は、スポーツの社会心理に

教育における心理学の重要性がヨーロッパ全体を

関心のある者が集まって組織されていますが、

通じて認識されており、またそこには、共通の問

体育教育に関わっている者も多数所属してお

題意識が存在していることをうかがわせます。

り、本書の翻訳を強く希望しておりました。幸

翻って、日本においても、体育授業に心理学が重

いにして、大修館書店のご好意を賜ることがで

要な役割を果たしていることはいうまでもありま

き、公刊の運びとなった次第です。大修館書店

せんが、体育・スポーツ心理学研究で得られた新

には、この場を借りて、心より御礼申し上げま

しい知見や知識が、体育教師に適切に伝わってい

す。

るかどうかという点に関しては、必ずしも満足し
うるものではないようです。本書を通して、日本
の体育教師が、心理学的理解をいっそう深め、よ
り効果的な授業を構築することができるようにな
るならば、大変喜ばしいかぎりです。

翻訳書概要
スポーツ社会心理学研究会訳
体育教師のための心理学（2006）
大修館書店
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論文紹介
「組織キャンプ体験に伴う日常生活における身体活動量およびTV視聴時間への影響」
を執筆して
西田順一（九州大学大学院人間環境学研究院)

本研究を実施したのは、今から既に4年前にさ

着手する前に、熊本県の小学校の先生方に本研

かのぼります。当時は、九州大学の博士後期課程

究の趣旨を説明し、理解してもらい、その後保

に在籍し、組織キャンプのメンタルヘルス効果に

護者に対する説明会を実施し、ライフコーダ装

関する研究を行っていました。子どものメンタル

着などに関するインフォームドコンセントを得

ヘルスを考える上で、身体活動は欠かすことので

ました。その後、1台1台に対して、子どもの身

きない非常に重要な要因の1つとして考えていま

体的データを入力し、居住地域の異なる子ども

した。そこで、組織キャンプ場面においても、基

たちに郵送しました。その際、壊れ物であるこ

礎的研究として組織キャンプという環境下におい

とからそれぞれを梱包し、ライフコーダの使用

て子どもたちはどのくらいの身体活動を行うのか

説明書と共に送りました。その後、装着の確認

ということを定量化していくことを試みました。

の連絡を電話で各家庭に行いました。測定後に

本研究においては、ライフコーダを用いて子ど

は、送り返してもらいデータをPCに保存した

もの組織キャンプ時および日常生活場面での身体

後、再度、郵送し、組織キャンプでの身体活動

活動量のモニターを行いました。ここでは子ども

の測定を行いました。組織キャンプ時でも、水

たちの組織キャンプ参加前の学校生活場面（日常

濡れや紛失、故障などの防止にかなり気を配り

生活）での身体活動、そして組織キャンプ体験時

ました。

での身体活動、そしてさらに組織キャンプ参加後

本研究から、子どもの日常生活場面および組

での身体活動を測定することとしました。身体活

織キャンプ場面における身体活動の一部が明ら

動の測定には、ライフコーダを用いた訳ですが、

かになったのですが、今後は身体活動実践とメ

合計約70個を親交の深い研究者からお借りするこ

ンタルヘルスの変容について徐々に明らかにし

とができました。当時は、学生の身分であったた

ていきたいと考えています。

め、1つ3万円ほどのライフコーダを多数借りて、

最後に、この研究が実施できたのは、小学校

それらが故障・紛失した場合どうしようかと考え

および青少年の家の先生方、ライフコーダを快

ると冷や冷やものでしたが、結局、1つの水濡れ

く御貸しして頂いた先生、また当時の橋本研究

による故障が生じたのみであり、残りは無事に返

室に在籍していた後輩たちの手助けのお陰で

却して頂きました。

す。こ の 場 を 借 り て、再 度、御 礼 申 し 上 げ ま

本研究を実施するにあたり苦労したのは、ライ
フコーダによる身体活動の測定でした。研究に

す。
論文名
組織キャンプ体験に伴う日常生活における身体
活動量およびTV視聴時間への影響
体育学研究, 50(6), 699-711, 2005
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2006年度関連学会大会日程
学会名

開催日

大会会場

日本体育学会
スポーツメンタルトレーニング
指導士会全国研修会

2006年 8月18日～20日

弘前大学、弘前文化センター

2006年 8月26日～27日

国立スポーツ科学センター

九州体育・スポーツ学会

2006年 9月 2日～ 3日

佐賀大学

日本犯罪心理学会

2006年 9月 2日～ 3日

神戸学院大学

産業・組織心理学会

2006年 9月 2日～ 3日

北海学園大学

日本健康心理学会

2006年 9月 8日～ 9日

同志社大学

日本応用心理学会

2006年 9月 9日～10日

文京学院大学

日本教育心理学会

2006年 9月16日～18日

岡山コンベンションセンター

日本社会心理学会

2006年 9月17日～18日

東北大学

日本青年心理学会

2006年 9月30日～10月1日

愛知学院大学

日本パーソナリティ心理学会

2006年10月 7日～ 8日

東京富士大学

日本心理学会

2006年11月 3日～ 5日

福岡国際会議場

九州心理学会

2006年11月18日～19日

琉球大学

日本スポーツ心理学会

2006年12月 7日～ 9日

沖縄県女性総合センター「てぃるる」

日本健康支援学会

2007年2月17日～18日

福岡市健康づくりセンター

あいれふ

九州スポーツ心理学会(SMT指導士研修会)

2007年 3月 2日

福岡市健康づくりセンター

あいれふ

九州スポーツ心理学会第20回記念大会

2007年 3月 3日～ 4日

福岡市健康づくりセンター

あいれふ
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九州スポーツ心理学会会報第9号

事務局ニュース
２．九州スポーツ心理学会第20回記念大会・
メンタルトレーニング研修会のお知らせ

１．事務局移転のお知らせ
九州スポーツ心理学会事務局は、2006年4月より
九州工業大学情報工学部へ移転致しましたのでご案
内申し上げます。新しい連絡先は下記の通りです。
今後ともさらなるご支援ご指導のほど、宜しくお
願い申し上げます。
＜新事務局連絡先＞
〒820-8502 福岡県飯塚市川津680-4
九州工業大学 情報工学部 人間科学講座内
九州スポーツ心理学会事務局
Tel&Fax： 0948-29-7872
E-mail： kssp@fukuoka-u.ac.jp

九州スポーツ心理学会第20回記念大会とメンタル
トレーニング研修会の開催は下記のとおりです。
＜九州スポーツ心理学会第20回記念大会＞
開催日 2007年3月3日（土）～4日（日）
場 所 福岡市健康づくりセンター あいれふ
〒810-0073 福岡市中央区舞鶴2丁目5番1号

TEL 092-751-7778
＜メンタルトレーニング研修会＞
開催日 2007年3月2日（金）
場 所 同上

＜事務局スタッフ＞
理事長：磯貝浩久
庶 務：下園博信
会 計：兄井 彰
広 報：伊藤友記，仲里 清
編 集：下園博信，兄井 彰，伊藤友記

３．連絡先・所属先変更に関するご案内
ご連絡先や所属先等に変更がございましたら、同
封の「九州スポーツ心理学会入会申込み・連絡先等
変更用紙」にご記入の上、学会事務局までご連絡く
ださい。宜しくお願い致します
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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，福岡市で第19
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.健康運動指導士の公衆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．

《 学会入会希望の方へ 》
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

〒820-8502 福岡県飯塚市川津680-4
九州工業大学情報工学部 人間科学講座内
九州スポーツ心理学会事務局 磯貝浩久 宛
TEL&FAX:0948-29-7872

E-mail： kssp@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9号を
お届けいたします。当初、本号は5月後半に発行される予定でしたが、2か月遅れの発刊となり
ました。発刊が遅れたことを深くお詫びしたいと思います。
ところで、本号より、会報の編集担当を九州大学の杉山佳生先生より引き継ぎをさせて頂き
ました。杉山先生の会報作成に関わる長年のご尽力に対し、この場をかりて厚く御礼申し上げ
ます。今後は、杉山先生が作成されてきた会報を踏襲しつつ、会員の皆様にとって少しでも役
に立つような情報を発信できればと考えております。
本会報は、会員相互のボランティアによって発刊されております。今後は、会員の皆様に原
稿の執筆のお願いをさせて頂くこととなりますが、会報発展のために、是非、ご支援を賜りた
いと存じますので、何卒よろしくお願い致します。
（J.N.）
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