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特集 新事務局紹介
終わりなき疾走～九州スポーツ心理学会の可能性～
事務局をお引き受けして
九州スポーツ心理学会理事長
磯貝 浩久（九州工業大学）
平成18年から3年間、九州工業大学が九州スポーツ心理学会の事務局をお引き受けすることになり
ました。九州工業大学といってもスポーツ心理学関係の教員は私一人しかいません。なのになぜ、事
務局をお引き受けしたのかについて書きたいと思います。それには、1) 事務局スタッフに恵まれたこ
と、2) 自分を育ててもらった学会であること、3) 学会の未来に可能性を感じること、という3つの大
きな理由があります。
まず、事務局スタッフについてですが、事務局をお引き受けするべきかどうか悩んでいた時に、私
の研究室の社会人ドクターである下園先生（九州共立大学）と仲里先生（九州共立大学）が、事務局
の仕事を快く引き受けてくれました。また、福岡教育大学の兄井先生（平成18年九州工業大学博士課
程入学）も積極的に手伝ってくれることを約束してくれました。そして、伊藤先生が18年4月より九
州共立大学に赴任することが決まり、事務局の仕事も承諾してもらえました。これだけの有能なス
タッフの協力があればと決意した次第です。兄井先生、伊藤先生、下園先生、それに私を含めた4人
は、かつて福岡大学の助手として体育心理学実験室で働いていました。それぞれ紆余曲折があったも
のの、18年から北九州の地に集まり、事務局のメンバーとして一緒に仕事ができることに、何か因縁
めいたものを感じています。
次に、自分を育ててもらった学会ということにふれたいと思います。私が学会に初めて参加した
のは、平成2年の第3回大会です。この頃は参加者も少なく（おそらく10名くらい）、大学院のゼミの
ような感じで発表させてもらったのを思い出します。その後、ほぼ毎回参加させてもらい、早いもの
で16年の月日が経ちました。10回記念大会では、バズセッ
ション（ビールを片手にディスカッションするという企
画）の司会をさせてもらいましたし、発表、シンポジウム
などでお世話になりました。懇親会では、おそらく一番多
く司会をしたと記憶しています。夜の方で頑張ってきた気
もします。今振り返ってみますと、年配の先生方に温かく
研究指導して頂いたと強く感じます。地方の学会のため比
較的人数も少なく、いつもアットホームな雰囲気があるた
め、自由に自分の意見が言えていたように思います。この
ように誇りに思える学会を支えてくださった、佐久本前会
長、徳永前会長、山本会長、福岡大学事務局関係者、九州
大学事務局関係者など沢山の先生に改めて感謝いたしま
す。そして、私も何かしなければという気持ちにさせられ
ました。
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事務局をお引き受けして 磯貝浩久
（前頁からのつづき）
三番目に、学会の未来の可能性について記したいと思います。九州スポーツ心理学会の基本コンセ
プトとでも言うべき、一番の特徴は現場を意識した学会だと思っています。それは競技スポーツであ
れ、健康づくりの運動・スポーツであれです。現場を意識して研究する、研究と現場の橋渡しをする
ということを重視してきた学会だと認識しています。正直に言いますと、あまりにも現場、現場と言
うとエビデンスに欠ける、あるいはメカニズムなどより普遍性の高い研究が重要であるなどと考えて
いた時代もありました。しかし、応用心理学の宿命というか課題はやはり現場なのだと今は本当に思
えます。このようなコンセプトは今後も継続する必要があると考えています。そして、より具体的に
は、メンタルトレーニングに関わる研究と実践をさらに高いレベルで取り上げていくことが必要だと
思います。本学会には、そのことができる研究者が多くいると確信していますし、全国的にも注目さ
れていると感じています。もう一つは、健康・運動心理学に関する研究と実践のレベルアップをして
いくことが必要だと思います。このことに関しても全国的に活躍する研究者が沢山いると思います。
ここで記したことは、目新しいことではないのですが、小さく小回りのきく学会であるため、思い
切った企画やアプローチができると期待しています。
最後に、事務局として、20周年を迎える九州スポーツ心理学会に少しでも貢献できればと思って
います。理事長をはじめ若い事務局となり、いたらないことも多々あるかと思いますが、温かい目で
見守っていただければ幸いです。
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特集 新事務局紹介
終わりなき疾走～九州スポーツ心理学会の可能性～
新事務局担当者（会計）としての抱負
兄井 彰（福岡教育大学）

本年度から九州工業大学の磯貝先生を中心とした北九州方面の学会員を中心としたスタッフで九州
スポーツ心理学会の事務局を担当することとなりました。新事務局のスタッフは、中堅研究者が中心
で、事務局の仕事はもとより、これからバリバリ研究成果を発表していかなければと考えています。
私自身は、九州では研究者が少ない運動学習の領域で、特に、知覚と運動の関係について生態心理学
の立場から研究しているため、九州スポーツ心理学会では、この領域の発表はほとんど行っていませ
ん。しかし、今後はこの領域の研究成果もどしどし学会発表をして行きたいと思っています。また、
キャンプ関係の実践も数多く行っているので、キャンプの心理的な効果についても何か発信できれば
と考えています。新事務局は、この学会の運営がスムーズ行われるように、加えて、多くの研究成果
の発信をお手伝いできるように努力していく所存ですので、今後ともご支援ご指導のほど、宜しくお
願いいたします。

新事務局担当者（庶務）としての抱負
下園博信（九州共立大学）

九州スポーツ心理学会が20年を迎える記念すべき時に、事務局の一員として学会に携われることを
うれしく思うと同時に、今までの福岡大学、九州大学で事務局に関係された皆様の素晴らしい学会運
営を考えると、ひしひしと責任を感じるこの頃です。
今回の事務局は磯貝事務局長の九州工業大学を中心に九州共立大学、福岡教育大学と北九州地区に
初めて事務局が移転しました。本年４月より九州共立大学に赴任した私事にも重なり、期待と不安の
アンバランスを感じつつ、20年の節目の学会を今までの本流を心地よく感じながら、沸きだす流れに
も敏感になり学会の発展に貢献できたらと思っています。まずは、20回記念大会を無事に運営するこ
とを念頭に努力していきたいと思います。今後ともご指導、よろしくお願いします。

-4-

九州スポーツ心理学会会報第10号

関連学会参加記
◆「International Congress on Physical Activity and
Public Health」に参加して
吉本 猛
（福岡大学スポーツ健康科学研究科）
大学でスポーツ科学を学び、今年度から大学院に
おいてスポーツ心理学を専門として取り組みだして
1ヶ月も経たない4月中旬に、機会と環境に恵まれ、
国際学会に参加することが出来ました。以下ではそ
の国際学会参加について報告致します。
平成18年4月17日～20日にCDC（Centers for Disease Control and Prevention）によるInternational
Congress on Physical Activity and Public Healthがア
トランタにおいて開催されました。
私は、指導教員でもある山口幸生先生（福岡大
学）と私と同じく院生である千葉寛子さん（福岡大
学）と今回の国際学会に参加したわけですが、初日
（17日）はOpening Ceremonyのみということと、
日程の都合もあったため参加はせず、出発日と致し
ました。海外旅行をしたことのない私にとって、初
めての出国が学会によるものだったので不安と期待
が同じくらい、いや、不安の方が大きかったかもし
れません。シカゴ経由で計13時間飛行機に揺られ、
アトランタに到着。夕食を済ませ、疲れていたので
すぐに就寝。
18日～20日。出国前に事前にプログラムには目を
通していましたが、学会会場で改めてプログラムに
目を通し感じたことは「Strategy」という単語がよ
く使われているということです。これは、やはり材
料が整いつつある「健康、運動」といった分野にお
いて、それらの材料をより多くの人にいかに普及し
ていくかということに焦点が向きつつあることの表
れだと私は考えています。そういった内容の含まれ
たレクチャーの中には「大きなイベントを用いた
キャンペーン」や「街づくり」など色んな視点での
普及方法が考えられていました。しかしながら、そ
のようなMarketing的な思考が注目されてからまだ
日が浅いため、「～である。」という大きな結論に
結びついていないものが結構あったように感じま
す。偶然にも私もそのようなMarketing的思考を取
り入れることに非常に興味があるので、私が新たな
研究分野へ踏み込む人々の中の一人であるという自
覚を持たなければならないと改めて実感しました。
今回の学会での私の個人的な目的として、「学会
内でたくさんの知識や考えを吸収する」ということ
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はもちろんのこと、それ以外にも「世界に触れる」
ということがあり、過ぎる時間全てが新鮮で何をす
るにもチャレンジな日々でした。今の時期にこのよ
うな経験が出来たことは、大学院生中はもちろん、
今後の人生に大きく役立つものだと思います。今後
も、機会を見つけて積極的に参加していきたいで
す。

◆「日本体育学会・全国大学体育連合共催企画シ
ンポジウム」に参加して
「体育学の研究者・大学教員の確保とその養成:
若手研究者の立場から」
荒井弘和
(大阪工業大学知的財産学部健康体育研究室・
大阪大学コミュニケーションデザイン・センター)
大学教員を目指す若手研究者を取り巻く状況は、
厳しさを増しつつある。わが国で博士課程を修了し
た者 (10,032名: 満期退学含む) のうち、6.9%が「死
亡または不詳」となる現在において (平成14年度学
校基本調査報告書)、大学体育領域も他領域と同
等、もしくはそれ以上に厳しいと指摘する者も多
い。日々の研究・実践活動に追われている若手研究
者はこのような状況に対して、残念ながら有効な対
策を採れているとはいえない。
若手研究者にお伝えしたいことは、「大学当局」
「指導教官」「大学院生」の3者において、研究業
績や博士号に対するラベリングが異なるということ
である。大学院生 (大学生) は、「研究したい」と
思って大学院に進学し、指導教官も大学院生に「研
究せよ」と指導されるものの、教養体育の教員とし
て採用される場合には、大学当局に「研究はしなく
ていいから (もしくは、してはいけない)、とにかく
教育をせよ」と求められる。研究業績は、採用の際
の足切り条件として勘案されるだけという場合も少
なくないのである。
先生方には、若手研究者の取り扱いに関して、3
つのことをお伝えした。1つ目は、「若手を大事に
するということは、若手じゃない人を大事にしない
という意味かもしれない」ということである。ポス
トがこれ以上に増えることが望めない現状で、若手
だけが犠牲になるのはフェアではない。
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全ての世代が負担を背負って、体育領域の継続的
な発展に貢献するべきである。2つ目は、「非常勤
講師を探す時は、若手に声をかけてあげて欲し
い」ということである。教育が求められている若
手にとって、教育業績は重要である。ベテランの
先生方の経験に頼るのもリーズナブルであるが、
若さに賭ける気持ちを持っていただけるとありが
たい。3つ目は、「無償で研究補助に使うのではな

謝辞: 最終日の最終プログラムであったにも関わ
らず、当日ご参加くださった先生方、若手研究者
の皆様に心より感謝申し上げます。
追記: このテーマについて関心をお持ちの方は、以
下の文章もご覧いただけると幸いです。また、近
日発刊の「大学体育」に、シンポジウムの様子が
掲載される予定です。

ということである。研究員として正式に雇用され

荒井弘和 (2006). 大学から体育がなくなることで、
何か問題がありますか？ 大学体育, 87, 45-46.
荒井弘和(2006).大学体育の意義と体育教師に求め

ることは、履歴上も大きな意味を持つ。若手研究

られること 体育科教育, 54(3), 43-45.

く、研究費で研究員として雇ってあげてほしい」

者にとってはなおさらである。なにより、知識は
知的財産であり、タダではないのである。「わざ
わざ雇う？ そんなややこしいことをするより

◆「第55回九州体育・スポーツ学会」に参加して
徳永高司（九州大学大学院人間環境学府）

も、私にはもっとやるべきことがある」という先
生もいらっしゃるが、誤解を恐れずに言えば、そ
んなことすらできない人が、良い仕事をできるは
ずがないのではないだろうか？
体育人を確保し養成するためには、体育領域を
さらに活性化する必要がある。そのためには、体
育が「社会の役に立つ」ことをデータに基づいて
示さなければならない。もっといえば、体育は、
「役に立つ研究を行うこと」「現場に寄り添った
研究を行うこと」をキーワードに、科学領域全体
の新しいモデルになりうると考える。そして、役
に立つデータ・現場に関連づけたデータを示すと
いうモデルになるためには、「データを論文化す
ること」が重要である。「体育が他分野に先駆け
て先を取り、他分野を引っ張って行くのだという
気概で、みんなで地道にがんばろう」という体育
人への呼びかけをもって、発表を終了した。
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今回、佐賀大学にて開催された九州体育・ス
ポーツ学会第55回大会に参加しました。過去に、
熊本大学にて開催された日本体育学会や福岡大学
にて開催された九州スポーツ心理学会に参加した
経験はありましたが、今回は初めてポスター発表
者として参加したため、これまでにない緊張感を
持って臨みました。
当日のポスター発表では、寄せられた質問に対
してとにかく必死に回答し、質疑応答の時間が
あっという間に過ぎてしまったという感じでし
た。今振り返ってみると、反省すべき点は多々あ
りますが、今回のような研究交流の場で自分の研
究を紹介･表現することができたという点で、小さ
くとも確かな一歩を踏み出せた気がします。ま
た、今回は大学時代の卒業論文を発表しました
が、次の機会には現在学んでいる運動･スポーツ心
理学を活かした研究発表ができるように、日々努
力していきたいと思います。
今回、学会の中で特に興味深かったものとして
は「チーム作り･選手つくり－指導者の視点か
ら－」というテーマの下、仲里清先生（九州共立
大学）、三輪一義先生（琉球大学）、伊藤友記先
生（九州共立大学）が演者として立たれた専門分
科会シンポジウムが挙げられます。一流のチー
ム・選手を育てた指導者の視点から、さらに一流
のチーム・選手を取り巻く環境の視点からユーモ
アを織り交ぜながらも現場に携わっているからこ
そ知り得ることができる貴重な経験談を聴くこと
ができました。自分の研究発表ができるという点
も然る事ながら、様々な分野でご活躍されている
諸先生方のお話を聴くことができるという点も学
会参加の魅力の一つだと思います。
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最後に、私が現在所属している九州大学大学院、
そして大学時代に所属していた熊本大学の先生、
先輩、同輩とのつながりを今回の学会参加を通し
て改めて実感しました。これからは研究発表に加
え、感謝の気持ちを私の頑張っている姿で示せる
場として学会に臨んでいこうと思います。

◆「第55回九州体育・スポーツ学会」に参加して
河津慶太（九州大学大学院人間環境学府）
平成18年9月2・3日、佐賀大学で第55回九州体
育・スポーツ学会が開催されました。
学会での発表は初めてのことなので勝手がわか
らず、発表の準備に梃子摺り、多くの先生方や先
輩方にアドバイスを頂きながら何とか発表に漕ぎ
着けることができました。
今回の発表の準備で、研究全体の構成の仕方
や、発表資料の作り方、データ分析など、研究の
基礎、土台になる部分で多くのことを学ぶことが
でき、今後の修士論文に向けても大変勉強になり
ました。
学会では、前日に行われたプレセミナー、口頭
発表、ポスター発表、学生企画、その他様々なも
のが催されていて、拝見させていただいた発表
は、どれもいろいろな意味で大変勉強になりまし
た。それと共に、今後の自分の研究に対するモチ
ベーションを持続させるいい刺激になったと思い
ます。肝心の自分の発表は、アドバイスはいただ
いたものの、やはり力量不足で、発表資料や質問
の受け答え、共に満足できるものではありません
でした。
今回の学会で学んだことをしっかりと吸収し、
次回にはしっかりと余裕を持って発表をしたいと
思います。最後になりましたが、アドバイスをい
ただいた先生方、先輩方、また今回の大会役員の
方々には厚くお礼申し上げます。どうもありがと
うございました。

◆「日本メンタルトレーニングフォーラム」に参加し
て
永尾雄一（九州大学大学院人間環境学府）
平成18年8月26日〜27日に東京・国立スポーツ科学

の指導者、学生が参加し、活気に満ちた大会でし
た。
内容も講演や研修、ポスター発表など２日間を
通して多岐にわたり、充実した内容でした。その
中でも、日本卓球協会強化本部長の前原正浩氏を
招いての講演は、卓球競技における各年代の代表
クラスの強化への取り組みについてのお話であ
り、メンタルトレーニングをどのように取り入れ
実践しているかの紹介でありました。成人の代表
レベルでのメンタルトレーニングの実践は各種競
技で盛んに行われるようになってきていますが、
卓球においては、ジュニア世代の選手に対しても
積極的にメンタルトレーニングを取り入れている
という点が大変興味深く印象に残りました。メン
タルトレーニングは若くても高校生年代からを対
象に行われていることが多いと思うのですが、卓
球協会の取り組みは参加者の多くに対し有益な情
報提供になったのではないかと思います。また、
日本のトップ選手たちの映像をもとに、ジュニア
世代の選手たちのやる気向上を目的としたビデオ
を作成し活用しているとの報告もあり、私自身の
研究とリンクする部分も多く、とても収穫の多い
講演でありました。
ポスター発表の演題も多く、私自身も発表させ
て頂いたのですが、現場の最前線で活躍されてい
る先生方から多くのご意見を頂けたことも、この
メンタルトレーニングフォーラムならではのメ
リットではないかと思います。
2日間集中して、現場で活躍される先生方と多く
ふれあうことができ、ただ参加するだけでなくポ
スター発表等で自分からも積極的にアプローチす
ることができる本フォーラムは、メンタルトレー
ニングに関わる者として重要な場であると感じま
した。

◆「日本教育心理学会第48回総会」に参加し
て
西田順一
（九州大学大学院人間環境学研究院）
2006年9月16日から18日までの3日間、岡山コン

センターにて開催された日本メンタルトレーニン

ベンションセンター（通称：ママカリフォーラ

グフォーラム第１回大会に参加しました。スポー

ム）で開催された日本教育心理学会第48回総会に

ツメンタルトレーニング指導士会初の全国研修会

参加してきました。日本教育心理学会に入会して

ということや、指導士（補）の資格未取得者も参

長い期間が経ちますが、総会には今回が初めての

加できるということもあり、多数の先生方や現場

参加でした。
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総会の第一印象として、非常に規模の大きな大会
であることに驚かされました。本総会の発表申込
みは、ポスター発表742件、自主シンポジウム30
件、特別講演2件、シンポジウム6件、セミナー
（研究法等）2件、学会研究委員会企画シンポジウ
ム3件、そしてチュートリアルセミナー1件、とい
う合計786件であり、参加者も多数でした。この規
模となると、やはり大学での開催は難しいよう
で、岡山の国際会議場であるママカリフォーラム
での開催でした。ポスター発表に関しては、会場
内の1つのホールで行われていましたが、約100件
の発表が2時間単位で入れ替わっていくという目ま
ぐるしい状況でした。このポスター発表と同一時
間帯の別会場で自主シンポジウムが5件ほど行われ
ており、さらに特別講演や研究委員会企画シンポ
ジウムも行われており、この状況が3日間連続で開
催されるという非常にタイトな日程となっていま
した。この状況下では、聞きたい発表が別会場で
重複して行われたりしているので、なかなか落ち
着いてゆっくりと聞けないようなこともありまし
た。もっとも、事前に抄録集を熟読して、聞きた
い発表をセレクトし、質問事項をまとめておけ
ば、上手く発表を聞けたのではないかと感じてい
ます。
もう１つ印象的であったのが、ポスター発表の
ラフさを感じました。近年、多くの学会にてポス
ター発表が採用され、ポスター作成の技術もかな
り向上しているように考えています。また、形式
的にもA0やA1のような大型の一枚張りポスターが
主流になりつつあります。しかしながら、本総会
では、あまり凝った造りで大型のポスターが多く
なかったという印象を持ちました（中には目を引
くものもありますが）。しかし、それぞれのポス
ターの前には多くの人だかりができ、熱心なディ
スカッションが繰り広げられていました。また、
発表者も細かく丁寧に説明をしているように見え
ました。ラフなスタイルであっても、非常に良い
雰囲気の発表会場であったし、実際のディスカッ
ションも活発に行われていました。
さて、本総会は、「社会的文脈の中で教育心理学

今回の総会参加によって、教育心理学における
多くの研究を学ぶことができ、また、この領域の
研究者と新たに交流を持つことができた（写真
は、名古屋大学・速水敏彦先生）。これらは、今
後の研究実施において大きな収穫となるであろう
と感じた。

◆「日本野外教育学会第9回大会」に参加して
渡壁史子（山口短期大学）
2006年６月24-25日、東京学芸大学で開催された

的課題を考える」というスローガンの下に、学校

「日本野外教育学会」に参加しました。本学会

教育にとどまらず広く教育課題を理論と実践の両

は、小・中学校教員、野外教育専門員、学生、研

方からとらえていきたいという考えから開催され

究者、野外教育関連企業に携わる専門家などが集

ました。ここでは、我々の研究領域に関連するよ

まり、様々なフィールドで取り組まれる野外教育

うな発表も散見され、教育心理という角度から運

の可能性を探る研究報告が毎年なされています。

動・スポーツを捉えることの意義も感じました。

今回、学会に参加した中で最も創造性をかき立て

また、教育心理の研究者においても運動・スポー

られたのは、川本達雄氏（東京工業大学大学院生

ツに関しては、関心事であることに改めて気づか

命理工学研究科）の基調講演でした。 「多様性に

されました。

ついて考える」 をテーマにした講演内容は、一様
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性の価値感をつくり出してきた現代社会を生物学
の立場から切り込んでいくものでした。中でも、
「お金というものは、本当はそれぞれ質が違うも
のをすべて同質だとみなし、量の違いだけで表現
する（抽象的な）ものである。そして、今の世の
中は経済が支配する社会、つまり、万物は同質で
あり、違いは量だけだという発想にもとづいた社
会であり、これは多様性にではなく一様性に極端
に価値を置く社会だと言える」、と述べられた一
節にはいろいろな考えが広がりました。
野外教育は、多かれ少なかれ自然をかけがえのな
いもの、他人や自己をかけがえのないものとして
感じることのできる人間的な発達を目指し取り組
まれています。また、それを研究の中心課題とし
ておかれることも少なくありません。しかし、
“経済が支配する社会”において、「質の違いに
価値を置く」能力（つまり、いまの自分を認める
ことができたり、他を違和感なく受け入れると
いったような能力など）を身につけることは容易
ではなく、より問題を明確にした意図的な取り組
みや教育活動が、緻密に丁寧に行なわれていくこ
とが求められているようにも感じました。本学会
では、どのような指標や方法でもって野外教育の
成果を分析・評価していくのか、またどこまで評
価しうるものなかのか、自分の発表も含め、他の
研究報告をみながら考えを深めていくことができ
たように思います。

なり、大学の教授や研究者だけでなく医者や保健
士、栄養士、健康運動指導士など、実際に現場で
活躍されている方々がかなりの割合を占め、そう
いった方々から直接お話を伺うことができ、非常
に勉強になりました。
また企業展示では、人々の生活がより健康的な
ものになるようにと、新機能付き歩数計や栄養測
定器など“健康”をテーマにした新しい商品が多
く並び、顧客としても、研究者としても非常に楽
しめる内容となっていました。
最後に、この学会を通じ、健康に関わる者とし
て、専門であるスポーツ心理学だけにとらわれる
のではなく、様々な視点から「健康を支援する」
という大きな目標に向け、取り組んでいくこと
で、他分野との共同研究や開発など、新しい視点
での研究が可能になっていくのではないかと強く
感じたことを伝え、日本公衆衛生学会参加報告書
とさせていただきます。

◆「第65回日本公衆衛生学会」に参加して
千葉寛子
（福岡大学スポーツ健康科学研究科）
平成18年10月25日～10月27日に富山県で開催さ
れた、第65回日本公衆衛生学会に今回は当日会員
としてですが、参加させていただきました。
日本公衆衛生学会は大変規模が大きく、ポス
ター発表だけでも2日間で約1250枚のポスターが掲
示されていました。それらは、疫学・保健医療情
報、健康教育、ヘルスプロモーション・QOL、保
健所、地域保健、高齢者保健福祉など、全部で18
の分野に分かれており、各々の分野で活躍されて
いる様々な職種の方々が発表されていました。
中でも、私にとって最も興味深かったのは健康

◆「国際応用スポーツ心理学会」に参加して

教育の分野でした。健康教育の中にはまた大まか

ト都市でもあります。しかしながら、学会会場が

に、喫煙・栄養・身体活動などのテーマごとに分

あったダウンタウン周辺は建物も老朽化し、人通

かれており、現在の各地方での健康教育の取り組

りも少なく、リゾートとは程遠い印象を受けまし

みやその成果などが報告されていました。 今回の

た（治安の悪さは全米で五本の指に入るそうで

学会は、私がこれまでに参加してきた学会とは異

す！！）。
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村上貴聡（東京理科大学）
2006年国際応用スポーツ心理学会（AAASP）
は、アメリカ・マイアミのダウンタウンにあるホ
テルHyatt Regency Miamiを会場に、9月27日
（水）から30日（土）にかけて開催されました。
マイアミは全米一の避寒地として退職者が集まる
街として、また、大富豪の別荘地として、リゾー
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さて、学会はといいますと、世界各国から約600
名のスポーツ心理学の専門家が集まりました。日
本からの参加者は高妻先生の東海大学グループ、
立谷、今井両先生の国立スポーツ科学センターグ
ループ、直井先生（近畿大学）、笠原先生（作新
学院大学）と思いの外少ないものでした。日中は
キーノートレクチャーやシンポジウム、ワーク
ショップがメインでしたが、9月29日と30日の夕方
にはポスター発表セッションが行われ、それぞれ
87件、90件、合計177件という多数の発表がありま
した。私自身がperformance enhancementに関する
研究をしていることもあり、各セッションの内容
は非常に楽しみにしていました。特に、ゴルフの
アニカ・ソレンスタム選手のコーチの話は興味深
く聞かせて頂きました。AAASPの特色ともいえま
すが、現場での実践に基づいた研究が多く見受け
られるので、非常に勉強になります。
私自身も「The Relationship Between Psychological Strategy and Psychological Competitive Ability
for Japanese Athletes」というタイトルで発表しま
した。拙い英語で何とか議論し（かなり冷や汗か
きました･･･）、今後の研究の新たな視点などアド
バイスを頂きました。いろんな意味で良い刺激に
なります。
来年のAAASPは10月24日-27日まで、ケンタッ
キー州のルイビルで開催されるそうです。次回は
今回よりも多くの日本の研究者に参加して頂き、
ぜひとも日本での研究をアピールできることを期
待しています。
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◆「日本体育学会第57回大会」に参加して
藤原大樹（九州大学大学院人間環境学府）
今回、弘前大学で行われた日本体育学会第57回
大会に参加させていただきました。数多くのシン
ポジウム、講演、発表などを見ることができ、と
ても貴重な経験をさせていただいたと思っていま
す。
どの発表も興味深いものでしたが、特に、シン
ポジウム「体育・スポーツ・健康教育におけるポ
ジティブサイコロジーの視点」は面白く、勉強と
なりました。前半では、まずポジティブサイコロ
ジーの概念や成り立ちが紹介されました。その中
で紹介された「心理学は、人間の弱さや精神障害
といったネガティブな側面だけでなく、人間の幸
せ、強さといったようなポジティブな側面に注目
を向けるべきである」というセリグマンの主張に
は、非常に感銘をうけました。シンポジウム後半
では、「スポーツフロー」と「オプティミストと
健康問題」についての研究発表を聞くことができ
ました。これまで、ポジティブサイコロジーの研
究発表を聞いたことがありませんでしたので、私
にとって非常に新鮮な経験となりました。発表後
は、数多く集まった参加者と発表者の先生との間
で、テーマに沿ったディスカッションが盛り上が
り、ポジティブサイコロジーの今後の方向性につ
いてなどの意見交換が積極的に行われていまし
た。
今回、日本体育学会第57回大会に参加させてい
ただき、学会というのは、新しい知識を得ること
ができる場であるのはもちろんですが、良い刺激
を得ることができる場でもあるのだなということ
を強く実感しました。数多くの質の高い研究発表
に触れ、今後の研究活動への意欲を得ることがで
き、非常に貴重な機会を得たと感謝しています。
今回の大会は発表せずにただ参加する形でしたが
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次回の大会では、是非、発表者としても参加でき
るよう、今後頑張っていきたいと思います。

る）を両立しながら非常に充実した時間を送られ
ているご様子であった。Baylor大学は、伝統的な
私立大学でありながら、新しく大きな施設を多く

◆「The Cooper Institute Conference Series

備え、非常に恵まれた研究環境であった。また、

2006」に参加して
西田順一
（九州大学大学院人間環境学研究院）

気候もよく、キャンパスには緑が溢れていた。教
員や学生たちもキャンパスライフを思い思いにエ
ンジョイしているように映った。羨ましい限りで
ある。最後に日本での再会を約束して、Rafer先生

2006年10月26日（木）から28日（土）、米国テ
キサス州ダラスにあるCooper InstituteにおいてThe
Cooper Institute Conference Series 2006が開催され
た。この学会に平野貴也先生（名桜大学）と共に
出席する機会を得ましたので、その様子を御報告
します。
最初に本施設について御紹介します。Cooper
Instituteは、世界中の運動・スポーツに関する施設
の中でも非常に有名な研究所と言えます。本研究
所長のDr. Kenneth, Cooperがかつて「エアロビク
ス」という概念を提唱し、世界中で今や広くこの
概念が定着しています。エアロビクスは、常識的
な概念となり、Cooper Instituteでは、その概念を
基盤とし、運動・スポーツ、身体活動の開発・実
践を行っています。Cooper Instituteは、広大な敷
地内に複数の研究施設と実践のためのエアロビッ
クセンター、プール、テニス場、宿泊のためのホ
テル、そして会議場などを備えています。そこに
は、研究者から施設従事者までおよそ100名のス
タッフが配置されているそうです。本研究所にお
いて年1回、重要なテーマを設定し、それに関連
し、集中的なディスカッションを行っています。
さて、今回の学会大会は、「Parks, Recreation,
and Public Health: Collaborative Frameworks for
Promoting Physical Activity」というテーマが設定
されていた。本学会では、レクリエーション研究
者と身体活動研究者のコラボレーションが意図さ
れていました。参加者は、100名であり、日本から
の参加者は私と平野先生の僅かに2名でありまし
た。学会では、主に身体活動の重要性や自然環境
を利用した身体活動の効果的方法、環境正義など
に関しての発表がなされていました。かなり、耳
慣れない用語や概念が多く、理解するのに苦労し
ましたが、大変良い刺激となりました。私自身も
ポスター発表を行い、米国の研究者と積極的に交
流が図れたのでとても貴重な機会となりました。
今回のテキサス訪問において、レイファー先生
（Dr. Rafer, Luts：Baylor University, TX）を尋ね
た。06年3月の第19回九州スポーツ心理学会以来の
再会であったが、仕事と家庭（2人の息子の父であ
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に別れを告げた。
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◆「国際行動医学会」に参加して
吉本

猛

（福岡大学スポーツ健康科学研究科）
2006年11月29日(水)～12月2日(土)にタイのバン
コクで開催されました「国際行動医学会（ICBM:
International Congress of Behavioral Medicine）」
における学会参加報告書を書かせていただこうと
思います。
タイといえば、年中暑い国と聞いてはおりまし
たが、日本各地での気温が10℃を切ろうかという
時期に、日中気温30℃を上回るこの国に訪れ、学
会に参加し、世界の広さを実感するとともに、自
分の人生における視野の狭さを痛感いたしまし
た。まだまだ私には知らない世界の方が多いよう
です。
さて、学会の流れについてですが、初日はいく
らかの発表の後、夜にOpening Ceremonyと
Receptionが民族舞踊、豪華なタイ料理のもと行わ
れました。2日目、3日目と口頭発表、ポスター発
表と続き、3日目の夜にGarden Partyが行われ、4
日目は口頭発表の後、2008年のICBM10周年の開
催地となる日本が主催のClosing Ceremonyが豪華
な日本食のもとに行われました。
パーティーの報告なのではと誤解されても困り
ますので、学会の「内容」の方の報告をこれから
させていただきたいと思います。
内容としましては「行動医学」という大きな
テーマに対して、様々な分野の方が研究をしてお
られ、我々「スポーツ、身体活動」の分野以外の
視点からも「健康」ついて考えることができた
「良い機会」であったと思っています。やはり
「行動科学」的視点を用い、様々な媒体を通し
「健康」を捉えることが今後必要となってくるよ
うです。
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日本から発表で来られた方もたくさんおられ、
中でも早稲田大学の院生のポスター発表では、ポ
スターの内容にはもちろん、同じ院生として「次
回は自分も」という良い刺激を受けました。早稲
田大学の院生とも世間話から研究の話まで幅広く
交流することができました。海外の学会であるこ
とが逆に日本人同士の交流を深めたのかもしれま
せん。
今回で海外での学会参加は2度目となるのです
が、専門的なことはもちろん、語学、コミュニ
ケーション能力など、本当に様々なことを勉強で
きたのではないかと思います。この学会を通して
得た「知識｣｢スキル｣｢視点｣を今後の研究に活かし
ていきたいと思います。
以上をもってICBMにおける学会参加報告書と
させていただきます。
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執筆論文紹介
博士論文紹介
山津幸司（浅井学園大学短期大学部)

私の博士論文は「行動療法に基づく非対面生活
習慣改善法の有効性に関する研究」という題目
で、九州大学の熊谷秋三教授にご指導いただき、
2006年3月に学位を取得した。以下に、概要を紹介
する。
生活習慣病の予防・治療に重要な非薬物療法の

対面、２）質問票への回答からコンピュータによ

研究１では、減量プログラムを用い、20～65歳ま
での肥満男性52名へのRCTを行った結果、小冊子
のみ提供される読書療法群でも3ヵ月後わずかに
減量（-1.8%）するが、小冊子、個別助言に従い
ながら3ヵ月セルフモニタリング（SM）を続ける
行動療法群の歩数の増加は読書療法群の約3倍、
減量は1ヵ月後（-1.3 vs -0.4%）も3ヵ月後（-2.8 vs
-1.8%）も大きく、肥満者ではさらに顕著であっ
た。以上の結果から、１）減量効果を得るには指
導者の関与は必須ではなく、２）心理行動特性を
考慮した個別助言を提供しSMで自助努力を行わ
せる方法は読書療法の効果を高め、３）行動療法
に基づき作成された小冊子を提供する読書療法も
効果がある、と考えられた。
研究２では、高血圧予防編の終了者を10ヵ月後
まで追跡した結果、２回の個別助言のうち1回の
み受けた群では-5.5/-4.2mmHgの降圧効果と生活
習慣改善がみられ、個別助言を２回受けた群と降
圧効果に差はないが、生活習慣改善は２回群で良
好であった。以上の結果から、生活習慣評価と今
後の行動方針を提案する1回目と１ヵ月間の実践
による変化と継続の指導からなる２回目の個別助
言のうち、10ヵ月後の降圧効果には個別助言の提
供回数は影響しないが、生活習慣改善には提供回
数を増やすとのが望ましいと考えられた。
研究３では、高血圧改善編（血圧P）を用い介

り完全自動でテーラーメード（個別化）の助言を

入試験を行った結果、血圧Pのみでも血圧高値者

提供、３）大集団にも迅速、安価に均一の指導が

の家庭血圧値は低下（-2.0/-1.7mmHg）するが、

可能、などの利点をもつ。研究１では、この有効

それを保健師が活用することで降圧効果（-3.8/-

性を評価するために無作為比較対照試験（RCT）

4.1mmHg）が約２倍となり、行動目標の達成率も

を行った。研究２と３では、本プログラムの効果

高まった。以上の結果から、血圧Pの降圧効果は

に影響する要因として、通常2回提供される個別助

指導者の関与がなくても得られるが、より高い効

言が1回に減った場合の影響（研究２）、それを指

果を得るには保健師の関与が必要と考えられた。

効果的な実践には行動科学的アプローチが不可欠
とされている。対面指導は、生活習慣改善効果が
多数報告されているが、一度に対象とできる人数
は限られ、大集団を標的とする一次予防への適用
は難しい。一方、非対面（通信）指導は公衆衛生
的に優れたアプローチとして期待が高まってい
る。そこで、本研究の目的は生活習慣病の一次・
二次予防の具体的な解決策として、行動療法に基
づく非対面生活習慣改善法を開発し有効性を検証
す る こ と で あ り、次 の ４ つ の 研 究 課 題 を 設 定 し
た。研究１～３では、筆者らが企業と共同開発し
た 完 全 非 対 面 生 活 習 慣 改 善 プ ロ グ ラ ム（健 康 達
人、オムロンヘルスケア㈱）を用いた。これは、
行 動 療 法、非 対 面 指 導、最 新 の 情 報 技 術 を 活 用
し、１）指導者の関与を全く必要としない完全非

導者が用いた場合の影響（研究３）を検討した。
研究４では、熊谷らが開発した健康行動支援プロ
グラムに非対面サポートを加えた場合の効果を糖
尿病の２次予防の観点から評価した。
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博士論文紹介（つづき）
山津幸司（浅井学園大学短期大学部)

研究４では1回の対面指導と6ヵ月のSMからなる
健康行動支援プログラムに非対面手法（面接から
２週後の電話と月1回の手紙）を加え、糖尿病者21
名に適用した。その結果、非対面サポートは、SM
シート返送率を約25ポイント高め、身体活動量、
脂質代謝やメタボリックシンドロームの改善を導
き、糖尿病教育のコンプライアンスを高める可能
性があると考えられた。
以上をまとめると、１）一次予防における生活
習慣介入には指導者の関与は必須ではなく、２）
最小限の知識提供でも限定的ではあるが効果が期
待できること、３）より大きな介入効果を得るに
は双方向性の通信教材を複数回提供し、可能なら
指導者の関与を追加すべきであること、また４）
二次予防における通信サポートは患者のコンプラ
イアンスを高める可能性があり、非対面生活習慣
改善法は一次・二次予防において効率的かつ効果
的な教育ツールのひとつであると考えられた。
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＜タイトル＞

「行動療法に基づく非対面生活習慣改善法の有
効性に関する研究」
＜関連公表論文＞

1. 山津幸司, 他. 非対面による行動的体重コント
ロールプログラムの開発・評価とその意義.
健康科学 2005; 27: 13-25.
2. 山津幸司, 他. 男性に対する非対面の行動的減
量プログラムを用いた無作為介入試験. 肥満
研究 2005; 11: 311-316.
3. 山津幸司, 他. 行動変容に対する個別助言をコ
ンピュータ化した高血圧予防プログラム（第
二報）: １回の個別化介入による降圧および
生活習慣改善. 行動医学研究 2006; 12(1): 1524.
4. 山津幸司, 他. 高血圧者に対するコンピュータ
を用いた生活習慣改善（第二報）: 非対面プ
ログラムとの比較による指導者ガイダンスの
効果の検討. 健康支援 2003; 5: 130-136.
5. 山津幸司, 他. ２型糖尿病患者に対する健康行
動支援プログラム適用後の継続サポートの適
用と効果. 糖尿病 2005; 48: 751-756.
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研究アラカルト
JISSの研究・実践にあたって
平木貴子（国立スポーツ科学センター)
国立スポーツ科学センター（Japan Institute of
Sports Sciences；JISS）は，わが国の国際競技力向
上を目的とした機関として設立されました．JISS心
理グループは，JISS研究部門の中の科学研究部に属
し，スポーツ医学研究部，スポーツ情報研究部な
どの他の研究部門や事務を扱う運営部と相互に連
携をとりながら，ナショナルチームや強化指定選
手を対象として様々な事業を展開しています．JISS
心理グループは，トータルスポーツクリニック事
業（以下TSC），診療事業，医・科学研究事業を中
心に活動しています．TSCは，我が国のトップレベ
ル競技者を対象に ① 競技者の心身の状態につい
て，基 礎 的・共 通 的 な 検 査・測 定 を 実 施 す る
チェックサービス（以下，TSCチェック）と，②
競技の特性や専門性を考慮して実践的・応用的な
測定等を継続的に実施したり，競技者やチームの
実態を様々な方法でとらえようとするサポート
サービス（以下，TSCサポート）の２種類に分けて
実施しています（JISS HP参照）．診療事業は，
JISS心理グループの臨床心理士の先生方が精神科や
心療内科の医師と連携をとりながら，選手のカウ
ン セ リ ン グ を 行 っ て い ま す．医・科 学 研 究 事 業
は，国際競技力向上のために有用となる方策を生
み出すプロジェクト研究を行っています．内容と
しては，JISSの研究員をプロジェクトリーダーとし
て，実践的及び基礎的研究を行っています．

我々スポーツ科学研究部に所属する契約研究員
は，主にTSCチェック・TSCサポート・研究事業
の3つの事業に携わっています．以下に，具体的
な内容をご説明いたします．
1. TSCチェック
TSCチェックでは，心理グループのメンバー
は，主にメンタルチェックの担当をしています．
具体的には， DIPCA.3，気分チェック調査票，メ
ンタルチェックカルテという尺度や質問項目を用
いて測定を行っています．本年度は，アジア大会
やユニバーシアードに参加する選手の測定が連日
行われ，心理グループのメンバーが分担して，メ
ンタルチェックを実施しています．当初，私は教
示内容の詳細を書いたメモをお守り代わりに握り
しめながら選手に説明していましたが，この半年
で鍛えられたのか，今では教示の仕方も自動化さ
れてきました．
メンタルチェックの他にも契約研究員は競技種
目別に担当が割り当てられ，他グループ（運動生
理やバイオメカニクスなど）のスポーツ科学研究
部の研究員と協力しながら，体力測定やパフォー
マンス測定などのメニュー作成，各測定の測定担
当者の決定，メニューに応じた測定用紙の作成な
どの業務も行っています．私は測定項目やその目
的，結果の出し方など，体力・パフォーマンス測
定に関して分からないことばかりで，測定用紙一
つ作るのにも先輩研究員にいろいろとご指導をい
ただきながら業務をしています．
2. TSCサポート
TSCサポートでは，詳細な事業の枠組みは割愛
しますが，競技団体帯同型サポート，個別サポー
ト，講習会があります．私は，講習会や個別サ
ポートを少しずつ担当させてもらっています．先
方の要望に応じて講習会・個別サポート共に内容
を決めていくのですが，過去に何度も講習会を受
講され応用編を求める対象者（選手や競技団体の
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研究アラカルト（つづき）
JISSの研究・実践にあたって
平木貴子（国立スポーツ科学センター)

スタッフ），今年度初めて講習会を受講する対象
者，シーズンイン目前の対象者，次のオリンピッ
クに向けて長期的展望を持った対象者など，選
手・競技団体の状況や要望は様々で，先方と綿密
に連絡を取りながら実施させてもらっています．
要望を聞く際に選手の声や現場で起こっている出
来事が聞け，大変勉強になっています．なお，私
は競技団体帯同型サポートはまだ担当したことが
ないですが，心理グループの他のスタッフは，競
技団体帯同型サポートにおいて，心理的なサポー
トのみならず，パフォーマンス分析などに使用す
る映像の記録や血中乳酸を測定する手伝いなどを
することもあるようです．
3. 研究事業
心理グループには，「競技者支援のための心
理・生理学的指標に関する研究」というプロジェ
クト研究があり，そのプロジェクトの中に ①
心理・生理学的指標の検討を行っているサブプロ
ジェクトと，② 尺度作成を行っているサブプロ
ジェクトがあります．私は尺度作成に関わる研究
に主に加わらせてもらっています．昨年度は尺度
作成のための調査を行い（Imai, 2006; Murakami,
2006; AAASP 2006にて発表），本年度はそれらの
信頼性・妥当性の検討をしています．心理・生理
学的指標の検討を行っているサブプロジェクトも
実験・検討を進め，成果を出しています（立谷,
2006; 橋本, 2006; 三村, 2006; 菅生, 2006; 日本スポー
ツ心理学会第33回大会にて発表予定）．これらの
プロジェクト研究で得た知見を選手のサポートに
活かせるようにメンバーで検討を重ねています．
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現時点で感じることは， 2006年10月でJISSが発
足して5年目を迎えましたが，まだまだ試行錯誤
をしながら事業を行っている段階であるというこ
とです．どうすればJISSとしてより良いサポート
を提供できるのか，JISSとしてすべきことはどの
ようなものなのかといった課題に対して明確な具
体的指針がないまま，各研究員も悩みながら，他
部門との整合性に考慮しながら活動している状況
のような気がします．「JISSでしかできないこと
は何なのか」を念頭に置き，私も悩みながら研
究・サポートを続けていこうと思います．
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2007年 関連学会大会日程
学会名

開催日

大会会場

日本健康支援学会

2月17日～18日

福岡市健康づくりセンター あいれふ（福岡市）

メンタルトレーニングフォーラム イン 福岡

3月2日

福岡市健康づくりセンター あいれふ（福岡市）

九州スポーツ心理学会 第20回記念大会

3月3日～4日

福岡市健康づくりセンター あいれふ（福岡市）

日本野外教育学会 第10回記念大会

6月16日～17日

国立オリンピック記念青少年総合センター（東京都）

日本ストレスマネジメント学会 第6回大会

7月下旬

久留米大学（福岡県久留米市）

日本健康心理学会 第20回記念大会

8月31日～9月2日

早稲田大学国際会議場（東京都新宿区）

日本学校保健学会 第54回大会

9月14日～16日

和洋女子大学（千葉県市川市）

日本教育心理学会 第49回総会

9月15日～17日

文教大学越谷キャンパス（埼玉県越谷市）

日本心理学会 第71回大会

9月18日

東洋大学白山キャンパス（東京都文京区）

AAASP（応用スポーツ心理学会）

10月24日～27日

The Galt House Hotel & Suites（Louisville, KY）

日本ストレス学会 第23回大会

11月9日～10日

東京医科大学付属病院（東京都新宿区）
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事務局ニュース
１．「九州スポーツ心理学会第20回記念大会」
開催のお知らせ

２．「メンタルトレーニングフォーラム イン 福
岡ー第1回大会ー」開催のお知らせ

九州スポーツ心理学会第20回記念大会が下記の要
領で開催されます。

九州スポーツ心理学会第20回記念大会の前日にメ
ンタルトレーニングフォーラム イン 福岡ー第1
回大会ーが開催されます。

「九州スポーツ心理学会第20回記念大会」
テーマ：
「心を強くするスポーツメンタルトレーニング」
【大会概要】
開催日 2007年3月3日（土）13時開始
4日（日）15時まで
場 所 福岡市健康づくりセンター
あいれふ 講堂10階
〒810-0073 福岡市中央区舞鶴2丁目5番1号
TEL 092-751-7778
内 容
特別講演「スポーツメンタルトレーニングの
過去・現在・未来」（仮題）
基調講演 「スポーツメンタルトレーニングの
理論的背景」（仮題）
公開シンポ「スポーツ現場で心を強くするた
めのメンタルトレーニング」
若手研究者企画
ポスター発表 など

「メンタルトレーニングフォーラム イン 福岡
ー第1回大会ー」
【大会概要】
開催日 2007年3月2日（金）
10:00～受付 10:30～16:00開催
場 所 福岡市健康づくりセンター
あいれふ 講堂10階
〒810-0073 福岡市中央区舞鶴2丁目5番1号
TEL 092-751-7778
内 容
レクチャー「スポーツメンタルトレーニング
の基本的な考え方と留意点」
研修1
「メンタルトレーニング技法の講
義と実習」
研修2
「MT指導事例の検討」
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、
「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。

-18-

九州スポーツ心理学会会報第10号

《 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．また，平成19年3月3日～4日には福岡市で
第20回記念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10号をお
届けいたします。当初、本号は2006年12月初旬に発行される予定でしたが、日本スポーツ心理学
会などのイベントと重なったため、年をまたぎ2007年1月初旬の発行となりました。大部分の執
筆者には、早めに原稿を提出して頂いたにも関わらず、前号に続き、発刊が遅れたことをお詫び
します。
さて、本会報は今回で創刊以来、記念すべき第10号の発行となりました。本会報では第1号の
発刊以来、学会大会の様子や会員の学術活動の様子、そしてスポーツ心理学にまつわる様々な情
報等を発信し、会員相互の交流のためのツールとしての役割を担ってきたように思います。今後
も引き続き、会員に有益な情報を発信していきたいと考えております。ITの普及により情報は溢
れていますが、本会報では特に、他のメディアでは得ることのできない会員の「生の声」を中心
にお伝えしていきたいと思います。今後も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。
ところで、前理事会において事務局が九州工業大学を中心とした北九州方面の学会員によって
運営がなされることが決まりました。本会報の特集では、新事務局担当者による抱負を述べて頂
きました。第20回大会の記念すべき節目の大会からの事務局運営となり、心機一転フレッシュな
気分でより一層の九州スポーツ心理学会の発展に貢献して頂けることと期待しております。ま
た、これまで学会事務局を担って頂いた福岡大学の先生方に厚く御礼を申し上げたいと思いま
す。誠に御苦労様でした。
（西田順一）
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