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特集 第20回記念大会報告
〜九州スポーツ心理学会第20回記念大会 in 福岡〜
第20回記念大会を振り返って
九州スポーツ心理学会理事長
磯貝 浩久（九州工業大学）
九州スポーツ心理学会第20回記念大会は、福岡市の天神周辺にある「あいれふホール」で平成19
年3月3日、4日に盛大に開催されました。前日には、メントレ指導士会が主催するメンタルトレーニ
ングフォーラムが初めて行われ、よりいっそう記念大会を盛り上げてくれました。北海道から沖縄ま
で全国各地からの参加があり、その数も90名近くにのぼり、発表演題数は過去最高の28演題になり、
規模的にも記念大会にふさわしいものになったと思います。
今大会の内容は、企画委員会の先生がいろいろ案を練って決定されました。全体としては、３つの
講演、２つのシンポジウム、若手研究者企画、ポスター発表、総会、懇親会ということでしたが、ど
れもとても充実していたように思います。特に、著名な先生による講演は、それぞれ印象深いもので
した。日本スポーツ心理学会前会長の徳永先生は、「スポーツ心理学者の倫理的課題」と題して話さ
れましたが、具体的な教育・研究のあり方について示して頂きました。スポーツ心理学に身を置く者
として背筋が伸びる思いでした。日本スポーツ心理学会副会長の猪俣先生は、「新たな展望に立った
スポーツメンタルマネジメントの諸課題」と題して、メンタルトレーニングに関する従来の研究や指
導の限界と今後の方向性を示して頂きました。猪俣先生は私の大学院時代の恩師でもありますが、九
州の地でお話しして頂けたことを嬉しく思っております。心理学関連の多くの学会でご活躍されてい
る箱田先生には「気分・情動・認知」と題してお話しいただきました。心理学の基礎的な勉強をする
必要があると痛感させられました。
２つのシンポジウムでは熱い議論が展開されたように思います。遠方から来て頂いた高畑先生や堤
先生、その他の多くのシンポジストからよい刺激を頂いたように思います。学生企画を改めた若手研
究者企画では、フレッシュな先生のスポーツ心
理学に対する思いが伝わってきました。総会で
行われた功労賞受賞者表彰も印象深いものでし
た。佐久本先生、徳永先生、岩崎先生の３名の
先生に功労賞が渡されたときには、20年という
歴史の重みをつくづく感じました。
事務局をお引き受けして初めての学会が記念
大会ということで、運営面では事前の準備や当
日の進行などで色々ご迷惑をおかけしたのでは
と心配しています。しかし、連合事務局として
は、それなりに頑張ったのではないかという気
もしております。20年という節目の年に、事務
局として携われたことを嬉しく思います。
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特集 第20回記念大会報告
〜九州スポーツ心理学会第20回記念大会 in 福岡〜
参加・発表報告
◆「公開シンポジウムに発表して」
高畑好秀（株式会社グリーン・フロー）
今回、歴史ある九州スポーツ心理学会にお招き頂
きまして、心より感謝の気持ちで一杯です。諸先生
方が重ねてこられた功績の末席に名前を連ねられて
幸せの一言につきます。今回は現場の立場からメン
タルトレーニングについてお話をさせて頂いた訳で
すが、私なりに日々の現場で選手達と格闘していま
す。やはり学問や研究通りにいかない面も数多く存
在します。また選手の抱える問題に何がなんでも何
とかしなくてはならないという厳しさもあります。
またメンタルとフィジカル、テクニカルとは切り離
して考えられない面もあり、私なりにそれらの勉強
も欠かせません。また選手の意識を高めていかなく
てはメンタルトレーニングの効果を発揮させられな
いのではないかと考えて意識を高めていく教育を併
せて時間をかけて行っています。メンタルトレーニ
ングはスキル的な側面もあるとは思いますが、選手
自身の心を様々な角度からじっくりと育てていくこ
とも大切なのではないかと考えています。あとは私
が大切にしているのはメンタルの指導的な立場の人
間としての創造力、行動力、応用力、適応力などの
様々な力をまずは自分の中にしっかりと育てていく
事です。私なりに現場で感じた事、考えている事、
悩んでいる事などをお話できたのではないかと感じ
ています。そんなお話をさせて頂ける機会をえまし
たのも、諸先生方が長い年月をかけて築いてこられ
たスポーツ心理学の歴史と学問としてのベースが確
立されていればこそです。また今回は諸先生方のご
講演や懇親会を含め様々な場で、色々なお話をうか
がえたのは私にとりまして貴重な財産になりまし
た。スポーツ心理の話のみならず、人間としての生
き方や在り方なども幅広く吸収させて頂くことがで
きました。研究者としての真摯な姿勢や指導者とし
ての守るべき姿勢も改めて考える機会を与えて頂き
ました。
また今回は諸先生方のご講演や懇親会を含め様々
な場で、色々なお話をうかがえたのは私にとりまし
て貴重な財産になりました。
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スポーツ心理の話のみならず、人間としての生き
方や在り方なども幅広く吸収させて頂くことができ
ました。研究者としての真摯な姿勢や指導者として
の守るべき姿勢も改めて考える機会を与えて頂きま
した。またパネルでは現場で生かしていけそうな、
考えさせられる研究テーマが多数あり大変刺激を受
けました。何よりも諸先生方の心の広さと温かさが
印象に残りました。正直な話ですが、最初は私など
で平気なんだろうか・・・という迷いもありました
が、先生方の包容力に包まれて、私もストレートに
話ができたと思います。
九州からの帰りにとても淋しい気持ちになるくら
い楽しく有意義な思い出に残る大会でした。先生
方、本当にありがとうございました。そして九州ス
ポーツ心理学会のさらなる発展を心からお祈りして
います。また機会がございましたら、宜しくお願い
します。

◆「シンポジウムにて発表して」
徳永高司（九州大学大学院）
去る3月3日・4日に、福岡市健康づくりセンター
あいれふにて九州スポーツ心理学会第20回記念大
会が開催されました。私は、この記念すべき節目
となる大会に、シンポジウムの演者として参加さ
せて頂きました。シンポジウム演題名が“運動・ス
ポーツにおけるポジティブ・サイコロジー―人間
の「強さ」と「美徳」を考える―”とされ、運動・
スポーツ（心理学）に近年注目を集めているポジ
ティブ・サイコロジーの視点を絡ませた話題を提
供させて頂きました。
今振り返ると、師である橋本公雄先生からシン
ポジウムのお話を頂いたときは、正直な気持ち喜
びよりも不安の方が遥かに大きかった気がしま
す。大学院に進学し、ポジティブ・サイコロジー
というものに出会ったわけですが、まだまだ未熟
な私がたくさんの諸先生・諸先輩方の前で発表す
ることができるのか、また、実証的なデータもな
く、あくまで話題提供という形での発表となるこ
とに大きな迷いがありました。しかしながら、橋
本先生をはじめ九州大学大学院の先輩・同輩から
の励ましを頂いたことで、時間が経つほどにシン
ポジウムに対する姿勢も前向きなものに変えるこ
とができました。そして当日は、今回のような貴
重な機会を与えて頂いたことに感謝の気持ちを
持って発表することができました。発表の内容は
もちろん、司会・演者の先生方との連携、ステー
ジとフロアをつなぐ質疑応答でのやりとり等、課
題はたくさんありますが、どれも本当に良い勉強
になりました。自分自身をさらに成長させるため
の糧として、今回の経験を今後につなげていきた
いと思っています。
最後となりますが、シンポジウムに際し、温か
い目で私を見守って下さった司会の橋本公雄先
生、指定討論者の荒井弘和先生、演者の堤俊彦先
生ならびに中島俊介先生、本当にありがとうござ
いました。いつの日かまた、先生方とご一緒でき
るよう日々努力していきたいと思っております。

◆「若手研究者企画シンポジウムにて発表して」
甲斐裕子（財）明治安田厚生事業団
体力医学研究所）
第20回記念大会で、西田順一先生（群馬大
学）、山津幸司先生（北翔大学）、荒井弘和先生
（大阪人間科学大学）とともに「若手研究者企
画」に参加させていただきました。
まず企画メンバーが決まり、テーマ決めから話
し合いが始まったのですが、これは普通のシンポ
ジウム等とは逆の手順ですので、はじめは少し戸
惑いました。しかし、お互いの研究内容・興味・
思いなどを出し合って議論を重ねるうちに「これ
がこの企画の特徴なんだ」と気づき、なんと刺激
的で楽しい作業だろう！と思うようになりまし
た。議論の結果、企画テーマは「運動・スポーツ
心理学の新たな役割と展望」という、大御所の先
生が退官講演で掲げそうなテーマになりました。
メンバーは従来のスポーツ心理学の枠に囚われな
い研究活動を試行錯誤しており、少々生意気では
ありますが、あえてこのテーマを「若手」から発
信することを選びました。
学会当日は、まず西田先生が企画意図を説明
し、山津先生が「健康づくり・介護予防」、荒井
先生が「リハビリテーション・福祉」、私が「地
域保健・公衆衛生」分野での研究成果を中心に話
題提供しました。そして時間は瞬く間に過ぎ、
ディスカッション時間が当初の予定よりも短く
なってしまい、多くのご意見を伺えなかったのは
少し残念でした。しかし、その後会場で声をかけ
ていただいたり、メールで感想を送ってくださっ
たりする方も多く、思いは伝わったという手ごた
えを感じました。私はもともとスポーツ心理学が
専門ではありませんが、この学問領域に大きな可
能性を感じています。特に健康づくり系は、実
践・研究活動の場を今後もっと広げていくことが
可能だと思います。そのためには、多くの研究者
が専門領域での研究活動と平行して、ぜひ外の領
域でも活躍し情報発信して欲しいと思います。ま
た外の領域での課題を知り、解決しようと取り組
むことはスポーツ心理学の発展にもつながるので
はないでしょうか。
今回はじめての試みとなる「若手研究者企画」
でしたが、個人的には同世代の研究者とのコミュ
ニケーションで大いに刺激され、自分の考えを進
めることができました。このような機会を与えて
いただいたことに心から感謝すると同時に、今後
もこの企画が発展することを願っています。
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◆「大会に参加・発表して」
和多野 大
九州スポーツ心理学会には何度か参加させてい
ただき、勉強させていただいたり交流を持たせて
いただいたりしていましたが、研究発表を行った
のは実は今回の第20回大会が初めてでした。多く
の先生方や学生の皆様から貴重でありがたいご指
導やコメントを受けることができました。
九州スポーツ心理学会は私にとってとても参加
しやすく、同時に気持ちがほっと落ち着く学会で
す。私が鹿屋体育大学に在籍していた頃からの多
くの恩師や仲間に会えるので、参加するたびに楽
しさと懐かしさを覚えます。
今回は実に三年ぶりの参加だったのですが、そ
の間に研究機関の所属を失い、神奈川県の実家に
舞い戻り、研究者として風前の灯火でした（現在
も引き続きですが）。それゆえに恩師はじめ研究
仲間や先輩方にどのような顔で合わせばよいもの
か、非常に大きな不安と葛藤を抱えての福岡入り
となりました。しかし久々の九州の土地と温かく
迎えてくださったみなさんに救われ、元気に発表
を行えました。非常に感謝しております。杞憂
だったのかもしれませんが、こういった空気は九
州スポーツ心理学会ならではだと感じます。
この研究の発表は、ぜひ九州スポーツ心理学会
で行いたいと思っておりました。私の研究として
は初めてDIPCAを用いたものでして、DIPCAとい
えば徳永先生や橋本先生、そして九州の方々、と
いう感覚ですので、発表や懇親会などの場で貴重
なご指導やご感想などをいただきたく思っており
ました。実際その思惑どおりの結果が得られ、今
後への大きなステップとなり、意欲も刺激され、
非常に充実した学会となりました。しかし研究機
関に属さず独りで行う研究活動ではどうしようも
ないので、一日も早く現状を打破するために動い
ていきます。勉強がしたい、研究を続けたい、と
いう私の気持ちを応援ご指導してくださる九州ス
ポーツ心理学会の皆様方に、心よりの感謝を申し
上げます。今後ともよろしくお願いいたします。
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◆「大会にポスター発表して」
正野知基（九州保健福祉大学）
九州スポーツ心理学会第20回記念大会に今回初
めて参加し、ポスター発表をさせていただきまし
た。これまで水泳・水中運動時の生理学的応答や
競泳選手のトレーニングについての研究を行って
きました。実際に競泳選手の指導も行っていて、
スポーツ心理学には以前から興味を持っていまし
た。平成17年度から九州大学の橋本公雄先生を中
心とした「大学生の心身の健康問題に対処しうる
独創的体育プログラム開発」のメンバーに入れて
いただき、大学の授業において行動変容技法を用
いた介入研究に着手することとなり、これを機会
にスポーツ心理学を一から勉強しようと思い、学
会へ入会し、今回の発表となりました。しかし、
スポーツ心理学分野での発表は今回が初めてで、
研究デザインや統計処理はこれでよいのだろうか
という不安を胸に大会会場へと向かいました。と
ころが、第一福祉大学の徳永幹雄先生を始め、お
世話になった先生方が多く参加されておられ、な
ぜかリラックスした気持ちで参加させていただき
ました。
スポーツ心理学の初学者である私にとって、大
会中に催された講演やシンポジウムは魅力的で、
すべて新鮮な気持ちで聞かせていただき、大学院
生の頃に戻ったような気がしました。しかし、内
容をしっかりと咀嚼して理解するのには、まだま
だ修行が必要だと感じています。ポスター発表で
は、適度な広さの会場と、学会の持つアットホー
ムな雰囲気で発表する側も、質問する側もとても
やりやすい環境が整っていると感じました。この
ような中で、諸先生方より様々なご指摘をいただ
き、気づかされることが多く、こちらから逆に質
問していることの方が多かったように思います。
お話を伺った先生方には、本当にありがとうござ
いました。今後の参考にしていきたいと思ってい
ます。今後も、できる限り学会への参加を続けて
いきたいと思います。最後に、学会大会運営ス
タッフの皆様に感謝申し上げ、私の学会初参加・
発表の感想とさせていただきます。

◆「第20回記念大会に参加・発表して」
煙山千尋（桜美林大学大学院）

◆ 「第20回記念大会に参加・発表して」
尼崎光洋（桜美林大学大学院）

2007年3月3日〜4日の二日間、九州スポーツ心
理学会第20回記念大会に参加しました。九州外か
らの参加者である私たちをも暖かく迎え入れてく
ださり、毎回とても楽しく学会に参加させていた
だいております。また、九州スポーツ心理学会
は、院生をはじめ、若手の研究者が精力的に研究
活動を行っており、その意欲的な研究姿勢や斬新
な研究内容に対し、見習うべき点が多いと感じる
と同時に、私自身の研究に対する意欲を掻き立て
られております。このような学会の運営方針や雰
囲気は、20年という歴史の中で築かれたものであ
ると思うと、学会を盛り上げ、発展させるために
努力をしてこられた先生方、事務局の皆様には感
服の至りです。
さて、私は、今回の大会に、一般ポスター発表
の発表者として参加しました。発表の内容は、
「弓道選手に対するメンタルトレーニング」とし
て、リラクセーショントレーニングを実施し、そ
の心理的側面と競技パフォーマンスへの効果を検
討するというものでした。この研究は、初めての
ゼミに所属したばかりで、研究について右も左も
わからなかった学部の三年次に初めて取り組んだ
研究であり、私の研究の原点であると言えます。
スポーツ心理学の第一線で活躍されている先生方
をはじめとするたくさんの方々からの貴重なご意
見をいただき、今後の研究に発展させるために、
分析や内容をまとめ直したものを今回発表するこ
とにしました。
研究発表の際には、スポーツ心理の研究領域や
実践現場で活躍されている先生方や院生の方な
ど、たくさんの方々から、貴重なご指摘、ご助言
をいただきました。そのどれも、目からうろこが
落ちるようなご意見ばかりでした。特に、弓道競
技や選手の特性を考慮に入れた心理的介入方法の
ご提案やご助言は大変興味深く、今後の有効な介
入手段を検討する上でとても参考となりました。
皆様よりいただきましたご助言から、既存の枠に
とらわれず、自由な発想で様々な観点から研究を
行うことの必要性を感じました。今後も数多くの
研究に触れながら、アイディアを積極的に取り入
れ、質の高い研究を目指していこうと考えていま
す。
最後に、第20回記念大会の感想の執筆という、
大変光栄な機会を与えて下さいました、学会事務
局の皆様に、この場を借りて厚く御礼申し上げま
す。

この度、栄えある九州スポーツ心理学会20回記
念大会に参加し、ポスター発表をさせて頂きまし
た。私が九州スポーツ心理学会で発表させて頂く
のも、学部3年次に初めて発表をした第18回大会か
ら数えて、今年で3度目となりました。本学会に参
加して、まだ3回目なのですが、学会に参加するご
とに「帰って来たなぁ」と感じています。事務局
の諸先生方をはじめ、学生スタッフの皆様が自然
と作り出す温かい雰囲気に心から感謝いたしてお
ります。
今回の大会では、私の修士論文である「マッ
サージが対人認知に及ぼす効果」から、「コミュ
ニケーション手段としてのマッサージの活用―相
互の気分感情に及ぼす効果の検証―」の研究発表
をさせて頂きました。今回の発表は、学部3年次か
ら取り組んできたマッサージの研究の集大成とな
る研究でした。研究概要を簡単にご紹介させて頂
くと、POMS短縮版を用いて、会話を伴うマッ
サージの前後における気分感情の比較検討を行い
ました。その結果、施術者および被施術者ともに
気分感情がマッサージ前よりマッサージ後に改善
することが示され、コミュニケーション手段とし
てのマッサージの有効性が示唆されました。
90分間という限られた発表時間の中で、発表を
聞きに来て下さった小学校の先生方からは、小学
校の現場でのマッサージの有効性をご指摘してい
ただきました。今後、さらにマッサージの研究成
果を現場で生かして活かして行きたいと感じまし
た。また、諸先生方からも大変貴重なご指摘をい
ただき、研究の奥深さを実感するとともに、自分
自身の勉強不足を痛感し、今後もますます研究活
動に励みたいと思いました。
末筆ながら、九州スポーツ心理学会20回記念大
会にて、ポスター発表をさせて頂いたことを嬉し
く思うと同時に、このように恵まれた機会を設け
て頂いた大会事務局の諸先生方および学生スタッ
フの皆様に心より御礼申し上げます。

‑
6‑

◆「第20回記念大会に参加・発表して」
林 憲子（福岡大学）
今大会は、前回の福岡大学から九州共立大学に
事務局が移転し、初の大会であるとともに九州ス
ポーツ心理学会第20回記念大会でした。山本会長
の挨拶や総会から、多くの方々の並々ならぬ努力
とご尽力があり、第20回大会を開催されていると
いうことを実感いたしました。また、その様な大
会で参加・発表することができ非常に光栄に思い
ます。
徳永先生の特別講演では、スポーツ心理学研究
者の倫理的課題として、研究の基本的な部分の再
確認と自分自身を振り返り、まだまだ不足部分の
多さ、未熟さを実感いたしました。
私自身、今大会で楽しみにしていた公開シンポ
ジウムでは、高畑先生の現場での話だけでなく学
会やスポーツ心理学研究に関する鋭い意見を聞く
ことが出来ました。また、オリンピック選手とし
ての栄光を持つ中野選手、その指導者である相原
先生と現場で活躍されている方々の貴重な生の声
や、それぞれ紙上では学ぶことの出来ない独特の
感性、各フィールドへの懸ける思いというものを
感じることが出来ました。
今大会が初の試みとなる若手研究者企画では、
各先生の研究に対するアグレッシブな姿勢を痛感
しました。若手だからこそ出来ること、またやら
ねばならないことというものがあるということに
気づかされた非常に刺激的で新鮮な企画でした。
私自身の発表内容としては、1名のデータを取り
扱うという難しいケースではありましたが、たく
さんの先生方から様々なご指摘・ご指導をいただ
けたことを非常にありがたく嬉しく思います。今
後はそれらの厳しくも暖かい意見等を参考に、更
に発展させていきたいと思います。今大会におい
て様々な学びや気づき、貴重な体験をすることが
出来ました。文末ではありますが、事務局として
多大な時間と労力を割いて頂きました、九州共立
大学のスタッフの皆様に心より感謝いたします。
今後益々の発展を心よりお祈りいたします。

‑
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研究アラカルト
「格差社会から読み解く様々な問題」
黒川淳一（犬山病院精神科）
（1）格差を生じた背景にあるもの
岡田（2005）はその著書の中で、“格差”が問題
視され議論されるようになった背景として、1990
年代から始まったアメリカ主導の規制緩和とグ
ローバリゼーションを挙げている。大戦前の帝国
資本主義は強国による弱小国への植民地化を生
み、その格差の弊害を学んだはずの人類は資本主
義による過度な自由競争の弊害に対し何等かの規
制をもって抑制してきた経緯があった。1980年代
まではこの規制による保護のため、敗戦によって
深く傷付いた我が国でも、この時期まで経済力は
右肩上がりで成長を続けることができた。
そして“失われた10年”と呼ばれる1990年代を迎
える。これまでとは逆に、過剰な規制や保護の弊
害としての経済低成長期を経験することになる。
これらを経て再び自由競争が喚起される事態へと
社会情勢は転換した。
それまでの年功序列や勤続年数を基軸とした雇
用形態は崩壊を来し、平等で平和的な富の分配制
度は終焉を迎えたといえるだろう。実力と結果だ
けが全ての評価基準となった今、富める者とそう
でない者の格差は広がるばかりである。これらの
結果による階層化の急激な進行を私達は“格差社
会”と呼んでいる。
筆者は郵便局の産業医としてメンタルヘルスの
相談を受ける仕事に従事している。御存じの通り
郵政事業は今年、公社を経て民営化される。公務
員としての安定した雇用関係が見直され、一民間
企業として熾烈な競争社会に討って出なければな
らなくなった。規制緩和による恩恵が期待できる
一方、多くの職員が心身の失調を来し休職や退職
を余儀無くされていることもまた事実である。あ
まりの急激な変革のスピードについていけず悲嘆
する者、自身の職能や働く意義に対し疑念を抱く
者など様々だが、訴えの根底にあるものとして、
実はあまり差異が感じられないでもいる。
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（2）格差社会を生き抜くために必要な要素？
このような経験を踏まえ、厳しい格差社会・競
争社会を生き抜くために必要な要件が何かを考え
てみると、自身に対する信用や信念、あるいは誇
りといった何等かの心理的な拠り所が必要とされ
るのではないかと考える。際限のない戦いを前
に、確固たる信念を持って臨んでいる人というの
がどれほどいるのか、そしてそれらの信念が目的
に合致して有機的に機能させるということが可能
なのか？そのコツは？現代社会を生き抜くキー
ワードの探究は、自信を喪失した勤労者を支援す
る立場として興味を覚えるテーマである。
（3）信念や自信の内にあるもの・その落とし穴
“どうして死ぬまで働くのか？”今年の日本産業
衛生学会総会でのシンポジウムにあったテーマで
ある。働くことに疑念を抱くことほど、これから
参加し勝ち抜かなければならない競争社会におい
て足枷となる疑念はないだろう。働くことそのも
のを否定すること、これはすなわち“敗北”を意味
することになる。敗北は実生活において貧困や搾
取などを生じ、苦しめられることが想像に難く無
い。
“勝ち”抜くためには、そういった疑念にかられ
ることないよう、立ち止まる時間を与えず突き進
み続ける必要がある。“自分は強くて絶対に負け
ない”と信じること(万能であると感じること)に
よって自身を守ること。常に自らを奮い立たせテ
ンションを上げる必要に迫られていること。向上
心とチャレンジ精神に旺盛で、新たな可能性を模
索して活動的に動き続けること。これらの特徴を
紡ぎあわせると、実はかなり“躁的”な状態であり
続けることを要求されていることに他ならないの
ではないか？このような振る舞いを持って自身の
保存に努めることを “躁的防衛”という。

研究アラカルト（つづき）
「格差社会から読み解く様々な問題」
黒川淳一（犬山病院精神科）

活動的でアグレッシブなどと表現すれば一見、
意欲に溢れて良さそうに聞こえるが、裏を返せば
他者に対して攻撃的であることを意味する。他者
を攻撃し貶めることで自身の保存を図るといった
構図が成立する。その状態を維持するためには万
能感に裏打ちされていることが必要である。過剰
な万能感が引き起こす、尊大で他者を顧みない傾
向を“自己愛型”のパ−ソナリティ障害として、多く
の著書が警鐘を発している。競争型社会において
は避けて通れない命題となるのではないか？
（4）スポーツの分野でもあてはまること
このような話は何も経済や労働に限った話では
ないだろう。勝利至上主義や商業主義に偏重した
現在のスポーツの世界を鑑みるとどうであろう
か？トップアスリートの反社会的行為は新聞紙上
で大きく取り上げられ、ドーピングの問題はその
際たるものである。最近では野球における特待生
問題などもその背景を考えれば、決して無縁とは
いえない。
非力な筆者がこれらの問題にどの程度まで迫れ
るかは心もとない限りだが、研究テーマとしては
この上ないと思う今日この頃である。

‑
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2007-2008年 関連学会大会日程
学会名
＜2007年＞
日本野外教育学会 第10回大会
日本健康教育学会 第16回大会
日本ストレスマネジメント学会 第6回学術大会
日本健康心理学会 第20回記念大会
日本体育学会 第58回大会
第43回日本臨床心理学会大会
日本学校保健学会 第54回大会
日本体力医学会 第62回大会
日本教育心理学会 第49回総会
日本心理学会 第71回大会
日本社会心理学会 第48回大会
第66回日本公衆衛生学会総会
第23回日本ストレス学会学術総会
日本スポーツ心理学会 第34回大会
＜2008年＞
日本健康支援学会
日本発達心理学会 第19回大会
＜国外＞
NASPSPA
米国心理学会（APA）
国際応用スポーツ心理学会（AAASP）
アジア南太平洋・スポーツ心理学会（ASPASP）

開催期間

大会会場

6月15日（金）〜17日（日）
7月6日（金）〜7日（土）
7月28日（土）〜29日（日）
8月31日（金）〜9月1日（土）
9月5日（水）〜7日（金）
9月6日（木）〜8日（土）
9月14日（金）〜16日（日）
9月14日（金）〜16日（日）
9月15日（土）〜17日（月・祝）
9月18日（火）〜20日（木）
9月22日（土）〜24日（月）
10月24日（水）〜26日（金）
11月9日（土）〜10日（日）
11月23日(金)〜25日(日)

国立オリンピック記念センター（東京都渋谷区）
シティプラザ大阪（大阪市中央区）
久留米大学（福岡県久留米市）
早稲田大学国際会議場（東京都新宿区）
神戸大学国際文化学部ほか（神戸市灘区）
立教大学池袋キャンパス（東京都豊島区）
和洋女子大学（千葉県市川市）
ノースアジア大学（前 秋田経法大）（秋田市）
文教大学越谷キャンパス（埼玉県越谷市）
東洋大学白山キャンパス（東京都文京区）
早稲田大学戸山キャンパス（東京都新宿区）
愛媛県県民文化会館ほか（愛媛県松山市）
東京医科大学病院臨床講堂ほか（東京都新宿区）
東京工業大学大岡山キャンパス（東京都目黒区）

2月17日（土）〜18日（日）
3月19日（水）〜21日（金）

福岡市健康づくりセンター あいれふ（福岡市）
大阪国際会議場（大阪市北区）

6月7日（木）〜9日（土）
8月17日（金）〜20日（月）
10月24日（水）〜27日（土）
12月1日（土）〜4日（火）

SanDiego, CA
San Francisco, CA, USA
Louisville, KY, USA
Thai land
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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11号を
お届けいたします。本会報は前号が通算10号であり、今回は区切りを迎えた後の新しいスター
トとも位置づけることができます。
さて、本号は先に行われた九州スポーツ心理学会第20回記念大会の内容を中心に構成しまし
た。本学会は人間に例えるなら、成人を迎えたことになり、ある程度の力を備えてきたように思
います。その証拠に、今回の学会大会では、北海道から沖縄までの幅広い地域からの参加があり
ました。また本大会では、一般発表が過去最多の28演題にのぼりました。発表数の増加に伴
い、質の高い研究発表も増えてきたように思います。これらの状況から考えると、単なる 九
州 という 地域的な枠組み を示した言葉を超越し、それ以上の意味を有するブランドとして
の「九州スポーツ心理学会」に成長を遂げているように感じます。前回のNLの特集記事では、
終わりなき疾走 というサブタイトルを付けました。今後も、さらなる勢いでこの分野をリー
ドしていってもらいたいと思います。
ところで、私的なことですが、本年2月から群馬県前橋市にある群馬大学に異動しました。東
京から新幹線で約1時間の場所にあり、緑豊かで、地域に根ざした伝統的な大学です。群馬大学
は、北関東の拠点大学とされています。さて、九州から遠く離れた群馬の地においても、九州か
ら発信される情報は頻繁に耳にします。群馬の先生方も、九州地方の研究に目を向けられている
先生が多くいます。ある先生の言葉を借りれば、「本物は九州にいるんだ」という表現で、九州
の研究者を評していました。すなわち、関東・関西地区に比べ、九州地区の研究者は真の実力を
備えて、勢いを持っているということになるかと思います。長い間、九州で研究活動を続けてき
た私としても、この言葉はとても嬉しかったです。九州で教育・研究活動を行えたことを本当に
誇らしく思えます。同時に、引き続き九州スポーツ心理学会の発展に微力ながら貢献していきた
いと考えております。
最後になりましたが、急な依頼にも関わらず、快く本会報の執筆を引き受けてくださった先生
方に、この場を借りて御礼申し上げます。誠にありがとうございました。
（西田順一）
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