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＊投稿者の所属は学会当時の所属となっています。

特集特集特集特集    

特集特集特集特集    第第第第 24242424 回を振り返って回を振り返って回を振り返って回を振り返って    

九州スポーツ心理学会第 24 回大会が下記において開催されました。本号では、第 24 回大会

の振返りを特集したいと思います。（詳細プログラムは、11 ページをご覧ください） 

 

日  時  平成 23 年 3 月 5 日（土）・6 日（日） 

会  場  長崎大学文教キャンパス 教育学部  
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招待講演招待講演招待講演招待講演    

「「「「自律神経の役割自律神経の役割自律神経の役割自律神経の役割」」」」    

講師：土屋勝彦（長崎大学名誉教授） 司会：山内正毅（長崎大学） 

山内正毅（長崎大学） 

九州スポーツ心理学会第 24 回大会は、参加者の皆様のご協力により無事終了するこ

とができました。開催地長崎の担当者一同ホッとしています。また、準備や当日の仕

事の多くを学会事務局でやっていただきました。このような方法であれば人数の少な

い地方大学でも学会開催が可能であるように思います。ありがとうございました。 

さて、事務局より招待講演「自律神経の役割」について感想の執筆依頼が来ました

ので、講演者の土屋勝彦先生ご自身と私の反省も含めて報告をさせていただきます。 

講演は、自律神経系の基本構造から始まり、自律神経の主要な役割としての内部環

境の恒常性維持について内分泌系やストレスとの関係、交感神経地域性反応等、先生

の長年の研究成果も含めて紹介していただきました。企画者としてはたいへん興味あ

る、また勉強になる講演であったと思います。先生は、会員の皆さんがどういう方な

のかということをたいへん気にしておられました。そこで、講演のお願いをした折、

「学会員の多くが専門外なので学生に講義をするつもりで、わかりやすくお願いしま

す。ストレスや体温調節にかかわる生体反応については、多くの会員が興味をもつ内

容だと思います。時々、先生の趣味でもある生物の写真などをおりまぜてください。」

などと、たいへん失礼で我儘なお願いを致しました。そのためか、本来たいへん真面

目な性格の方ですので、講演が終わると、「先生、良くなかった。もっと、内容を絞る

べきだった。全部網羅しようとしたからだめだった。」と反省しきりでした。しかし、

私は今回の講演で、自律神経系といってもきわめて範囲が広く、われわれはごく限ら

れた範囲の知識しかもっていないということがよくわかりました。われわれの多くの

行動は自律神経系の制御によって支えられています。意識のレベルへのぼってくるの

はごくわずかであるといっても過言ではありません。そういう点で今回の講演では、

私たちが研究やメンタルトレーニングなどの実践をしていくうえで、獲得しておくべ

き多くの知識、情報を提供していただいたと思います。会員の皆様はどのように感じ

られましたか？ 
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シシシシンポジウムⅠンポジウムⅠンポジウムⅠンポジウムⅠ    

「「「「自転車を活用した健康づくり戦略自転車を活用した健康づくり戦略自転車を活用した健康づくり戦略自転車を活用した健康づくり戦略」」」」    

演者：難波秀行（福岡大学) 富田剛史（株式会社 CROSS FM） 演者・司会：山口幸生（福岡大学） 

難波秀行（福岡大学） 

第 24 回九州スポーツ心理学会で山口幸生先生（福岡大学）、富田剛史氏（株式会

社 CROSS FM）と、シンポジウム「自転車を活用した健康づくり戦略」で演者として

参加させていただきました。 

はじめこの企画を提案されたときに、私では力不足ではないかと思いましたが、

次の瞬間に時代の流れに合致したテーマに取組めることへの喜び、さらに何をどう

話すと伝わるか、と頭の中がぐるぐると動き出しワクワクしてきました。準備する

過程で、自転車、健康づくり、身体活動、メディア、都市交通、まちづくりなどの

キーワードをつなげて整理していきました。しかし、3 人での打ち合わせはほとんど

不要。何故ならば、昨秋一緒にツール・ド・フクオカ 2010 を作り上げたメンバーで、

既に意思疎通ができていたからです。私は、自動車に頼った生活から自転車への転

換の必要性と阻害要因、自転車の生理学的な効果について話をさせて頂きました。

富田氏からは、ラジオ局の番組制作を行う立場から、メッセージの伝え方について

話題提供がありました。同じことを伝えるのでも、「機能ではなく価値を伝える」こ

とが重要との見解は、「教育」、「健康づくり」、あるいは「スポーツ」を実践されて

いる多くの先生方が関心を寄せたテーマであったと思います。そして、山口先生か

らは、諸外国の取組みや、わが国の自転車を活用した健康づくり戦略の可能性、さ

らには実際に数千人にアプローチをした地域全体介入（ツール・ド・フクオカ 2010）

についても報告がありました。 

私は、このシンポジウムを通じて、「これだけ運動したら健康になるのだから身体

を動かしましょう」という発想をベースにした従来のやり方では限界が示されてい

るため、「このような伝え方をしたら、これだけ多くの人の行動が変わり健康になっ

た」という日本人を対象とした、質の高いエビデンスを構築する必要性を改めて感

じました。このような機会を与えていただきました山口先生と、大会運営スタッフ

および学会会員の皆様に心より感謝申し上げます。 



九州スポーツ心理学会会報第 16 号 

4 

会員企画フォーラム会員企画フォーラム会員企画フォーラム会員企画フォーラム    

「「「「ユニークな研究をするためにユニークな研究をするためにユニークな研究をするためにユニークな研究をするために」」」」    

話題提供者：磯貝浩久（九州工業大学） 上野雄己（桜美林大学健康福祉学群） 

企画・司会：杉山佳生（九州大学） 

上野雄己（桜美林大学健康福祉学群） 

この度、九州スポーツ心理学会第 24 回大会に初めて参加させていただきました。

大会では、会員企画のフォーラムでの発表に加え、ポスター発表に参加させていた

だきました。九州大学の杉山佳生先生より会員企画フォーラムへのお誘いをいただ

いた時は 3 年生の自分に出来るのか不安でいっぱいでした。ただ、このような貴重

な機会をいただきましたので、諸先生方の胸をお借りするつもりでチャレンジさせ

ていただきました。 

フォーラムでは、現在、研究を行っている「スポーツ競技者におけるレジリエン

ス研究の動向」について発表をさせていただきました。レジリエンスとは、近年、

関心が高まり始めた概念であり、「逆境の状況下でも、適応していく力」と定義され

ています。私自身、今まで多くのスポーツ競技種目を経験し、何度も逆境を乗り越

え，その度に成長してきたことを実感しております。特にスポーツ競技においては、

挫折、ケガ、スランプなどのストレスフルな状況が頻繁に起こることが想定され、

レジリエンスとの関係が深いと考えられます。そのため、精神的に苦悩を抱えたス

ポーツ競技者に対する支援策を検討する上で重要な概念だと考えたのが研究を始め

るきっかけでした。今回の発表内容が、フォーラムのテーマであるユニークな研究

とは必ずしも言えませんが、「ユニーク(unique)」な発想は、自分の身近なところに

転がっており、自分ならではの経験が発想の起源となることが多いと思います。ま

た、その題材から新しいものや今まで思いもつかない結果が発見される可能性もあ

ると考えられます。今後はスポーツ心理学の発展に貢献出来るような自分ならでは

のユニークな研究が出来ればと考えています。 

最後に、貴重な発表の機会を設けて下さいました杉山佳生先生、磯貝浩久先生に

心からお礼を申し上げます。また、親身になって声をかけていただき、ご指導をい

ただきました徳永幹雄先生、橋本公雄先生、山本勝昭先生をはじめ、学会の諸先生

方、そして指導教員の清水安夫先生にお礼を申し上げます。また、来年度の大会に

参加するのを楽しみにいたしております。 
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学生企画学生企画学生企画学生企画    

「「「「体感型ゲームの可能性を探る体感型ゲームの可能性を探る体感型ゲームの可能性を探る体感型ゲームの可能性を探る」」」」    

司会：中須賀巧（九州大学大学院） 演者：水落洋志（鹿屋体育大学大学院） 

須崎康臣（福岡教育大学大学院）里崎貴行（福岡大学大学院） 

中須賀巧（九州大学大学院） 

本企画の依頼を受けたとき、新奇性があり学生だからこそ掲げることができるテ

ーマについて考えたところ、私の脳裏にテレビゲームが浮かびました。テレビゲー

ムは、これまで年齢を問わず心身に悪影響が生じると懸念され、社会情勢の中で「テ

レビゲーム ＝ 悪」といったイメージが持たれているように思います。しかし、近

年のテレビゲームの発展には、自己の身体をコントローラとして動かし、ゲーム内

のアバター (ゲーム上の自己の分身) によって、恰も実際に自己がプレーしている

かのように動く体感型ゲームが増えています。このような体感型ゲームにより、身

体活動を制限するテレビゲームではなく、身体活動を促進するためのテレビゲーム

という視点で話し合いを進めました。こうした経緯から体感型ゲームが心身に与え

る有効性、可能性について「動機づけ」、「社会性」、「運動学習」の視点から 3 名の

演者を立て企画設定しました。 

里崎貴行氏は、体感型ゲームをきっかけにスポーツに興味を持ち、スポーツ実施

につながるといった動機づけの立場から情報提供して頂きました。 

水落洋志氏は、体感型ゲームを通じてコミュニケーションや日常への運動取り入

れを可能にするといった社会性を含んだ発表をして頂けました。 

須崎康臣氏は、運動学習の立場から体感型ゲームを用いた実験をし、パフォーマ

ンス向上の際の体感型ゲームの有効性が示唆されたことを報告して頂きました。 

当日は、多くの学生や先生方に参加していただき、フロアと演者の活発な討論が

行われたと感じております。反省点もございましたが、企画終了後も多くのご意見

を頂き、今後研究として実施することも検討してみてはという感想も頂きました。

テレビゲームという体育・スポーツとは無縁の内容をテーマに無事企画を終えるこ

とができたのも演者の方々のおかげであったと感じております。 

最後に、今回のような企画運営を行う機会を与えてくださいました諸先生方に感

謝申し上げます。 
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学生企画学生企画学生企画学生企画    

「「「「体感型ゲームの可能性を探る体感型ゲームの可能性を探る体感型ゲームの可能性を探る体感型ゲームの可能性を探る」」」」    

司会：中須賀巧（九州大学大学院） 演者：水落洋志（鹿屋体育大学大学院） 

須崎康臣（福岡教育大学大学院）里崎貴行（福岡大学大学院） 

水落洋志（鹿屋体育大学大学院） 

本企画は，中須賀巧氏 (九州大学大学院) が中心となり，この企画の成功に向け

て準備を行った．発表者として舞台に上がったのは，司会として，中須賀巧氏，演

者として須崎康臣氏(福岡教育大学大学院)，里崎貴行氏 (福岡大学大学院) と私を

含め計 4 名であった．各々が遠隔地に住んでいることや，研究における専門分野が

異なる中で 1 つのテーマを決めることは困難であったが，敢えて「体育・スポーツ」

とはこれまで無縁だった「ゲーム」をタイトルに挙げることとした．その理由とし

て，近年，手を用いた「コントローラー型ゲーム」から身体運動を伴う「体感型ゲ

ーム」へと移行し始めており，これまで白黒はっきりとしていたゲームと運動の 2

極化に「グレーゾーン」が存在し始めたことがきっかけであった． 

 発表当日は，多くの学生や先生方に参加していただくことができ，有意義にセッ

ションを過ごすことができました．司会から本企画の趣旨及び演者紹介が行われ，

それぞれの演者から「動機づけ」，「社会性」，「運動学習」という 3 つの視点から提

案をしました．その中で，私は高齢者に対し体感型ゲームを通じて運動を行うこと

で認知機能の改善及び社会性に及ぼす影響について発表をしました．また，新たな

試みとして体感型ゲームの有効性を示唆するため，フロアーの方々にも「体感型ゲ

ーム」を用いて運動を遂行していただきました．その後，フロアーからの建設的な

意見に回答する中で，「体感型ゲーム」を「体育・スポーツ」に繋げる限界を痛感

しました．というのも私たちの主張は，「体感型ゲーム」と「体育・スポーツ」を

点ではなく線で繋いで考えた回答になってしまい，2 つの点から考えているフロア

ーの方が納得する説明はできていませんでした．そのため，大きな枠組みの中で議

論になってしまったことを反省し，勉強させて頂けた機会に感謝するとともに良い

経験になったと感じております． 

 最後に，今回このような機会を与えて下さいました．諸先生方に感謝申し上げま

す． 
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シンポジウムⅡシンポジウムⅡシンポジウムⅡシンポジウムⅡ    

「「「「トップアスリートにおけるメンタルトレーニングトップアスリートにおけるメンタルトレーニングトップアスリートにおけるメンタルトレーニングトップアスリートにおけるメンタルトレーニング    

    ―ロンドンを目指して――ロンドンを目指して――ロンドンを目指して――ロンドンを目指して―」」」」    

司会：村上貴聡（東京理科大学）演者：織田憲嗣（国立スポーツ科学センター）平木貴子（国立スポーツ科学センター） 

永尾雄一（国立スポーツ科学センター） 指定討論者：岩崎健一（熊本健康・体力づくりセンター） 

永尾雄一（国立スポーツ科学センター） 

九州スポーツ心理学会第 24 回大会にて、シンポジウム「トップアスリートにおける

メンタルトレーニング―ロンドンを目指して―」の演者として発表させていただく機

会を与えて頂いたことに感謝申し上げます。 

メンタルトレーニングを用いて選手をサポートしていく中では、チームをサポート

している様々なスタッフ、そして時には臨床心理士などとも連携しながらサポート活

動を行っていく必要があり、本シンポジウムでは、来年に迫ったロンドンオリンピッ

クに向け様々なスタッフと連携し選手をサポートしている国立スポーツ科学センター

(JISS) の 3 名により「連携」をテーマに話題提供をさせて頂きました。トップアスリ

ートになるほど、周囲からの期待や責任など、取り巻く心理的環境は複雑化すること

が考えられます。そのような選手と対峙するとき、メンタルトレーニングの技法だけ

でなく、心理臨床の知識を持っておくことの重要性、そして心理スタッフ自身が臨床

心理士などから助言やサポートもらう連携体制を整えることが、心理サポートの充実

に繋がることが事例を通して報告されました。また情報技術を利用することで、選手

を理解することや振り返り作業が促進されるのではという提案が、映像技術者として

の立場からできたことは、私自身にとっても、とても有意義な場となりました。 

指定討論者としてご登壇頂いた岩﨑先生からもご指摘がありましたが、「連携」して

いくには、それぞれの「役割分担」が重要となります。メンタルトレーニング指導士

はメンタルトレーニングの専門家であって心理臨床の専門家ではないことを再確認

し、織田先生のご発表にあったように「自分のできること・できないこと」をしっか

り把握しておくことが、心理サポートには極めて重要であると感じました。選手が抱

える様々な心理的課題に対応していかなければいけないことはトップアスリートも一

般アスリートも同様だと思います。だからこそ、臨床心理士やカウンセラーの方々と

の連携体制の構築はますます重要になるでしょうし、本シンポジウムがそれを促進さ

せるひとつのきっかけになればと思います。 

最後に、本シンポジウムの司会をされた村上先生、演者の織田先生、平木先生そし

て私自身も九州でスポーツ心理学を学び育てて頂きました。現在は九州を離れて活動

している我々が、今回のシンポジウムにおいて再び九州に集い発表させて頂いたこと

は、とても嬉しくありがたいことだと感じています。これからも九州のスポーツ心理

学に貢献できるよう、心新たに日々の活動に励んでいきたいと思います。 
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ポスター発表ポスター発表ポスター発表ポスター発表    

「「「「大学生剣道部員を対象とした大学生剣道部員を対象とした大学生剣道部員を対象とした大学生剣道部員を対象とした    

メンタルトレーニングの事例研究メンタルトレーニングの事例研究メンタルトレーニングの事例研究メンタルトレーニングの事例研究」」」」    

豊留亮士・秦泉寺 尚（宮崎大学） 

豊留亮士（宮崎大学） 

今回、九州スポーツ心理学会でのポスター発表は私の人生でおそらく、最初で最

後の「学会」というものの経験になるかと思います。卒業論文の完成も見えてきた

頃、指導教員の先生から今回の学会での発表の話をいただきました。私を含む 3 人

の学生が同研究室から発表することになりました。自分が学会に参加して発表をす

ることになるなどとは考えもしていなかったため、非常に驚き、不安でもありまし

た。当日までの間に学生同士で話し合いをしたり、先生にご指導をいただいたりし

ながら準備を進めていきました。 

 当日、長崎大学に到着し、午前中は何人かの先生方から研究の発表があり、午後

からはいよいよポスター発表になりました。周りを見渡してみると私たちのような

学生は多くなく、大学院で勉強をされている方や各分野で活躍されている方が多い

ような印象を受けました。しかし、若さでは他には負けないと思い、自分の研究に

興味を持ってくださった方々に自信をもって発表をしました。最初のうちは非常に

緊張しましたが、時間が経つにつれて、多くの方々と意見交換をしたり、興味のあ

る研究について質問をしたりすることができました。学会からの帰りの車では、参

加した学生全員が異口同音に「貴重な体験ができた」と言っていました。 

 大学院で勉強をされている方やスポーツ心理学にかかわる各分野で活躍されてい

る方が多い中、私たちのような一般学生が参加できたことは非常に貴重であったと

感じています。特に今回の学会に参加したことによって、「ある物事は、様々な角度

から見ることによって性質が異なる」ということを学ぶことができました。学会で

は多くの研究発表がなされていましたが、どれも一度は耳にしたことがあるキーワ

ードがありました。しかし、その研究内容自体は、普段私たちが見ている角度とは

異なった角度から対象物を捉えており、全く新しいものとして、耳に入ってきまし

た。この経験は、研究という分野においてだけでなく、教師として子どもたちを教

育する者、公務員として社会に奉仕する者、民間の企業で仕事をする者など社会人

として人生を全うしていく中で、すべての人が経験できるわけではない貴重なもの

であったと私は考えています。 
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ポスター発表ポスター発表ポスター発表ポスター発表    

「「「「大学生の自転車マナーと大学生の自転車マナーと大学生の自転車マナーと大学生の自転車マナーと    

基本属性及び心理社会的要因の関係基本属性及び心理社会的要因の関係基本属性及び心理社会的要因の関係基本属性及び心理社会的要因の関係」」」」    

里崎貴行・山口幸生(福岡大学） 

里崎貴行（福岡大学） 

今回の発表は、私にとって初めてのポスター発表でした。初めてということもあり

不安や緊張も多々ありましたが、ポスターの作成や質疑応答を通して、研究発表とい

うものを学ばせていただきました。 

 内容は、学会 1 日目のシンポジウムでもテーマとなった「自転車」の利用促進にお

いて足かせとなっている自転車マナーについてでした。質疑応答の際に「自転車で道

路の右側を通行することが逆走であることを知らなかった」という意見をいただきま

した。やはり、自転車マナーについての認知を向上させることが必要であるのだとあ

らためて感じました。自転車は手軽に乗ることができ、環境にやさしく、身体活動量

の向上につながる乗り物です。しかし、免許を必要とせず手軽に乗れる乗り物である

からこそ、マナーの徹底も難しいのではないかと考えられます。利用促進のためにも、

今後はマナー向上の取り組みを積極的に行えればと考えております。 

 また、今回の学会では、学生企画においても演者を務めさせていただき、他の大学

の先輩方とも交流を深めることができ、大変貴重な経験をさせていただきました。招

待講演やシンポジウム、フォーラムにおきましても、様々な研究や取り組みについて

拝聴させていただきました。日頃お聞きする機会が少ない内容に触れ、視野を広げる

ことができ、今後活動を行うにあたって非常に多くのものを学ばせていただいたと感

じています。 

 最後になりましたが、学会参加の機会を与えてくださった関係者の方々に感謝の意

を表します。 



九州スポーツ心理学会会報第 16 号 

10 

 

    

「「「「新入会にあたって新入会にあたって新入会にあたって新入会にあたって」」」」    

 

大田さくら（福岡大学） 

今年、スポーツ心理学を学ぶために大学院に進学することになり、入学前の勉強、

経験として、初めて「九州スポーツ心理学会」に参加させて頂きました。私が参加

したのはシンポジウムとポスター発表でした。学部生時代にスポーツ心理学の授業

を受け、ゼミもスポーツ心理学を専攻しましたが、そこで学んだことをベースに、

より専門的で奥深くの事を学びたいと思って学会に臨みました。 

 シンポジウムでは、健康に関することやテレビゲームに関することなど、心理学

の中でも幅広く学ぶことが出来ました。ポスター発表では、卒業研究論文において

研究したことを発表しました。多くの方に目を通して頂いた事、そして質問やアド

バイスを頂いた事は今後に活かせるものとなりました。このように多くの声を頂く

までは自分の偏った視点でしか見ることが出来ませんでしたが、「このような視点か

ら見ても面白いな」と視野を広げて見ることもできました。 

 2 日間の学会において研究をされている多くの方とお会いしお話することで、なに

より私の研究の糧になりました。これまでのゼミや卒業論文で「スポーツ心理学」

を中心に学んできましたが、それはほんの一部分で、もっと多くの知識を得たいと

感じました。また、多くの研究をお聴き出来、「まだまだ知識が足りない」と反省し、

私の今後の意欲にも繋がりました。 

 今はまだ大学院に進学したばかりで研究者の卵ですが、これからより多くの学会

に参加し刺激を受け、常に「なぜ」の心を持ち、研究を絶やさないようにしていけ

たらと思います。 
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大会テーマ：「スポーツを通した地域介入」 

 

日時 １日目：平成２３年３月５日（土） 受付 12：00～ 

   ２日目：平成２３年３月６日（日） 受付  8：30～ 

会場 長崎大学文教キャンパス 教育学部 （長崎県長崎市文教町１－１４） 

 

【３月５日（土）】 

13：00～13：10 会長挨拶 山本勝昭（福岡大学） 

13：10～14：20 招待講演「自律神経の役割」 

講師：土屋勝彦（長崎大学名誉教授）司会：山内正毅（長崎大学） 

14：30～16：00 シンポジウムⅠ「自転車を活用した健康づくり戦略」 

演者：難波秀行（福岡大学) 富田剛史（株式会社 CROSS FM） 

演者・司会：山口幸生（福岡大学） 

16：10～17：30 会員企画フォーラム「ユニークな研究をするために」 

話題提供者：磯貝浩久（九州工業大学）上野雄己（桜美林大学健康福祉学群）

企画・司会：杉山佳生（九州大学） 

17：40～18：10 総会 

18：30～20：00 情報交換会 

 

 

【３月６日（日）】  

9：00～10：20  学生企画「体感型ゲームの可能性を探る」 

司会：中須賀巧（九州大学大学院）演者：水落洋志（鹿屋体育大学大学院）

須崎康臣（福岡教育大学大学院）里崎貴行（福岡大学大学院） 

10：30～12：00 シンポジウムⅡ「トップアスリートにおけるメンタルトレーニング 

 ―ロンドンを目指して―」 

司会：村上貴聡（東京理科大学）演者：織田憲嗣（国立スポーツ科学センター） 

平木貴子（国立スポーツ科学センター）永尾雄一（国立スポーツ科学センター）

指定討論者：岩崎健一（熊本健康・体力づくりセンター） 

12：00～13：00 昼休み 

13：00～14：30 ポスター発表 

 

 

 

 

 

九州スポーツ心理学会九州スポーツ心理学会九州スポーツ心理学会九州スポーツ心理学会    第第第第 24242424 回大会回大会回大会回大会    プログラムプログラムプログラムプログラム    
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ポスター発表演題一覧 

１．大学生スポーツ競技者用レジリエンス尺度の開発 

   上野雄己・清水安夫 

２．大学生スポーツ競技者版アレキシサイミア傾向尺度の開発 ―スポーツ選手のバーンアウトとの関連― 

   雨宮 怜・清水安夫 

３．コーチングが選手のメンタルヘルスに与える影響 ―高校サッカー版コーチング評価尺度を用いて― 

   国吉大二郎・笹澤吉明 

４．バレエ学習者における不安原因評価尺度作成の試み 

   澤田美砂子・糟谷里美・小山久美 

５．競技における体重制限が食意識とメンタルコンディションに与える影響 

   大田さくら・山本勝昭・徳島 了 

６．左右半視野への視覚刺激に対する腕目標到達運動の左右差 

   山内正毅 

７．ゲーム状況認知に対するビジュアルトレーニングの効果 

   若杉一秀・山内正毅 

８．インターネットで動画を用いたデータ収集手法の開発 

   徳島 了・山本勝昭・今村律子・横山千尋・坂元瑞貴 

９．大学生スポーツ競技者用完全主義尺度の開発 

   沢口 翠・上野雄己・清水安夫 

10．誕生月が大学生の運動・スポーツに対する意識に及ぼす影響 

   田島 誠・倉藤利早・及川和美 

11．ジュニアゴルファーに対するメンタルトレーニングの実例 

   井上光成 

12．大学生剣道部員を対象としたメンタルトレーニングの事例研究 

   豊留亮士・秦泉寺 尚 

13．衣服の色彩が感情に及ぼす着用効果・運動効果 ―運動の好みによる比較― 

   髙橋美穂・秦泉寺 尚 

14．指導者の言葉がけがミニバスケットボール選手のゲーム中の心理状態及びプレイに及ぼす影響について 

   坂田 愛・秦泉寺 尚 

15．“基礎的心理競技能力”評価尺度に関する基礎的研究 

   宇土昌志 

16．大学野外活動における自己肯定意識の変化と日常への汎化 

   手島史子・牧野共明・子安崇夫・柳 敏晴 
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17．集団スポーツにおけるミーティング活性化を促進するための心理的介入 

   横山千尋・今村律子・坂元瑞貴・日田綾香・ 

出水 忠・辻 雄介・里崎貴行・徳島 了・山本勝昭・川面 剛 

18．テニス用タイミング予測トレーナーによるボレーテスト 

   児玉光雄・杉山佳生・高橋仁大・池田翔太 

19．体育授業における教師のフィードバックに関する研究 ―言語・非言語フィードバックを指標とした検討― 

   森 彩乃・清水安夫 

20．中学生の部活動適応感尺度の作成 

   村石早紀・清水安夫 

21．大学生の自転車マナーと基本属性及び心理社会的要因の関係 

   里崎貴行・山口幸生 

22．インターネットを利用した課題提供型メンタルサポートプログラムの実践 

 ―チーム・個人課題の探索を中心としたグループ討議活性化への導入効果― 

   今村律子・横山千尋・坂元瑞貴・徳島 了・山本勝昭 

23．スポーツ種目特性とストレスコーピングスタイルとの関連 

   阪田俊輔 

24．ステイルネス概念に基づいたスポーツ選手のメンタルヘルスパターン分類の試み 

   木村 彩・橋本公雄 

25．児童版運動継続化の螺旋モデルの構築 

   谷本英彰・橋本公雄 

26．高齢者の生活習慣と認知機能の関係 

   堀田 亮・橋本公雄 

27．特定高齢者の運動習慣と身体的・心理的要因との関係 ―運動頻度の違いとメンタルヘルスの関係を中心に― 

   荒井久仁子・橋本公雄 

28．スポーツ指導者のレジリエンス 

   山本勝昭・岡村豊太郎・出水 忠・徳島 了・今村律子・坂元瑞貴・横山千尋 

29．自己選択ペースでのランニング中の感情の変化 

   斉藤篤司・本多芙美子・橋本公雄 
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大会テーマ：「スポーツ心理学の将来を展望する」 

 

日時 １日目：平成２４年３月１０日（土） 受付 12：00～ 

２日目：平成２４年３月１１日（日） 受付 8：30～ 

会場 九州大学筑紫キャンパス C-CUBE（総合研究棟）福岡県春日市春日公園６－１ 

参加費 会員 ¥3,000 当日会員及び学生会員 ¥2,000 

 

【３月１０日（土）】 

11：00～12：00 理事会（E ミーティングルーム） 

12：00～13：00 受付（ホワイエ） 

13：00～13：15 会長挨拶（筑紫ホール） 山本勝昭（福岡大学） 

13：15～14：20 基調講演（筑紫ホール） 

テーマ：「研究のオリジナリティを求めて ―視点をどこに置くか―」 

講 師：橋本公雄（九州大学） 司 会：内田若希（北九州市立大学） 

14：30～17：35 特別企画 フリースタイル・グループディスカッション 

14:30~15:00 全体ガイダンス（筑紫ホール） 

15:10~15:55 1st セッション（各会場） 16:10~16:55 2nd セッション（各会場） 

17:05~17:35 全体ディスカッション（筑紫ホール） 

テーマ＆モデレーター： 

「研究方法論の探求」---島本好平（兵庫教育大学）  

「地域住民の身体活動量を促進する戦略を考える」---山口幸生（福岡大学）  

「学校体育に資する運動・スポーツ心理学―現場への適用と実践―」---藤原大樹（保

健医療経営大学）  

「理論に則ったメンタルトレーニングの方法開発」---兄井 彰（福岡教育大学） 

「トップアスリートが求める心理的サポートの実際」---今村律子（福岡大学）  

「日本人的なスポーツ行動を考える」---磯貝浩久（九州工業大学） 

総合司会：杉山佳生（九州大学） 

17：45～18：15 総会（筑紫ホール） 

18：30～20：00 情報交換会＆記念祝賀会（学内食堂ぞんね） 

九州スポーツ心理学会九州スポーツ心理学会九州スポーツ心理学会九州スポーツ心理学会    第第第第 25252525 回回回回記念記念記念記念大会大会大会大会のお知らせのお知らせのお知らせのお知らせ    
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【３月１１日（日）】 

8：30～ 9：00 受付（ホワイエ） 

9：00～10：20 学生企画（筑紫ホール） 

テーマ：「ソーシャル・サポートの有効性とは？」 

司 会：中須賀巧 （九州大学大学院） 

演 者：大田さくら （福岡大学大学院） 木村 彩 （九州大学大学院）幾留沙智 （鹿

屋体育大学大学院） 

10：30～12：00 シンポジウム（筑紫ホール） 

テーマ：「職業としてのスポーツメンタルトレーニング指導」 

演 者：高畑好秀（(株)グリーン・フロー） 井上光成（NPO スポーツ GEAR） 

河津慶太（中村学園大学非常勤講師） 

司 会：兄井 彰（福岡教育大学） 

12：00～13：00 昼休み 

13：00～14：30 ポスター発表（ホワイエ＆国際交流広場） 

 

 

会場アクセス URL 

http://splab.spo.fukuoka-u.ac.jp/society/25th/PDF/25 回大会会場案内図.pdf 

 

 

＜九州スポーツ心理学会 第 25 回記念大会事務局＞ 

〒816-8580 福岡県春日市春日後援 6-1 

九州大学健康科学部センター内 九州スポーツ心理学会事務局 

TEL&FAX:092-583-7856  E-mail： kssp@fukuoka-u.ac.jp 
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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． 

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 〒816-8580 福岡県春日市春日後援 6-1 

九州大学健康科学部センター内 

九州スポーツ心理学会事務局 宛 

TEL&FAX:092-583-7856 

E-mail： kssp@fukuoka-u.ac.jp 

 

学会学会学会学会からからからからのお知らせのお知らせのお知らせのお知らせ    
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会長 山本 勝昭 福岡大学 

前会長 徳永 幹雄 福岡医療福祉大学 

 佐久本 稔 活水女子短期大学 

副会長 橋本 公雄 九州大学 

理事長 杉山 佳生 九州大学 

理事 山口 幸生 福岡大学 

磯貝 浩久 九州工業大学 

兄井 彰 福岡教育大学 

井上 勝子 熊本学園大学 

岡村 豊太郎 東亜大学 

小橋川 久光 

秦泉寺 尚 宮崎大学 

山内 正毅 長崎大学 

森 司朗 鹿屋体育大学 

広報担当理事 伊藤 友記 九州共立大学 

庶務担当理事 村上 雅彦 保健医療経営大学 

会計担当理事 山崎 将幸 福岡医療福祉大学 

監事 小林 稔 琉球大学 

下園 博信 九州共立大学 

  

事務局スタッフ（平成 21 年 3 月〜平成 24 年 3 月） 

総括 杉山 佳生 

庶務 村上 雅彦 

会計 山崎 将幸 

編集 村上 雅彦 山崎将幸 

  

各種委員会委員（平成 21 年 3 月〜平成 24 年 3 月） 

企画委員会 橋本公雄 岩崎健一 磯貝浩久 山口幸生 兄井 彰 杉山佳生 

広報委員会 伊藤友記 

 徳島 了（HP 担当：福岡大学） 

今村律子（NL 担当：福岡大学） 

九州スポーツ心理学会役員・事務局スタッフ九州スポーツ心理学会役員・事務局スタッフ九州スポーツ心理学会役員・事務局スタッフ九州スポーツ心理学会役員・事務局スタッフ    
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 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 16 号をお届けいたします。 

さて、まずは本号の発刊が遅れましたことを心よりお詫び申

し上げます。本号から、徳島了先生（福岡大学）を中心とした

ニュースレター投稿システムを構築するに当たり、たくさんの

方々にご協力いただきましたこと深く感謝申し上げます。今後

は、さらなるニュースレターの充実を図り、みなさまに情報発

信ができればと考えております。 

私自身、大事にしたい思いがあります。現代社会は、様々な

形で情報が飛び交い、常に正確さと速さが求められています。

しかし、そこにはやはり「人と人」というあたたかさが存在し

なければならないと思います。新しい情報、ユニークな情報、

それらをもとに表情豊かに、声も高らかに、人と人が向き合い

かよい合わすところに生まれるものがあると信じています。 

九州スポーツ心理学会は、そんな「あたたかさ」を感じられる

学会です。次号は「第 25 回記念大会」の報告を含め、さらな

る充実した情報を早くお届けできるようにしたいと思ってお

ります、 

最後になりましたが、お忙しい中、快く本ニュースレターの

御執筆を頂きました先生方および大学院生の皆様、誠にありが

とうございました。皆様方に厚く御礼、申し上げますとともに、

今後ともよろしくお願い申し上げます。そして 25 回記念大会で

は、たくさんの方々に参加していだけることを願っております。 

 

編集担当 今村律子 

 

 
平成 24 年 1 月 発行 

九州スポーツ心理学会会報第 16 号 
「健康と競技の心理」 

Psychology of Health & Sport 
広報・編集担当 

伊藤友記 徳島了 今村律子 

 

＊当記載すべての無断転載・引用等は固くお断りします 

あとがきあとがきあとがきあとがき    


