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＜第 29回大会委員長挨拶＞ 
 

日本青年心理学会第 29回大会にようこそ 
 

大会委員長 田中 健夫（東京女子大学） 

 

いっこうに新型コロナウィルス感染拡大がおさまる気配がなく，今年度もオンラインでの

大会開催となりました。日常は様変わりし，私たちはそれに心身を適応させ慣れてきました

が，それでも“慣れないこと”がときに浮上し，研究にも教育や実践活動にも大きな影響が

あることに圧倒されながら日々を過ごしておられるかもしれません。青年の育ち，学びや仕

事，友人や異文化との交流はどうなっているのか。青年心理学研究から発信したいことが顕

在化してきているようにも感じます。 

 今年度の大会は，常任理事会の皆様からのサポートを得て，そして昨年度の大会開催の浦

上先生をはじめとする準備委員会の細やかな引継ぎファイルをたよりに準備を進めていま

す。「ようこそ」と書いた途端「どこへ？」と自問するわけですが，青年心理学の仲間がい

るコミュニティへようこそ，です。 

 日程は 2021 年 10 月 23 日(土)，24 日(日)です。研究発表は 45 分に加えてロングタイム

(90 分)を復活して，青年心理学会らしい密なディスカッションの場になればと期待してい

ます(Zoom を用いたライブで実施します）。自主シンポも予定しており，いずれも申込みは 8

月 20 日(金)となっています。 

今大会では準備委員会企画として，講演：「新しい思春期モデル」（飛谷渉先生：大阪教育

大学）と討論（溝上慎一先生：桐蔭学園）を大会２日目の午後におこないます。飛谷先生は

精神分析(対象関係論)の実践家であり，生物心理社会的視点と関連づけてお話いただきます。

NNeewwsslleetttteerr  
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デジタル･ネイティブ世代の思春期発達の新たな概念モデル ─バラバラになりそうな心を

まとめる「代理皮膚」を持ち続けて「私は本当に生きているのか」と問わざるをえない離人

症的な存在様式にまつわる話題は豊かな示唆をもたらすものになるでしょう。１日目にはラ

ウンドテーブル，２日目には国際交流委員会企画シンポジウムも予定されています。 

参加申込みなどの詳細は，学会ホームページとＭＬでお知らせしています。皆様，ふるっ

てのご参加，どうぞよろしくお願いします。 

 

 
 

 

 
 

国際誌への投稿に向けて 
 

畑野 快（大阪府立大学） 

 

私が国際誌に初めて投稿したのは 2015 年である。それから約 6 年間，右往左往しつつも

共同研究者に助けられながら，いくつかの研究を採択にこぎつけてきた。今思い起こせば，

当時は論文の書き方について十分に理解していなかったと思う。その経験を基に，ここでは，

国際誌の投稿を考えている大学院生にとって参考になると思われる 3 つの基本事項を取り

上げ，紹介させていただく。 

1 つ目は，投稿先を決めることである。心理系の国際誌は多くあり，そのターゲットとな

る研究テーマは概ね決まっている。そのため，投稿する際には自分の研究テーマに最も近い

国際誌に投稿しなければならない。テーマに沿わない研究は投稿すら受け付けてもらえない

からである。まずは自分の目標とする国際誌を決め，どんな読者に自分の研究を届けたいと

思うのか，これらを意識することが重要だろう。 

2 つ目は，先行研究から論文の書き方を学ぶことである。国際誌に限ったことではないが，

論文は分野ごとに書き方が決まっており（私見です），内容も共通している（と思われます）。

類似のテーマの論文を 3 つ並べてみると，introduction の 3 分の 2 は共通していることに

気づくだろう。その書き方をしっかりと学び，自分のものにすることが重要である。 

3 つ目は，曖昧な表現を避け，説得力のある文章を書くことである。例えば dynamic, 

diverse, mechanism といった言葉は，多様な意味を含んだ便利な言葉である。その一方で，

それらの言葉は同時に具体性を欠く，無駄な言葉として読み手に捉えられることもある。自

分の伝えたいことは，曖昧な表現をせず，可能な限り具体的な言葉で表現することで，読み

手にとって説得力のある文章となる。 

 これらのことは，先行研究を「論文を書く」視点からしっかりと読みこめば，わかること

であるし，先行研究は論文を書く上で最高のお手本である。また，決して国際誌に限ったこ

とではない。そんな当たり前のことに気づけなかった反面教師の言葉として読んでもらえれ

ば幸いである。 

 

 

＜特集＞ 国際交流における心がけと工夫 
国際交流委員会委員長：高坂 康雅（和光大学）  

 

国際交流（本稿では，国際学会への参加，国際学会での研究発表，国際誌への論

文投稿，海外研究者との交流などを国際交流とする）が推進されるようになって久

しい。現在では，修士課程の時点で国際学会に参加したり，研究発表をしたりし，

アカデミックポストを得ようとする頃には国際誌に 1，2 本論文が掲載されている者

も少なくない。 

 しかし，国際交流をしようとすると，言語や習慣などの違いから，不安や躊躇な

どが付きまとうことがある。そこで，本特集では，国際交流の経験が豊富な国際交

流委員に，国際交流をする際の心がけや工夫について論じてもらった。本特集が，

学会員の国際交流の後押しになれば幸いである。 

 

（担当：国際交流委員会） 
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国際学会での発表 

 
石井 僚（奈良教育大学） 

 

 海外での業績の必要性はあちらこちらで耳にする一方，はじめの一歩はそれなりにハード

ルの高いものだった記憶があります。大学院生の頃，私がその一歩を踏み出すためにした（あ

る意味無駄な）ことについて，赤裸々に書かせて頂くことで，そのハードルが少しでも下が

ればと思います。 

 国際学会での発表と言っても，ポスター発表と，シンポジウムを含む口頭発表とでは，少

し異なる準備をしました。当然ですがポスター発表は，見に来てくれた研究者とコミュニケ

ーションをすることになります。その際に私は，伝わらなくても良いから，とにかく何か話

すことを心がけました。そしてその助けとなるのが，ハンドアウトです。私の場合はいつも，

A4 の表面にポスターの縮小版を，裏面にアブストラクトと，ポスターには載せられなかっ

た図表を載せるようにしています。これはもらった質問への回答に役立つだけでなく，1 つ

の話のネタとしても役立てることができるからです。 

 口頭発表については，発表で使用される一般的な表現を知ることから始めました。例えば，

Langham, C. S.著「国際学会 English 口頭発表 研究発表のための英語プレゼンテーショ

ン」（医歯薬出版）や，上松正朗著「新 英語抄録・口頭発表・論文作成 虎の巻」（南江堂）

といった書籍に収められている例文などを参考にしました。これらの本が良著かは分かりま

せんし，心理学に特化した本ではありませんが，よく言われる英借文をする 1 つとしては，

役に立つ本だったように思います。これらも参考に，発表の原稿を書き，何度も練習したの

を覚えています。 

 ポスター発表にしても口頭発表にしても，一番の心配は質疑応答でのコミュニケーション

が上手くできるか否かでした。そしてその心配を和らげてくれたのは，月並みですが，いわ

ゆる出川イングリッシュでした。そして，上手く伝えられないけど，もっと話したいと思う

研究者に出会い，その後の共同研究にもつながりました。 

 

 

 

海外研究者とのコミュニケーション 
 

千島 雄太（筑波大学） 

 

私は 2019 年 4 月～2021 年 1 月まで，カナダのオンタリオ州ウォータールーにある小さ

な大学で訪問研究員をしていました。私の研究室では，学科単位の研究会（brownbag 

meeting），研究室単位の研究会（lab meeting），先生との一対一の個人ミーティング

（personal meeting)がありました。個人ミーティングは，週に一回 2 時間程度，研究の細

部まで議論しました。回を重ねるにつれて，先生の性格，議論の仕方，関心のあるトピック

などがわかってきて，徐々に慣れていきましたが，最初の頃はかなり負担に感じていました。

それと同時に，先生は一人一人にこんなに時間をかけていて，すごい体力だなと思いました。

今振り返れば，非常に貴重な時間だったと感じます。 

その時に工夫したのは，準備の仕方でした。ミーティングの中では，執筆中の論文や今後

の計画について話すことが多かったため，どこに困っているか，どんな分析をしたか，先行

研究を調べて何を考えたか，どんなサポートが欲しいかなど，先生に伝えたいことをできる

だけ詳しく資料に書くようにしました。そして，その資料を事前に先生に送っておくことで，

お互いに議題が分かった上でミーティングを進められるようにしました。この準備はかなり

の時間を要しますが，ネイティブの専門家とのディスカッションの中で，自身が会話の主導

権を握り，伝えたいことを正確に伝え，研究を着実に前に進めるために，これを徹底するの

が非常に効果的でした。 

信頼関係を築くためには，わかったふりをしないこと，嘘をつかないことなども重要です。

自分の英語力の問題もあって，つい話の中でわかったふりをしてしまう時がありましたが，

それは正直な態度でないとみなされますし，後になってトラブルの元になります。また，先
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生の意見に対して，違うことは違う，できないことはできない，とはっきり伝えることも時

には必要です。いわゆる「上下関係」のような気遣いは，ほとんど気にしなくてよかったの

で，意見を言いやすい雰囲気もあったと思います。偽らずにきちんと自己主張をすることの

大切さを，“Be yourself”の文化で感じました。 

 

 

 

＜書評：私のおすすめ，この一冊＞ 

 

『ネガティブ・ケイパビリティ：答えの出ない事態に耐える力』 

帚木蓬生 (著)  朝日新聞出版 (2017年刊) 
 

西田  若葉 (宮崎産業経営大学) 

 

本書では，「〈問題〉を性急に措定せず，生半可な意味づけや知識でもって，未解決の問題

にせっかちに帳尻を合わせず，宙ぶらりんの状態を持ちこたえる」能力である，ネガティブ・

ケイパビリティの紹介と見解が記されている。著者は，精神科医と小説家という二つの立場

から，この概念との出会いや，医療や創作との関連性，問題解決を迅速に進めようとするこ

とへの批判点などを述べている。 

 ネガティブ・ケイパビリティは，詩人のジョン・キーツによって詩作で発揮される能力と

して見出され，精神科医のウィルフレッド・ビオンによって治療場面における不可欠な能力

として再評価された。第一章と第二章で紹介される両者の生涯は，子ども時代から親元を離

れて暮らし，複数の専門分野で学び，社会的役割に従事した経験を持つという点，多大な苦

しみや理不尽さ，正解の分からない物事に遭遇したという点で共通している。第三章ではヒ

トが有する「分かりたがる脳」の特徴と，謎や未知の事柄に向き合う重要性を対比的に取り

上げ，第四章から第八章では先行研究や著者自身の知識，経験をもとに，医療や創造の行為

におけるネガティブ・ケイパビリティの発揮について掘り下げている。それらを踏まえ，終

盤の第九章では現代の教育において出口のない答えに向き合い続ける重要性を，第十章では

寛容と不寛容のせめぎ合う時代において，人々がネガティブ・ケイパビリティを発揮するこ

とで寛容さや平和をもたらす可能性を取り上げている。 

 本書を読むことで，時間をかけて注意深く物事に向き合う重要性を改めて感じた。専門家

にとって，本来は問題を見出すことすら困難な物事に対し，迅速かつ明確な解答が求められ

る風潮をどのように受け止めることができるだろうか。教育，学術，医療を含めた様々な分

野における専門家の内面では，全てを理解して意味づけを行うことの困難さと，相手からの

期待や切実な思いに応えたいという願望との間で，葛藤が起こることもあるのではないだろ

うか。昨今の世間の動向を振り返りながら，このような思いを巡らせる一冊であった。 

 

 

 

   『挫折と向き合う心理学：青年期の挫折を乗り越えるための心の作業と

その支援』 

高木秀明（監修） 福村出版（2020年刊） 

 
本田 周二（大妻女子大学） 

 

本書は青年期の挫折と立ち直りや変容の過程について，丁寧に記述された一冊である。本

書は 3 部構成になっており，第 1 部では，前半にエリクソンやニューマン夫妻の発達段階

の説明とともに，それぞれの発達段階において生じうる挫折について説明があり，後半に青

年期における危機に焦点化した説明が続く。第 2 部で多種多様な挫折と変容の過程につい

て架空の事例が紹介されるため，第 1 部の知識をもとに第 2 部に進むことでより深い理解

につながる構成となっている。なお，架空の事例は，執筆者たちが臨床，教育，福祉，保健・

医療，司法・犯罪などの領域で培った経験に基づいて創られているため理解しやすい。 

親子関係に始まり，友人・恋愛関係，いじめ，不登校，非行，犯罪，災害，障害など 14

もの事例を読み進めると自分のこれまでの経験が呼び起こされ，青年期というものが如何に

https://publications.asahi.com/ecs/detail/?item_id=18977
https://www.fukumura.co.jp/book/b496575.html
https://www.fukumura.co.jp/book/b496575.html
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困難の多い大変な時期なのだろうかと驚くと同時に，そのような青年たちと大人としてどの

ように向き合うことが大切なのかを自問自答せざるを得ない。集団アイデンティティや個人

的アイデンティティの確立を目指す中で様々な挫折を経験すること，しかし，挫折を経験し

たのちに，その挫折と向き合うことで，アイデンティティを確立していく，そのプロセスに

大人（支援者）はどのように寄り添っていけばよいのか，多くのヒントが本書にはちりばめ

られている。第 3 部では，挫折を支える方法として，心理療法の説明や具体的な支援の窓

口についての紹介，青年期に実学と教養を学ぶことの意味について書かれている。第 2 部

で個別具体的な事例に向けられていた意識をここでもとに戻すことができる。 

本書を通して，青年期の大変さ以上に，青年の力強さ・たくましさを再確認することがで

きた。多くの方に手に取っていただきたい一冊である。 

 

 

 

＜広報＞ 

 

広報・ニューズレター編集委員会からのお知らせ 

 
 第 72 号より，会員の皆様から意見や要望を募るとともに，自由な投稿・寄稿を促すこと

にしております。投稿・寄稿ルールについて，再度簡単に説明させていただきます。 

 

● 会員から募集するのは，以下の 5 つです。 

①特集テーマに取り上げて欲しいトピックス 「特集テーマ提案」 

 随時募集。過去の NL 記事を振り返りつつ，編集委員会で検討し決定します。 

②書評に取り上げて欲しい書籍 「書評推薦図書」 

 随時募集。原則として最新号発行 1 ヶ月前に集約し掲載します。 

③書評執筆の希望 「書評執筆希望」 

 掲載書籍への書評執筆の希望者を，原則として最新号発行後 1 ヶ月間募集します。該

当書籍をお持ちでない場合には献本いたします。 

④次号の特集テーマに関する投稿の申し込み 「特集テーマ投稿希望」 

 特集テーマへの投稿希望者は，原則として最新号発行後 1 ヶ月間募集します。 

⑤会員からの情報や意見の自由投稿 「投稿：会員から」 

 随時募集。投稿内容が本学会の NL の記事に相応しいかを編集委員会で検討し，掲載の

可否を決めます。不掲載の場合は，投稿者に理由を開示します。 

 

● 投稿･寄稿時には，必ず件名を「」内の通りとし，本文の最初にお名前・ご所属連絡先メ

ールアドレスをお書きください。 

 

● 書評および特集テーマへの執筆候補者は基本的に以下のように決定します。なるべく執

筆希望者を優先しますが，編集委員会において会員の先生方の専門や経歴のほか，最近の

寄稿状況を把握し検討したうえで執筆候補者を絞り込み，改めて執筆を依頼します。 

 

● すべての投稿先は，jsyap-nec@googlegroups.com （日本青年心理学会 広報・ニューズ

レター編集委員会）です。 

 

● 原稿の字数は 800 字程度を原則としますが，電子版なので柔軟に対応いたします。 

 
 

 

事務局からのお知らせ 

 
Ⅰ．電子投稿システムへの移行のお知らせ 

2020 年 11 月 1 日から電子投稿システムが開始されております。2021 年 3 月ま

では郵送での投稿も受け付けておりましたが，2021 年 4 月 1 日からは全面的に電

子投稿に移行しています。電子投稿システムへの移行にともない，「投稿原稿作成

用テンプレート」や「投稿上の諸注意」が改訂されておりますのでご注意ください。

mailto:jsyap-nec@googlegroups.com
https://www.jsyap.org/publications
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なお，電子投稿の場合，「チェックリスト」はシステムに組み込まれているため不

要となります。利便性が大幅に高まりましたので，まずはアカウントを作成し，積

極的に投稿していただけますようお願いいたします。 

 

Ⅱ. 学会メーリングリストをご活用ください 
現在，電子版ニューズレターや大会・研究会などの案内を，学会メーリングリストに

よって配信しています。会員であれば，青年心理学に関する研究会や講演会・シンポ

ジウムなどの案内を，このメーリングリストを用いておこなうことができます。セキ

ュリティの関係上，事務局からの発信のみとなりますが，どうぞご活用ください。 

 

日本青年心理学会事務局 

Japan Society of Youth and Adolescent Psychology 

E-mail：seinenshinri@gmail.com  

Website：https://www.jsyap.org 

振替口座：00940-6-273417 

口座名称：日本青年心理学会 

 

お問合せはできるだけ E-mail でお願いいたします。 

 

https://www.editorialmanager.com/JJAP/default.aspx
mailto:seinenshinri@gmail.com
https://www.jsyap.org/

