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＜特集＞ スポーツと青年～東京オリンピック・パラリンピックを終えて～ 

今年度夏に開催された東京 2020 オリンピック・パラリンピックは，新型コロナウイ

ルスの世界的流行の影響により，1 年延期した上で開催され，ほとんどの競技で無観

客となる異例の大会となりました。制限下での大会には，残念な面もありましたが，そ

こでの選手達の活躍には，多くの感動と勇気をもらったように思います。また，開催

自体の是非や多様性の問題等，いろいろと考えさせられる機会ともなりました。 

一方，オリンピック・パラリンピックに拘らず，スポーツは青年にとって身近なもので

あり，部活動をはじめとして，さまざまな成長や生きがい，仲間との出会いの場です。

スポーツに打ち込み，アスリートとして青年期を過ごす青年もいます。そこで，第 86

号では，スポーツと青年との関わりや，東京オリンピック・パラリンピックに焦点を当て

た原稿をご執筆いただきました。スポーツと青年について改めて考えさせられる,充

実した内容となったと思います。ご執筆いただいた先生方，ありがとうございました。 

（担当：日本青年心理学会広報・ニューズレター編集委員会） 

NNeewwsslleetttteerr  
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スポーツを見ることと青年の発達 

 
吉村 斉（高知学園大学） 

 

「スポーツと青年」と聞くと，個人的にはスポーツをする側を思い浮かべる。ただし，オリンピ

ックやパラリンピックでは，ほとんどの人がスポーツを見る側になる。選手の活躍は人々に感

動を与え，前向きな気持ちにさせてくれる（佐々木, 2021）。私も，東京大会を見て感動し，元

気をもらった 1 人である（ただし，青年ではない）。 

 自国開催では，生活時間帯と中継時間帯が一致するため，観戦しやすい。日頃は気に留め

ていなかった競技も，日本人選手というだけで，ルールもわからないまま応援したものである。

その過程では，自分が日本人であることに誇りを抱き，ともに全力を尽くした他国の選手に尊

敬の念を覚えた。そして，世界の人々と興奮を共有し，つながりを感じる特別な大会となっ

た。 

東京大会からオリンピック新種目となったスケートボードでは，日本人選手の目覚ましい活

躍があった。大会後には初心者が増え，有望選手への注目も高まるなど，青年に大きな刺激

を与えている。従来のスケートボードでは，一部の者の影響とはいえ，青年のマナーやトラブ

ルに関する話題をよく耳にした。しかし，大会を機に注目される競技となったからこそ，周囲か

ら認められる体験も生まれる。また，そのために守るべきルールやマナーが定着することで，

青年の社会化への一助となる。そんな刺激があったと思われる。 

パラリンピックでは，特に地元出身の選手に対する応援に力が入った。地元メディアでは克

服してきた体験が特集され，大会後は母校を訪問して生徒と交流する様子も報道された。生

徒たちは不撓不屈ともいえる努力の積み重ねを身近に感じたことだろう。 

スポーツを見ることは，選手の努力と成長を感じることでもある。勝者も敗者も全員が全

力を尽くすからこそ，青年は本物の努力と成長を感じる。そこから，自らの成長欲求を呼び起

こし，人生の分岐点になる者もいるだろう。この体験が自分自身の曖昧な目標を具体化させ，

アイデンティティの確立に寄与すると期待される。 

 

引用文献 

佐々木勝（2021）．経済学者が語るスポーツの力 有斐閣 

 

 

 

東京オリパラから考える青年の発達におけるスポーツの功罪 
 

杉浦 健（近畿大学） 

 

賛否が渦巻いた東京オリンピック，パラリンピック（以下，オリパラと表示）が終わった。多く

のドラマが生まれ，ヒーロー，ヒロインが誕生した。スポーツが人々に受け入れられる理由の

一つは，そこにリアルなドラマを見ることができるからだろう。今回のオリパラでも，「幼なじ

み」でついに中国を破って金メダルを獲得した卓球の水谷隼・伊藤美誠ペアや，純粋にアスリ

ートとしてみてほしいと訴えた，パラリンピックのボッチャで金メダルを獲得した杉村英孝選手

（正直かっこよかった！），スケートボードで逆転を狙った最後の大技に失敗してメダルを逃

すも，仲間の選手たちから称賛された姿が印象的な岡本碧優選手など列挙にいとまがない。

メダルを獲得したような選手だけでなく，ニュースにならない敗者にも，一人ひとりの競技人

生の中にドラマがあるだろう。 

筆者はスポーツ推薦で入学した学生が多く受講する授業において，「ようこそ先輩」課題と

称し，自分の競技経験をもとに高校の後輩に対してアドバイスをするというロールプレイを行

っている。学生たちは，それぞれ自らの成功経験や挫折，後悔した経験などをもとに，非常に

説得力と聞きごたえのある発表を行うことができている。 

スポーツはしばしばレジリエンス（しなやかな強さ）やジェネラティビティ（次世代継承性）を

もたらす経験を与えてくれる。なぜならスポーツには本質的にドラマを生み出す性質があり，
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スポーツ選手は語ることの容易なドラマ的経験ができるからであり，筆者の出会ったスポー

ツ学生たちの雄弁さもそのためであろう。その意味でスポーツには青年を成長させる大きな

効果があると言ってもいいだろう。 

その一方で，今回のオリパラ開催の賛否については，ほとんどの選手が口を閉ざした。もち

ろん賛否が大きく分かれる問題であり，医療崩壊の中で開催賛成を強く表明すれば批判を

受けるだろうし，開催中止を訴えることは自らの 5 年間のオリパラに向けた努力が水泡に帰

すわけで，意見を表明することは難しかっただろう。 

しかしそれと同時に彼らが口を閉ざしたのは，スポーツ自体に内在する特質にも理由があ

ったのではないだろうか。生成文法で心理学にはおなじみであり，政治的な発言も多く行っ

ているノーム・チョムスキーは「民衆を受け身で従順にしておく賢い方法は，議論の枠組みを

厳しく制限し，その枠組みの中で活発な議論を奨励することだ」と述べる。実はこの枠組みは

スポーツ選手の置かれた状況に類似している。ルールの枠組みがあるからこそ，スポーツ選

手はそこで十分に力を発揮することができる。しかしながら，ルールそのものを疑いながら同

時に競技に集中して取り組むことは難しい。 

前半で書いたように，青年がスポーツに取り組むことは，彼らの発達において十分な意味

を持っている。その一方で，スポーツの枠組みに慣れることが，彼らから批判的な思考を奪っ

ている可能性もある。筆者はそれが「部活」が盛んな日本の弱点ではないかと最近は特に思

い始めている。大学教育やスポーツに関わる者として，スポーツを通して前向きに生きる心性

を育てつつ，社会に内在する様々な理不尽に対して，時に声を上げられる，そんなある意味

矛盾する力を持った者を育てていきたい，最近はそのように考えている。 

 

 

 

スポーツをする青年 
 

三好 昭子（日本女子体育大学） 

 

オリンピック関連で日本女子体育大学といえば，人見絹枝選手です。日本女性で初めてオ

リンピック出場を果たし，陸上競技女子800メートルで銀メダルを獲得しました。日本女性初

のオリンピックメダリストです。その後も本学の学生・卒業生がオリンピック選手として陸上競

技だけでなく，いろいろな競技で活躍しています。東京 2020 オリンピックでは新体操に２名

の選手が出場していました。壮行会は新型コロナウィルス感染拡大防止のためにオンライン

でおこなうなど制限はありましたが，それでもやはり同じ「スポーツ」をする学生にとっては大

きな刺激になるようです。また学生・卒業生だけでなく，教員の中にも陸上，柔道，バレーボー

ル，体操など数々のオリンピアンが存在しており，その先生に実技を教わっているという話で

学生同士盛り上がったりもしています。 

さてそんなスポーツ中心の環境に身を置くことになった私にとって，確かにミーハー心とし

ては嬉しい反面，ギャップが大きかったのも事実です。「スポーツをする青年」との関わりがあ

まりないまま本学に着任し，学生たちの太陽のようなエネルギーに圧倒されました。インドア・

読書が趣味の私とは興味関心もまるで違います。しかしその違いを注意深く理解していくこ

とがおもしろくもありました。卒業論文のテーマも，スポーツや部活動が中心です。例えば何

のために陸上競技を続けるのか。陸上部の 45.7％が「陸上競技の技術を向上させるため

（プロ志向を含む）」，34.3％が「純粋に陸上競技が好きだから」。なぜ，部活動を続けるのか。

「部活動自体がおもしろいから」「部活動で得た知識・経験は仕事や生活の役に立つから」

「新しい技術を習得したいから」。 

その活動自体が好きだから，おもしろいから，という理由は「スポーツをする青年」に限ら

ず，「読書をする青年」「ゲームをする青年」「制作をする青年」などいろいろな活動にも当ては

まります。自分が好きなこと・自分がおもしろいと思えることに熱中できるのが青年期であり，

そのための環境が調っていることは青年にとって大きなメリットです。しかしそのスポーツに

特化した選択・決断を高校生の段階でできることがすごいことであり，またより強くその適性

をもっているということのあらわれなのだと実感しました。私はというと，せっかくこの恵まれ

た環境にいるので運動をはじめようと，毎年４月になると学内のトレーニングセンターに申込
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をして「今年こそ腹筋をわる」と意気込んでは，１年に１回の利用にとどまってしまっている状

況です。 

 

 

 

 

アスリートとして青年期を過ごした者にとってのスポーツ 
 

田澤 実（法政大学） 

 

青年の中には，アスリートとして青年期を過ごす者もいる。このような青年はそのスポーツ

を人生の中でどのように位置づけているのだろうか。 

 Super（1980）は，人生に複数の主要な役割があることを示した。それらは，1）子ども，2）

児童・生徒・学生，3）余暇人，4）労働者，5）市民，6）配偶者，7）家政担当者，8）親，9）年金

受給者に分類される。Super（1980）は縦軸にこれら 9 つの役割を，横軸に年齢等を配置し

た図を作成した。 

 上記まで示してきた複数の役割を見て，アスリートとして青年期を過ごしている者の中には

「私は多くの時間を競技のために費やしてきた。それはどこに位置づくのか？」と疑問を持つ

者もいるかもしれない。このことについて，日本スポーツ振興センター（2015）は，一般的に

人が生涯を通して果たす様々な役割の他に，アスリートには「競技者」というもう一つの役割

が加わった状態にあることを指摘している。 

 そこで，田澤（2018）は，Super（1980）が示した役割とは別に，「競技者」の役割を追加し

たワークシートを考案した。なお，Super（1980）は，その役割を重視する程度（時間やエネ

ルギーを使う程度）を「太さ」で示したが，田澤（2018）は記入のしやすさを考慮して，どの役

割がどのくらいの「濃さ」になっているかを示すことにより「太さ」の代用とした。この可視化の

作業により，その競技を引退したアスリートがどのような人生を辿ってきたのかについて，現

役のアスリートがインタビューする際に把握しやすくなる効果が期待できる。 

 アスリートとして青年期を過ごした者にとってのスポーツの意味づけはもっと議論されてよ

い。 

 

引用文献 

日本スポーツ振興センター(2015). 「キャリアデザイン形成支援プログラム」における「スポ 

   ーツキャリア形成支援体制の整備に関する実践研究」 

Super,D.E.(1980). A life-span, life-space approach to career development.      

Journal of vocational behavior,16,282-298. 

田澤実（2018 ） .アスリートの過去・現在・未来をつなげる  体育の科学 , 68(12), 

pp.874-878. 

 

 
 
＜書評：私のおすすめ，この一冊＞ 

 

『Luck Is No Accident その幸運は偶然ではないんです！』 

J.D.クランボルツ/ A.S.レヴィン(著)  

花田光世・大木紀子・宮地夕紀子(訳) ダイヤモンド社 (2005 年刊)  
                                     

山上 寛子（聖徳大学大学院児童学研究科） 
 

将来の夢を描き,実現に向けて努力することは素晴らしいことである。夢が将来のキャリア

目標を作るのに役立つからである。しかし,人生の目標を決め,将来のキャリア設計を考えて

自分の性格やタイプを分析したからといって,自分が望む仕事を見つけて,理想のライフスタ

イルを手に入れることができるとは限らない。人生は,遭遇する人々や予測不可能な出来事

https://www.diamond.co.jp/book/9784478733240.html
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の影響を受け続ける。自分自身も環境も変化し続ける今日に,夢が計画通りに実現しなくて

もがっかりすることはない。何もせずにじっと待っているのではなく,「状況が変わった。自分

にとって良いチャンスを探すにはどうしたらいいのだろう。」と将来に向けて今の自分の環境

を変えていくことを考えること,そのために,行動を起こして新しいチャンスを切り拓くこと,偶

然の出来事を最大限に活用することが,自分の幸運を作り出すことにつながることを,多くの

若者の実例を通して,著者は読者に語り掛けてくれる。自分の希望だと思っていた仕事に行

き詰まった若者,会社からレイオフ（一時解雇）の通知を受けた若者,テニスに夢中になり退学

の危機に陥った若者等,それぞれの苦境の中で,若者が積極的にチャンスを模索しながら,新

しい経験を最大限に生かし,新たな自分を発見して満足のいくキャリアや人生を見つけていく

過程が示されており,読者に積極的に行動を起こす勇気を与えてくれる一冊である。 

新しいことを始める時には当然リスクがある。「もし,失敗したら？」失敗すればお金や時間

や労力の無駄も大きい。しかし,リスクをとって失敗したとしても,そこから得られるものは大き

いはずである。やってみなければ自分は本当にそれが好きなのかどうか,適しているのかどう

かはわからない。失敗を恐れて何もしなければ,人生に何の幸福も訪れることはないことを著

者は訴えている。 

公立小学校の教員を務めていた私は,開催されるソーシャルスキルやエンカウンターのワー

クショップに出向いて学びの機会を得ているうちに,発達心理学という学問があること,現職

でも学べる大学院があることを知って早速入学した。そこで,中学生の将来志向性について

研究し,小学校を退職した現在はその博士論文完成に情熱を燃やしている。もしあの時,リス

クを恐れて行動を起こさなかったなら,現在の充実した日々はなかったであろうと,身をもって

著者の主張の尊さを実感している。 

 
 
 

『推し，燃ゆ』 

宇佐見りん（著） 河出書房新社 （2020 年刊） 

 
増淵 裕子（昭和女子大学） 

 

本書は，2021 年に第 164 回芥川賞を受賞した小説であり，著者は刊行時 21 歳（1999

年生まれ）の現役大学生である。芥川賞で話題となったため，読んだ方も多いかもしれない。 

このところ数年，好きなアイドルやアーティスト，あるいはその対象を応援する行動を意味す

る「推し」「推す」「推し活」という言葉を，学生から聞いたり授業の感想で目にしたりする機会

が増え，それに伴う心理が気になっていたこと，一方で「燃ゆ」という古風な表現に心を惹か

れたことから，本書を手に取った。（しかし，「燃ゆ」は，自分の想像とは違う現象であることが，

ページを開いてすぐに明らかになったのだが。） 

本書では，高校生の主人公あかりが，ひたすらに推しを推すことが中心の生活を送りなが

ら，家族や学校，進路などの問題を前に，人生をもがくさまが描かれている。推しの SNS を

毎日チェックし，ファン仲間と SNS で交流し，推しのグッズに囲まれ，推しの発言をすべてノ

ートに書き留め，推しについてブログで発信する。移動中は推しの音楽を聴き，スマートフォ

ンに保存された写真は，推しの画像で埋め尽くされている。推しを推すお金を稼ぐためにアル

バイトをし，ライブや握手会に行き，投票券のついた CD を何十枚も買う。朝から晩まで推し

とともにある日常は，本書でも「業」と述べられているように，単に「生きがい」とは言えないほ

どの切迫感が感じられ，ストイックな苦行のようでもある。 

あかりの語りからは，推しがいるから生きていられる，推しを推すことで自分を実感できる

というアイデンティティの実感，人と分かり合いたい－分かり合いたくない，自分を分かっても

らいたい－簡単に分かられたくないというアンビバレンス，何もかも面倒にぼんやりと感じら

れる中で推しのことを考えるときだけ視界がくっきりする感じ，家族・大人・社会の中での息

苦しさなど，青年期特有のさまざまな感情が伝わってくる。 

青年はなぜ推しを推すのか。本書の中に，「一定のへだたりのある場所で誰かの存在を感

じ続けられることが，安らぎを与えてくれる」という一文がある。推しとは，相手から近づかれ

すぎない安心な距離感で他者を感じ，思う存分情熱を傾けられる対象なのかもしれない。 

https://www.kawade.co.jp/np/isbn/9784309029160/
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なお，今年度，ファン心理に関心を持つゼミ生が多く，ゼミで本書の読書会をしたところ，共

感できるという声とともに，推しにのめり込み過ぎて生活に支障が出るほどになるのは精神的

不健康なのではないか，ほどほどに応援できるのが一番幸福なのではないか，という意見も

多かった。どのような応援の仕方をすると幸福感が高いのか，SNS・インターネットの影響に

より昔と今でファン心理は変わってきているのかなど，気になる点は多い。 

青年と推しについては引き続き考えていきたいが，ファン心理にとどまらず，青年期特有の

気持ちの動きが存分に味わえる内容となっている。青年心理学会の多くの先生方と是非感想

を話し合ってみたい 1 冊である。 
 
 
＜広報＞ 

 

国際交流委員会からのお知らせ 

 
青年の時間的展望に関する研究者であり，2018 年 7 月に本学会の国際ワークショップで

ご講演いただいた，Frank C. Worrell 教授（UC Berkeley）が，2022 年の APA 

President に就任しました。 

https://www.apa.org/about/governance/president 

歴代 APA President には，マズローやセリグマンなど，錚々たる心理学者が名を連ねて

います。 

https://www.apa.org/about/governance/president/former-presidents 

 

 

広報・ニューズレター編集委員会からのお知らせ  

 
● 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。 

 
 

https://www.apa.org/about/governance/president
https://www.apa.org/about/governance/president
https://www.apa.org/about/governance/president/former-presidents
https://www.apa.org/about/governance/president/former-presidents
mailto:jsyap-nec@googlegroups.com
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事務局からのお知らせ 

 
Ⅰ. 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  

新 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。 

mailto:seinenshinri@gmail.com
https://www.jsyap.org/

