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＜第 28回大会委員長挨拶＞ 

 

日本青年心理学会第 28回大会を運営して 

 
大会委員長 浦上 昌則（南山大学） 

 

 2020 年 12 月 5 日，6 日の両日にわたり，日本青年心理学会第 28 回大会をインターネッ

ト上で開催いたしました。例年と同程度の 100 名を超える参加申し込みを得て開催するこ

とができ，委員長としてホッとするとともに，参加者の皆さまの研究に対する熱を感じさせ

ていただきました。皆さまにとりまして有意義な時間，機会になりましたなら，委員会とし

て望外の喜びです。 

 さて，今回の大会は新型コロナウイルスに翻弄され，例年通りにいかなかった面が多分に

あるのですが，「禍転じて…」の起点にもなりうるかもしれないと感じております。開催す

るまでは，「遠隔でも，発表や議論はうまく運ぶのだろうか」「トラブル対応は可能だろうか」

という不安ばかりが委員会の中にあったのですが，実際に開催してみると「遠隔だったら，

○○のようなことが実現できるかも」という前向きな雰囲気が生まれました。また後日のア

ンケート調査においても，多くの方から遠隔での開催のメリットや可能性のご示唆をいただ

きました（調査にご協力をいただいた皆さまには，この場を借りてお礼を申し上げます）。 

 私は本学会第 1 回大会で発表をさせていただきましたが，この 30 年近い大会の歴史の中

で大きく変わったことといえば，資料の提示方法が紙や OHP から，PC とプロジェクター

を使った形式へと変化したことくらいではないかと思います。今回，コロナ禍によって「や

むを得ず」インターネット上での大会の形を模索するしかありませんでした。そこに，「で

きなくなった何か」があることは否定できませんが，本質的な部分で「変えていけそうな何

か」「変えるべき何か」があることも浮かび上がってきたように感じます。 

 コロナ禍は，会員にとって，また本会にとって大会とはどういう意義をもつものなのかを
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考え直す契機となるかもしれません。この先，after になるのか with になるのか予測はで

きませんが，コロナの問題とは切り離して，大会の在り方を検討するべきなのかもしれませ

ん。「禍転じて福となす」ということが具現化されるよう，皆さまのアイデアとお力添えを

願いつつ，バトンを次の大会委員会にお渡したいと思います。 

 

 

 

 
 

 

＜大会参加者より＞ 

 

日本青年心理学会第 28回大会に参加して 

 
田澤 実（法政大学） 

 

日本青年心理学会第 28 回大会はオンラインでの開催でした。発表者として，また参加者

として有意義な 2 日間を過ごすことができました。 

 発表者としては，1 日目の午前に「大学生は社会をどのようにとらえているのか」という

タイトルの計量テキスト分析について報告しました。大阪教育大学の白井利明先生の研究を

主要な先行研究と位置づけたものでしたので，白井先生に司会者をお引き受け頂いたことは

本当にありがたいことでした。そして，フロアの皆様から複数のご意見や質問を頂くことが

できましたので課題や研究の方向性について考えることができました。ありがとうございま

した。 

 参加者としては，1日目の午後から2日目の午後まで複数の発表を聞くことができました。

大会準備委員会委員長の浦上昌則先生が発表論文集で書かれていたように，会場との物理的

距離を意識せずに参加できるという点は本当にメリットであると感じました。そのことを象

徴するのは，日曜日の最後の時間帯（16:00～17:30）の国際交流委員会企画シンポジウム

「我々は『自尊感情の向上』を教育目標にするべきなのか？」だったと思います。最後まで

参加者が多く，最高の盛り上がりの中フィナーレを迎えたように見えました。また，物理的

な教室で参加する場合は，座る場所によってスクリーンが見づらいことがありますが，オン

ラインであると，そういった制約がないことがよく分かりました。素晴らしい発表を特等席

で聞かせてもらった気分でした。 

たしかに，対面式ならば可能であった様々なコミュニケーションが部分的にはできないと

いう制約も感じました。しかし，メリットも多く感じた大会でした。大会準備委員会および

関係者の皆様には，大会を開催して頂いたこと，そして，開催中のみならず事前も事後もき

め細やかな配慮のある対応をして頂いたことに感謝します。 

 

 

 

 

 

 

＜特集＞ 日本青年心理学会第 28 回大会 

昨年 12 月，Zoom によるオンライン開催にて日本青年心理学会第 28 回大会が

開催されました。コロナ禍により，初のオンラインによる開催となりましたが，

当日は多くの会員・非会員が参加し，活発な研究交流が行われました。今回は，

大会特集号として，大会に参加された先生方にご執筆いただきました。オンライ

ン上であっても有意義な研究交流ができた充実感がうかがえると同時に，今後の

大会の更なる発展への示唆と期待もうかがえる内容となりました。ご執筆いただ

いた皆様，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） 

https://www.jsyap.org/annual-conference
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日本青年心理学会第 28回大会に参加して 

 
小鳥 萌子（名古屋大学大学院教育発達科学研究科） 

 

第 28 回大会で個人研究発表をさせていただきました。今回，初めての学会発表であり，

申込みを終えた後も，「質疑応答にしっかり対応することができるのだろうか」，「本当にわ

たしは大丈夫なのか」と不安に思うこともありました。しかし，「やると決めた以上，後悔

しないように全力で取り組もう！」と決意し，準備を進め，発表前日は「やるべきことはや

ったのだから大丈夫！！」と自分に繰り返し言い聞かせながら過ごしました。 

 そして迎えた発表当日，自己暗示をしたにも関わらず，頭のなかは真っ白…。こんな状態

で発表ができるのだろうかと思いましたが，開始前に先生方と少しお話をしたことにより緊

張がほぐれ，45 分の発表・質疑応答の時間を過ごすことができました。 

今年度に入り，「いじり関係」研究の行き詰まり感を覚え，また「このままで良いのだろ

うか」と学習に対する漠然とした不安もあり複雑な心情でした。しかし，今回，ご意見や励

ましのお言葉をいただいたことにより，研究の課題や可能性を見つけることができ，さらに

心理学に向き合う勇気もいただきました。発表することを悩んだ時期もありましたが，終わ

った後には，何ものにも代え難い充実感がありました。今回，オンラインといったイレギュ

ラーな開催形態であったこともあり，思い出深い学会デビューとなりました。今は，再び青

年心理学会大会で発表することが大きな目標です。その際には少しでも「成長したな」と思

っていただけるよう，気持ちを新たに研究・学習に取り組みます。 

最後になりましたが，研究および今回の発表準備にあたりご指導をしていただいた小平英

志先生，当日の司会のほか事前の打ち合わせなどを丁寧に行っていただいた藤井恭子先生，

拙い発表をご視聴，ご意見をいただいた先生方，また寄稿の機会を提供していただいた先生

方に御礼申し上げます。 

 

 

 

初めて大会に参加して 
 

鍋田 奈々（筑波大学人間総合科学学術院） 

 

第 28 回大会にて，「自己統制葛藤場面における後悔感情が行動の改善意識に及ぼす心理

的影響」というテーマで研究の発表をさせていただきました。実のところ私は，学会という

場で研究発表させていただくこと自体が初めての体験で，意気込んで口頭発表を申し込んだ

ものの，準備し始めてから，発表を終える瞬間までずっと不安と緊張でいっぱいでした。私

の発表を聴きに来てくださるだろうか，気軽に質問していただけるだろうかという不安があ

りましたが，当日は多くの先生方にお越しいただき，また様々な視点からコメントをいただ

き，身が引き締まる思いと嬉しい気持ちがありました。私の発表を聴きに来てくださった皆

様方，ご意見やご指摘をくださった皆様方，誠にありがとうございました。 

私の発表でいただいたコメントには，今後の課題として挙げていた点についてご意見くだ

さったものもあり，私になかった視点を得る貴重な機会になりました。また，現在私は今回

発表したテーマとは異なるテーマに取り組んでおりますが，両者は全く異なるものではない

という点に気付くきっかけにもなりました。発表の中でご指摘いただいた視点は，現在取り

組んでいるテーマにも通じるところがあると感じることができ，より研究を進めていくため

の力になったと実感しています。 

また，他の先生方のご発表や座談会を拝聴し，新たな研究方法や考え方などを学ぶことが

できたり，さまざまな研究テーマに触れることで興味関心の幅を広げたりすることができま

した。学会に参加することが初めてだったこともありますが，議論が活発だった点も非常に

印象的でした。年齢や研究領域の垣根を越えて議論ができるというのは魅力的だと感じまし

た。 

最後になりますが，新型コロナウイルスの影響で大会の開催が危ぶまれる中，このように

オンラインでの開催，運営にご尽力いただきましたこと，誠に感謝申し上げます。また，ニ

ューズレターに寄稿する機会をいただきまして，ありがとうございました。 
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オンラインでのより良い研究発表に向けて 
 

髙坂 康雅（和光大学） 

 

日本青年心理学会第 28 回大会で「恋愛様相モデルによる異性友人関係・恋愛関係・夫婦

関係の比較」という題目で研究発表をさせていただきました。まずは，コロナ禍のなか，研

究を止めないという思いで，大会を開催・運営していただきました浦上昌則準備委員会委員

長ならびに準備委員会のみなさまに，御礼を申し上げます。 

私の勤務校でも，2020 年度はオンライン授業になり，そのなかでも資料を送り，レポー

トを提出してもらう形がほとんどとなりました。ゼミなどでは，本大会でも使用された

Zoom を用いた同時双方向型の授業を行っていますが，ゼミ生の理解度やリアクションがわ

かりにくい，質問が出にくく，ディスカッションが深まらない，などの難しさを実感してい

ました。それは研究発表でも同様であり，画面に向かって説明しても，カメラがオフになっ

ているので参加者の反応がわからず，質疑応答もスムーズにはいかなかった印象があります。

オンラインでの研究発表を念頭とした方法・仕掛けができればよかったのでしょうが，そこ

までの余力がなく，いつも通りの研究発表をしてしまったことは，私の反省点のひとつとな

っています。 

もちろん，オンラインならではのメリットもあります。最大のメリットは，全員が一か所

に集まる必要がないということでしょう。普段の学会であれば，全国各地から集まる必要が

あるため，スケジュールがあわないと学会に参加することができません。その点，オンライ

ンであれば，どこにいても，またひとつの研究発表だけでも参加することができます。今後

は，このようなメリットを汲んで，オンライン学会を積極的に採用するところも出てくるか

もしれません。だからこそ，オンラインならではの研究発表の方法・仕掛けを考えることが

求められるかもしれません。 

考えられるひとつの方法・仕掛けとしては，「発表者が発表し，参加者が質問をする」と

いう一方向的なスタイルではなく，発表者が迷っていることや考えていることを積極的に参

加者に問いかけ，参加者からアイディアや意見をもらうというスタイルがあります。そのよ

うな形を通して，同時双方向型の研究発表は，対面の研究発表とは別な形で発展していくか

もしれません。 

今後，オンラインでのより良い研究発表について，意見を交わし合う必要があると感じた

研究発表でした。 

 

 

 

学会発表という公的世界とそこに臨む私的世界と 
 

中間 玲子（兵庫教育大学） 

 

先月，久しぶりに青年心理学会のシンポジウムに登壇した。そこでは，私が 2015 年に「恩

恵享受的自己感」を提案した観点について発表させていただいた。まずは，お声かけくださ

った畑野先生，同じ場にご登壇くださった小塩先生，高橋先生，そしてご参加くださった学

会員の先生方に感謝申し上げます。ありとうございました。 

思い返すに，今回論じた観点の萌芽は，大学３回生の時の演習授業で紹介された

Hamachek（1978）の自己概念に関する見解を知った時に遡る。そこにはいわゆる自尊感

情神話に通じる研究知見が紹介されていた。それを読んだ時の強烈な違和感。それは肯定－

否定を一次元的に論じることへの違和感であり，自己概念の肯定―否定で，その人のあらゆ

る側面，ひいては未来の予測までも断じる（ように見えた）ことへの違和感である。心のあ

りようを強制されるような，心を査定されるような猛烈な憤りと嘆きを感じたものである。

その後，その違和感や憤慨は少なからず稚拙な読み方に由来していたことを認識するに至る

わけだが，それでもなお違和感は残ったのであり，その違和感の正体を突き詰めたいと考え

続けているのである。 

正直に言うと，その方法として恩恵享受的自己感という新たな概念を提案することが最適

であったかについては，自分でもかなり怪しく思っている。そして，次なる論文に進もうと
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しながらも，否むしろそうするが故に，次々と沼にはまったり別の宇宙に飛ばされたりとな

かなか歩みはままならず，いよいよ疑念は強くなるばかりである。発表するということは，

そのカオスから某かをとりだし，公共の場で議論しうるものとして呈示することを引き受け

る作業といえる。その責任を承知でお引き受けしたのだが，拙発表はそのような公共のもの

になりえていただろうか。学会発表は研究を進めるよき外圧ともいえ，その意味では私はそ

の恩恵を享受した。少なくとも，再び取り組もうと気持ちを新たにした。しかし他の人にと

ってはどうだったのだろうか。発表内容は，私的世界の吐露のような，独りよがりのものか

ら脱することができていただろうか。少なくとも，他者に伝わる言葉を使えているのだろう

か。 

――気づけば私は，再びこの公の場にて私的世界を吐露している。独白劇が本格化する前

に筆を置こう。いまや字数も大幅に超えた。 

 

引用文献 

Hamachek, D. E. (1978). Encounters with the self, 2nd ed. New York: Holt, Rinehart & 

Winston. 

 

 

 

＜書評：私のおすすめ，この一冊＞ 

 

父親の科学―見直される父親の子育て―（2019年，白揚社） 

ポール・レイバーン（著） 東 竜ノ介（訳） 

白揚社（2019年刊） 

 
水本 深喜（松蔭大学） 

 

母親の存在は子にとって特別であろう。子どもを妊娠し出産するのは母親で，授乳も母親

にしかできない。子育てのスタートの時点で，父親は既に大きな後れを取っているのだ。し

かし，育メンが称賛される昨今，父親だって頑張っているのだ。母親のように，親になるこ

とに生物学的変化は伴わなくとも…。そう思っていた。しかし，この本を読むとその見方自

体が覆される。父親となることで，父親自身にもホルモンの変化や脳の変化が生じるという

のだ。昨今着目されつつある男性の産後うつの要因は，こうしたところにもあるのかと頷か

される。そして，父親の子どもへの影響は乳幼児期・児童期に限らず青年期に至っても大き

く，父親の不在はティーンエイジャーの早熟な性行動と関連があるという。父親という存在

は思われているより子と密接に関わっているのだ。 

 著者は，ポール・レイバーン，AP 通信科学担当デスク，米国科学著述協会会長を経た米

国の科学記者，科学解説者である。原書名は “Do Fathers Matter?” であり，全米育児出

版賞金賞，マムズチョイス賞金賞を受賞し，米国で高い評価を受けている。著者は再婚後 2

度目の子育てを経験し，父親の子育てについて関心を持った。「ステレオタイプや半面の真

理を，科学者が真実であるとお墨付きを与えたアイデアに置き換えること」を仕事にしてき

たという著者は，父親の育児について最新の科学的研究を用いて論じている。本著は心理学，

脳神経学，人類学，動物学，遺伝学など様々な領域から「父親」を俯瞰し，ひも解いている。

本著は一般書であり，統計解析の結果も出ていなければ，図も表もない。しかし，書かれて

いることには実証的研究の裏付けがある。父親がどのように作られ，子どもにどのような影

響を与えるのかが，科学記者ならではの偏りのない調査力・論述力で記述されていて，面白

い。生涯発達の中で父親の存在が一見希薄になりそうな青年期にも，父親との関係をもっと

積極的に研究に組み入れようと思わせてくれる一冊だ。 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hakuyo-sha.co.jp/science/fathers/
http://www.hakuyo-sha.co.jp/science/fathers/
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＜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．ワークショップ開催のお知らせ 

研究委員会主催のワークショップの日程と開催方法が決まりましたのでお知らせい

たします。Zoom による Web 開催ということで参加しやすくなっております。ぜひご

参加ください。 

・タイトル：「これからの研究・教育につなぐコロナ禍での経験知の共有」 

・日 程：2021 年 3 月 6 日（土）13:00〜16:00  

・開催方法：Zoom による Web 開催 

 

Ⅱ．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すが，2021 年 4 月 1 日からは全面的に電子

投稿に移行します。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。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。「青年心理学研究」では，「教育心理学研究」や「パーソナリティ研究」

と同じ，Editorial Manager を採用しております。まずはログインページにアクセ

スしていただき，アカウントを作成してください（→Welcome to Editorial 

mailto:jsyap-nec@googlegroups.com
https://www.jsyap.org/publications
https://www.editorialmanager.com/JJAP/default.aspx
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Manager ® for 青年心理学研究）。ぜひ積極的に投稿していただけますようお願い

いたします。 

 

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

