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＜第 29回大会委員長挨拶＞ 

 

日本青年心理学会第 29回大会を終えて 

 
大会委員長 田中 健夫（東京女子大学）  

 

2021 年 10月 23日，24日，日本青年心理学会第 29回大会をオンラインで開催しまし

た。ほぼ 100 名の参加者のもと，充実した研究発表とディスカッションが繰り広げられました。

ご参加いただいた皆さまのご協力に感謝いたします。準備委員会企画の飛谷渉先生による

講演では，離人的な思春期心性への視座が臨床例とともに示され，十分な時間はとれなかっ

たものの，溝上先生による討論により問題意識はさらに深まりました。 
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参加者からの感想をみると，オンラインによる参加のしやすさというメリットが多く挙げられ，

「青年世代代表として現役高校生が参加したり，一般公開企画があったり，これまでにない取

り組みがいくつもみられて随所に工夫を感じた」という嬉しいコメントがありました。また，発

表資料の Google ドライブによる事前の共有は好評でした。一方，オンライン開催のデメリッ

トと課題も明瞭に指摘されています。研究発表において「些細な質問をしてよいものか遠慮し

てしまう」，「発表について話をするチャンスがなくなってしまう」，「若手研究者の人脈づくりが

難しい」など，有効なしかけを導入することには難しいところがありました。大会２日目最後の

国際交流委員会企画シンポでの，生き生きとした発表とディスカッションの勢いをもって今大

会を締めくくることができたのは意義深いことでした。 

来年度の，節目の第 30 回大会へとバトンを渡していくのですが，大会の位置づけを再吟

味する時期になってきているのかもしれません。研究発表 90 分(ロングタイム)枠にオンライ

ン開催ということもあったでしょうか応募がなかったのですが，今回の口頭発表 45 分との中

間くらいの発表時間の枠や，交流がうながされる研究発表方式などを考えていく必要がある

かもしれません。青年心ならではの刺激と交流が深まっていく大会がさらに発展していくこと

を願っています。 

 

 

 

 
 

＜大会参加者より＞ 

 

日本青年心理学会第 29回大会に参加して 
 

惣万 啓太（北海道大学病院） 

 

日本青年心理学会第 29 回大会において「青年期における“キャラ”の使い分け意識の発

達プロセス」という題目で研究発表をさせていただきました。この度は，貴重な発表の場とお

時間を頂き，誠にありがとうございました。本研究は，私が昨年度まで在学していた，北翔大

学大学院で修士論文として執筆させていただいた内容になります。大学院生時代より，いつ

も温かく，丁寧にご指導を下さり，学会発表の準備に際しても，多大なるお力添えを下さった

澤聡一先生には，感謝の念が尽きません。そして，当日座長をお引き受け下さった関西学院

大学の藤井恭子先生を始め，コロナ渦に見舞われる中，オンラインでの大会開催にご尽力下

さいました，大会準備委員の先生方におかれましては，心より御礼と感謝申し上げます。 

さて，今年ついに，憧れの青年心理学会という場において研究発表をさせていただき，非

常に濃密で有意義な時間を過ごさせて頂きました。質疑応答の時間では，多くの先生方から

コメントやご意見をお寄せいただき，自身の興味・関心の幅を広げ，新たな発想やヒントを得

ることができました。アイザック・ニュートンの有名な言葉で「巨人の肩に乗る」という比喩がご

ざいますが，研究とは，先人の研究者の方々が積み上げてきた知見を基にして，自ら新しい

発見を見出し，それをまた他の研究者に繋げていく営みであると言えます。今回発表者とし

て学会参加をさせていただき，改めてこの言葉の意味を実感致しました。また，学会は新たな

人との出会いの場でもあると思います。今回の学会参加を通して，多くの先生方と出会い，

＜特集＞ 日本青年心理学会第 29回大会 

1０月 23・24日に日本青年心理学会第 29回大会が開催されました。コロナ禍によ

り，昨年度に引き続いてのオンライン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

た先生方に加えて，ラウンドテーブルでご登壇いただいた高校生のお二人や高校の先

生，大会運営を担ってくださった先生にご執筆いただきました。さらに名誉会員の二宮

先生，高木先生，学会賞受賞者の岩佐先生にもご執筆いただき，とても充実した内容

になっていると思います。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） 
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自身の研究活動への志気を，さらに高めることができました。まだまだ未熟で，至らない点も

多々ございますが，これからも一期一会を大切に，研究と臨床の両立を目標にしながら精進

して参ります。 

最後になりますが，ニューズレターに寄与する機会を下さいました，増淵裕子先生を始め，

編集委員会の皆様，この度は誠にありがとうございました。 

 

 

 

日本青年心理学会第 29回大会に参加して 
 

白畑 眞緑(神戸女学院大学大学院人間科学研究科) 

 

 今回，第 29 回大会で研究発表をさせていただきました。司会をご担当頂きお世話くださっ

た吉岡和子先生，発表を聞きに来てくださった先生方，たくさんのご意見ご示唆頂き，ありが

とうございました。また，研究発表の機会を設けてくださった大会関係者の皆様，誠にありが

とうございました。   

学会での口頭発表は初めてで，研究発表を申し込んだ日からずっと緊張していました。今

までは研究発表を楽しむことは考えられず，自分の考えを発表することへの恥ずかしさもあ

り，自信が持てず発表することに対して後ろ向きでした。恥ずかしいですが，研究をしながら

も，研究内容よりも自分のことばかりを考えていました。今回発表させて頂き，緊張はしてい

ましたが，自分の研究に意見や質問を頂けることの嬉しさを感じ，自分には無かった視点を

頂けたことで，研究の今後について考えることができました。自分の研究発表の粗さや，持っ

ていなかった視点に気づき，多くのことを学んだ大変貴重な機会を頂きました。さらに，参加

者としては，青年心理学会の大会に参加したのは今大会が初めてだったので，先生方のご発

表を拝聴し様々な視点や考え方を取り入れることができ，多くの刺激を受けました。 

新型コロナウィルスの影響による自粛生活は少しずつ緩和されてきたように思いますが，

精神的にはあまり緩和されたようには感じられません。その中で，私にとってオンラインでの

学会は，自分のやりたいことやモデルを見つける場所，自分を拡げるための刺激をもらう場

所のように感じています。繰り返しになりますが，研究発表の機会を頂きありがとうございま

した。今後も研究，臨床と精進していきます。 

 

 

 

青年心理学会第 29回大会に参加して 
 

夫馬 綾子（愛知淑徳大学大学院心理医療科学研究科） 

 

第 29回大会にて「青年期の理想－現実自己の差異に対する反応の検討―自己指針とセ

ルフ・コンパッションの差から―」というタイトルで研究発表をさせていただきました。今回の

青年心理学会での発表が初めての学会発表だったため，発表の申し込みはしたものの，発

表内容や発表資料もこれで本当に大丈夫だろうかという不安も多くありました。しかし，発表

するからには分かりやすい発表が出来るようにしっかり準備していこうという思いを固め，司

会を担当していただいた茂垣先生からもサポートしていただきながら発表準備を進めていき

ました。当日は拙い発表やしどろもどろな質疑応答ではありましたが，発表をご視聴していた

だいた先生方から研究対象，分析方法，今後の研究など様々な視点からコメントをいただく

ことができました。そのどれもが自分では思いつかない視点でのご意見であり，とても勉強に

なりました。拙い発表内容にも関わらず，たくさんの貴重なご意見をいただくことができ，発表

を聴きに来てくださった先生方には心からの感謝の思いでいっぱいです。また，質疑応答で

は先生方の貴重なご意見だけでなく，お話しする中で青年心理学研究に対する熱意を直に

感じることができ，研究に対する姿勢においてもとても刺激を受けました。今回の発表を迎え

るまで研究について色々と思い悩むこともありましたが，今回の発表でいただいたご意見を

参考にして，さらに研究を発展させていけるように，熱意を持って取り組んでいきたいと思い
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ます。  

最後になりましたが，研究や今回の発表準備にあたってご指導していただいた髙野恵代先

生，当日の司会だけでなく発表についての打ち合わせでも大変丁寧に対応してくださった茂

垣まどか先生，当日の発表にてご視聴，ご意見してくださった先生方，今回ニューズレターに

寄稿する機会をくださった吉田加代子先生に心より感謝申し上げます。ありがとうございまし

た。 

 

 

 

現場と研究をつなぐラウンドテーブルにパネリストとして参加して 
 

川妻 篤史（桐蔭学園） 

 

日本青年心理学会第 29 回大会ラウンドテーブル「コロナ禍に青年心理学はどんな貢献

ができるか―現場の声と研究をつなげるー」のパネリストとして，高校教育の現場に立つ教員

の立場から，コロナ禍の在宅生活が高校生に与えた影響について報告させていただきました。

パネリストとして，研究者のみならず高校生や大学卒業直後の社会人も参加されるとのこと

で，当日を迎えるのをたいへん楽しみにしておりました。当日はあっという間の 2 時間で，多

くの気づきを得ることができました。 

 コロナ禍の在宅生活は，高校生や大学生にこれまでに経験したことがないストレスへの対応

を強いることになりました。勤務校で実施したアンケート調査の結果をみると，ストレスは学び

と成長に百害あって一利なしと言ってよく，パネリストの高校生，社会人（当時，大学生）の報

告からも，ストレスへの対応が求められたのがわかります。私からは，前述のアンケート調査

のデータを踏まえ，コロナ禍の在宅生活で主体的に学べた生徒ほど，コロナ禍の前から主体

的に学べていたことを報告させていただきました。コロナ禍で求められた対応力は，コロナ禍

の前に身につけた資質・能力に依存しており，この点は下村先生が報告された社会人の状況

とも一致します。教育改革が進むなか，学校教育は予測不能な状況にも対応できる主体性を

育てる方向に舵を切りました。奇しくもコロナ禍はこうした教育改革の真価が問われる機会に

なったのだと思います。今回ラウンドテーブルに参加させたいただき，様々な立場の方々のお

話をお伺いするなかで，いま進めている教育改革の方向性に間違いはないと確信を得ること

ができました。 

 フロアから出た意見で最も印象に残っているのが，「雑談の効用」という指摘です。学校教

員はともすると，正規のカリキュラムばかりに注目してしまいがちです。しかし，生徒・学生にと

っては，休み時間や放課後の「雑談」にこそ学校に通う意味があるといっていいのかもしれま

せん。こうした正規外のカリキュラムにも注目しながら，学校という対面の場が持つ重要性に

ついて考え直すことが必要だと気づかされました。 

 「コロナ禍に青年心理学がどんな貢献ができるか」―この問いの答えは，今回のラウンドテ

ーブルの企画それ自体のなかにあるように思います。このような現場と研究をつなぐ場こそ

が，教育現場への大きな貢献になっていると感じました。このような貴重な学びの機会を設定

していただき，ありがとうございました。 

 

 

 

日本青年心理学会 2９回大会に参加して 
 

増田 英里子（大妻多摩高等学校） 

 

この度，日本青年心理学会 29 回大会で発表させて頂きまして，どうも有難うございまし

た。 

本学会に高校生が参加するのは初めてだということで，そのような貴重な場に参加できた

ことを大変嬉しく思います。 

私たちは今回 100 年ぶりのパンデミックに見舞われました。当初，感染はすぐ収束すると
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思われていましたが，新型コロナウィルスは猛威をふるい，ワクチン対策，デジタルのインフラ

整備の遅れによりさらに国民の不安を増大させました。慣れないリモートワーク，オンライン授

業への移行に人々のストレスは高まりましたが，今回の発表にありましたように自律的に前向

きに取り組めた人は周りの影響を受けずにポジティブに過ごせていました。 

今後，このような状況に陥った時のためにも，今から自己確立する精神力の強さを日々学

んで育んでいく必要性を学びました。改めまして，この度は有意義な会に参加させて頂きまし

てどうも有難うございました。 

 

 

 

日本青年心理学会に参加して 
 

松田 ひかる（大妻多摩高等学校） 

 

この度日本青年心理学会第 29 回大会にパネリストとして参加させていただきました。現

役高校生が実際に大会に参加するのは初めてだとお聞きしましたが，貴重な体験をさせてい

ただけてとても嬉しく思います。Zoom を通しての開催でしたがたくさんの方の前で話すこと

に慣れておらずとても緊張しました。拙い話ではありましたが聞いてくださった皆様方に感謝

申し上げます。 

私は 「『外出』のとらえ方について」という題目で発表いたしました。私自身，コロナ禍 で

外出が制限されたことなどもあり，気持ちがネガティブになったりうまく勉強に力が入らなか

ったりしたのですが，ほかのパネリストの皆様や大会に参加された心理学者様がおっしゃった

ように人との関わりを絶たないことが大切であると感じます。 

私は心理学を学べる大学を目指しているので実際に大学教授をされている方々のご意見

をお聞きできて非常に勉強になりました。この度は素敵な経験をさせてくださり，ありがとうご

ざいました。 

 

 

 

＜運営側の声＞ 
 

日本青年心理学会第 29回大会を通して感じた学会の魅力 
 

大会準備委員 本田 周二（大妻女子大学）  

 

日本青年心理学会第 29 回大会が終了し，少し時間が経ちました。例年は，一発表者とし

て大会に参加しておりましたが，今回，大会準備委員として関わるという貴重な機会をいただ

きました。大会準備委員長である田中先生のリーダーシップのもと，理事長をはじめ，理事や

事務局の先生方のお力をお借りしながら，そして，前年度の丁寧なマニュアルを参考にさせ

ていただいた上での運営でしたので，慣れないながらも安心して準備が進められたのではと

思っております。この場のお借りして，ご参加いただいた皆さまも含め，改めて御礼申し上げ

ます。原稿執筆という良い機会をいただきましたので，大会準備委員として今回の学会につ

いて感じたことを勝手気ままに書かせていただきます。 

今回，最も感じたことは，「オンラインであっても，研究について徹底的に議論したい」という

参加された先生方の想いの強さでした。時間をかけて発表・議論を行うというのは本学会の

伝統だと個人的に感じているのですが，そのことを確信したのが今回の大会でした。Zoom

を使った発表ですと，どうしても意見交換が活発になりづらいと経験上感じていましたが，本

学会においては，逆に設定されている時間では足りず，終了後にも議論が続くという場面に

いくつも遭遇しました。これは他のオンラインで開催された学会に参加した時には見られなか

った光景でした。より良い研究にしていくために，参加した先生方全員が真摯にその研究と向

き合い，議論するという雰囲気が自然と出来上がるのが日本青年心理学会の魅力の一つだ

と再確認させていただきました。反省点としてはオンラインでの懇親会をもっと工夫ができた
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のではないかという点です。普段はなかなか交流する機会のない先生方の出会いの場として，

大学院生が論文でしか知らなかった先生と直接話せる場として，新たな化学反応が起こる可

能性があるのが懇親会だと思っていますので，それをオンラインで実現するにはまだまだ試

行錯誤が必要だと感じました。次年度の第 30 回大会がどのような形で実施されるのかは，

まだ決まっていないかと思いますが，また一発表者として参加させていただくことを楽しみに

しつつ，研究を進めていきたいと思います。 

 

 

 

 

＜名誉会員挨拶＞ 

 

青年心理学者との出会い 
                       

二宮 克美（愛知学院大学） 

 

名誉会員に推戴され，今の率直な感想として愕然としています。古稀の 70歳を過ぎた自

分があることにです。とにかく実感がわかないというのが本当のところです。青年心理学会と

は，その前身である「青年心理学研究会」の頃から数えると 40 年以上のかかわりとなります。

青年心理学会が平成 5年(1993年)に学会組織となってから約 20年間常任理事や理事を

務めました。学会に所属して良かったと思えるのは，「青年の心理」を理解しようとすることに

熱心な研究者に出会えたことです。著名な青年心理学者との生の出会いが財産となっていま

す。長い年月，学会にかかわってきたものとして，エピソディックな昔話をして，名誉会員の挨

拶にかえたいと思います。 

自宅の書棚に，「青年心理学」と題する本が多数あります。いまでこそ「青年心理学」という

題目そのもので出されている本はあまり多くありません。かつては教員免許状取得のための

教職科目として「青年心理学」があったことによります。 

その中に依田新(1963)「青年心理学」培風館があります。奥付を見ると昭和 48年 10 月

20日初版第 19刷発行で，定価は 650円です。19刷はすごいことで，いかに多くの人がこ

の本を読んで，青年心理学を学んだかがうかがえます。多分私が学部生の頃（昭和 48 年

頃）に購入したものだと思われます。依田先生とは，久世敏雄先生（当時名古屋大学教授）と

私（当時名古屋大学助手）と３人で，名古屋の千種駅界隈でお酒を一緒に飲んだ記憶があり

ます。依田先生が晩年(昭和49年～昭和55年)，愛知学院大学教授として週に一度東京か

らいらっしゃって，お泊りになられるので，晩御飯をご一緒させていただいたという次第です。

３人ともに煙草をくゆらせ日本酒を嗜んでいました。話しの内容は青年心理学に関したことや

科研費申請の件だったと思いますが，その内容はほとんど覚えていません。お酒を飲んでも，

研究の話ばかりするのは凄いと思ったものです。覚えているのは，最後に３人でしめに「きし

めん」を食べたことです。 

若いみなさんが学会で多くの研究者と出会い，刺激を受け，思い出に残る話ができること

を期待しています。 

 

 

 

名誉会員推薦への御礼 

 
高木 秀明（横浜国立大学） 

 

日本青年心理学会第 29 回大会において，伊藤裕子先生，二宮克美先生と共に名誉会員

にして頂きまして，誠にありがとうございます。推薦への手続きにご尽力下さいました大野久

理事長始め，理事の皆様，および会員の皆様に心より厚く御礼申し上げます。 

私と本学会との関わりは，恩師の加藤隆勝先生から本学会の前身である青年心理学研究

会を紹介され，静岡大学で研究会が開催された時に参加させて頂いたのが始まりだったよう
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に思います。その数年後には齊藤耕二先生から研究会の事務局引き継ぎの打診があり，事

務局をお引き受け致しました。お引き受けしてから 2，3 年後には研究会を学会にしようとい

う動きが始まり，幹事会での検討を経て 1993年 4月から青年心理学研究会は日本青年心

理学会になりました。この年の 11月 27，28日には都筑学先生のご尽力により，東京都千代

田区神田駿河台の中央大学キャンパスをお借りし，久世敏雄先生を大会委員長として日本

青年心理学会第１回大会が開催されました。 

私は，本学会には事務局長，運営幹事・常任理事，理事，ニューズレター編集委員会委員

長，機関誌編集委員長，同常任編集委員，同編集委員として，通算 26 年間関わりました。そ

の間には，学会企画の「青年心理学事典」と「新・青年心理学ハンドブック」の編集にも関わら

せて頂きました。 

私にとって本学会は，毎年の大会前日に開かれる理事会や大会初日に開かれる懇親会で，

役員や会員の先生方と愉しい話しができる特別な学会でした。役員の務めを終え，新型コロ

ナウイルス感染症が流行しているここ 2，3 年はそれも叶わなくなりましたが，学会としては，

リモートでの大会開催など状況に応じてよく頑張っていると思います。 

本学会には，大野久先生や白井利明先生を中心として，日本の青年心理学研究を発展さ

せてきた研究者が沢山いらっしゃいます。それに続く会員の皆様のご活躍により日本の青年

心理学研究が進展し続けると共に，若手の研究者を伸ばそうという本学会の特長がこれから

も活かされて，本学会がさらに発展していくことを願っています。 

 

 

 

＜学会賞受賞者挨拶＞ 
 

第 10回学会賞を受賞して 
  

岩佐 康弘（広島大学大学院教育学研究科） 

 

この度は，「教員養成課程の大学生における教職を目指す過程での再考及び理想の教師

像への志向性とアイデンティティ発達との関連」を学会賞に選出して頂き，誠にありがとうご

ざいます。伝統のある素晴らしい賞を賜り身に余る光栄です。 

今回の論文ですが，私が初めて学会に投稿した論文でもあり，様々な方に支えて頂いて完

成したものです。なによりもまず，論文を執筆するにあたっては，共著者である広島大学の杉

村和美先生，そして京都教育大学の田爪宏二先生には，多岐にわたって大変お世話になりま

した。この場を借りて深く御礼申し上げます。また，論文投稿時に丁寧な査読をして下さった

編集委員の先生の皆様，そして，調査に協力して下さった先生，及び学生の皆様にも，深く感

謝申し上げます。 

本研究は，私が教員養成課程の大学に入学後に，様々な人と出会った経験から着想した

ものです。特に，在学中に出会った多くの学生が，教職を目指すことを期待される環境下で，

「自分は本当はどのように生きていきたいのだろうか」と模索しているのを目にした経験が，

本研究のきっかけの 1つでもあります。 

教員養成課程の学生のアイデンティティ発達というテーマ自体は，かなり限定的な研究領

域であり，研究として進める上では当初から困難の連続です。しかし，このテーマに着目する

からこそみえる，今まで看過されてきた青年の一側面が明らかにできて，社会一般にも知見

を還元できるのではないのかと，私は考えています。現時点でそれが何であるのかは探索中

であり，私自身の長期的な課題であります。そのような私の研究状況で執筆した今回の論文

は，これから研究を進める上での，ほんの始まりの一部分にすぎないと認識しています。 

これからは，顕彰してくださった本学会と会員の皆様に泥を塗ることのないよう，研究活動

を地道に少しずつ進めて参りたいと思います。今後ともご指導ご鞭撻の程，何卒よろしくお願

い申し上げます。 
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＜書評：私のおすすめ，この一冊＞ 

 

「若者」とは誰か―アイデンティティの 30年―【増補新版】 

浅野 智彦（著） 河出書房新社 （2015年刊） 
                                     

齋藤 信（鈴鹿大学） 
 

本書は，日本の「若者」が，時代・社会からどのような影響を受けてきたのかを，自己・アイ

デンティティの視点から読み解くものである。タイトルの 30年とは，1980年頃から 2010年

頃までを指す。著者の浅野智彦氏は，社会学の立場から，若者・社会・自己・アイデンティティ

について論考を重ねてきた。本書は若者の自己・アイデンティティに影響を与えてきた社会の

動向として，以下の 3つを挙げている。 

第一は「消費」である（第 2章，第 3章）。1980年代は若者がファッションや娯楽で積極的

な消費行動を展開していた時代である。第 2章では，若者たちが消費行動によって得た商品

やサービスによって，自己を示そうとしたことが述べられている。第 3 章では，臨教審に代表

される政治主導の個性重視の教育が，若者たちの働くことの意識にどのような影響を及ぼし

たのかについて論じている。 

第二は「コミュニケーション」である（第 4 章，第 5 章）。1990 年代から若者たちは，「他者

とのコミュニケーションが苦手になった」と言われている。第 4 章では，「オタク」と呼ばれる若

者たちに代表される，コミュニケーションの不調について述べている。第 5 章では，若者たち

のコミュニケーションが，不調という一側面だけでは捉えられないことについて論じている。 

第三は「自己の多元化」である（第 6章，第7章）。現代社会を生きる若者の自己は，時代・

社会の影響を受けて多次元的になっているのであろうか。第 6章では，現代の若者たちが相

手や場によって，自己を変化させている「状況志向的な自己」について述べている。第 7章で

は，自己の多元化が，現代社会の若者の生き方に，どのような影響を与えているのかについ

て論じている。 

本書を読んで，自己とアイデンティティは，「自らが形成していくのか，それとも社会や時代

によって形成されているのか」を考えるよい契機になった。青年期の自己とアイデンティティに

ついて，時代・社会的な視点を考えるために役立つ一冊である。  

 

 

 

A 

森 達也（監督） マグザム （1998年製作；2003年発売） 
 

吉田 加代子（立正大学） 

 

本作品は，1995 年の地下鉄サリン事件後の翌年 3 月から１年間に渡って，当時オウム真

理教の広報部長であった A こと荒木浩氏を中心に教団と社会との関わりを撮影したドキュメ

ンタリー映画である。映画は，1996年4月の麻原彰晃初公判にはじまり，亀戸総本部退去と

いった教団にとって節目となる出来事に対する教団内と，教団施設の周辺住民やマスコミ，

公安警察といった社会の両者の様子が対照的に描かれる。撮影・監督はドキュメンタリー作

品を多く手がける森達也氏が務め，教団施設の窓や荒木氏側から押し寄せるマスコミに向け

られたカメラの映像は，あたかも信者からみた社会が映し出されているかのようでもある。荒

木氏や信者への個別インタビューも行われており，それぞれ入信のきっかけや教団に対する

思いが語られる。荒木氏へのインタビューは継続的に行われ，森氏は教団と社会の間という

スタンスを保ちながら，教団と外の世界との間に生じている矛盾について繰り返し問う。そう

した問いに，荒木氏は当初社会や家族の思いには関心がないと淀みなく語るが，作品の終盤

には何か考えるような表情で黙り込む場面もみられる。 

本作品を観てまず感じたのは，マスコミや公権力の傲慢さやそれに対する嫌悪感であった。

それはおそらく荒木氏や教団信者の体験ではあるが，青年が社会に向ける眼差しとも重なる

ように思う。彼らの側に立ちながらも，彼らの考えが社会や現実に触れることで生じる矛盾を

https://www.kawade.co.jp/np/isbn/9784309624884/
https://www.maxam.jp/contents/a%E3%80%80（エー）/
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問い続ける森氏は，青年に対峙する大人像を体現しているようにも感じられた。また，偶然に

も直前に観ていた東大全共闘を描いたドキュメンタリーに登場する禁欲的かつ観念的で，崇

高な理想を振りかざし，社会の汚さや矛盾を糾弾する青年と荒木氏の姿が重なった。高度経

済成長に沸く 1960年代と 1990年代のバブル景気終焉後の青年の姿がなぜ重なったのだ

ろうか。観た後に，そんな風に青年についてあれこれと思いを巡らせずにはいられない作品

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. 研究委員会企画シンポジウム開催のお知らせ 

・研究委員会では，以下のとおりシンポジウムを開催いたします。ぜひご参加ください。 

・「新型コロナウィルス感染症は青年の適応や発達に何をもたらしたか―生物・心理・社会的

視点からの複合的検討―」 

 

 

mailto:jsyap-nec@googlegroups.com
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・シンポジウム概要 

 日 程 2021年 12月 12日（日） 13：00～16：00 シンポジウム（Zoom） 

                                   16：30～18：00 交流会（oVice） 

 内 容 

 話題提供者：谷井 久志（三重大学） 

  「新型コロナウィルス感染症がメンタルヘルスにもたらしたもの（生物学的視点から）」 

 話題提供者：伊藤美奈子（奈良女子大学） 

  「コロナ下における学校現場－不登校に焦点づけて」 

 話題提供者：橋本 剛 （静岡大学） 

  「コロナ禍社会におけるアイデンティティと適応」 

 指定討論者：三浦 麻子（大阪大学） 

 司 会 者：原田 新 （岡山大学） 

 

 参加費 無料 

 

＊参加ご希望の方は，ホームページ

（https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPihtRqK9HfuUlRSPQg4Z

5OYhXrIx3bxSp_GUFbQ3b49poWg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0）の

「参加申し込みフォーム」から事前に参加申し込みをしてください（申し込み期限：2021年

12月 11日（土）13:00まで）。 

 

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  

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。 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPihtRqK9HfuUlRSPQg4Z5OYhXrIx3bxSp_GUFbQ3b49poWg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPihtRqK9HfuUlRSPQg4Z5OYhXrIx3bxSp_GUFbQ3b49poWg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
mailto:seinenshinri@gmail.com
https://www.jsyap.org/

