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＜第 30 回大会委員長挨拶＞ 

日本青年心理学会第 30 回大会へのお誘い 

大会委員長 藤井 恭子(関西学院大学) 

新型コロナウイルスによる厳しい行動制限がしかれた 2 年余りの期間を経て，社会は少し

ずつコロナ以前の日常を取り戻しつつあるようにみえます。分断からようやく元の繋がりを取

り戻し始めた矢先，春寒に始まったウクライナ侵攻。現代のものとは信じがたいような衝撃的

な映像に，私たちがかつて経験していたはずの「あたり前の日常」が，いかに薄氷のごとき脆

く尊いものであったかを思い知ることになりました。急速な社会情勢の変化の荒波に翻弄さ

れながらも自らの人生と格闘する学生たちの言葉に耳を傾け，かかわる中で，青年心理学の

立場から彼らに発することのできる言葉は何だろうかと問い続ける日々です。 

さて今大会は，記念すべき 30 回という節目を迎えることになります。30 年の間私たちは

何を築いてきたのか，そして急激なスピードで世界が大きく変化していく今，青年たちのため

に私たちは何ができるのか。日本青年心理学会の 30 年を改めて振り返り，これからの歩み

を考える機会になればと，企画準備を進めています。 

日程は，2022 年 12 月 10 日(土)・11 日(日)の二日間です。ただし，開催の方法は今年

度もオンラインで実施させていただくことになりました。新型コロナウイルスに加え次々と新た

な感染症の流行が懸念される中，遠方から多くの方々に，ご体調や基礎疾患の有無にかか

わらず安心してご参加いただくため，安全策をとることにいたしました。また直近2回のオンラ
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イン開催での大会について，オンラインの良さ，たとえば多忙な業務やご家庭の事情のある場

合でも参加を諦めずに済んだという感想が多くの学会員から寄せられていたことも分かりま

した。そこで今回は「繋がりを感じられるオンライン開催」を目指して，準備委員会一同知恵を

絞り，皆さんをお招きする準備を進めてまいります。

第１号通信は，７月 18日にMLで皆様に配信させていただきました。研究発表の申し込み

期限は 10月7日（金）です。皆様のご参加を心よりお待ちしています。 

さまざまな領域で求められる青年の自分らしさ 

杉浦 祐子（名古屋大学大学院） 

私は本来感（自分らしさ）を研究テーマとしてきました。元々，社会心理学的な背景を持つ

立場とRogersやEriksonの流れを汲み主観的でperson-centeredな背景を持つ立場

からそれぞれ発展してきたテーマであり，いくつかの領域の論文を読んでいたのですが，最

近ではとくに，産業組織心理学，Human Resources，キャリア発達，経営情報学など，これ

までは論文検索でヒットしてこなかった分野，雑誌の論文も多く目にするようになりました。そ

の中には心理学の他領域のみでなく心理学以外の領域の論文も含まれており，関連領域の

広がりに驚いています。 

論文を概観していると，社会の中で他者とかかわりながら様々な経験を積み，ときに大変

さを感じながらそれを乗り越えることを通じて“自分”を形成していく時期であることは変わら

ないにもかかわらず，学校（教育）という場では自己形成に取り組む青年期として扱われる青

年が，社会に出たとたん，青年としてではなく社会人とひとくくりにして扱われ，求められるこ

とが大きく変わるように感じます。児童生徒，学生の間は自分らしくあることは大事であると

言われることが多い一方で，ある会社の人事担当者によると，職場においては「自分らしい

か」ではなく「会社の役に立てるのか」「会社の新しい力となれる人材か」がポイントだといい

ます。（その過程で自分らしさがかかわるとしても。）自分らしさ以上に求められるものがある

場においては，自分らしさがそのまま適応の指標とはならず，それをどう求められるものにつ

なげられているのかが適応に関わるように思います。 

また，私には中学のころからの友人に不登校経験者がいます。当時，周囲からは，学校に

来られない友人は不適応で私は適応していると思われていたのでしょう。けれど，私の眼に

は友人は私よりもずっと自分らしくいるように見えていました。（もちろん，私が知らないだけ

で本人には様々な葛藤もあったでしょうが。）不登校などをテーマとする研究では，自分らしく

あることのあり方や重要性はまた違ったものであるのかもしれません。 

同じ状況であっても，他領域の視点では全く違って見えているのかもしれません。近接す

る他領域と協働し，1 つの現象について様々な視点を取り込んでいくこと，また，ときには一見

全く異なるような領域の視点を加えてみることで，より深い理解につながると期待していま

＜特集＞ 関係領域から見た青年心理学 

ニューズレターでは、年 1回，研究委員会・国際交流委員会とのコラボレーション企

画として，各委員会で企画していただいたテーマの特集記事を掲載しています。 

今号は，研究委員会企画として「関係領域から見た青年心理学」というテーマの下，

各領域から見た青年や青年心理学という学問領域，そして今後青年心理学研究に期

待されることをご執筆いただいています。本学会には青年をキーワードに多様な領域

の研究者が所属していること，それを可能にする青年心理学の学際性を改めて感じ

ることのできる特集となっています。 

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） 
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す。 

 

 

 

スクールカウンセリングからみた青年像 
 

則定 百合子(和歌山大学) 

 

本稿では，学校心理学と青年心理学の協働を念頭に置き，スクールカウンセリングからみ

た青年像についての雑感を書いてみたい。 

普段，青年前期の中学生と接して感じることは，素直でおとなしく，内向きの印象が強い，

ということである。既に様々な場で議論されているところではあるが，目に見える形での喧嘩

や教師・親への反抗は減り，代わりに不登校や心身の不調などを訴えるケースが年々目立つ

ようになった。対人関係，あるいは他者との交流の場が得意でない青年にとって，コロナ禍で

の自粛生活が，内へ向かう傾向に拍車をかけたきらいもあるが，それ以上傷つかないように，

早めにそこから離れる，という形で，自身の心と身体を守ろうとしている，ともいえる。これは

また，自分にとって嫌なこと，苦手なことを知り，それを体現することによって自分自身を模索

しているようにも見える。 

一方，別の角度から，内向き，という点に着目すると，青年の「内省」という点においては，

ゲームや SNS といった，一人で手軽にできる刺激的活動が多い分，自分と向き合うこと，あ

るいはそうした時間をとること自体が物理的に難しくなっているのではないかと感じる。した

がって，一人でいる時間が自然に内省へと繋がるというよりも，意識的に自分自身と向き合う

時間を取ることが，内省のための必要条件となっているのかもしれない。 

冒頭に，内向きの印象が強いと述べたが，それでも，青年が他者と関わりたい欲求を抱か

なくなったわけではない。その象徴として，「友達は欲しいけれど，集団が苦手」といった言葉

もよく耳にするようになった。学校に来て友達は作りたい，しかし，同級生と集団で活動をす

ることは難しい，といった葛藤を抱えている青年も少なくないように思う。こうした葛藤を目の

当たりにすると，「個」が尊重され，「個」に対する様々な配慮がなされるようになってきた昨今

において，従来の教育システムは，現代の青年像と合致していないのではないか，と感じるこ

ともある。そういった意味で，今後，学校心理学と青年心理学の協働がより求められていくの

ではないだろうか。 

 ここまで，スクールカウンセリングというあくまで限定的，かつ私的経験に基づく視点からみ

た現代の青年像について述べてきた。これらが現代青年の全体的な傾向を捉えているとは

言い難いかもしれないが，他領域との協働可能性を探るうえで，1 つの材料となれば，と考え

ている。 

 

 

 

「いずれ結婚し，親になる人たち」という視点からみた青年期 
 

水本 深喜（松蔭大学） 

 

私は，大学教員としての勤務とともに周産期センターのある病院で心理士としても働いて

おり，主に妊娠期や子育て期の親ごさんの心理面接を行っています。その臨床現場で感じる，

親にとっての過去の青年期の重要性について，以下に述べたいと思います。 

妊娠して自分が親になろうとするとき，自分自身が受けたネガティブな養育を，自分も親と

して我が子に繰り返してしまうのではないかという恐れを抱き，苦しむ人がいらっしゃいます。

そして子どもが生まれた後はなおさら，自分の中に自身の親の存在を感じ，その苦しみが増

大することがあります。 

こうしたことは，虐待の世代間伝達とも関連し，親から不適切な養育を受けた人には必然

的につきまとうもののように一見思われます。しかし，親から受けた不適切と思われる養育を

繰り返さない方々も，大勢いらっしゃいます。その違いは何なのでしょうか。不適切な養育を
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繰り返さない方々のひとつのターニングポイントとして，ここでは青年期を取り上げたいと思

います。 

青年期には，親から自立して親とは異なる自己を築いていくことが重要です。その自立の

プロセスで，自分とは異なる存在として親を客観的に見ることができ，幼少期からの被養育

体験についても，巻き込まれるでもなく距離を置くでもなく自分に生じた事実として受け入れ

ることができるかどうかは，その人の親性に大きく影響します。すなわち，幼少期の被養育体

験そのものというより，青年期になり，親以外の大人の視点も取り入れた時点で，自身の体

験をどのように捉えるのかが，親性の熟成には重要だと考えられます。このプロセスに，異性

との関係は一役買うことも少なくなく，それは配偶者選択の問題にも関わってきます。自立で

きていると，自ずと自立したパートナーを選択することができることは知られていますが，そう

すると，親としての自分に迷いが生じてもパートナーの支えを得ながら，パートナーと一緒に

子育てしていくことができるように思います。 

心理士として親ごさんの葛藤に向き合う中で，こうした青年期の課題に成人期以降に向き

合おうとする方にお会いするのも珍しくありません。私は，人生の大きな課題を乗り越えよう

としている方々と一緒にその課題に取り組みながら，大学では，青年期から卒業していこうと

している学生に，少しずつ自立へのステップを踏めるように考えて向き合っています。青年心

理学研究においても，配偶者選択や親性に繋がる視点からの研究を蓄積していく必要があ

るのではないかと考えています。 

障害学生支援と青年心理学 

原田 新（岡山大学） 

私は普段，障害学生支援室という部署で勤務しており，主に発達障害や精神障害の診断

を有する学生への支援業務に携わりながら，日々を過ごしています。主な業務としては，それ

らの学生たちに対する修学面のサポート（学生の所属部局と連携し，合理的配慮の提供を行

う）になりますが，それと共に進路面のサポートをすることも不可欠な業務となります。進路や

就職への支援業務を行う際には，それらの学生たちが，アイデンテイティの揺らぎや社会への

移行の難しさといった青年心理学的なテーマに直面し，苦悩していくプロセスに長らく付き合

うことになります。 

まず，障害特性ゆえに，色々と出来ることに制約が出てくる中で，どのような進路であれば

目指せるのかということに多くの学生が悩みます。さらに実際に就職活動を行う際には，障害

者手帳を取得して障害者枠での就職を目指すのか，あるいは手帳は取得せずに，一般枠で

の就職活動をしていくのかといった決断にも迫られます。本人は障害者枠での就職の方が良

いと考えているのに，親がそれを絶対に許さない（逆に親は障害者枠での就職活動を促して

いるのに，本人が一切障害者枠を希望しない）というような，親子関係の問題が挟まってくる

ような場合もあります。一般枠であれ，障害者枠であれ，実際にはなかなか就職が決まらず，

その結果に打ちひしがれてしまう学生も多数います。結局，進路が何も決まらないまま，卒業

に至ってしまう障害学生も少なからず存在しますし，就職できたとしてもその後上手く定着で

きずに早期離職してしまったという話もよく聞きます。 

相談に訪れる障害学生の中には，このような進路や就職の面に限らず，例えば友人関係や

大学適応といった，青年に様々な影響を及ぼし得るテーマに，障害という要素が加わること

で，過大な葛藤状態に陥ってしまっている者も多数います。共生社会や多様性といったこと

が重視される現代においては，青年期にある障害者の様々な葛藤の心理を紐解き，それらの

人がよりよく生きられるような方策を提言できるような研究が，ますます求められているよう

に思います。これまで，青年心理学においては，障害を有する青年を対象とした研究はほとん

ど行われていないといえますが，今後そういった研究への取組が期待されます。 
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きっかけとしての青年心理学 

大久保 智生（香川大学） 

外部の方とお話ししていると，「専門は何心理学ですか？」と尋ねられることがよくあります。

何気ない質問なのですが，それまでペラペラ話していても，この質問に答えるときだけは今も

非常に悩みます。 

実は，研究をはじめた大学院生時代は，この質問に対して「青年心理学が専門です」と答

えていました。当時，青年の居場所や適応に関心を持っていましたので，最も関心のある領

域が青年心理学であったことは間違いありません。大学院では発達心理学の研究室に所属

しており，子どもの動機づけや問題行動についても研究を行っていましたので，青年心理学

より広くとらえて「発達心理学が専門です」という時期もありました。 

大学教員としての採用は，教育学部の社会心理学，学級集団心理学の担当としてでした。

ですので，採用時は社会心理学が専門と周囲から考えられていましたが，違和感しかありま

せんでした。それでも「教育社会心理学の研究の動向と展望」という論文なども書いています

ので，社会心理学が専門というのも間違いではなかったと思います。 

最近では，マスコミ相手には「犯罪心理学が専門です」と答えることもありますが，犯罪心

理学と名乗っていいのだろうかと悩みます。犯罪心理学会の理事が投稿するコラムに，「いつ

か胸をはって犯罪心理学者と言えるようになりたい」と書きましたが，いまだにその思いはあ

ります。学部で「地域の防犯を考える」，大学院で「犯罪心理学特論」という授業を立ち上げて

みましたが，違和感はいまだにあります。 

今のところ，専門として一番しっくりくるのが教育心理学です。その理由として，教育心理

学の授業を担当していることが挙げられます。また，万引き防止や地域防犯活動，学校適応，

問題行動，教員養成など私の研究は青年が対象になることが多いですが，青年をとりまく人

や社会も含めて対象としており，これらの研究は教育の視点から行っていることも理由として

挙げられます。 

一昨年から，「青年心理学」の授業をもつようになりました。これまでの流れを考えると，授

業をもつと気が大きくなって，今後，「専門は青年心理学です」と言い始めるかもしれません。

研究のきっかけは青年心理学でしたので，1 周回って原点に戻ってきた気がします。これまで

いろいろな領域に足を突っ込んできましたので，授業では青年心理学と他領域との接点を考

えています。青年をとりまく人や社会も含めて考えると，青年心理学をきっかけとして様々な

可能性や広がりを感じます。 

だらだらと私の対外的な専門の変遷を述べてきましたが，これから青年心理学をもっと他

の領域との関係から考えていきたいというのがこのコラムで言いたいことです。研究委員会

でも他学会とのコラボレーション企画を行い，青年心理学の学際性や独自性をアピールして

いきたいと思っております。会員の皆様もぜひ様々な企画に参加いただけると幸いです。 

＜書評：私のおすすめ，この一冊＞ 

『私の息子が異世界転生したっぽい フル ver. 第 1 巻』 

かねもと（原作）／シバタヒカリ（作画） 小学館 （２０２１年刊） 

西田 若葉（宮崎産業経営大学） 

近年の大規模書店では「異世界転生」というジャンルが一角を占めており, 数多くの作品

が世に出ていることがうかがえる。評者が 10 代の頃は, 異世界転生とは似て非なる「異世界

転移」の作品に数多く親しんだ経験がある (代表例: ハリー・ポッター・シリーズ)。これら 2

種類のジャンルは併せて「異世界もの」と呼称される場合があるものの決定的な違いが存在

し, 評者はこの違いこそが本作品のテーマの根幹を支えていると考えている。その詳細につ

いては, 本作品の冒頭で「異世界転生とは何か」, 「異世界転移との違い」に関する明確な解

https://bigcomicbros.net/work/57317/
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説が引用されているため, これらのジャンルに触れたことがない人も物語の前提を理解する

ことができる。 

ここでは第 1 話を中心としたあらすじを通して, 評者の関心と本作品のテーマに関する解

釈を述べる。35 歳会社員の堂原智太は, 高校時代の同級生である葉山美央から自分の息

子を異世界から呼び戻す, あるいは自分自身が異世界に行く方法を教えてほしいという相

談を受ける。美央は 17 歳の息子を交通事故で亡くし, 彼が愛読していた異世界ものの小説

を読んだことで, 彼が異世界転生をしたという信念が生じた経緯を語る。堂原は美央の精神

状態を懸念しつつも, その解釈を否定せず, 自身の異世界ものに対する造詣を彼女に伝え

る関係を形成するようになる。 

筆者は本作品を書店で見かけ, 公式サイトで第 1 話を試し読みしたことで, 「対象喪失に

ついて, 心理援助の場合は外的現実よりも内面に多くはたらきかけてケアを行うが, どうに

もならない外的現実で足掻く人々はどうやって日々を過ごしていくのだろうか。それが物語

上でどのように描かれるのだろうか。」と関心を持ち, 購入を決意した。異世界転生では主人

公が自身のアイデンティティを保持したまま元の世界で死亡し, 人生をやり直すことで (西

嶋, 2022 を参考), 本人の主観における死や喪失を超越するのに対し, 転生前の世界にお

ける主人公の死や喪失の事実はほとんど描写されない傾向にある。本作品の独創的かつ興

味深い点として, このような「異世界ものの主人公」もしくは「異世界ものに感情移入する人」

と, 「転生前の世界」すなわち「転生が知覚されない現実世界に生きる人」の視点が非対称的

に描かれつつ, 蛍原や美央というそれぞれのキャラクターの内面で共存していくことがあげ

られる。 

さらに，本作品では上記の対象喪失に対する足搔きや個人における複数の視点の共存だ

けでなく, 異世界ものという非現実的なテーマを軸とした現実における交流の物語を描いて

いる。物語は主に蛍原の視点で進行し, 美央との現在の接点や高校時代の回想を通して, 

お互いが全く異なる嗜好や対人関係を培ってきた他人であることや, 現実と創作物における

他者理解の差異について, 明確かつ感情移入しやすい形で示している。本作品自体が創作

物でありながら, 創作物に様々な形で触れた経験を持つ人間の現実における暮らしを鮮や

かに描いている。さらに次巻予告では, 非現実を通した交流に対峙する外的現実の存在が

示唆されており, 今後の展開が期待される。 

参考文献 

西嶋雅樹 (2022). 「異界」と「異世界」 精神療法, 48 (1), 35-43. 

『自分というジレンマ 批判･反抗･反問する私たちの射影』 

田島 司（著） ナカニシヤ出版 （2020 年刊） 

能渡 真澄（株式会社ビジネスリサーチラボ総合研究所） 

本書は，人々が自己に求めるものと社会や他者とのかかわりの間で生じるせめぎあいを

「自分というジレンマ」と称して，そのメカニズムや解決方法を示したものである。本書は社会

心理学の知見を土台としているが，社会が個人に及ぼす影響のみならず，個人が社会を捉え

る能動的な観点も含めた議論が展開されている。 

序章では，ジレンマの解説に先立って，社会への適応（外界適応）とそれに対する認識（内

界），自分と社会のかかわり方における欲求（内界適応）を取り上げて，「自分というジレンマ」

が生まれる枠組みが整理される。第１章では，周囲の期待に沿わず本当の自分を発揮したい

欲求と，周囲の期待に沿って評価されたい欲求からなる「主体性のジレンマ」について解説さ

れる。第２章では，異なる集団や他者との間で自分を一貫させたい欲求と，集団や他者によっ

て異なる様々な期待に応えて評価されたい欲求からなる「一貫性のジレンマ」について述べら

れる。第３章では，仲間とともに社会にかかわりたい欲求と，仲間でない他者が区別されるこ

とで否定的認識が生じる「仲間感のジレンマ」がまとめられる。そして終章では，３つのジレン

マの接点を整理し，これらの同時解決に向けた考察が展開される。

http://www.nakanishiya.co.jp/book/b544334.html
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本書の特長は，３つのジレンマのメカニズムやその解消法について，社会からの期待と個

人内欲求の相互作用プロセスに着目し，社会心理学の概念や理論を取り上げて解説してい

る点である。青年たちを取り巻く社会や集団の特徴が，青年の自己概念にどう作用するのか，

それをどう乗り越えられるのかが様々な理論を踏まえて整理されている。そのため，社会心

理学における自己概念の議論を幅広く知りたい研究者にお勧めの一冊である。加えて，本書

で取り上げられた３つのジレンマは，多くの青年たちが抱えうるものであり，これらのジレンマ

に悩む青年たちの理解やその支援に役立つであろう。 

＜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. 大会のお知らせ 

今年度の大会も Zoom開催と決定いたしました。日本全国から，世界から，多数のご参加

をお待ちしております。7月 18日に 1号通信を配信させていただきました。ぜひ発表をご検

討ください。Webサイトからも随時，情報を発信していきますのでチェックのほど，よろしくお

願いいたします。 



8 

日本青年心理学会第 30回大会 

会期：2022 年 12月 10 日（土）～11 日（日） 

会場：Zoomによるオンライン開催 

https://www.jsyap.org/annual-conference 

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。 




