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＜第 30 回大会委員長挨拶＞ 

  

「多様性」を考え続けた第 30 回大会を終えて 

 

藤井 恭子(関西学院大学) 

 

去る 2022 年 12 月 10 日，11 日に，日本青年心理学会第 30 回大会を開催し，すべて

のプログラムを無事に終了致しました。参加者の皆様，運営にかかわってくださったす

べての皆様に，この場を借りて改めて御礼申し上げます。 
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今大会では，シンポジウム 5 件，研究発表 21 件，名誉会員記念講演 2 件という，二

日間の日程では盛沢山すぎるほどの大変充実したプログラムとなり，100 名を超える参

加者をお迎えすることができました。3 年連続でのオンライン開催となったにもかかわ

らず，当初の予想と裏腹にこれだけ多くの企画・発表の申込みをいただけたことは，準

備委員会としては嬉しい驚きでした。準備委員会としても，第 30 回という節目として

記念シンポジウムを企画しました。学会設立以来 30 年にわたって機関誌に発表されて

きた研究の分析を礎にしながら，外部からお招きした長谷川真里先生，鈴木謙介先生と

の対話は，これからの青年心理学研究の発展に必要な視座を得るうえで有意義なもので

あったと，多くのお声をいただきました。ただ，内容に比して時間が短かったために，

フロアとの深い議論ができなかったことは，甚だ心残りです。他のプログラムにも共通

することですが，全体を通してタイトなタイムテーブルとなってしまったり，4 つのミ

ーティングルームを同時に走らせざるを得なかったりという，運営上の課題が残りまし

た。 

一方で今大会では，オンライン開催だからこその可能性やホスピタリティを最大にす

べく，オンデマンドも併用しました。名誉会員の記念講演や各プログラムの見逃し配信，

意見交換フォームの活用については，参加者のアンケートでも大きな反響があり，対面

開催になっても可能な限り引き継いでほしいという声も寄せられました。また，廊下で

立ち話，をイメージしたブレイクアウトルームの活用などによって，対面以上にじっく

りと深い議論ができたという声もありました。さらには，移動時間の問題や，業務が多

くオンラインでなければ学会に参加できない状況にあることなど，多忙さを背景とした

オンラインのメリットを挙げる感想が多かったことも印象的でした。 

今大会の運営において準備委員会が一貫して意識していたのは，「多様性」というワ

ードです。社会構造の変化によって青年の生き方，青年期のあり方が多様化するように，

我々研究者もまた，過大な業務や多重役割を担い，その調整に葛藤しながら研究活動を

進めざるを得なくなってきています。今大会でのオンラインならではの様々な仕掛けが，

個々の参加者の多様性に配慮した持続可能な研究活動への一つのアンサーとなってい

れば幸いです。 

とはいえ，利便性だけでは生きていけないのが人間です。他者の息遣いを直接感じる

ような，同じ時間と空間を共有する交流は，関係構築にとって必要不可欠なものでしょ

う。そろそろ人恋しくもなってきました。次回大会準備委員長の小塩先生からは，来年

こそは対面で，とご準備くださっているとお聞きしています。早稲田大学での皆様との

再会を祈って，このバトンを引き継ぎたいと思います。さぁ，“TEAM 第 30 回大会”は

これにて解散です！一人ひとりが最高の仕事師であった準備委員会の先生方に，心より

感謝を込めて。 

 

 

 

 
 

＜特集＞日本青年心理学会第 30 回大会 

12 月 10（土）・11（日）に日本青年心理学会第 30 回大会が開催されました。

昨年度に引き続いて今年度もオンライン開催となり，多くの参加者が活発な研究

交流を行いました。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

いただいております。さらに二宮克美先生，高木秀明先生には（名誉会員記念講

演より）のなかで「講演に寄せられた質問・コメントへのリプライ」もしていた

だいております。寄稿してくださった皆様に，この場を借りて厚く御礼申し上げ

ます。 

（担当：広報・ニューズレター編集委員 齋藤 信・小高 恵） 
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（大会参加者より） 

  

日本青年心理学会第 30 回大会に参加して 

 

萩原 千晶（早稲田大学大学院） 

 

日本青年心理学会第 30 回大会にて，「非緩和共同性とジェンダー・システム正当化の

関連におけるジェンダー・ステレオタイプの媒介効果の検討」というタイトルで初めて

発表させていただきました。私自身はじめての口頭発表で大変緊張しておりましたが，

始まる前に準備委員の先生にお声がけいただき，少し緊張がほぐれた状態で発表を始め

ることができました。私の研究テーマである非緩和共同性はメジャーな概念ではないこ

ともあり，聞きに来てくださる方がいらっしゃるか不安もあったのですが，Zoom のブ

レイクアウトルームに先生や学生の方々が 10 名以上来ていただき，大変嬉しく思いま

した。発表では多くの皆さまからご質問をいただき，私自身も大変勉強になりました。

今回発表した研究は，皆さまからのご助言をふまえ，論文や博論として形にできればと

思っております。 

また今回は懇親会にも参加させていただきました。参加前は，初参加の自分が参加し

てもよいものか不安がありましたが，私のような初参加の院生にも自己紹介の機会を与

えていただいたり，普段お話しできないような先生方とお話しさせていただいたりと，

大変有意義な時間を過ごさせていただきました。先生方や他の院生の方のお話を伺い，

自身の研究を振り返り，方向性やまとめ方を改めて考える機会になりました。 

今回の大会にて，発表の司会を務めていただいた小平英志先生，聞きに来てくださっ

た先生方・学生の皆さま，懇親会で私の研究テーマにご助言いただいた大野久先生，円

滑な会を運営してくださった準備委員の先生方，誠にありがとうございました。また，

このような寄稿の機会をいただき，ありがとうございました。この場を借りて感謝申し

上げます。 

 

 

 

日本青年心理学会第 30 回大会に参加して 

 

鴨田 祐汰（北海道大学大学院教育学院） 

 

今回，第 30 回大会にて，「大学生における『黒歴史』経験からの立ち直り過程」とい

う題目で研究発表をさせていただきました。まずは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。 

 学会での発表は初めてということもあり， 内容としてまとまり切らない部分もあっ

たかと思いますが，司会をご担当頂きました下坂剛先生や，発表を聞きに来てくださっ

た先生方のご助言があったため，私自身が進むべき方向性や不足していた部分を知るこ

とができ，また最後まで楽しい時間を過ごすことができました。特に峰尾先生からいた

だいた，「そもそも立ち直るべき現象なのか」というご意見は，私が今まで捉えきれて
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いなかった青年期の方々の姿を示唆するものであると思います。「黒歴史」という言葉

は，度々耳にする単語でありながら，人それぞれイメージするものが違う言葉でもある

と思いますので，学術的な貢献を果たすためには，どのくらいの人に，どのような意味

の概念として共有されているかということを，より一層多角的に探っていかなければな

らないと痛感いたしました。その先により柔軟な「立ち直り」観を見つけ，また学会発

表の場に戻ってこられたら，これより幸せなことはないと思います。改めまして，司会

をご担当頂きお世話くださった下坂剛先生，発表を聞きに来てくださった先生方，たく

さんのご意見を頂き，誠にありがとうございました。 

 さらに本学会を通して，たくさんの先生方のご研究について知ることができたことも, 

何事にも代えがたい経験だったと感じております。特に国際交流委員会シンポジウムの

中であった「研究が 10 年たって注目されることもある」という言葉には，科学の壮大

さを実感させられると共に，努力が思わぬ形で実を結ぶことがあると励まされました。

このような勇気をくださったすべての発表者や参加者の皆様には感謝をしてもしきれ

ません。オンラインでの学会であったにも関わらず，大きな熱量を感じた 2 日間でした。      

このような学会の一員として参加させていただいたこと，心より感謝申し上げます。 

最後になりますが，ニューズレターに寄稿する機会を下さいました，広報・ニューズレ

ター編集委員会の皆様，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 30 回大会に参加して 

 

唐川 真歩（北海道大学大学院教育学院） 

 

第 30 回大会にて「就職活動の自己分析における『本当の自分』の表出」というテー

マで研究発表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いただき，

ありがとうございました。 

学会での口頭発表は今回が初めてでしたので，不安が大きく発表直前まで緊張が続い

ていましたが，司会の下村先生，準備委員会の大谷先生に声をかけていただき，なんと

か落ち着いて発表を終えることができました。自分の研究内容については，もともと自

分の中にあった素朴な疑問から出発したせいか，ゴールや領域が不明確な部分が多く，

正直それをコンプレックスのように感じていたところがありました。しかし，発表後，

先生方からご意見を多数いただいた中で，私自身が研究の弱みだと思っていたところを

研究の今後の可能性として捉えご助言くださったことで，研究の方向性を見出すことが

できるようになりました。私の未熟な研究内容に対しても，真摯なご理解と丁寧なアド

バイスをいただき，さらに視野が広がり，前向きな姿勢で研究に取り組めるようになっ

たと感じています。 

さらに，参加者として先生方のご発表・シンポジウムを拝聴し，現代のあらゆる社会

問題を，領域や分野の異なる様々な視点から考えることの難しさと意味を目の当たりに

しました。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から社会に貢

献できる研究を進めていけるよう努めていきたいと思います。また，今回の学会参加で

得たものを自身の研究の活力にし，さらに発展させていけるよう精進して参ります。 

最後になりましたが，これまでの研究や発表準備にあたりご指導していただいた加藤

弘通先生，当日司会をご担当いただいた下村英雄先生，発表にてご視聴・ご意見をして

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広報・ニューズレ

ター編集委員会の皆様に心より感謝申し上げます。ありがとうございました。 
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青年心理学会大会に参加して 

 

 笠原 千秋（お茶の水女子大学大学院） 

 

青年心理学会大会に参加させていただくのは今回が初めてでした。これまでいくつか

の学会に参加してきて，学会によって雰囲気がさまざまに異なる印象があります。青年

心理学会については，これまで学会に所属されている先生の授業を受けたり，シンポジ

ウムに参加したりした経験から，熱意のある先生が多く，そのような先生の集まる大会

はさぞかし活発なものになるのだろうとイメージしていました。 

実際に参加してみて，その印象はさらに強まりました。発表時間が過ぎてからも，別

室に残ってまで，先生方からはこの分析方法は試したのか，こういう考え方もできるの

ではないか，などなどたくさんのコメントを頂戴しました。おひとりの先生からは「学

会という場をただ発表して終わりにするのではなく，このような議論の場として活用す

るとよい」と言っていただき，特に心に残っています。これまでに参加したどの学会よ

りも熱心に発表を聞いてくださり，丁寧なコメントやアドバイスをいただいたと感じて

います。 

私は現在博士課程に在籍しているのですが，この頃は自分の研究テーマに対する自信

を少し見失ってしまっていました。このテーマで博士論文を書き上げることができるの

だろうか，この方向性で進めていいのか，という思いがよぎって作業の手が止まること

が続いていました。今回発表した研究の結果が思わしくなかったこともあり，そもそも

このまま研究を続けていけるのだろうかという思いすら浮かんできていました。今回の

学会へは，実はこの機会に先生方から研究の方向性自体にもアドバイスをもらえないだ

ろうかという気持ちも持って参加していました。このような情けない姿勢の私に，先生

方は温かく関わってくださり，逆に「何を研究したいのかという軸をぶらさない方がい

い」と励ましのお言葉を掛けてくださいました。さらに，どうしたら分析がうまくいく

かを親身になって考えてくださり，自分のテーマを貫く方法を一緒に探してくださいま

した。 

これについて知りたい，これが面白いと思う，という自分の思いがそもそも間違いだ

ったのではと感じていた私にとって，先生方の温かさやその言葉は，自分のその思いを

尊重してくださったように感じるものでした。自分が何をしたくて研究しているのかと

いう原点に立ち返り，モチベーションを取り戻すきっかけになりました。 

今回の発表の経験は，今後の研究生活を送る上で大きな支えになるだろうと感じてい

ます。また，いつか私も同じように若い方の役に立つことができればと思います。 

先生方にはこの場をお借りして改めて感謝申し上げます。つたない感想文ではあるの

ですが，今回はこのような機会をいただき誠にありがとうございました。 

 

 

 

私はなぜ大会で発表するのだろうか 

 

浦上 昌則（南山大学） 

 

今回，久しぶりに発表をさせていただきましたが，そのせいで（？），第 1 回大会と

第 30 回大会の両方で発表した者の視点からの意見・所感をと，この原稿を依頼されて

しまいました。30 年もこの学会でお世話になっていると，私自身，大きく変わってい

っていることに気づきますので，単なる雑感ですが少しお話させていただこうとお引き
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受けしました。 

 私はなぜ発表するのか？ 自分の中で，一番変わってきているのはこの理由だと感じ

ます。第 1 回大会の時は，雰囲気（周囲からのプレッシャー？）というか流れというか

…，なんとなく当然のように…だったように思います。最近の若手，院生の人には，置

かれている状況から，私の院生時代よりももっと切迫した発表理由があるのだろうと思

います。もしくは，研究はするもの，発表はするものといった自動思考の結果なのかも

しれません。昔の自分もそうだったのですが，「なぜ発表するのか？」と考える前に，

息をするようにエントリーを済ませる（そしてその後で，もだえ苦しむ…）のかもしれ

ません。 

ここが大きく変わってきました。どうして発表するのか（発表を見送るのか）という

意味づけ，位置づけがはっきりとしてきたのだと思います。それは，たぶんですが，何

のために研究をしているのかという意識が変わって（はっきりして）きたからだろうと

思います。本会の大会は，持ち時間が長いという特徴があります。また，本会独特の雰

囲気もあります。求めることに一番近い時間が過ごせそう。そこが決め手になって選ん

だ次第です。 

 他の方はわかりませんが，私の中では，論文を書くこと，読むことと，大会で発表を

する，聞くことは全く別物です。今の私にとっては，所属や役割，年齢といった普段の

枠を超えて議論（正確には，研究に関するぶっちゃけ話とか，悩み相談，アイデア募集，

ぼやき話などかもしれません…）できるのが，大会で発表するメリットなのです。話を

聞く側になれば，共同研究者になった感じで，自分がその研究にかかわっていたらなら

どうするかなどと考えています。頭の体操という例えは悪いかもしれませんが，研究を

組み立て，進展させるためのイメージ・トレーニングの機会という感じです。 

 知見の蓄積ならば，やはり論文が適切だと思います。大会でしかできないことが，私

にとっての大会の意義です。皆さまにとっては，どうなのでしょう。そういうことで，

もし私が大会で妄言や空言，戯れ言を言っても笑ってお許しいただければ幸いです。そ

して私は，また発表する……でしょうか？ 

 

 

 

（名誉会員記念講演より） 

 

名誉会員記念講演「青年心理学会で得たもの―研究者との出会い―」 

のリプライ 

 

二宮 克美（愛知学院大学総合政策学部） 

ニューズレター編集委員会からの要請で，記念講演に寄せられた意見・コメントに対

するリプライを書いています。記念講演では，2022 年（第 30 回大会）までの青年心理

研究に関する書物を中心に，多くの先生方との出会いについて話をしました。学会の歩

み（歴史）を知ることができたとの感想を多数いただきました。学会にとって青年期お

よび青年心理学に関連した領域の研究の発展が重要ですが，研究者との交流も大切だと

思います。いただいたご意見について，３つの点に絞ってリプライをします。 

 

１．後輩世代に引き続き磨き上げてほしい伝統について：比較的人数の少ない学会の良

さ（お互いの顔が分かる出会い，研究発表を口頭で行い質疑応答の時間をじっくり

とる様式，大学院生など若い世代の研究者を会員みんなで育てることなど）を生か

していくことを伝統として守っていってほしいと思います。 

２．新たな価値の兆しとして期待していること：青年期の人を対象とした，他の学会（例
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えば，日本教育学会，日本教育社会学会，日本社会学会，日本思春期学会，日本児

童青年精神医学会など）との学際的研究の協働・推進を期待しています。 

３．依田新先生についてのエピソード：現在の青年心理学会の礎を築いた依田新先生は，

細身で背が高い方でした。私がお会いしお話をしたのは，先生の 81 歳の生涯での晩

年である 70 歳～75 歳の頃です。1974 年から 1980 年の愛知学院大学にお勤めにな

られた時期です。とにかく寡黙な先生でした。たばこを煙らし，じっくり酒を嗜み，

思い出したようにぼそぼそと重要なお話をされるという印象でした。そのお姿は，

いつも同席されていた久世敏雄先生にも引き継がれていたように思います。 

 

最後になりましたが，青年心理学会の名誉会員にご推戴いただいたことに感謝し，学 

会のますますの発展を祈念して筆を擱きます。 

 

 

 

記念講演を終えて 

 

高木 秀明（横浜国立大学 名誉教授） 

 

記念講演では「人の幸福な生き方」について発表させて頂きました。ある個人にとっ

ての幸福とは「その人にとって嫌なことがあまりなかったり，嬉しいことがあったりし

て，心が満ち足りていること」とし，それに関わる要因として身体的要因，心理的要因，

社会的要因，環境的要因を挙げました。そしてその人が自我関与しているような強い夢

や目標，欲求，趣味の有無とその追求や実現が特にその人の幸福に関わると述べました。 

 また，「愛すること・愛と所属の欲求・親和欲求」と「働くこと・尊重の欲求・達成

欲求」の２つが重要であること，経験や生活の中で思いや気づきが生まれ，意識や理解・

洞察が進み，基準や価値や信念が形成されること，夢や目標などを追い続けて苦難や挫

折に遭遇したり，ストレスが高じたりしたときに，それを受け流して乗り越える鈍感力

やそれを受け止めながらもそのニュアンスを味わい第三者的にメタ認知する力が重要

であること，人や仕事，課題，問題との相性が良いか悪いかも重要であることを述べま

した。 

 次に，講演をご視聴して下さった方からの質問や要望への回答を記します。 

 

・本学会で思い出に残るエピソードは，学会の前身の青年心理学研究会のときに事務局

長として会員の名簿管理を行うことになり，パソコンの使い方をゼミ生に教わりなが

ら本格的に仕事に使い始めたことや，法則定立的方法に個性記述的観点（内在的視点

と外在的視点がある）を取り入れた溝上慎一先生の論文（溝上，1997）に感銘を受

けたこと，第 16 回大会を横浜国立大学で開催したときにゼミの卒業生や在学生が力

を合わせてよく働いてくれたこと，等があります。 

・若い学会員へのメッセージとしては，困難や挫折があっても諦めたり止めたりせずに，

その時にできる努力を続けていって頂きたいと思います。 

・記念講演で挙げた 4 つの要因のうち，心理的要因以外の要因に対して「心理学がどの

ように貢献できるのか」について，身体的要因に対しては心身相関の観点からの研究

において貢献でき，社会的要因に対しては心理学の多くの研究が貢献してきており，

環境的要因に対しては，その物理化学的環境や生物的環境についてはそれらが人にど

のような影響を及ぼすかを個人の耐性や感受性の観点から研究することによって貢献

でき，文化的環境については文化心理学の研究がこれまでも貢献してきています。 

・「心理学の貢献にどのような限界があるのか」について，主体性のある人や社会を研
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究対象としたときに，どこまで実験的に操作することが許されるのかや協力が得られ

るのかに関わるような研究倫理的限界，研究装置や研究手段や分析方法などの研究方

法の面での限界，そして経済的限界もあります。 

  

このような機会を頂き，多くの方にご視聴して頂きましたことに厚く御礼申し上げま

す。 

 

引用文献 

溝上 慎一(1997)． 自己評価の規定要因と SELF-ESTEEM との関係――個性記述的

観点を考慮する方法としての外在的視点・内在的視点の関係―― 教育心理学研究，

45，62-70．  

 

 

 

＜書評・映像作品ほか評論＞ 

 

『溝上慎一の教育論動画チャンネル』 

溝上 慎一（配信） YouTube 

 

相羽 美幸（東洋学園大学） 

 

我々研究者にとっての研究意義の一つは，研究で得られた知見を社会に還元するとい

う社会的意義である。特に心理学という分野は，ともすると根拠に基づかない経験論や

古典的研究を曲解した「トンデモ理論」が横行しがちで，誤解されやすい。そのため，

研究者が正しい知見を世間に発信する意義は非常に大きいと言える。しかし，どんなに

素晴らしい最新の研究知見であっても，Yahoo!ニュースにでも取り上げられない限り，

世間の一般層がそれを知ることは難しいのが現状である。ましてや元論文まで探して読

んでくれる人などほぼ皆無であろう。このような現状の中で，我々研究者が直接世間一

般に情報を発信できるツールの一つが YouTube である。テレビ離れが叫ばれる昨今，

YouTube の台頭には目を見張るものがある。NHK の調査（内堀・渡辺，2022）によれ

ば，特に 10 代，20 代の若年層の 94%が YouTube を利用しており，しかも 65%の人が

毎日利用しているという結果が出ている。したがって，青年期の若者のほとんどが

YouTube を利用していることになり，青年心理学者が研究知見を届けたい年齢層に届

けられるという意味で，YouTube はまさに最適なツールであると言えるだろう。 

そのような中，心理学者としていち早く YouTube で研究知見の情報発信を行ってこ

られたのが溝上慎一教授（桐蔭横浜大学）である。溝上先生の YouTube チャンネルで

ある「溝上慎一の教育論動画チャンネル」は，2022 年 1 月 3 日に動画が初投稿され，

2023 年 1 月 24 日時点で 167 本の動画（ご趣味の鉄道動画も含む）が投稿されている。

内容は，学校教育の「学びと成長」に関するテーマと心理学に関するテーマを二本柱と

しており（Number1「溝上慎一の教育論チャンネル」キックオフより），そのコンテン

ツは他大学の先生へのインタビューや対談，新著紹介，教育現場での実践紹介など，様々

な形式で構成されている。多くの動画が 20 分以内で，溝上先生が顔出しで説明してく

れるため，映画も倍速で見るような最近の若者でも飽きることなく，楽しく授業を受け

ている感覚で視聴することができるだろう。また，最新の研究知見や書籍を紹介してく

れるため，研究者としても良質なオンラインセミナーを（しかも無料で！）受けている

ような勉強になるコンテンツが多い。普段 YouTube になじみの無い方にもぜひ視聴し

てほしいチャンネルである。 

https://www.youtube.com/@user-mc9ec6pq3l/featured
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また，興味を持たれた方は，自身の研究成果や最新の研究知見を紹介する場として，

YouTube を活用してみてはいかがだろうか。 

 

引用文献 

内堀 諒太・渡辺 洋子（2022）. テレビと動画の利用状況の変化，その背景にある人々

の意識とは——「全国メディア意識世論調査・2021」の結果から——. 放送研究と調

査, August2022，2-35. 

 

 

 

『社会人大学人見知り学部 卒業見込』 

若林 正恭（著） 角川文庫（2015 年刊） 

 

風間 惇希（三重大学） 

 

2008 年 1 月 1 日，年始恒例の日本テレビ『おもしろ荘』にて，当時センター試験を

間近に控えた時期にあった筆者に大きなインパクトを与えたのが，お笑いコンビ「オー

ドリー」である。今ではすっかりお馴染みとなったが，七三分けのテクノカットにピン

クベストを着て胸を張り，不遜な出で立ちからずれたツッコミと「トゥース」という謎

のワードを繰り出す春日俊彰（以下，芸能人の敬称略）。隣の春日を引き立てるがごと

く控え目なルックスながら，ずれたツッコミや変なことを言う相方のこめかみに強烈な

ビンタをかます若林正恭（著者）。春日の異様さに悲鳴を上げる客席。春日のこめかみ

がベストと同色になっていくほどの凄烈なツッコミに「あらぁ～」とこちらも軽く悲鳴

を上げる瀬川瑛子。「オードリー，やったね！」と最大級の賛辞を贈るナインティナイ

ン矢部浩之。当時の一連の光景は今でも覚えている。 

その年の年末に開催された M-1 グランプリ 2008 にて敗者復活からの総合 2 位とな

り，急激に仕事が増え始めたというオードリー。今回紹介する著書は，M-1 グランプ

リでのブレイクをきっかけに，（著者いわく）空間にできた大きな渦に飲み込まれるが

ごとく，突如「社会」に参加することになってからの数年間，いわば「社会人」や「大

人」となっていく移行の時期を「社会人大学」と見立て，その間に起こった出来事や人

間関係，著者（「ぼく」）の内面が綴られたエッセー集である。 

 社会人一年生から四年生，真社会人，卒業論文という構成でエッセーが並ぶ。そこに

は，突然のブレイクをきっかけとした社会への参加・移行に伴う戸惑いや適応，自らの

価値観と社会との葛藤，自分らしさの模索や確立等，青年心理学の中で扱われているよ

うなテーマを感じさせる内容が所々に散りばめられている。一方で，いわゆる人見知り

やネガティブな人，自信がない人，社会の中で「結果」が出ずに困っている人にとって

は，そのような自分を肯定してくれたり，背中を押してくれるような言葉に溢れている。 

『特にすごいわけじゃなく，特にダメじゃない。そんな自分の自己ベストを更新し続

けていれば，「結果」があとからやってこようがこなかろうがいいじゃないか。特別な

才能がないから自己ベストを更新し続けるしかないという諦めは，ぼくにとって自信に

なった。意外だった。良い結果の連続が自信を生むと信じ続けていたから。この自信は

「結果」がもたらす自信よりも信用できるものだった。』M-1 グランプリをきっかけと

した突然のブレイク以降，「結果」を出すことに翻弄され続けた著者が，最後の卒業論

文の中に綴った一節である。社会に参加するため，あるいは生きていくために「結果」

を求めるものの，うまくいかずにもがいている人の背中を絶妙な距離感をもって支えて

くれるような言葉である。ハナから「結果」にこだわらず，自信を持って社会に参加し

ていた春日に対して，「どうりで常に胸を張っているわけだ」とオチを添える所にもク

https://www.kadokawa.co.jp/product/321510000058/
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スっと笑ってしまう。おすすめの一冊である。 

 

 
 

『メタモルフォーゼの縁側（全 5 巻）』 

鶴谷 香央理（著） KADOKAWA（コミックス）（2018 年刊） 

 

信太 寿理（愛知学泉大学） 

 

メタモルフォーゼとはドイツ語で「変形・変身・転身」という意味である。この本は

2 人の女性を中心とした人生のメタモルフォーゼの舞台として，しばしば縁側が登場す

る。 

 高校生の佐山うららは，本屋でアルバイトをしている本好きの静かな女の子である。

その書店に，老婦人の市野井雪が来店することによって，物語が始まる。夫に先立たれ

てから，日々をぼんやりと暮らしていた雪は，偶然入った書店で，美しい絵柄であると

いう理由で 1 冊の漫画を手に取る。その本はたまたまボーイズラブ（BL）の本であっ

た。続きが気になり再来店するが，在庫はなく取り寄せることに。そこで応対したうら

らは，続きを買いに来たということに驚くのである。 

 なぜ驚いたのか。いわゆるボーイズラブを描いた本（以下，BL 本）は，男性同士の

恋愛を描いているため，そもそも好き嫌いが大きいジャンルである。しかし，老婦人が

その続きを買いに来た，ということは「好きで」読んでいるということになる。それを

知った BL が大好きなうららは，「誰かと話がしたい」という気持ちを抑えきれず，雪

とやりとりを始める。結果として，雪の自宅を訪れるくらいの関係となる。 

私が本書をお勧めしたいところは，二人がその関係性を通して，自分自身をそれぞれ

が振り返り，変化・成長していくところである。 

 雪は日々淡々と生活していくことに慣れ始めていた。夫も先立ってしまったし，子ど

もも近くにおらず，身体もあちこち調子が悪い。けれども，うららとのやりとりの中で，

自分一人では決して行くことがなかったイベントに参加するという経験をする。その際

に，かつて夫と「いつか行こう」と行っていたビルが新しくなり，結局行けなかったこ

とを思い出す。その際「あなたごめんなさいね。私ばかり楽しくて。」と呟き，イベン

トに向かう大行列に挑むのである。うららもまた，自分一人では行くことができなかっ

たイベントに，雪を誘うという形で行くことになる。いつも「眺めてばかり」なうらら

にとって，とてつもなく大きな変化であった。 

 乾（1979）は，青年期の心理治療において新しい対象（new object）の存在が重要

であると述べている。new object とは父母とは違った発達促進的な対象であり，そう

いった対象との出会いによって，青年は新たな理解者，新たな同一化の対象を得るとさ

れる。うららにとって雪は，new object だったのではないだろうか。雪と興味関心を

共有しながら，過去を振り返り，自己を位置づけなおすことができていったのではない

だろうかと考えた。いずれにせよ，年齢の異なる二人がお互いを見つめながら変化して

いく姿に，私はとても胸を打たれた。 

 以上のような理由から，本書をお薦めする。また本書は既に５巻で完結しているため，

是非お手に取っていただけたらと思う。  

 

引用文献 

乾 吉佑（1979）. 青年期治療における“new object”論と転移の分析 小此木 啓吾

（編） 青年の精神病理 2 （pp.249-276） 弘文堂 

 

https://promo.kadokawa.co.jp/engawa/
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＜広報＞ 

 

研究委員会からのお知らせ 

 

■ワークショップ開催および青年心若葉マーク企画第 1 弾開催のお知らせ 

 研究委員会主催（共催：桐蔭横浜大学）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。久しぶりの対面開催となります。また，今回は午前中 

に若手の方などを対象とした「青年心若葉マーク企画 第 1 弾」を開催いたします。こ 

ちらもあわせてぜひご参加ください。 

 

1. 開催日：2023 年 3 月 26 日（日） 

2. 会場 ：桐蔭横浜大学中央棟 

      〒225-0025 神奈川県横浜市青葉区鉄町 1614 

3. 企画・プログラム： 

  （1）青年心若葉マーク企画 第 1 弾 ：11:00～13:00 

     前半：ミニシンポ「積極的な論文投稿への道（青年心 version）」 

     後半：トークセッション「青年心若葉マーク交流会」 

（2）研究委員会企画ワークショップ：14:00～16:30 

「高校生の今を知ろう」 

 

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。 

mailto:jsyap-nec@googlegroups.com
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● 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 

 
■次年度大会のお知らせ 

第 30 回大会総会にて，次年度，第 31 回大会の開催校が早稲田大学に決定いたしま

した。開催方法や会期などが決まり次第，随時，Web サイトやメーリングリストでお

知らせいたします。 

 

■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.jsyap.org/annual-conference
mailto:seinenshinri@gmail.com
https://www.jsyap.org/

