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1）学会からのお知らせ　http://jahp.wdc-jp.com/　 
■研究推進委員会より（NEW！！） 
研究部会制度に基づく活動助成の募集を2014年度も行います 
新規の申請ならびに継続の申請を受け付けます。 
締め切りは2014年6月20日です。 
　http://jahp-research.blogspot.jp/ !
■日本健康心理学会第27回沖縄大会『南の美（ちゅ）ら島か
ら日本・アジアへ』 
2014年11月1日（土）2日（日）＠沖縄科学技術大学院大学 
ホームページが公開されました。 
★★各種申込み期間は，2014年4月25日～7月3日です。 
　http://jahp.wdc-jp.com/conf/27th/ !
■ 3月29日理事会で2014年度事業計画と2014年度予算が承
認されました。また，6月1日に社員総会が開催される予定で
あり、2013年度決算報告書が審議され， 
審議結果はHPと機関誌に報告される予定です。 
http://jahp.wdc-jp.com/doc/H26zigyou.pdf（事業計画） 
http://jahp.wdc-jp.com/doc/syuushi2014.pdf（予算） !
■本学会の名誉会員でいらっしゃる 
同志社大学名誉教授の松山義則先生が4月14日にご逝去なさ
れました。生前の先生に対するご厚情を感謝申し上げると同
時に，謹んでご報告申し上げます。 !
■6月28日（土）、6月29日（日）の両日， 
研修会（第91回，第92回）を開催します。 
会場は大阪人間科学大学庄屋学舎です。 
　http://jahp.wdc-jp.com/kensyu/kensyu2.html !
2）海外研究動向紹介 Health Psychology 
33(5)　目次紹介 !
■健康心理学に関する最新動向をお伝えするため，不定期で
すがアメリカ心理学会が発行するHealth Psychology誌の目
次紹介を配信しております。 !
Harsh parenting and adolescent health: A longitudinal analysis 
with genetic moderation. 
http://psycnet.apa.org/journals/hea/33/5/401/ 
Pages 401-409 Brody GH et al !
Early adversity and health outcomes in young adulthood: The 
role of ongoing stress. 
http://psycnet.apa.org/journals/hea/33/5/410/ 
Pages 410-418 Raposa EB et al !
History of weight control attempts among adolescent girls 
with loss of control eating. 
http://psycnet.apa.org/journals/hea/33/5/419/ 
Pages 419-423 Vannucci A et al 

!
Longitudinal trajectories of parental involvement in Type 1 
diabetes and adolescents' adherence. 
http://psycnet.apa.org/journals/hea/33/5/424/ 
Pages 424-432 King PS et al !
Subjective socioeconomic status and adolescent health: A 
meta-analysis. 
http://psycnet.apa.org/journals/hea/33/5/433/ 
Pages 433-447 Quon EC & McGrath JJ !
What parents and their adolescent sons suggest for male HPV 
vaccine messaging. 
http://psycnet.apa.org/journals/hea/33/5/448/ 
Pages 448-456 Alexander AB et al !
The course of binge eating from adolescence to young 
adulthood. 
http://psycnet.apa.org/journals/hea/33/5/457/ 
Pages 457-460 Goldschmidt AB et al !
Adherence to asthma medication regimens in urban African 
American adolescents 
: Application of self-determination theory. 
http://psycnet.apa.org/journals/hea/33/5/461/ 
Pages 461-464 Bruzzese JM et al !
Does theory influence the effectiveness of health behavior 
interventions? Meta-analysis. 
http://psycnet.apa.org/journals/hea/33/5/465/ 
Pages 465-474 Prestwich A et al !
Coaction in multiple behavior change interventions 
: Consistency across multiple studies on weight management 
and obesity prevention. 
http://psycnet.apa.org/journals/hea/33/5/475/ 
Pages 475-480 Johnson SS et al !
Physical activity as a mediator linking neighborhood 
environmental supports and obesity  
in African Americans in the path trial. 
http://psycnet.apa.org/journals/hea/33/5/481/ 
Pages 481-489 Siceloff ER et al. !
New English and Spanish social health measures will facilitate 
evaluating health determinants. 
http://psycnet.apa.org/journals/hea/33/5/490/ 
Pages 490-499 Hahn EA et al !
------------------------------------------------------------------------------------- 
日本健康心理学会広報委員会 
　http://jahp-public.blogspot.jp/ !
メールマガジンの配信停止，アドレス変更については下記アドレスま
で。 
日本健康心理学会事務局　<jahp-post@bunken.co.jp> !
メールマガジンへのご意見・ご感想については下記アドレスまで。 
広報委員会　<jahp-ML@bunken.co.jp> !
過去のメールマガジンは，こちらからご覧いただけます 
　http://jahp.wdc-jp.com/health/health1.html
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