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行動を形成したかについては．B1Iss（1994）でうまく硯明されている。人の

性に閲する文化の廉史はI.Ｓin鯉『（1966）参11(1．性の神取はMmrruse（1955）

で錨じられている。

P､119啄族中tItの家族の栂成は雌RoyLfIdurie（1979）で述べられている。

家族の焚理方法のほかの形についてはEdwards（1969)．Herlihy（1985)．

MiltEmuermdSieder（1982）で述べられている。

p,122庫族の気分これらの発見は，すでに何度か補及したがい応onand

Richnrds（1994）の研究による。

p､124複雑な啄族KwinRa1hunde（1996）は．複雑性の理詰的概念を家族

のシステムに適用した。この擬念を用いたほかの発見はCanD1LSchneide『･

andCsikszenlmihaIyi（1996)．CsikszentmihalyiandRathunde（1998)．

Ｈ咽nＮ（1996）参照。

p,125囲法と孤独ドプ人の一般化した妄処についてはReoForIunど

（[1932］１９侭）に述べられている。現実維持の手段としての会話の概念は．

社会学将PcIerBc噸ビrandnlomasLuCkmann（1967）で発展した。

p､126孤独な風景への好みIiIi迦の調売はNoelle-NeumaImandKocher

（1993.ｐ､504）で報侮されている。

p､127才能と孤独１人でいるのが耐えられない生徒が．自分の才能を伸

ばすのにどのような1111題を抱えているかを示すデータは．Csikszemmihmlyi･

Ralhundビ.ａｎｄＷｈａｌｍ（1993）が示している。

p､12７よそ者の恐怖フランスの歴史家PhilippeＡ『itsは．中世のパリの学

生が陥る危険を脱lﾘＩした（Arits’1962)。１７世紀における，通りを歩いてい

る女性に対する脅威はNorbErR（1993）が計及している。

p､130Vitaactiva（活肋的生活）Ｈ６１ｎＭｈＡｒどndt（1958）は．活動的生活

に伴う11t界観と，膜想的な生油に伴う世界観との迎いを相対するものとして

猫じる。生活棟式の「内郁指向」と「外部指向」との差異はRiesman，

G1JIzどr・;mdI〕mImey（1950）で述べられている。「外向性」対「内向性」の類

型学はCi1rlJuI収（1954）が発鵬させた。現在の測定方法についてはCosti，

；,ndMECr;,燈（1984）穆照。

P､131外向的な人の方が幸福外向的な人の方が人生に滴足している傾向

があることを示す研究についてはMyers（1992）が報告している。
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p､８０失粟者イギリスの若年失乗肴のＥＳＭ研究は．JohnHaworthによっ

て行われた（HaworlhmdDuckerl991)。岡際的な失粟肴の鋼代研究は．

InRMmrl（1990）で慨併誉れている。

第５章レジャーの危険と機会

p､９０レジャーは危険である輔神科医の警告は．ｆｈ》ｒｈｍ”（１９郭）で靴告

された。Iljl橡の捜鐘についてはGussm（1967)．Kub鋤･andCsikszenImihaI》，ｉ

（1990）参照。

P､９１日暇神経症引朋は民rmczi（1950）による。Boyer（1955)．Catlell

（1955）も参照。

P､９６腕画卿繁に本を碗む人と．頻繁にテレビを見る人との通いはNoelle-

NuImZlnn（1996）で報勝きれている。

p・”ヘロドトス「ペルシャ咽争」節１巻剖章を参照。

P､９８レジャーと文化的衰退歴史的証拠についてはKelly(1982）参照。最

新の汎文化l1ijの要素についてはInghilleri（1993）参照。

p､100レジャー中心の生き方Macbどthによる研究はMaCbeth（１９銘）で報

告きれている。船染りからの引NlはＰｉｒｓｉＲ（1977）による。ロッククライ

マーからのりIjIjはCsikszどn1mihmlyi（1975）による。

P､105エネルギー使用とレジャーレジャーによる再生不可能なエネル

ギーの澗費は．少なくとも女性にとっては，幸福とはネガティブに関連づけ

られるという知見はGraefeml．（1981）で報倍されている。

第６軍人間関係と生活の質

p､110人とのつきあいの治原的効果陸winsohn（1982）参照。

p,111西洋以外での社会的文脈の重視インドにおける社会的ネットワー

クへの従風の航饗仙はＨａｒｔ（1992)．Kakar（1978)．Ｍａ行iott（1976）で勘じ

られている。１１本のことはASnkawa（1996)，陸b、（1976)．MarkUSfmd

Kit鋤,6,mm（1991）参MKo

p､114友人澗足のいく生楢のための友人の愈要性はMye応（1992）を参卿。

p､117性進化の過程の選択淘汰がどのようにわれわれの性的感情や態艇．
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しない細かい点を明らかにした。そのうちのいくつかは本杏で報告した。

p､６２瑠填とその心理的効果環境がどのように感怖と考えに影唇を及ぼす

かということについて．たいてい催視されているが，例外としてGKIII噸hじ1.

（1993）を参照。この曲点に関する務作は．ほかにCsikszentmil1aIyiand

Rochbe唾H31ton（1981）など。

p､６４１週間のうちの開問と身体症状２つの未刊行の賦験的な研究がある

が，１つはミシガン大学でMnriaWoI収が，もう１つはCyntluinHedricks(IIl

pr“s）が．１Ｗカリフォルニア大学で光成した。注意の典中を饗しない状況と

同級に．明らかに．Ⅱ咽ｕにはより多くの身体症状が報併された。あるfW哩

没砿することで．痛みに気づくのを防げるということを示している。

第４軍仕碩についての矛盾

P､６８アメリカ人は働きたがるこれらの詞壷結果はYankeIovich（1981）に

よる。そして，ほかの回でも類似したパターンが見られた。仕瓢に対する葛

藤はCsikszentmihalyiand陸Fev正（1989）参照。ドイツの社会科学者lIllの対

甜はNoelleNeumannnndStrumpd（198‘1）による。Ｎ“ⅡＧ２・NEumannは．仕

耶への意欲とポジティブなライフスタイルとの結びつきを．「仕耶は人を幸

佃にする」ことの鉦提として解釈した。一方．Stn1mIx2Iは．たいていレ

ジャーが好まれることを「仕事は人を不幸にする」という意味に理解した。

p､６９仕砺の歴史仕耶が何世紀もかけてどのように変化してきたかについ

ての興味深い洞察として．ＢｍｕｄｅＩ（1985)．ｌ壁andDeVOrE（19錦)．

Ｎ〔Drbビ収（1993)．Vfyn吐（1987）などがある。

p､７５表３アメリカのティーンエイジャーが．将来の仕耶に関連した照庇

とスキルをどのように身につけるのかということに間する結果は．スローン

財団が後援する研究で得られた（Bidwゼ1Ieta1.1992)。アメリカの約4.000人

の学生を中学．高校を通して５年にわたって調従したのである。仕邪のよう

でも遊びのようでもない活動をネガティブな体験と考えることについては．

jennihrSchmidt（1997）で僻細に澗飛された。

p､７８女性と仕躯仕耶の体験における性兼は哩耐onI1ndRicmrds（1994）

参照。ＡｍｅＷｅＩＩｓ（1988）はフルタイムで働く母親とパートタイムで働く雌

親との自尊感愉の迎いを発見した。
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ての興味深い報街は次の通り。執兼についてはPerTy（1996)，コンピュータ

についてはTrtwin(》HndTrどvino（1992)．Ｗどbstfr棚1《IMmrtocChio（1993)．

牧えることについてはCoImMln（1994)．硫杵についてはＭにQuiⅡ伽1and

Conde（1996)．マネージメントについてはLolIbris，Crous、３ndSchepe鱈

(1995)．スポーツについてはJackson（1996)．ＳＭｎ･Kimiecik・Daniels･and

jackson（1995)．ガーデニングについてはReiRbErR（1995）などである。

第３軍さまざまな体験をどう感じているか

p､５５罰神病理学とフロー梢神科医MarlenDeVries（1992）は，精神疾患

の岨者が実際にどのように感じているのかについて初めて僻細に研究した人

の１人である。その過程で粉神州則学についてif〔観に反するいくつかの発見

をした。マシミーニ牧授とミラノ大学の彼のグループについてはInghiIleri

（1995)．MfIssiminiandInRhill吐rｉ（1986）を参照。

p､５７創造的な人々RichaIdStemからの引朋と．これ以降の本脊中の引用

は．創逓性に閲する私の最新の研究から取っている（Csikszentmihalyil996)。

これはわれわれが生きている文化をある程庇痩えた91人の芸術家．科学者．

政治やビジネスの揃導者へのインタビューに恥づいている。フローと刺適性

との関係についてはGeorgeKMn（1990）網集のシリーズも参照。

p､５８１人でいることその悪影智に関して．たとえばCsikszmtmihalyi

andla応oｎ（1984)．IarsonmdCsikszentmihalyi（1978)，哩応０，.Mannell・

ａｎｄＺｕｚｍｅｋ（1986)。

p､５９国廓関査側家閥壷で．帯拙と友人がいることとの間迎が示されたと

Ｂｕｒｔ（1986）は棚(I『した。

p､５９家族の中での体験ReedlarsonとMaryseRichardsによる餓近の研

究では．同時にＥＳＭ研究（IaIぅsonandRicharTlsl991）に参加した家族のす

べてのメンバーが．家族との体験で興味をそそるパターンをたくさん見せて

いる。α”禰鋤jjV”ﾉjW8sという彼らの本のタイトルが示しているように，両

親と子どもたちが家で朴唾交沈する時．同じ気分でいることはめったにない。

p､６１車の運転多くの人にとって．ドライブが人生で品も楽しい体験の１

つであることが．われわれのＥＳＭ研究で示された（Csikszentmihalyiand

LeFewel989)。Ｉ｣駁ＵＳ血が後掴する．より沸細なＥＳＭ研究は．多くの予期
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ピーは内なる鋼和の状態をいう。それについてはCsikszentmihaIyi（1988.

1990)‘CsikszentmihaIyiandCsikszentmihaIyi（1988)．Csiks錘ntmihalyimd
Rnthundf（1998）で述べられている。

ｐ､３２自尊感佃WilliamJamesの自尊感愉の定餐はJames（1890）で発我さ

れた。民族IIUの自尊感梢の対比はAsakzlwa（1996)．Bidwelletal．（1997）に

よる。働く母親と騨梁主蝿の母親との自尊感梢の連いはＡｎｎＷｅｌｌｓ（1988）

による。

ｐ､３５胴神作用Csikszentmihnlyi（1993）で．思考における注意力の役荊に

ついて鏑じた。イェール大学の心理学者.IeromeSin群rは．広範囲に空想す

ることについて研究した０．LSinger1966.1981)。

p､３８知性の刷類この分野の基準となる研究は．人の知性の７つの主要な

剛についてのHowardGardnerの分析である（Galndnerl983)。

p,３８才能の発運務稀の才能を高めるのに必要な努力は．Benj刊ｍｉｎＢｌｏｏｍ

（1985）による研究と．私が学生たちと行った研究（Csikszentmihalyi、

Rflthunde､andWhalenl993）で述べられている。

p､４０フロー体験この体験を扱っている主な出典にはCsikszemtmihalyi

（1975.1990)．CsikszentmihalyiandCsikszentmihalyi（19鯛)．Ｍon“nInd

CsikszmlmihnIyi（1996）などがある。より叩門的な研究のためにはAdlai・

CniI（1994)，Ｃｈ“（1995)，HeiIme（1996)，Hekmer（1996)，IImgllilIeri（1995）

を参照。「最適経験」と「心理的ネケントロピー」が，フロー体験の同意鵠と

して使われていることがある。

p､４３図１この図の出典はCsikszentmihalyi（1990）とMassimiluinndCarli

（1988）である。典旺によって．当初の仮脱を改めなければならなくなった

ので．この図は腿年にわたって何庇も改削きれている。たとえば，最新の改

伽では「くつろぎ」と「退屈」の位置を入れ替えた。もともとは．低いチャ

レンジと高いスキルの場合に退屈という体験になると考えていたのだが．多

くの研究で，人はこのような状況ではくつろぎを感じることが示された。た

とえばＡ(ll3i,Gail（1994),CsikszemmihaMandCsikszentmihaM(1988),

ｌＩｅｋｍどｒ（1996）を参剛。一方．退帆はチャレンジとスキルの両方が低い時

に起こりやすいのである。

p､４６フローの頻度ドイツ人についての大規模なフローの調査はNoelle

Neumann（1995）で報告されている。さまざまな活動におけるフローについ
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p､１６女性たちは．．…･水を辺んだHuhon（1993．P､30）から引用。

p､１６レジャーレジャーの岬細な脹史については，恥ＩＩｙ（1982）を参照。

p､１９文化の迎いMrKimMnrrioltは．社会的文脈における個人の立場につ

いての伝統的なヒンドゥー教的見方について述べている（MarTiottl976)。

コーカソイドと東アジア系の子どもたちとの比較はAsakawa（1996）を参照。

ｐ､１９公的な喝例性の発逓のために公的な場をもつことの亜要性について

の峨瞳はH51nnahArendt（1958）によってなされた。

ｐ､２１経験抽出法この方法の岬細についてはCsikszenlmihalyian《llamson

（1987)，Ｍon“nndCsikszentmihalyi（1996）を参照。

第２軍体験の内容

p､２４９つの甚本的な感栂区別ができ．文化を超えて魁められる主喫な感

慨は．再び、怒I)．恕しみ．恐れ．関心．恥．卵の意戯．ねたみ．落ち込み

である（CamposandBam合ttl9制)。

p､２５遺伝的に鱒られた感佃チャールズ・ダーウィンは．感備は生存の目

的に役立ち．身体の物即的器涌が地化するのと同じように進化すると理解し

ていたが．辿化の視点から心耶的な将徴が研究され姉めたのは．ごく岐近で

ある。姓近の例はDiwi《ｌＢｕ誌（1994）である。

p,２５幸福常柵の鹸初の現代的な心理学研究の１つであるNorman

Bmdbum（1969）の耐ｇＳｍｕ””q′ﾊﾘで加lngjmj恥".“昭には当初．タイ

トルに「H叩piness」という柵があった。しかし．非科学的に思われることを

避けるために，後で「PsycholoRim1W鮭11.BEi叩」に蜜えられた。現在の研究

はその勘点に側する幽範川にわたる概括を含む。Mye齢（1992)．MyGrsand

I)ienどｒ（1995）などである。ＤｉピnerandDiener（1996）では，人はたいてい

幸禍であることを発見した。もう１つの参照元はＬｙｋｋｅｎａｎｄＴもllegcn

（1996）である。収入と幸柵の脳I際的な比較は．IngMMIrt（1990）である。主

饗なIIIllInは，そのような研究は，、符将rI身の幸柵についての全体的な訴価

に依拠しているということである。人は脚分の生活の内群に関わりなく，ｎ

分の'1柵を幸佃であると思う噸Ihlが強いので，このような測定法では人の生

活の質についての多くの梢報は僻られない。

p､３０心理的エントロピーつまり庖臓内の葛醗その逆の心理的ネケントロ
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＊参考文献に含まれる人格と寄場．日本細で炎記しにくいものは原綿で衣記し

た。

第１竃日々の生活を柵成しているもの

p､２オーデンオーデンの詩と．現代文学におけるその位圃づけへの優れ

た誹諭はＨ“hｌ（1993）を参照。

P､７体系的な現魚学本杏でなされた主弧の理鐙的・経験的基礎は．たと

えばCsiks燕nImihnIyi（1990.1”3)．Csikszどmmi1ualyi刊､〔lCsikszenlmih別lyi

（1988)．Csikszmtmihnlyian《lRa1hun〔'ぜ（1993）を参照。

P,７ヒヒ放し飼いの盆災別の活動のi１Fしい脱IりIはA1tmaIm（1980）による。

中枇のフランス南郎での農民の日常活動は陸Roy垣durie（1979）で報告さ

れている。

P､９日常生活の相違点蹄鎗雌小『”他に関わったフランスの雁史家たち

は．一般人がきまざまな朕史的段陪でどのように生橘していたかということ

についての研究に軒手した。馴型の例はl)KwisandFarIgビ（1993）を参照。

p､１２Ｅ・Ｐ･トンブソンT1mmpson（1963）は．イングランドの工業化の結

果としてI』常生活がどのように変化したかについて．真に迫った解説をして

いる。

P,１３表１この炎に示されるデータの出典は.以下の通りである。アメリ

カの大人の時１１１１配分は，ＥＳＭを使って．CsikszenlmihalyiandGraef（1980)．

CsikszentmihaIyiand睦陸vrc（1989)．KubeyimdCsiksz印tmihaIyi（1990)．

LamsonmdRichnrds（1994）で報侮されている。若者の時間配分については

BidwelletnI.(l”7).CsikszGnImilln1yi＆､。“応〔)､(1984),Csikszentmih副Iyi，

Ｒ狐hund⑤,細MIWh8llm（1”3）を参照。

P､１４閲間配分狩猟採典腿が堆醗的な沿動にどれくらいの時川を費やした

かはMilrshmⅡ動hlins（1972）で概算されている。矧似した紡果は畦eand

DeVore（1968）でも報併されている。１８世紀の時Ⅲ配分はThompson

（1963)．近代のものはSz811刊ｉ（1965）を参鮒｡
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鍵34-35.1,1稀と－２０２

モチペーシ§９ン

外発的な－３２，仕ﾘIと－７６－

７７．染中と－３７．心理的エントロ

ピーと－の欠如３２．内発的な－

３２．－に欠ける青少年75-76．

日々 の活動と-51,54-55,目標と

-31-32.鋼-35

モーツアルト３８

ヤロー．ロサリンＭ7-148.152

友人59,114-117,119.195→人川関係

優先耶噸150-151

ユング．カールｌ３１

よい人生３－４

繭甘稀２Ｏ２

よそ冊127-130

欲求196-201

ラーソン．リード７ａｌ２２

ラデュリ．ルーロワ８．１２０

ラビナウ．ジエイコブ槻.１７８

リスト．フランツ６２

リード．ジ別ン86,1鋤,150

笠佃太郎１１２

ルソ－．ジャンージャック５，１１１
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霊畏類７－ａｌｌ３

レジャー活動１３.l6-18b90-lO8

→般の人と－１０１－１０５．－から

切り随された仕耶86-87.lOI-l02・

再生不可能なエネルギー澗費と－

１０５．仕事と－１０７，社会の質と

－１０６－１０７．心珊的エネルギーと

-17-18．心理的エントロピーと

-91-92．欄棚的対受身的一

93-97．刺''１束と－１“，梨しむこ

との雌しさ91-93.101.-と一体

化した仕邸102.107-108.-に叙

る社会93-91.97-鯉１０６．－に使

われた時間16-17.-の体験の質

ａ５１．詞-劃．フローと-53-51.

93-97.99-10ａ'07-108.-を中心と

した生活99-102→侭概的レジャー‘

受身的レジャー

レストラン１７.別

恋愛５４

レントゲン．ヴイルヘルム．Ｃ、１４７．

１５２

ロジャーズ．カール198-1”

ロックウェル．ノーマン１３０



ヒヒ7-8.113

1I々の活動→体験

M々の生活→体験

ヒンドゥー牧19,33,111-112

不唆43,45

フィードバック４l

フォード．ヘンリー１５２

複雑な家族１２４

フーコー．ミシェル２７

仏敬33-35‘１８９

物質主蕊２ａｌ８８

フラクタル幾何学２０４

フランクリン．ベンジャミン１２．１“

フレミング．アレクサンダー１４７

フロー40-47

受身的レジャーと－５３－別．会砧

と-162-163.家族における－

155-158.-から切り離された地獣

２１１，－からの迅速なフィードバッ

ク41-42．虚待を受けた子どもと

-139-140．苦痛と－６４．幸

禍と－４‘1．予行てと-159-

160．仕咽と-51-53.81.83-85,

143-154．集OIOと-43-44．心珂的

エネルギーと-43-44,生活のパ

ターンを変えることと-138-163．

青少年と-142-143,輔神鋼珊学

と-55-56．成腿と-43-45.

刺迩的な人の－５７．人IⅢ関係と

－５８－５９１１３－１１５．１別-163.-

の辿段的または破填的なⅢ的１９９－

200.-の定遮４G４１，－の災現

138-143.-の頻度46-47.-の

杵及138．バランスのとれたチャレ

ンジとスキルと－４３．フロー活動

と-41.46-47.11楓と－４１．

１９６．友人と－１１４－１１５．レジャー

活動と-53-“93-96698-102.

107-108．老齢と－１記

フロイト，ジークムント５．１例

フロー活動41.46-47

文化19,111-113

郁蹴の感怖的側面61-62

｢ペルシャ戦争」（ヘロドトス）９７

ヘロドトス９７

勉強169.170→仕事

ヘンダーソン．ヘイゼル１８０２０７

ポーア．ニールス６２

ホィーラー．ジョン・アーチポルト

132.206

ポストモダニズム２８

ボーリング．ライナス85.Ｍ0-141.

155.178-179

ポント・トレンタッス（イタリア）１０２－

１０３

マシミーニ．ファウスト認．'舵

マズロー，アプラハムl98-l99

マドンナ（歌手）３２

麻薬４５６９１

マヤ族９８

マルクス．カール２７．７０．９８

マルクーゼ．ヘルベルト１１８

身づくろい13.51.53

未来２１１

無気力43,45

メディアの消費→銃書，テレピ

メノナイト103-lO4

メラネシア７２

メンデル．グレゴール１０４

面Ⅱの人183-184

目標31-35

科学と-202-212．感柵と－

35-36,建設的な．破壊的な-

199-201．思考と-35-36．自尊感

慨と-32-33．心理的エネルギー

と－銘34-35.195．心即的ネケン

トロビーと－３１‘優れたもののた

めの新たなよりどころの発見２０１－

２１２，－の階層３１．フローと－

41.196．モチベーションと－３１－
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ン．スポーツ

摂食障瞥５８

稗と悪209-210

制遮的な人57.62-63.132-l制，’52-

154.176-180

ソクラテス１８９

退役軍人２００

退屈43,45

体験6-12,18-20→レジャー活動，生活

維持活動，生迩的沿動．体験の賀

体験の質50-66668

一日のうちの時iIlIと－６３．一週間

の日々と－６３－“･家族と－

122-121．虹の運鮭と－６１．経験

抽出法の研究55-56．幸禍と－

51.劃-55．孤立と－５８．自己Ⅱ的

的パーソナリティーと－１７１．巣

中と－５１.別．人生の質と－

55-57,生活維持活動と-51,53,

生産的活動と-51-53,積極的レ

ジャーと－１７３，創 迭 性 と －

５７，人'１１１関係と-58-60,場所と

-60-63,フローと-55-56．

ほかの活動との体系的な関係と－

５０，モチベーションと-51.53-54,

レジャー活動と-51.53-54

ダイソン．フリーマン８６.ｌ３２

ダーウィン．チャールズ２０Kｌ

多元主義１２９

他者と関わる能力に欠けていること

ｌ８９

達成３３

男性１５→性篭

ダンテ７

チャレンジ42-43.150

注意力→心馴的エネルギー

デイヴイス．ナタリー・ゼモン９，１７６

デイキンソン，エミリーｌ似

テイヤール・ド・シャルダン．ピエール

201,205
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ティーンエイジャー→青少年

｢出口なし』（サルトル）１１４

テレサ．マザー３２

テレビ’3.17.51.53.91.95-96.169.170

テロの被害者１８４

束洋の叢教33-34→仏教･ヒンドゥー

教

銃書13,17.51.91.96

ドプ族（メラネシア）１２５

内向性130-135

内的欲求（マズロー）１９８

内発的なモチベーション３２

ナバホ族鱒

ニーチェ197-199

日曜神経症９１

日本112-113

人間関係llGlll

外向性対内向性130-135．経験抽出

法の研究１１俳１１１．幸細と－

110-111．仕耶対-154-156．仕耶

における-160-162,心珊的エネ

ルギーと－１１４‘１９５，性的な一

別,117-119,体験の閲と-59-60,

他者と関わる龍力に欠けていることと

－１８９，－に影辱きれた体験

６．８１８－２０．－における社会活動の

違い’8-19.111-114.-に使われ

た時Ⅲ19-20.-のための必嬰条

件114．フローと-114.1別-163．

見知らぬ人と-127-130→家族．

友人．結鋪．孤立

人間性心理学196-200

ネイティブ・アメリカン98-99

年齢９－１０

ノエル＝ノイマン．エリザペート１２６

場所60-63

パスカル．プレーズ６

皿親33.159-160→Ｗｒて，女性

半身不随の人々183-184

ピザンツ帝国鮒



184．心理的エネルギーと－１７５‐

185．青少年の-169-175．創造的

な仙人の-176-180,体酸の間と

-171-173,テロの彼杏荷の－

１８４，－における公平な興味関心

179-181.-によって減少する心理

的エントロピー１８８．－の測定法

１銘-171.-の定義166-168.-

の発迩182-185.-を発迎させる

ために必要な時'''1181-1樋

間段１２４

側尊感愉32-33.77-80

失柔８０－.仕事

社会’8-19.111-114

社会的噸場９－１０

社会的文脈18-20,111-11‘１

社会的幼形成熟１７４

社交→会話

目111時IHI→レジャー活動

典中35-38.43-判.５１.認.’15-116,126‐

１２７

十分に樋能する人間１９８

趣味17.劃.93-95,169-171

障蒋を曲った人183-1劉

食躯＆'3.15.5か51.53

女性15-16.77-80→性差

辿化201-205,208-211

神経システム８

典拠４－５

人'kの質（雌活の質）6-7.12-2ｑ55-57

心配43,45

心理的エネルギー

家族と-124.155-160．感慨と

－３５．予行てと-159-160.

忠孝と－弱-36．（l:邪と－

Ｍ5-1‘１９．，己１１的的パーソナリ

ティーと-175-185．巣中のため

の－３７－３８生活維持活動と－

１３．生産的活動と－１３，－に

よって形成きれる体験８－９，人川間

係と－１１３－１１４．１９５．フローと

-43-44．未来と－２１０．Ⅱ侭

と-32.34-35,195-196,レジャー

油勤と－１３

心叩的エントロピー30,32.91‘125,

145-146.188-190

心即的ネケントロピー３１

心即擬法194-195

スキル42-43.151

スターン．リチャード57.192-193

ストレスＭ4.150-151.160

スピリチュアルなエネルギー５

スポーツ17,93己95.169-170

スポツク．ペンジヤミン188,206

唯活維持活動13-16.1851.錦→'1〔の退

転，食耶．身絹い、家躯

性溌9,15-16,61-62,77-79,122-123

生巌的活動13-15,l8b51-53→公総食

耶．仕事

青少年

、己ロ的的な-170-174．典118と

－１２７．－に好まれる喝所６０．

－の仕湖への馴胆73-76.-の

破壊的行動２００．－のフローの頻

度142-143,-のモチペーション

の欠如７６．－のレジャー橘動

93-95．友人と－５９．１１４－１１７

柵神郷理学55-56

成腿43-45,196-200

性的な関係54.117-119

生物学的な作用６

責任189.209

積極的な責任１８９

積楠的レジャー

アマチユアと-101-105．受身的

レジャー対-91-97．背少年と

-169-173．専門家と－lOi-

lO5，楽しむことの難しさ１０１．－

の体験の質１７３，フローと－５４

→運動．趣味．映画，作曲，レストラ
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