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我が国の今後のスポーツの発展を期待し，2015年
10月にスポーツ庁が新設された。スポーツへの関心
が高まる中，政府は「地域スポーツ等も含めた我が国
のスポーツ全体を更に発展させるための施策を総合的
に進めていく」（文部科学省， 2015）ことを明言した。
地域スポーツとは，放課後や休日に学校活動とは別に
地域の子ども達を集めて運営されるスポーツ団体と定
義される（永井， 2013）。地域スポーツは，競技能力
の向上，友人の増加，忍耐力・積極性・自信の形成，

体力向上，家族の会話の増加などの教育的効果が挙げ
られ（Conroy & Coatsworth, 2006; Donaldson & Ronan, 
2006），学校での部活動がない小学生にとっての運動
機会にとどまらず，子ども達の発達や人格形成を保障
する重要な役割を担う。このように地域スポーツの社
会的意義は自明だが，中高生の運動部活動と比べ，地
域スポーツの歴史や意義，また現状とその抱える問題
などの研究が積み重ねられてきたとは言い難い（安倍， 
2010）。よって，本研究では今後社会的役割がさらに
重視されるであろう地域スポーツを取り上げる。 

地域スポーツの現状

国内外の地域スポーツの現状を概観すると，スポー
ツ文化が盛んなアメリカでは，1980年代以前には近
隣の地域スポーツに子ども達が自ら行き来でき，より
自由に参加できていた。しかし，次第に若者のスポー
ツがよりパフォーマンス主体に傾くにつれ，スポーツ
教育のカリキュラムが専門化され (Coakley, 2006)，親
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はよりよいプログラムを求め広域から所属するチーム
を選ぶこととなった。つまり，親が子どものスケジュー
ルをマネジメントし，車での送迎が前提となる地域ス
ポーツへの参加形態に変わっていった。
アメリカの地域スポーツは，試合中心で選抜に合格
した選手のみが参加できる競技スポーツと，希望すれ
ば参加できるシーズン制レクリエーションスポーツと
に分けられる（Fortier, Vallerand, Brière, & Provencher, 
1995）。一方，日本の地域スポーツは，アメリカのレ
クリエーションスポーツと類似する総合型地域スポー
ツと，年間を通して行われるボランティア主体の地域
スポーツと，習い事としての民間経営の地域スポーツ
に分類できる。その中でもチームスポーツを代表する
野球，サッカー，バスケットボール，バレーボールは，
ボランティア主体の地域スポーツが主に担う（片岡他，
2013）。
ボランティア主体の地域スポーツとしては，スポー
ツ少年団が有名である。スポーツ少年団は 1962年に
社会教育の一環として，運動部に入っていない中学生
を対象に多種目を楽しむという趣旨のもと結成され
た。1960年代からリトルリーグ，バレーボール，ミ
ニバスケットボールなどが各地で組織的に行われた
が，その後 1970年代には団員の多くを小学生が占め，
全国大会を目指す競技大会組織となっていった。つま
り，我が国のボランティア主体の地域スポーツは，ア
メリカのレクリエーションスポーツと競技スポーツの
両者の要素が混在しているのである。本研究では，こ
のボランティア主体の地域スポーツを取り上げること
とし，以下「地域スポーツ」とはボランティア主体の
ものを示すこととする。
地域スポーツの 1つの特徴は，日米ともに練習の当

番や試合の送迎など親の援助が必要となることが挙げ
られる。このため，必然的に親とチームとの関わりが
深くなる（大橋・井梅・藤後， 2015; Smoll, Cumming, 
& Smith, 2011）。習い事は子どもが参加し，親の関与
はないことも多いが，地域スポーツでは積極的な親の

関与が求められるため，親同士はより密な関係となら
ざるをえない。つまり，地域スポーツについて取り上
げる際は，親抜きには語れない。親は子どもとともに
地域スポーツに関わるため，家族のコミュニケーショ
ンの増加（Dorsch, Donough, & Smith, 2015），子どもの
成長や楽しんでいる様子の実感（Wiersma & Fifer, 
2008），子育てネットワークの拡大（Na, 2015)など様々
なメリットが得られる。一方で親は子どものスポーツ
を通した対人関係の中で困難にも遭遇するであろう。

本研究の目的

地域スポーツでは，父親はボランティアコーチとし
て関わる人もいるが，その場合，基本的には主体的に
関わりを希望する場合が多い。一方母親は，当番や付
き添いなどを担うことが多く，メンバーの母親全員が
何らかの形で参加を求められる傾向にある。ゆえに本
研究では，地域スポーツの主な担い手である母親に焦
点を当てることとした。
子どもの地域スポーツを通した母親の経験は，スト

レス発散や子育てネットワークの拡大などポジティブ
な報告がある（石原，2010）。一方，ネガティブな経
験に関しては，状態不安の悪化（石原，2010）や対人
関係のトラブルが報告されている（井梅・藤後，
2014）。しかし，対人トラブルが起こる条件や，どの
ような状況で母親の不安が高まるのか，その具体的な
文脈は明らかになっていない。
上記した問題の探索には，地域スポーツに子どもが

所属する母親の視点に立ち，母親のネガティブな体験
の実態を調査することが必要である。しかし，地域ス
ポーツでネガティブな体験をした母親達に焦点を当て
た研究は見当たらず，このような未だよく分かってい
ない現象を研究するには，量的方法や横断的な研究方
法では扱いにくい部分があると思われる。そこで，本
研究では質的研究法を採用することで，より詳細な当
事者の実態を明らかにすることとする。

Table 1
対象者の属性

No 性別 種目 所属期間 コーチ数 選手数 チームの競技
レベル

子どもの競技
レベル

1 男児 バスケットボール 小 5─ 6  4名（内親 2名） 15名 地区大会  準レギュラー
2 男児 バスケットボール 小 1─ 6  5名（内親 2名） 19名 地区大会上位  レギュラー
3 男児 バスケットボール 小 4─ 6  4名（不明） 不明 県大会  レギュラー
4 男児 野球 小 1─ 6  6名（内親 6名） 30名 県大会  レギュラー
5 男児 サッカー 小 1─ 6  8名（内親 8名） 60名 県大会上位  レギュラー
6 男児 野球 小 4─ 6 10名（内親 6名） 35名 県大会上位  レギュラー
7 男児 バスケットボール 小 3─ 6  4名（内親 2名） 50名 地区大会上位  レギュラー
8 男児 野球 小 1─ 6 16名（不明） 24名 県大会  レギュラー
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方　　法

対象者および選定理由

本研究の研究対象を，「地域スポーツ活動を経験し
た子どもを持つ母親」とした。対象者は著者らの知人
による紹介や，対象者による紹介により次の対象者を
募るという縁故法式サンプリングによって集められた
8名であった（Table 1）。
地域スポーツの主流を占めるスポーツ少年団の平成

28年度都道府県別競技別団員数（日本体育協会，
2016b）では，サッカー，野球，バスケットボールが
上位を占めており，男児の参加人数が多い。そこで本
研究では，この 3種目の地域スポーツに所属していた
男児を持つ母親を対象とした。また，対象者は全て違
うチームから選定し，結果の偏りを防ぎ対象の多様性
を増やすこととした。さらに，対象者の子は全員が「卒
団」という状態までチームに所属している。このこと
は，4年生以降試合が増え，当番やチームの取りまと
めなどを経験する可能性が高いため，親同士の関係が
生じやすいことを意味する。つまり，ネガティブな体
験が生じやすい状況を検討するという本研究の目的に
合致しているといえる。

調査期間とインタビュー手続き

2014年 6月から 11月の間にインタビュー調査を実
施した。調査では対象者の自由な発話の中でどのよう
な体験が語られるのかを重視したため「エピソード・
インタビュー」（Flick, 2007）を参考に行った。この
手法は，構造化されたインタビュー形式に比べ，エピ
ソードという形式を用いることで現場の状況と結びつ
いたより細かいナラティブを得ることができる（Flick, 
2007）。具体的にはまず対象者に「子どもの地域スポー
ツを通したネガティブな体験をきかせてください」と
いうガイドで語りの生成を促し，その後，体験に関す
るエピソードへの質問や詳細を調査者が適宜訊ねてい
くスタイルをとった。
調査実施前に，本研究の趣旨，研究への参加は自由
であること，データは研究目的以外に使用されないこ
と，録音されたデータは著者ら以外の者が扱うことが
ないこと，研究参加への中止はいつでも可能なこと，
個人が特定されるような公表はしないことなどを文書
と口頭にて説明し，承諾書にサインをもらった。

データの分析

本研究では修正版グラウンデッド・セオリー・アプ
ローチ（Modified Grounded Theory Approach：以下，
M-GTAとする ; 木下，2007）を用いてデータ分析を行っ
た。その理由として，本研究では数量的なアプローチ
では扱いにくい，対象者を取り巻く社会的相互作用を

テーマとしたことが挙げられる。
分析では以下の 4つの過程を経た。
1.インタビューを全て逐語化しローデータを作成し

た。
2. ローデータを精読し分析の指針を定めた。

M-GTAでは，研究の対象となる「分析焦点者」と，
分析の方向性を定める「分析テーマ」を設定しデータ
を分析した。本研究では「分析焦点者」を「地域スポー
ツ活動を経験した子どもを持つ母親」とし，「分析テー
マ」を「地域スポーツにおけるネガティブな体験及び
問題」と設定した。

3.設定した分析焦点者の発言の中の，分析テーマに
合致する発言を全て抽出し，発言が何を表現している
のかを抽象度を上げて表現したものを「概念」として
生成した。概念を生成する際には，「分析ワークシート」
（木下， 2007）を作成した。
ワークシートには，「概念名」，「概念の定義」，「具

体例」および解釈の検討・疑問・アイデアを記録する
「理論的メモ」欄を設けた。ローデータの中には，「地
域スポーツにおけるネガティブな体験及び問題」につ
いてエピソードとして発言していた箇所となる「具体
例」は全部で 217（最終的に分析に用いた発言数）あり，
それらが分析ワークシートを用いて分析された。例え
ば，「もうやっぱ子どもが出てないってときはほんと
に辛かった」というネガティブな発話をワークシート
の「具体例」欄に書き込み，その後，発話の抽象度を
上げる解釈をした結果，「概念」欄は「子どもが試合
に出られない」とし，「概念の定義」欄に「試合に自
分の子どもが出られない。それでも応援には行くが，
行っても活躍する姿は見られないことについて複雑な
思いがある」と書き込んだ。また，その際に出てきた
疑問点などを「理論的メモ」欄に記載しておき，分析
を進める際の記録とした。次に，臨床心理学者 2名と
社会心理学者 1名の計 3名が各々作成したワークシー
トを持ち寄り，類似した概念を統合させた。その後，
1名の臨床心理学者と 1名のスポーツ心理学者が内容
の妥当性を確認し，最終的な概念生成を合議により決
定した。

4.さらに共通する内容を有する概念を「カテゴリー」
としてまとめ，より高い抽象度で分析テーマを説明す
る作業を 5名による合議のもとで行った。
分析は上記の過程を順に辿ったわけではなく，各々

の場面で行きつ戻りつを繰り返して行った。なお，分
析の収束を意味する「理論的飽和」に関しては，「ワー
クシートごとに概念の完成度を判断」（木下， 2007）す
ることとした。5名の合議と具体例の数によってワー
クシートを精緻化したことで分析の収束と判断した。

結　　果

地域スポーツ活動を経験した子どもを持つ母親のネ
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Table 2
カテゴリー・概念・具体例一覧

カテゴリー 概念（発言数） 具体例
対象者 No.実際の発言例

子どもの競技
活動に関する
問題（19）

子どもが試合に出られ
ない（7）

1.  うちはずっとベンチウォーマーで 6年で初めて 1クォーター出れた。他の子は 4年の
時からベストはってる子ばかりだったから格差があって。

自分が不調なときに
リーダーをやっていく
子どもを見る辛さ（4）

3.  自分が不調な時にリーダーをやっていくメンタル。「自分の技術も上げなきゃ」だけ
ど「皆の面倒もみなきゃ」。でも自分にやる資格があるのか悩んだ時も。だけどそう
いう時にもキャプテンやっていかないといけない。

子ども同士のいざこざ
が起きてしまう（4）

7.  上学年の子からいじめられたりとかは聞いた。ボール回してもらえないとか。ワザと。
試合中，ボールが回ってこないとか。

スポーツ以外の交友関
係へも悪影響（4）

6.  放課後遊ぶ時に，「部活の子はそのスポーツで遊んじゃいけない」って言って入れて
くれなかったのが悲しかったみたいです。

コーチに関する
問題（85）

コーチの暴言や罵声へ
の不快感（9）

5.  本当にぼろくそ言ってるコーチ。試合の時コーチが子どもにぼろくそ言いすぎて，審
判に今度暴言吐いたら下がってもらうと注意されてました。

コーチの指導方針に納
得できない（14）

6.  指導の面ですごくこうトラブルがあったりとか。すごく厳しくしちゃうと，子どもが
やっぱり嫌になっちゃって。

行き過ぎた勝利至上主
義（9）

4.  勝ちたいっていう思い，勝たせてやりたいっていう思いと，試合に出られない子の思
いっていうのが，うまくこう持って行かれなかった。

コーチの選手の起用方
法に関する不満（18）

2.  すごく今日調子がいいと子どもが言ってても出れなかったり，すぐ引っ込められたり。
同じ事していても好きなタイプがあるから，コーチにも。

コーチの指導力に不満
（14）

5.  低学年に中高生レベルの言葉で教えたり，コーチの教える力量の差が激しくてやめて
いく子もいる。子どものメンタルを育てるプロじゃないから，せっかく伸びそうな所
を叩き潰すことがある。

チームを私物化する
コーチ（15）

2.  どれだけ強いチームをもってるかがステイタスみたいな所があり。うちの学年は比較
的弱く，コーチにはっきり，後は補助要員と言われました。

コーチによる「いじり」
（6）

7.  コーチがわりとからかう人。低学年の子は真に受けて泣いちゃったり。例えば，小さ
い子に，これができないとただのチビだよとか。

自身の生活と
子どもの活動の
両立困難（20）

自分の時間が無くなる
のが嫌（7）

6. やっぱり私の時間が無くなるのが一番大変。

日常でも子どものクラ
ブのことを考える（7）

1.  頑張った，もうほんと辛かった。いつも仕事の時も週末も，試合のさ，不甲斐なさを
さ，悶々として。

仕事・家事・育児との
両立の大変さ（6）

1.  仕事もして，もちろん母でもあり，家事もしなきゃいけない中，急遽入った試合があ
ると，引率当番とか全てのことを考えなきゃいけない。

父親の干渉・
期待の問題
（19）

チームの勝敗と子ども
の活躍は別物（4）

1.  チームが勝って嬉しいけど，うちの子こう（ミスが多かった，活躍できなかった）だっ
たなっていうのが多すぎて。

父親がチームへ過干渉
（6）

5.  試合に負けるとあのプレーは何とかだろみたいに説教するパパがいて。コーチでもな
いのに，と納得いかなかった。

父親の過干渉に子ども
がとまどってしまう（5）

3.  時 （々プレイの指示を）言っちゃう人もいて。子どもの方が言われている内容が違うっ
ていうのは分かってるのね。それで子どもが戸惑う…。

父子のスポーツの話題に
入れないもどかしさ（4）

6.  関係がいい感じになってくれて良かったと思っているんだけど，私は入り込めないの。
旦那が先にこう，ガーってきちゃうので。

役割や当番関係
の問題（34）

応援にくることが当然
という雰囲気（6）

8.  問題は，試合を見に来ないといけない，朝からいないといけない，という強制的になっ
てるんですね。

当番調整の大変さ（11） 5.  順番が来てるのにやらない人も出てくる。勝手に休むとか。そうすると皆で穴埋めを
しなきゃいけないのも大変だし，それを仕切るのも大変。

しない親・できない親
とする親・できる親の
差（8）

3.  私たちが入った頃はやらない事は許されなかったけど，最近はやらない人も増えてき
た。やらない人は何にどの位お金がかかるかも知らずに「高い」とか「遠い」とか言
う。役員の中にはショックを受ける人もいる。

他のメンバーに見えな
い仕事を背負い込む（5）

1.  （代表や役員になると）時間と労力が一番。必要な物が出来ないと困るから，夜中やっ
てた。4時くらいまでとか。でも皆には見えないじゃない？

チームの役割と親とし
ての立場の葛藤（4）

1.  周りのお母さんにも子どもにも目を配って，代表としていなきゃいけなかった。本当
は子どもの応援だけに行きたいし見てあげたいところを。

母親同士の関係
の問題（40）

母親同士のニーズの違
い（11）

3.  「バスケで中学に入りたい」子どももいて，実績が欲しい親もいるし，「楽しくできれ
ばいい」「放課後の預かり場所」という人もいる。色々な人がいるから大変。

子どもへの否定的な声
かけ（5）

2.  「はずしたー」，「あー！ 今の決めてくれれば」とか，他のお母さんから。「決まんなかっ
たよねー」とか言ってる。

母親同士の関係を良好
に保つ必要（12）

1.  学校も一緒で，顔を合わせてるし。子どもは仲いいから親がもめるわけにはいかない。
全部押し殺して，表面上はうまくやらなくちゃいけない。

自分の子どもよりも上
手な子に対する嫉妬（8）

5.  うちの方が（先に）サッカーを始めたのに，という嫉妬を受けた。自分のポジション
はトップだったのに，何であなたの所がみたいな。

ボランティアだから文
句を言いやすい（4）

3.  ボランティアで成り立っているから，文句も言いやすいし，文句言われても「言われ
る筋合いないよね」って気持ちになる。コーチも親も。
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ガティブな体験および問題について，217箇所の発言
を分析した結果，6つのカテゴリーと 28の概念を生
成した。Table 2にカテゴリー・概念・概念生成のも
ととなった発言数・具体例を提示する。また，以下に
分析によって生成したカテゴリーについて，結果を記
述するツールであるストーリーライン形式（木下，
2007）で説明する。

子どもの競技活動に関する問題

子どものスポーツに関わるうえで，子どもにスポー
ツを楽しんでほしい，競技がうまくなってほしい，試
合で活躍してほしいなどの願いを，母親は一般的に
持っている。しかし，「子どもが試合に出られない」，「自
分が不調なときにリーダーをやっていく子どもを見る
辛さ」のように，競技者としての力不足に葛藤する子
どもの姿を目の当たりにし，母親自身が辛さを感じて
いた。「子ども同士のいざこざが起きてしまう」よう
に子どもがチームにうまく適応できていないことで母
親も傷つく様子も示された。これに加え，「スポーツ
以外の交友関係へも悪影響」という，スポーツを超え
た生活空間での不適応もみられる。

コーチに関する問題

チーム運営や指導法に関する内容として，「コーチ
の暴言や罵声への不快感」，「コーチの指導方針に納得
できない」様子がある。また，これらを引き起こす要
因として「行き過ぎた勝利至上主義」，「コーチの選手
の起用方法に関する不満」，「コーチの指導力に不満」
が指摘される。さらに，「チームを私物化するコーチ」，
「コーチによる『いじり』」という，コーチがチームに
対して権力を行使しており，支配的なチーム風土が形
成されている様子も伺えた。

自身の生活と子どもの活動の両立困難

子どものスポーツが中心的な生活になってしまう
と，「日常でも子どものクラブのことを考える」こと
が生じてしまい，「仕事・家事・育児との両立の大変さ」
を感じることとなる。多重役割の大きさが示され，そ
のような生活に対して負担を感じ，「自分の時間がな
くなるのが嫌」というネガティブな感情が芽生えてし
まう。

父親の干渉・期待の問題

子どものスポーツを通して，母親だけではなく，父
親も巻き込まれることとなる。また，父親の息子に対
する思い入れが強く，それゆえに「父親がチームへ過
干渉」となる。試合中に父親が興奮してしまい「父親
の過干渉に子どもがとまどってしまう」ことや，チー
ムの勝敗だけでは物足らず，「チームの勝敗と子ども
の活躍は別物」に見ることが生じ，子どもが活躍でき

なかった場合さらに過干渉になる父親の様子が浮かび
上がってきた。そのような父子の相互作用の中，父親
と子どもの心理的距離感が近くなり，「父子のスポー
ツの話題に入れないもどかしさ」を母親が感じている
様子が示された。

役割や当番関係の問題

地域スポーツは主にボランティアが主体としてチー
ム運営しているため，親のサポートがなければチーム
の運営が成り立たない。そのため，「応援にくること
が当然という雰囲気」が成立する。さらに試合の応援
のみならず，運営準備などの「当番調整の大変さ」も
同時に存在する。その中で「しない親・できない親と
する親・できる親の差」が生まれる。その結果，特定
の母親が「他のメンバーに見えない仕事を背負い込む」
ことになる。自身の生活とのバランス以外にも「チー
ムの役割と親としての立場の葛藤」があり，特に役員
を引き受けると常に周りの親・子・コーチにも気遣い
が生じている。

母親同士の関係の問題

地域スポーツで生じる対人関係には母親同士の関係
がある。特に勝利への温度差など「母親同士のニーズ
の違い」は重要な課題である。それらは試合中の態度
にも現れ，「子どもへの否定的な声かけ」がその顕著
な例である。また，「自分の子どもよりも上手な子ど
もに対する嫉妬」も生じる。しかし，地域スポーツの
チームメイトは，同時に学校でのクラスメイトでもあ
るという立ち位置の葛藤もあり，「母親同士の関係を
良好に保つ必要」があり，常に互いの距離感に気を遣っ
ている様子が伺える。ただし，「ボランティアだから
文句を言いやすい」ことも事実であり，ボランティア
ゆえの問題も見受けられる。

考　　察

本研究では，まず，母親同士のトラブルが，子ども
への否定的な声かけや自分の子どもよりも上手な子ど
もに対する嫉妬など，子どもを媒介とした母親同士の
複雑な関係の中で起こることが示された。子どものス
ポーツに関わる中で，チーム内でレギュラーと非レ
ギュラーの位置が明確になり始める 4年生頃から，子
どもの競技力に関して母親は葛藤を覚えるようにな
る。つまり，子どもが試合に出してもらえないことに
対して，母親はネガティブな感情を経験するのである。
同時に子ども同士のいざこざにまつわる問題も繰り

広げられる。これらを目の当たりにすると，母親も子
どもとともに傷つくこととなる。子どもの競技力に対
するコーチの声かけや対応も母親の感情に影響する。
子どもの競技力や態度に対して，うまく対応できてい
ないコーチの問題が浮き彫りになり，コーチから不適
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切な対応をされた経験を持つ母親もいる。コーチが率
先して強い子をひいきするチーム風土を作り上げてし
まうこともあり，スポーツの場における「子どもの競
技活動に関する問題」と「コーチに関する問題」が常
にセットとなり存在する。
これに加えて，スポーツの競技の場以外に，子ども
のスポーツの場を支えるためには，物理的に自分の時
間を犠牲にしなければならなくなり，母親は，「自身
の生活と子どもの活動の両立困難」さを感じていた。
また仕事と家庭のバランスも難しく，これはアメリカ
でも同じことが生じており重要な課題になっている
（Wiersma & Fifer, 2008）。一方，家族関係の中で父親
と子どもの距離感に難しさが生じており，母親はス
ポーツの場以外のストレスをも経験することとなる。
父親はより子どもの競技スキルや勝敗に関心を持つ傾
向があり（Coakley, 2006），ややもすると干渉しすぎ
る場合がある。
また，スポーツの場とスポーツの場以外の家庭や仕
事との間にあるものが，「母親同士の関係の問題」や「役
割や当番関係の問題」である。当番を「やらない事は
許されなかった」ことや，当番をやらない母親の子ど
もがレギュラーに選ばれることで，「自分の子どもよ
りも上手な子どもに対する嫉妬」など，スポーツ場面
内外の物理的大変さとともに精神的な大変さもあるこ
とが語られた。これらの問題の特徴的な点は，「役割
や当番関係の問題」については，母親からコーチへの
不満が全く述べられなかったことである。本来コート
内のみでなくコート外のチーム運営も，最終的な責任
はコーチら指導者に帰するはずである。しかし，実態
はコーチの関与は少なく，かつ母親達もコーチの責任
範囲について認識していないようであった。
以上より，地域スポーツを通して母親のネガティブ
な経験を取り巻く文脈要因が明らかになった。また，
今まであまり指摘されていなかった，子どものスポー
ツを取り巻く母親同士の関係や夫婦関係も母親のネガ
ティブな感情に結びついていることが明らかになっ
た。
日本の地域スポーツは，子どもの運動の機会の提供
や社会性の形成，親同士の子育てネットワークの形成
など，その長所は既に示されている。本研究では母親
のネガティブな経験に焦点を当てることで，日本の地
域スポーツが抱える問題の一端に切り込むことができ
た。日本の地域スポーツの問題点としては，チーム運
営法とその責任の所在の曖昧さ ,子ども同士の問題へ
の対処を含めたスポーツペアレンティングの難しさ，
親へのアプロ―チを含む指導者のコーチングスキルに
集約されよう。欧米では，親対象の教育プログラムの
必要性が指摘されており（Knight & Holt, 2013），コー
チ対象の Coaching Effectiveness Trainingや Positive Coach 
Allianceなどのプログラムとともに，親対象のプログ

ラムも数多く用意されている （Hedstrom & Gould, 2004; 
Wiersma & Sherman, 2013）。日本でも親やコーチに対す
る啓発活動は重要で，今後様々な実践が行われること
を期待する。
最後に本研究の課題としては，まず，対象者が男児

を持つ母親に限定されたことが挙げられる。男児のほ
うが女児よりも種目が多いためか，地域スポーツへの
参加率が高い（日本体育協会，2016a）。そのため，ス
ポーツ団体に所属する女児は比較的運動能力が高く家
族も積極的なケースが多いと考え，まずは様々なパー
ソナリティや能力を持つ子どもが参加する男児に焦点
を絞った。また地域スポーツにおいて父親よりも母親
のほうが関わり合いの深いことが多い（大橋他，
2015）。これは地域スポーツでのサポートも子育ての
一環であると解釈されているからかもしれない。しか
し，子どもの性別や親の性別により，同じ地域スポー
ツ団体に所属していても経験内容やネガティブに感じ
る事柄が異なる可能性がある。
また，本研究は卒団まで地域スポーツを続けた子ど

も・続けさせた母親を対象としている。地域スポーツ
に参加するが，トラブルがあったり組織に合わなかっ
たりして途中でやめるケースもみられるため，例えば
レギュラー獲得率が高い組織などのセレクションバイ
アスがかかっている可能性も否定できない。そのため，
今後さらに対象者を拡大し，地域スポーツを取り巻く
現状を明らかにしたい。
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