
１．は　じ　め　に

　多くの小学校で，週末の校庭はサッカーや野
球をする子どもたちでにぎわう．これは小学校

を借りて行われているが，多くの場合指導して
いるのは小学校の教員ではなく，子どもたちの
保護者に依頼された外部指導者である．そして，
連絡役等の運営は子どもたちの保護者が務めて
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地域スポーツの指導者が直面している課題： 
指導者の指導力向上に向けて†
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Abstract
　　Playing sports occupies an important place in the life of elementary school children. 
Community sport clubs can provide children with adequate opportunities to exercise. However, 
researchers have indicated certain problems faced by such clubs, due to their status of being 
volunteer associations. 
　　The present study investigated problems faced by community based junior sports clubs 
in Japan, from the perspective of coaches participating in these clubs as volunteers. An online 
survey was conducted with sports coaches who had experience in coaching team sports in 
community based junior sport clubs in Japan （N = 456）. A questionnaire asked coaches about 
the type of sports they led （football, baseball, basketball, or volleyball）, their confidence as a 
coach, and their shortcomings in different domains, including the lack of coaching skills, lack 
of event skills and lack of knowledge about child development, etc., as well as general short-
comings of coaches in these domains. Results indicated that many coaches felt they lacked 
coaching skills, athletic skills, and knowledge about child development. A multiple regression 
analysis indicated that training in coaching skills and event skills could enhance their con-
fidence as coaches, and this was found to increase their improvement motivation. It is also 
suggested that there is a need to develop methods to develop skills of coaches, because many 
coaches are busy.
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いる．このような，放課後や休日に学校活動と
は別に地域の子どもたちを集めて運営されるス
ポーツ団体を「地域スポーツ」と呼ぶ1）．

１．１　地域スポーツとは
　地域スポーツの代表例は，日本体育協会によ
り1962年に創設された日本最大の青少年スポー
ツ団体，スポーツ少年団である．これは，学区
内の地域に住む少年・少女が自由時間にスポー
ツ活動を中心とした集団的な活動を経験できる
団体を指す2）．その地域のボランティア指導者
に支えられており，小学生以上の子どもなら男
女問わず誰でも参加することができ，小学生対
象の団体を中心に36,000余が登録されている．
欧米の場合は季節を通して様々な種目を体験す
る団体が多く，スポーツ少年団の設立趣旨もそ
うであったが，本邦では，一年を通して同じ仲
間と同じ種目（野球，サッカー，バスケットボー
ル等）をプレーするケースが多い3）．ただ登録
や登録料が必要なためか，スポーツ少年団に加
盟していない類似団体も多い．そのため，地域
に根ざしたスポーツ団体をまとめて「地域ス
ポーツ」と呼びたい．地域に根ざしたスポーツ
団体としては，2000年の文部省のスポーツ振興
基本計画のなかで提唱され各地に設置されつつ
ある総合型地域スポーツクラブもまた挙げられ
る．この二者の違いは，総合型地域スポーツク
ラブが多種目・多世代であるのに対し，従来の
地域スポーツは単種目・小学生対象という点に
ある3）．総合型地域スポーツクラブは本邦にお
いては歴史が浅いため各地に浸透しているとは
言えず，今でも小学生にとっては従来の地域ス
ポーツが身近であるため，本研究では年間を通
して単一種目を行う小学生対象の従来の地域ス
ポーツを扱う．
　外遊びの機会が減っており，また部活動がな
い小学校の児童にとって，種目の偏りがあるとは
いえ，地域スポーツは貴重な運動の機会である．
定期的な運動には，身体の発育を促進し，体力
と運動能力を向上させる効果がある４）．さらに，
スポーツ団体への所属はチームワークや社会性

向上につながることが指摘されている5）－７）．

１．２　指導者の役割
　スポーツ教育の中で，大人のリーダーすなわ
ち指導者が果たす役割は大きいことが一貫して
示されている８）．指導者には，まずスポーツを
行う者としての規範を示し，適切な行動を褒め
不適切な行動を戒め，さらに精神的にも支えに
なるという役割がある9）10）．また，個人主義的
な欧米で特に焦点が当たっているが，選手であ
る子どもたちと良好な関係を築き，チームへの
所属意識を高めることもまた役割の一つであろ
う．このようなかかわりの中で，指導者は，子
どもたちのその種目における技術の上達のみな
らず，動機づけや自己認知やチームの雰囲気等
にもさまざまな影響を与えることになる．例
えば，中学生以上のデータとなるが，藤後ら11）

は指導者の態度が運動部内の雰囲気に影響し部
内いじめを促進することを示しているし，長谷
川12）は指導者による体罰が生徒間の暴力や実力
が低い者に対する見下しや蔑み行為を促進する
ことを実証している．これより幼い小学生では
指導者の影響力はさらに大きいことが予想され
るため，指導者が適切な対応をできるかどうか
は重要な問題である．
　良い選手が必ずしも良い指導者になるわけで
はない．自分でプレーすることと教えることは
別であり，人の動機づけを高めたり教えたりす
ることについては特定の技術が必要であること
が認識されつつある．これに伴い，スポーツ指
導に関して「コーチング」という語が聞かれる
ようになって久しく13），どのようなコーチング
が良い効果を上げるのかを検討するために，指
導者の効果的な行動を測定する尺度も開発され
つつある9）．
　しかしながら，安い月謝で間口を広くとって
いる本邦の地域スポーツにおいて，多くの監督・
指導者はボランティアであり，その役割につく
ために特定の資格や研修は必要とされない1）．
例えば，地域スポーツでの指導者148名への調
査14）によれば，その種目のコーチ資格，スポー
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ツ指導員，教員免許等，小学生のスポーツ指導
に関する資格を持って指導に当たっている指導
者は15％程度であった．
　そのため，子どもについての十分な理解や科
学的なトレーニング法や適切なコミュニケー
ション法等に関する教育を受けないまま指導者
を務める者も多々いる．そして，何度も練習し
さえすればできるようになる，厳しく当たるこ
とが良い効果を生む等古い考え方を持ったまま
子どもに対するため，倫理的に認められない行
動や不適切なコミュニケーション，非合理的な
練習方法を採用している可能性が指摘されてい
る15）．
　しかしながら，指導者がほぼ無償で熱心に子
どもたちの指導に当たってくれるからこそ，地
域スポーツは子どもたちが学校外でスポーツに
触れる機会を提供する重要な場として機能して
いる．そのため，地域スポーツをさらに豊かな
場にしていくためには，中心人物である指導者
の資質を向上させる必要があるだろう．

１．３　指導者対象の研修
　スポーツ指導者対象の研修は様々な団体によ
り行われている．例えば，日本体育協会には公
認スポーツ指導者制度があり16），指導員（地域
スポーツクラブ等において，スポーツに初めて
出会う子どもたちや初心者を対象に，競技別の
専門的な知識を活かし，個々人の年齢や性別等
指導対象に合わせた指導にあたる方のための資
格），コーチ（各競技団体の都道府県レベルに
おける競技者育成を担当する方のための資格）
等の資格が取得できる研修が準備されている．
日本体育協会公認スポーツ指導者制度の研修内
容は，共通部分と種目に独自の部分に分かれて
いる．共通科目初歩にあたる35時間の内訳は，
指導者の役割5時間，子どもの発達関係5時間，
技術面（トレーニング法，練習計画，医学的知
識等）17.5時間，その他7.5時間である．専門科
目については，例えば，地域スポーツクラブ・
スポーツ教室・中高の部活動等の指導にあたる
役割を念頭におく公認バスケットボール指導員

（JBA公認C級コーチ）の場合，専門科目40時
間の内2時間がコーチングの理論に充てられて
いる．残りは，指導者の役割2時間，発育発達
2時間，技術面10時間，実技８時間，指導実習
16時間という構成である．公認軟式野球指導員
では，専門科目40時間の内６時間がコーチング
関係に充てられている．サッカーでは小学生を
指導する資格に当たるのは公認C級コーチとな
るが，その養成プログラムの内容は都道府県に
より多少異なるようである．詳細が載っていた
千葉県の例17）では，専門科目40時間の内コーチ
ング法に3時間，指導者の役割に2時間が充て
られている．このように養成講習の内容は，技
術にやや重みがあるものの，コーチングや発達
についても扱っておりバランスがとれているよ
うに感じられる．

１．４　本研究の目的
　指導員は15万人以上，コーチは1万5千人以
上の登録があるが16），この数字は64種目を合計し
た数でありプロ対象の指導者も含む．地域スポー
ツで実際に活躍している指導者の中では，指導
者資格を保持している者はごく少数である14）．
　本研究の目的は，地域スポーツの指導者がよ
り良くチームを導くために，実際にどのような
内容の研修が必要なのかを検討することであ
る．さらに，どのような人が資格を取得したり
研修を受けたりしたいと考えるのかの検討も視
野に入れている．一つの仮説として，指導者と
しての自信が高いほど向上意欲が高いのでは
ないかと考えた．その理由は，動機づけに関す
る研究において，自信を持つことは1つのキー
ワードとされているためである18）．
　そのために，実際に指導している人たちを対
象に指導者としての自分に不足している点や指
導者としての資質向上への意欲等を尋ねた．地
域スポーツに赴き調査することも可能だが，多
様なチームの指導者の考えを聞きたかったた
め，また，指導者としての自信や不足点等匿名
のほうが答えやすい質問が含まれていたため，
Web調査を用いた．また，自分について回答

スポーツ産業学研究，Vol.26，No.２（2016），243 ～ 254．
245



由記述）． 資格ありを1，なしを０とコード
化した．

2．指導することによる収入（月額，自由記述）．
3．競技経験．小学校入学以前から大学卒業後

までの時期を指定し，その競技を指導者自身
が行っていた時期すべてを選択してもらっ
た．

４．自分が指導しているチームの競技レベル．
チームの競技レベルによって，指導者の対応
が異なるという指摘があるため9）尋ねた．全
国大会出場レベル（6），地方大会出場レベル
（5），都道府県大会出場レベル（4），地区大会
上位レベル（3），地区大会中位レベル（2），そ
れ以下（1）からの選択式であった．

5．チームの練習頻度．一週間当たりのチーム
の練習日の数について，週1回未満（0），1回，
2回，3回，４回，5回，６回，７回（7）か
ら選択を求めた．

６．実子の所属．自分の子が地域スポーツに参
加したために指導者を始めるケースとそうで
はないケースを区別するために設けた．「そ
のチームに自分の子どもが所属しています
か」と尋ね，「はい」「昔していた」「いいえ」
から回答を求めた．この質問に対し「はい」
及び「昔していた」と回答した場合に実子の
所属あり（1）とみなし，「いいえ」と回答し
た場合に実子の所属なし（0）とみなした．

７．指導者としての向上意欲．「あなたはコー
チ資格をこれから取りたいと思いますか」「あ
なたはコーチとしてもっとスキルアップした
いと思いますか」と尋ね，とてもそう思う（6）
から全くそう思わない（1）までの６件法で回
答を求めた．

８．指導者としての自信．いわゆる自尊心では
なく，課題特定的な自己評価を尋ねたかった
ため，既成の尺度を使わず，「あなたは，自
分が「良いコーチ」だとどのくらい思います
か」「あなたには自分にその種目の知識（練
習方法も含む）や技術が十分にあると思いま
すか」「あなたは自分に子どもを教え導く知
識や指導力があると思いますか」「チームの

するよりも，他の人たちについて答えたほうが
より客観的に状況を捉えやすいと考え，地域ス
ポーツの指導者全般にどのような問題を感じる
かという方向でも質問をした．なお，地域スポー
ツにおいて指導者の呼称はコーチ・監督・代表
等が用いられており，「指導者」という語は呼
称としてはあまり用いられない．そこで，調査
の質問文においては現場で最もよく用いられて
いて本人たちに耳なじみがよい「コーチ」を，「指
導者」の代わりに用いた．

２．方　　　　　法

２．１　回答者
　調査会社楽天リサーチに委託し，Web調査
を実施した．回答者は全国の地域スポーツ（小
学生対象のボランティアに近いスポーツ団体）
の指導者を過去5年以内に1年以上務めた経験
があり，その種目が地域スポーツとしてよく見
られる野球・バスケットボール・サッカー（含
フットサル）・バレーボールのいずれかにあて
はまる463名（男性419名，女性44名）であっ
た（注１）．職業は，会社勤務64.6％，公務員
等16.9％，自営業・自由業10.4％，パート・ア
ルバイト2.2％，学生0.7％，その他5.2％だった．

２．２　調査手続き
　2015年10月，当該会社の調査モニターとして
登録している者の中からテーマを説明した上で
匿名にて協力を募った．回答開始前に調査デー
タを統計的に処理し発表する可能性と途中で回
答をやめる権利を有していることについて説明
し，了解した者が協力した．彼らは協力の見返
りに買い物等で使用できるポイントを獲得し
た．

２．３　質問内容
　まず，性別，年齢，指導している種目，チー
ム内での立場，指導経験年数，現在も指導して
いるかを尋ねた．それから，以下の質問を行っ
た．
1．そのスポーツ関係で保有している資格（自
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域スポーツでは，子どもの心身の発達につい
ての知識が不足しているコーチが多い」「地
域スポーツでは，プレーするのに十分な体力
がないコーチが多い」の各質問に対し，とて
もそう思う（6）から全くそう思わない（1）ま
での６件法で回答を求めた．

11．生活満足度．指導者として以外の生活全般
にどのくらい満足しているのかを測定するた
めに，仕事満足度及び家庭満足度を尋ねた．
具体的には，「あなたは自分の仕事（学生の
方は学生生活）に満足していますか」「あな
たは自分の家庭に満足していますか」と尋ね，
とてもそう思う（6）から全くそう思わない（1）
までの６件法で回答を求めた．

12．パーソナリティ特性．指導者としての自信
に影響する要因として，小塩の自己愛人格目
録短縮版20）のうち，優越感・有能感及び注目・
賞賛欲求の下位項目（各10項目）を使用し
た．この尺度は健常者を対象に作成されてお
り，優越感・有能感とは，「私は，才能に恵
まれた人間であると思う．」「私は，周りの人
達より，優れた才能を持っていると思う．」等，
自分の能力を実際以上に誇大に考え，そのこ
とで自らのアイデンティティを保っている傾
向を測定しており，注目・賞賛欲求とは，「私
には，みんなの注目を集めてみたいという気
持ちがある．」「私は，みんなからほめられた
いと思っている．」等，誇大な自己感を他者
に認めてもらいたいという自己顕示的な側面
を測定している．選択肢は，とてもよくあて
はまる（6）から全くあてはまらない（1）まで
の６件法であった．

２．４　分析方法
　調査に回答した指導者は計463名であった．
そのうち，チーム内での自分の立場についての
記述から対象が中学生以上であると判明した5
名（中高の外部指導者４名，社会人チームの指
導者1名）と，指導者収入がボランティアの範
囲を超えていると考えられる2名を分析から除
外した．そのため，分析対象者は456名（男性

子の親たちと十分にコミュニケーションをと
れていると思いますか」と尋ね，とてもそう
思う（6）から全くそう思わない（1）までの６
件法で回答を求めた．

9．指導者としての不足感．指導者としてど
のような点が不足していると感じているの
かを具体的に測定したいと考えた．スポー
ツ心理学における指導者の行動に関しては，
Chelladurai19）が，トレーニングと指示，民
主的行動，専制的行動，社会的サポート，肯
定的なフィードバックの5種類にまとめてい
る．しかしながらプロを目指すわけではない
子どもが対象であるためこれを採用するのは
難しいと考えた．そこで，自由記述法を用い
て地域スポーツの指導者を務める上での困難
について148名の指導者に尋ねた研究14）で出
てきた８カテゴリーを参考に質問項目を策定
した．具体的には，「指導しているうえで，
以下のようなことはどのくらいありますか．」
と前置きした上で，「コーチの知識や指導力
の不足を感じること」「その種目の知識（練
習方法も含む）や技術の不足を感じること」

「子どもの心身の発達について知識の不足を
感じること」「コーチをするのに十分な体力
がないと感じること」「同じチームのコーチ
同士で十分にコミュニケーションをとれてい
ないと感じること（コーチが一人の場合には，

「一度もない」を選択してください）」と尋ね
た．選択肢は，よくある（6），ときどきある，
たまにある，2，3回ある，一度だけある，
一度もない（1）の６件法であった．

10．地域スポーツの問題点．自分について回答
するよりも，他の人たちについて答えたほう
がより客観的に状況を捉えやすいと考え，質
問を用意した．比較のため9．と同じ項目を
使った．「地域スポーツを取り巻く状況につ
いてお尋ねします」と前置きした上で，「地
域スポーツでは，子どもを教え導く知識や指
導力が不足しているコーチが多い」「地域ス
ポーツでは，その種目の知識（練習方法も含
む）や技術が不足しているコーチが多い」「地
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（M＝44.37, sd＝9.28）年齢が有意に高かった（ t 
（454）＝2.942, p＜.0001）．また，資格がある指
導者の方が（M＝2.82, sd＝1.28），ない指導者
よりも（M＝2.54, sd＝1.31）指導しているチー
ムの競技レベルが有意に高かった（ t （454）＝ 
1.941, p＜.05）．
　実子の所属の有無による有意な違いは見ら
れなかったが（χ2（3）＝.155, n.s.），種目によ
る有意な違いが見られた（χ2（3）＝32.979, p＜ 
.0001）．サッカー（33.7％）・バスケットボール

（28.1％）・バレーボール（30.9％）よりも，野
球において（8.8％）資格所有率が有意に低かっ
た．

３．２　競技経験
　その種目を自分自身が競技していた経験につ
いて尋ねた結果を表１にまとめた．その種目の
競技経験が全くない指導者が少ないながらも
いたが（57名，12.5％），多くは小学校から大
学までのどこかでその種目の競技経験を有し
ていた．中学時代と高校時代の一致率は高く

（76.6％），中高を通して経験があるケースが最
も多かったことから（196名，43.0％），競技経
験に関しては中高あり群（中学高校時代を通し

412名，女性44名）となった．この中には，調
査時点で指導者を務めている者（255名）以外に，
現在は指導者を務めてはいないが過去5年以内
に経験がある者（201名）も含まれる．約半数

（57.2％）は実子がそのチームに所属していた
ことがある「パパコーチ・ママコーチ」であっ
た．実子所属に種目による違いは見られなかっ
た（χ2（3）＝.155, n.s.）．回答者の年齢は18歳
から69歳であり（M＝45.08，sd＝9.34），指導
者経験年数は1年から30年だった（M＝6.18，
sd＝5.70）．種目は，野球171名，サッカー166
名，バスケットボール64名，バレーボール55名
であった．
　この分析対象者に対し，まず指導者資格の保
有率・指導者自身の競技経験等の背景情報につ
いて頻度を算出し，次に各種指標の内的一貫性
を確認した．それから，どのような点について
不足していると感じるのかを分散分析を用いて
検討した．さらに，指導者としての向上意欲の
程度及びそれに影響する指導者としての自信に
関して，どのような要因が規定因となっている
のかを重回帰分析を用いて検討した．有意確率
は5％を採用した．

３．結　　　　　果

３．１　保有資格
　指導しているスポーツ関係で自身が保有して
いる資格を挙げるように依頼したところ，その
種目のコーチ資格，スポーツ指導員，体育の教
員免許等，小学生のスポーツ指導に関する資格
の保持率は23.2％であった．審判資格を挙げる
者がいたが，指導資格ではないため，本研究で
は資格なしとみなした．資格がある指導者の方
が（M＝47.40, sd＝9.20），ない指導者よりも

地域スポーツ・指導者の課題

表１　指導者の競技経験の有無

小学校以前 小学校 中学校 高校 大学 大卒以降
度数 （%） 度数 （%） 度数 （%） 度数 （%） 度数 （%） 度数 （%）

無 433 （95.0） 233 （51.1） 197 （43.2） 216 （47.4） 348 （76.3） 341 （74.8）
有 23 （5.0） 223 （48.9） 259 （56.8） 240 （52.6） 108 （23.7） 115 （25.2）

表２　競技経験と実子の所属との関係

実子の所属
合計

競技経験 あり なし

中高あり
度数 95 101 196
（%） （36.4） （51.8） （43.0）

小中高の
どこかあり

度数 106 66 172
（%） （40.6） （33.8） （37.7）

ほとんどなし
度数 60 28 88
（%） （23.0） （14.4） （19.3）
合計 261 195 456
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２．パーソナリティ特性　優越感・有能感（α
＝.920），注目・賞賛欲求（α＝.913）とも
に信頼性係数が十分に高かった．そこで，そ
れぞれの下位尺度の合計値を以降の分析に使
用した． 
３．指導者としての自信　測定した４項目につ

いて記述統計及び内部相関を算出した（表
３）．全体での信頼性係数αは.802であった
が，一項目（チームの子の親たちと十分にコ
ミュニケーションをとれていると思います
か）のみ合計値との相関が低かった．そこで
この項目以外の3項目の合計値を「指導者と
しての自信」尺度得点とした（α＝.845）．

３．４　指導者としての不足感
　自分が指導者として不足していると感じる点
について，5領域の記述統計及び相関係数を
算出した（表４）．信頼性係数がやや低く（α
＝.769），項目1・2間以外の相関はあまり高
くないことと，細かく不足部分について検討し
たいと考えたため，領域（質問）ごとに分析を
行うこととした．
　質問の種類を独立変数とした被験者内要因

て競技経験がある196名），小中高のどこかあり
群（小学校時代のみ，高校時代のみ等，小中高
のどこか一つ以上で競技経験がある．ただし，
中学高校時代を通して経験がある者を除く172
名），ほとんどなし群（まったく競技経験がない，
社会人になってからのみ経験がある，小学校入
学前に経験がある等88名）の3群に分けて以下
の分析を行った．
　実子の所属によって競技経験には有意な違い
が見られた（χ2（2）＝11.817, p＜.01：表２）．
具体的には，実子がチームに所属していない指
導者は，過半数が中学校と高校の両方でその競
技の経験があり，実子がチームに所属している・
していた指導者よりも競技経験がほとんどない
割合が低かった．なお，資格の所持率には競技
経験による有意な違いは見られなかった（χ2 
（2）＝.554, n.s.）．

３．３　尺度構成
１．生活満足感　仕事満足度と家庭満足度の間

には弱い正の相関が見られた（ r（456）＝.393, 
p＜.0001）．あまり相関係数の値が高くなかっ
たため，合成はせずに以下の分析に用いた．
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表３　指導者としての自信についての記述統計及び内部相関

M （sd） t （455）a 2. 3. 4.
合計値
とのR2

項目削除
時のα

1．自分が「良いコーチ」だと思う程度 3.41 （1.11） －1.733 .588＊＊＊ .649＊＊＊ .417＊＊＊ .496 .711
2．その種目の知識や技術 3.51 （1.19） .157 .708＊＊＊ .316＊＊＊ .532 .721
3．子どもを教え導く知識や指導力 3.61 （1.07） 2.137＊ .306＊＊＊ .584 .705
４．親たちとのコミュニケーション 3.93 （1.00） 9.191＊＊＊ .182 .845

a　中点（3.5）との有意差検定
＊ p＜.05,  ＊＊＊p＜.001

表４　指導者としての不足感についての記述統計及び内部相関

記述統計 相関係数
M （sd） 2 3 ４ 5

1．コーチの知識や指導力 4.49 （1.22） .825＊＊＊ .579＊＊＊ .328＊＊＊ .275＊＊＊

2．その種目の知識や技術 4.32 （1.32） .592＊＊＊ .328＊＊＊ .264＊＊＊

3．子どもの心身の発達についての知識 3.96 （1.39） .395＊＊＊ .249＊＊＊

４．コーチをするのに十分な体力 3.32 （1.73） .399＊＊＊

5．コーチ同士でのコミュニケーション 3.17 （1.59）
＊＊＊p＜.001
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確認した．
　指導者資格を持っていない350名における指
導者資格取得希望の程度の平均値は3.86（sd＝
1.43）であり，中点（3.5）よりも有意に高かっ
た（ t（349）＝4.755, p＜.0001）．指導者として
のスキルアップを希望する程度の平均も（M＝
4.56，sd＝1.13）中点（3.5）より有意に高かっ
た（ t（349）＝20.114, p＜.0001）．また，この
2項目の回答の差は有意で（ t（349）＝9.893, 
p＜.0001），資格取得よりも指導者としてのス
キルアップに賛成する程度が有意に高かった．
スキルアップ希望と資格取得希望には正の強い
相関が見られた（ r＝.609, p＜.0001）ため，合
計値を指導者としての向上意欲の指標とした.
　次に，同サンプルを対象に，指導者としての
向上意欲を被予測変数とした重回帰分析を行っ
た（注２）．その結果，モデルは有意であった（ F 

（15, 304）＝5.377, p＜.0001，R2＝.171，表６）．
具体的には，チームの競技レベルが高いほど，
家庭に満足しているほど，また指導者としての
自信が高いほど，指導者としての向上意欲が強
いことが示された．
　実子の所属ごとにも重回帰分析を行い，パ
ターンの違いを探索的に検討した（表６）．そ
の結果，実子の所属あり群もなし群もモデルは
有意だった（所属あり群F（15,230）＝4.010, p
＜.0001, R2＝.197；所属なし群（ F （15,158）＝ 
2.642, p＜.01, R2＝.155）．両群に共通して，指
導者としての自信が高いほど指導者としての向
上意欲が強かった．これに加えて，実子の所属
ありの場合は，家庭に満足しているほど，また

の分散分析によれば質問の種類による効果は
有意であった（ F（2.941, 1338.117）＝122.004, p
＜.0001, Greenhouse-Geisserの補正を使用）．
Bonferroni法による多重比較の結果，一ペアを
除き全てに有意な差があった．つまり，コーチ
ングの知識や指導力，その種目の知識，心身の
発達についての知識，体力及びコーチ同士のコ
ミュニケーションの順に不足を感じていること
が示された．

３．５　地域スポーツ全般の問題点
　次に，地域スポーツ指導者全般の不足点に関
しても記述統計及び相関係数を算出した（表
５）．質問の種類を独立変数とした被験者内要
因の分散分析の結果，質問の種類の効果が有意
であった（ F（2.080, 946.555）＝95.433, p＜.0001, 
Greenhouse-Geisserの補正を使用）．多重比較
の結果，地域スポーツの指導者全般について，
まずコーチの知識や指導力と子どもの心身の発
達についての知識に最も不足感が強く，次にそ
の種目の知識（練習方法も含む）や技術に不足
感が強く，体力には最も不足感が弱いことが示
された．

３．６　指導者としての向上意欲の程度に関す
る重回帰分析

　指導者として向上したいと考える指導者はど
のくらいいるのだろうか．また，どのような指
導者が指導者資格を取りたいと考えるのだろう
か．これらを検討するために，まず，指導者と
しての向上意欲を測定する2項目の記述統計を

地域スポーツ・指導者の課題

表５　地域スポーツの指導者一般の不足感についての記述統計及び内部相関

記述統計 相関係数
M （sd） 2 3 ４

1．コーチの知識や指導力 4.34 （1.08） .837＊＊＊ .787＊＊＊ .480＊＊＊

2．その種目の知識や技術 4.21 （1.08） .821＊＊＊ .528＊＊＊

3．子どもの心身の発達についての知識 4.32 （1.10） .501＊＊＊

４．コーチをするのに十分な体力 3.71 （1.11）
＊＊＊p＜.001
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く影響していたので，次に指導者としての自信
を高める要因について重回帰分析を用いて検討
した．資格を持つことが自信を高めるのかどう
かも知りたかったため全体のデータを分析した

（表７）．その結果モデルは有意であった（ F （16, 
403）＝21.004, p＜.0001，R2＝.412）．具体的には，

指導者の知識や指導力不足を感じているほど，
向上意欲が強かった．実子の所属がない場合は，
チームの競技レベルが高いほど，また優越感・
有能感が低く注目・賞賛欲求が高いほど，向上
意欲が強かった．
　全体的に指導者としての自信が向上意欲に強
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表６　全体および実子の所属ごとの，指導者としての向上意欲に対する標準偏回帰係数
全体 実子の所属あり 実子の所属なし

β t 値 β t 値 β t 値
競技経験 .016 .300 .005 .069 .035 .412
指導者経験年数 .066 1.252 －.020 －.292 .141 1.644
指導者収入 .020 .375 .030 .424 .065 .750
練習頻度 .064 1.174 －.007 －.104 .153 1.756+
チームの競技レベル .175 3.096＊＊ .132 1.795+ .184 1.984＊

仕事満足 .047 .821 .036 .492 .036 .378
家庭満足 .122 2.143＊ .165 2.215＊ .065 .704
優越感・有能感 －.149 －1.949+ －.101 －1.015 －.315 －2.511＊

注目・賞賛欲求 .055 .792 －.033 －.367 .278 2.342＊

コーチの知識や指導力不足 .130 1.391 .282 2.146＊ －.071 －.506
その種目の知識や技術不足 .059 .606 －.083 －.607 .231 1.534
子どもの心身の発達について

の知識不足
－.005 －.076 .021 .243 －.058 －.557

体力不足 －.021 －.351 .077 .964 －.111 －1.145
コーチ同士でのコミュニケー

ション不足
－.069 －1.226 －.095 －1.229 －.114 －1.291

指導者としての自信 .365 5.208＊＊＊ .482 5.079＊＊＊ .236 2.220＊

+p＜.10, ＊p＜.05, ＊＊p＜.01, ＊＊＊p＜.001

表７　全体および実子の所属ごとの，指導者としての自信に対する標準偏回帰係数
全体 実子の所属あり 実子の所属なし

β t 値 β t 値 β t 値
競技経験 .147 3.764＊＊＊ .145 2.921＊＊ .146 2.316＊

指導者経験年数 .036 .901 .045 .883 .024 .349
指導者収入 .038 1.008 .007 .145 .077 1.206
練習頻度 －.017 －.426 .015 .295 －.091 －1.401
チームの競技レベル .039 .972 .034 .678 .051 .752
資格の有無 .059 1.500 .107 2.152＊ .000 －.003
仕事満足 .121 2.933＊＊ .103 2.007＊ .195 2.767＊＊

家庭満足 .142 3.477＊＊ .129 2.507＊ .109 1.602
優越感・有能感 .311 5.798＊＊＊ .325 4.937＊＊＊ .291 3.132＊＊

注目・賞賛欲求 .007 .130 .069 1.111 －.061 －.659
コーチの知識や指導力不足 －.186 －2.675＊＊ －.144 －1.473 －.233 －2.297＊

その種目の知識や技術不足 －.152 －2.081＊ －.159 －1.561 －.140 －1.263
子どもの心身の発達について

の知識不足
－.003 －.060 －.067 －1.074 .048 .588

体力不足 －.062 －1.466 －.022 －.402 －.096 －1.409
コーチ同士でのコミュニケー

ション不足
.089 2.207＊ .152 2.896＊＊ －.018 －.265

＊p＜.05, ＊＊p＜.01, ＊＊＊p＜.001
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では少ない時間ながらも必ず織り込まれる内容
となってきているが，現実に地域スポーツで指
導している者たちの間では不足感が残ることが
明らかとなった．また，実子が同じチームに所
属しているあるいはいた場合に限られるが，指
導者の知識や指導力の不足を感じるほど向上意
欲が高いという関係も見られた．子どもの参加
を契機に自分も地域スポーツを手伝う形で参加
することになった場合特に，コーチングの知識
を得る場が少ないためだろう．そのため，まず
はコーチングを中心とした研修が大切であろ
う．ただ，競技経験が少ない指導者もおり，競
技経験が指導者としての自信を経由して向上意
欲に関係することから，その種目についての知
識・技術を伝える研修の必要性もまた高い．本
調査は，指導者が必要とする研修には個人差が
大きいことを示唆している．
　ただ，不足感の強さはそもそも地域スポーツ
の指導者で資格を保持している者が少ないこと
に起因する可能性も高い．既に指導者対象の資
格を取得するための研修はいくつも組まれてい
るが，地域スポーツ指導者の資格所持率の低さ
からかんがみるに，現状の研修は受けにくい部
分があるのだろう．地域スポーツの活動は土曜
日・日曜日が中心となるが，研修もいくつか調
べてみたがたいていは土日を４日あるいは5日
フルに使用するものであった15）．平日は仕事に
追われ休日は地域スポーツで指導者を務めると
いうハードな生活を送る中で４日もかかる研修
は荷が重いのではないか．負担感を少なくする
ように，例えば，半日単位で受けられる研修や
ウェブを利用した研修も併用する等，実施方法
に工夫が必要であることが示唆される．生活満
足度が直接的に，また自信を経由して間接的に，
指導者としての向上意欲に影響していることか
らも，指導者以外の生活に十分に気持ちと時間
を回しながら指導者が務められる体制が望まれ
る．さらに，本調査では指導者資格を所持して
いる地域スポーツの指導者は４人に1人以下と
少なく，種目の偏りも見られた．種目の特性に
応じた介入が必要であろう．

競技経験が多いほど，仕事と家庭に満足してい
るほど，優越感・有能感が強いほど，コーチの
知識や指導力の不足を感じないほど，その種目
の知識や技術不足を感じないほど，コーチ同士
のコミュニケーション不足を感じるほど，指導
者としての自信が高かった．
　さらに，指導者としての自信得点を被予測変
数とした重回帰分析を実子の所属の有無ごとに
行った（表７）．その結果，実子の所属あり群
もなし群もモデルは有意だった（所属あり群
F（15,230）＝15.828, p＜.0001, R2＝.476；所属
なし群F（15,158）＝8.107, p＜.0001, R2＝.377）．
両群に共通して，競技経験があるほど，仕事に
満足しているほど，優越感・有能感が高いほど，
指導者としての自信が有意に高かった．さらに，
実子の所属ありの場合，資格を持っているほど，
家庭に満足しているほど，指導者同士のコミュ
ニケーション不足を感じるほど，指導者として
の自信が高かった．一方，実子の所属なし群で
は，指導者の知識や指導力不足を感じないほど，
指導者としての自信が高かった． 

４． 考　　　　　察

　本研究では，ボランティア指導者の尽力で成
り立っている地域スポーツの振興を目指し，忙
しい指導者たちにどのような研修を提供したら
効果的であるかを考えるために，Web調査を
実施した．本研究の主な目的は，地域スポーツ
の指導者が直面している課題を明らかにするこ
とにより彼らに適した資質向上のやり方を検討
することであった．そこで，地域スポーツで指
導者役を担っている456名に対して，自分に不
足している点や地域スポーツの指導者全般につ
いての気になる点等について尋ねた．
　その結果，指導者の知識や指導力，その種目
の知識や技術，子どもの心身の発達についての
知識に課題を抱えていることが判明した．これ
は自分自身について尋ねた場合も地域スポーツ
の指導者全般について尋ねた場合も同様の結果
が得られた．特に指導者の知識や指導力には問
題を感じる程度が高く，コーチングは資格研修
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（注１）性別は様々なところで回答に影響する可能
性があるが，本調査では女性の数は少なく分析
に堪えない．そのため，性別は考慮せずに以降
の分析を行った．

（注２）分散分析において有意な主効果・交互作用
効果が見られなかったため，種目は説明変数に
加えなかった．

参　考　文　献

1）永井洋一；少年スポーツーダメな大人が子供
をつぶす－, 朝日新書, 2013.

2）公益財団法人　日本体育協会；スポーツ少
年 団 っ て 何？　http：//www.japan-sports.
or.jp/club/tabid/265/Default.aspx（2016年 5
月1日アクセス）.

3）炭谷将史；総合型地域スポーツクラブを対象
とした研究における成果と今後の課題, スポー
ツ産業学研究, Vol.22, No.2, pp.281-293. 2012.

４）谷口幸一； 発達から見た身体活動・運動と身
体的健康, 日本スポーツ心理学会（編）最新ス
ポーツ心理学：その軌跡と展望, 大修館書店, 
pp.99-108, 2004.

5）Coatsworth, J. D., and Conroy, D. E.；The 
effects of Autonomy-supportive Coaching, 
Need Satisfaction, and Self-perceptions on 
Initiative and Identity in Youth Swimmers, 
Developmental Psychology Vol.45, No.2, 
pp.320-328, 2009. 

６）Findlay, L.C. and Coplan, R. J.；Come out and 
Play：Shyness in Childhood and the Benefits 
of Organized Sports Participation. Canadian 
Journal of Behavioural Science Vol.40, No.3, 
pp.153-161, 2008. 

７） 荒井弘和；メンタルヘルスに果たす身体活動・
運動の役割, 日本スポーツ心理学会（編）最新ス
ポーツ心理学：その軌跡と展望, 大修館書店, 
pp.89-98, 2004.

８）Horn, T. S.；Coaching Effectiveness in the 
Sports Domain. T.S. Horn （Ed.）, Advances 
in Sport Psychology, Campaign, IL：Human 
Kinetics, pp.239-267, 2008. 

9）Bolter, N. D. and Weiss, M. R.；Coaching Be-
haviors and Adolescent Athletes’ Sportsper-
sonship. Outcomes, Sport, Exercise, and Per-

　これに加え，チーム内や親しい指導者同士で
の情報交換も指導者の資質向上に有効だろうと
考える．それは，チームの対応に忙しく研修に
参加する余裕がない指導者たちも新しい考え方
や手法を学んできた者から教わることは可能で
あると考えるからだ．ただ，コミュニケーショ
ンに関して興味深いことに，実子がチームにい
る「パパコーチ・ママコーチ」において，指導
者同士でのコミュニケーション不足を感じるほ
ど指導者としての自信が高いという結果が得ら
れた．これは，お互いに自信がある指導者同士
で，ともによく知っている者同士の場合，お互
いのあり方を尊重するあまり相手の指導の仕方
に踏み込まない傾向があるのではないかと考え
られる．本研究において指導者同士のコミュニ
ケーションについては十分だと考えている指導
者が多かったが，コミュニケーション内容を特
定しなかったため，内容はコーチングに関する
話題ではない可能性がある．
　本研究では地域スポーツの指導者のためのよ
り良い研修を考えるために，実際に指導経験の
ある者に調査を行った．本研究の問題点は，あ
くまでも地域スポーツで指導者を務めている人
たちの考え，つまり，主観的なデータであると
いうことであろう．特に自信に関しては，日本
人をはじめとする東アジア人は自己報告方式の
自己評価が欧米人よりも低いことが知られる21）． 
ただし，Yamaguchi, et al.22）は，潜在的な指標
を用いた検討により，その理由には謙遜が混
ざっていることを指摘している．そのため，本
研究において指導者たちの自信に関する項目の
平均点はあまり高くはなかったが（表３），必
ずしも彼らが自信に欠けていることを示すわけ
ではないと考える．あくまでもどのような要因
が自信を，さらには向上意欲を高めているかと
いう方向で今回の結果をとらえたい．

　本研究は平成26～28年度日本学術振興会科
学研究費補助金（萌芽研究　代表：藤後悦子 
課題番号：26590166）の助成を受けて行われた．

スポーツ産業学研究，Vol.26，No.２（2016），243 ～ 254．
253



2014/06/12/1337250_01.pdf （2015年12月 1 日
アクセス）, 2013.

16）日本体育協会；公認スポーツ指導者制度オ
フィシャルガイド2015, http：//www.japan- 
sports.or.jp/Portals/0/data/ikusei/doc/offi-
cialguide2015.pdf （2016年４月3日アクセス）, 
2015. 

17）千葉県サッカー協会；公認Ｃ級コーチ養成講
習会. http：//chiba-fa.gr.jp/16coach/ （2016年 
2月3日アクセス）, 2016.

18）外山美樹；行動を起こし, 持続する力―モチ
ベーションの心理学. 新曜社, 2011.

19）Chelladurai, P.；Leadership in Sports. G. 
Tenenbaum., & R. C. Eklund （Eds.）, The 
Handbook of Sport Psychology （3rd ed.,）. 
New York: Wiley, pp.113-135, 2007.

20）小塩真司；青年の自己愛傾向と自尊感情, 友
人関係の在り方との関連, 教育心理学研究, 
Vol.46, pp.280-290, 1998.

21）Heine, S. J., et al.；Is There a Universal Need 
for Positive Self-regard? Psychological Re-
view, Vol.106, pp.766-794, 1999.

22）Yamaguchi, S., et al.；Apparent Universality 
of Positive Implicit Self-esteem. Psychological 
Science, Vol.18, No.6, pp.498-500, 2007.

formance Psychology Vol.2, pp.32-47. 2013. 
10）Jarvis, M.；Sport Psychology, London: Taylor 

& Francis Book, 1999.（ジャーヴィス, M.　工
藤和俊・平田智秋（訳）, スポーツ心理学入門, 
新曜社, 2006）

11）藤後悦子, 他；中学時代の運動部における指
導者の影響（1）－チーム制と個人制との比較, 
日本心理学会第78回大会発表論文集, p.1148, 
2014.

12）長谷川祐介；高校部活動における問題行動の
規定要因に関する分析の試み－指導者の暴力, 
部員同士の暴力・いじめに着目して－, 大分
大学教育福祉科学部研究紀要, Vol.35, pp.153-
163, 2013.

13）内山治樹；コーチの本質, 体育学研究, Vol.58, 
pp.677-697, 2013.

14）大橋　恵, 他；地域におけるスポーツのコー
チの喜びと困惑－コーチ対象の調査の内容分 
析－, コミュニティ心理学研究, Vol.20, ページ
数未定, 2017.

15）スポーツ指導者の資質能力向上のための
有 識 者 会 議； ス ポ ー ツ 指 導 者 の 資 質 能 力
向上のための有識者会議報告書　http：//
www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/
sports /017/toushin/__icsFiles/afieldfile/ 

地域スポーツ・指導者の課題
254




