
東京未来大学研究紀要 2015 vol.8 

－ 27 － 

地域スポーツにおける親子の喜びと傷つき 
―自由記述法による検討― 

大橋 恵・井梅由美子・藤後悦子 

Positive and Negative Experiences of Parents and their Children in Community Sports 

Megumi M. Ohashi, Yumiko Iume and Estuko Togo 

 

要約 

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たちを集めて運営されているスポ

ーツ集団を指す。本研究では、地域スポーツにおけるスポーツ・ハラスメントの現状やそれが保護者同

士や子ども同士の関係に与える影響について検討する第一段階として、保護者が地域スポーツの中でど

のような否定的な経験をしているのかを探索的に検討した。具体的には保護者900名に、喜びと傷つき

の体験について自由回答法で回答を得た。その結果、子どもの経験した否定的な体験では、子ども本人

の実力や勝ち負けについての記述が多いが、指導者やチームメイトからのハラスメントも合わせて20％

程度見られた。また、保護者自身の否定的な体験では、コーチとの関係同様同じチームの保護者同士の

関係が挙げられていた（共に10％程度）。 
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1．問題と目的 

近年、子どもの体力低下が社会的な問題となっている。毎年度文部科学省が行っている「体力・運動

能力調査」によれば、子どもの体力や運動能力は、昭和 60 年ごろから現在まで低下傾向が続いている

（文部科学省、2014）。短距離走、持久走、握力、ソフトボール投げ、立ち幅とびなど各テスト項目に

ついて現在の子どもとその親世代（30年前）を比べると、ほぼ全項目について現在の子どもの体力・運

動能力のほうが低いという結果が示されている。 

体力や運動能力の低下の原因は、運動不足だと考えられている。特に都市部では、都市化による空地

や集うことができる場所の減少、少子化や習い事の増加に伴う遊び仲間の減少、遊び方の変化に伴う外

遊びの割合の減少により、子どもの外遊びは減っている（東京都教育委員会、2014）。子どもの運動不

足は、筋肉・骨格のみならず脳機能の健全な発育をも阻害することが危惧される。全国平均と比した体

力の低さが目立つ東京都の教育委員会は、次代の東京を担う、心身共にたくましい児童・生徒を育成す

ることを目的として、「子供の体力向上推進本部」を平成21年6月に設置し、子どもの体力向上に関す

る検討を始めた。 

しかしながら、先述した三つの原因は解消することが難しい。そのため、現代社会で体力を維持する
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ためには、外遊びやスポーツなど積極的に身体を動かす機会を意識して確保していく必要があるだろう。

先述した文部科学省の調査によれば、何らかの形で週に3回以上運動している子どもは、あまりしてな

い子どもよりも、新体力テストの成績が良く、この運動習慣による差はどの年代でも見られた（文部科

学省、2014）。また、近年は定期的な運動をする子どもとしない子どもが二極化しており、年齢が上が

るとそれが顕著になることが問題視されている（東京都教育委員会、2014）。 

子どもの体力低下への対策は各自治体・教育機関がとり始めている。例えば、休み時間や授業前にス

ポーツや運動・体操を取り入れたり、持久走をさせたり、学級の時間に積極的に外遊びを取り入れるな

どの活動である。その結果、ここ数年は体力・運動能力は横ばいまたは向上している項目もある（文部

科学省、2014）。 

さらに、この子どもの体力低下問題への対策となるのは、放課後や休日に小学校とは別に行われる地

域スポーツの振興であろう。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たちを

集めて運営されているスポーツ集団を指す。その特徴は、学生あるいは社会人のボランティア指導に支

えられた任意の組織であること、入団テストや退団勧告がないこと、ほぼ同じ小学校に通う顔見知りの

子どもたちで構成されることである（永井、2004）。このような活動をしている集団は数多く存在する。

種目としては、昔は野球が主であったが、近年は、野球に加え、サッカーやバスケットボールのクラブ

を設置している地域が多い。 

地域スポーツの振興には子どもの体力向上以外のメリットもある。近年、学校における教員の業務量

が増し、部活動の指導までなかなか手が回らないといわれている。もし部活指導を地域の指導者が担う

ことができれば、教員は専門外の部活動指導に時間と労力を割かずに済み、教育や生徒指導という本来

の専門性をより発揮することができるというメリットがあるだろう。 

ただ、地域スポーツに問題がないわけではない。地域スポーツは、指導者や保護者のボランティアに

よる関与によって運営されている。指導者になるために特定の資格は必要が無く、本人の技術と資質の

みで運営されているケースが多い。近年学校の正規の課外活動である部活動において体罰事件が相次い

でおり、文部科学省はスポーツ暴力根絶、被害相談のための第三者機関を立ち上げるに至った。しかし、

いまだなお勝利至上主義の集団価値を持ったスポーツチームでは、叱咤激励という名のもとに指導者に

よるハラスメントが横行しているという。すなわち、コーチングに必要な知識や技能を十分に習得しな

いまま指導を行っているコーチが、不適切な指導やコミュニケーションをとってしまったり、非合理的

なトレーニングを行い子どもたちの成績を低下させてしまったりする現状がいまだ見られる（スポーツ

指導者の資質能力向上のための有識者会議、2013）。 

技術不足が問題であることは当然であるが、適切な指導力に欠けた指導者の存在も問題であろう。「コ

ーチング」という言葉が頻繁に聞かれるようになり、人を指導するときの方法や技術について少しずつ

認識が広まっている。一方で、地域スポーツの指導者は最新の講習などを受けていない場合も多く、古

い考え方を持ったまま子どもたちに対するスポーツ・ハラスメント（スポーツに関わる者の間で生じる
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スポーツに関連した否定的言動。受け手がいやだと感じる言動をすべて含む。）を行ってしまっている可

能性は高い。 

コーチの否定的なかかわりは、さらに、子ども同士の否定的なかかわりを作り出してしまうため問題

が大きい。大学生を対象に、中学時代の部活動経験について行われた調査（大橋・井梅・藤後、2014）

によれば、コーチが部員を叩く、怒鳴る、馬鹿にするなどの否定的なかかわり方をしていると、部員間

に競技レベルが高いほうが偉いという格差感が高まり、部員同士のかかわりに否定的な行動（悪口を言

う、声をかけない、相談に乗らないなど）が目立つようになるという関係が示されている。 

もうひとつ、地域スポーツの抱える問題がある。それは、小学生がプレーを続けるためには保護者の

援助が必要であるために、必然的に保護者と地域スポーツチームとのかかわりが深くなり、その結果と

して、これら大人たちが子どもたちに与える影響もまた無視できない点である。成人期の対人関係のト

ラブルを扱った井梅・藤後（2014）は、子どものスポーツの習い事場面で、母親同士のトラブルを経験

したことがある人が一定数いることを報告している。習い事は預ければ済む場合も多いが、保護者によ

るボランティアに依存する地域スポーツの活動中はより保護者同士は密な関係とならざるをえない。そ

のため、習い事以上に地域スポーツ場面において保護者たちが否定的な経験をしている可能性が高いだ

ろう。 

さらに、地域スポーツにおける保護者たちは、チームの子どもたちと日常的に接しているため、彼ら

の言動もまた子どもに大きく影響することが予測される。つまり、保護者集団がスポーツ・ハラスメン

トの加害者になる可能性もまた見逃せない。いじめの研究において、いじめがなかなかおさまらない理

由の一つとして、多数のはやしたてる観衆とやはり多数の見ないふりを装う傍観者がおり、彼らの態度

がいじめを黙認していることが指摘されている（森田・清水、1994）。このいじめの 4 層構造同様、指

導者を取り巻く保護者や子どもたちの容認活動によって、指導者のスポーツ・ハラスメントもまた支え

られていると考えられる。たとえば、ミスした子どもをコーチが殴ったとき、もし保護者たちが異議を

唱えなければそれは保護者たちもまたコーチの体罰に賛成していることを意味する。たとえ、異議を唱

えれば自分の子どもがレギュラーから外されてしまうから異議を唱えなかったのだとしても、体罰を容

認していることになる。このように、保護者集団そのものもスポーツ・ハラスメントの加害者になりえ

る。そのため、地域スポーツを健康的に運営するためには、チームを支える保護者のこともまた配慮し

支える必要があろう。しかしながら、このような保護者を含めた地域スポーツの問題についてはあまり

研究が見当たらないのが現状である。 

本研究では、地域スポーツにおけるスポーツ・ハラスメントの現状やそれが保護者同士や子ども同士

の関係に与える影響について検討する第一段階として、web調査を用いて、保護者が地域スポーツの中

でどのような否定的な経験をしているのかを探索的に検討した。その際、地域スポーツ振興の助けにな

ると考え、どのような肯定的な経験をしているのかもまた合わせて尋ねた。保護者の肯定的・否定的経

験は、実際にチームでプレーしている子どもの肯定的・否定的経験と連動していることが考えられるた
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め、保護者の目から見た自身の子どもが地域スポーツで得た肯定的・否定的経験についても同時に尋ね、

比較検討する。 

 

2．方法 

(1) 回答者 

インターネット調査会社に委託し、web調査を実施した。小学4年生から高校生の子どもを持つ父親

300名（平均年齢46.9歳、標準偏差5.24歳）および母親600名（平均年齢44.4歳、標準偏差5.00歳）

を対象に調査を実施した。この際、条件として、小学校時代にチームスポーツの経験がある子どもを持

つ者に限定して調査を実施した。また、中学部活動に関する先行研究において、チームの競技レベルが

スポーツに関する様々な考えやコーチの指導内容に影響することが示されている（藤後・大橋・井梅、

2014）ため、スクリーニングの段階で子の所属チームの強さを尋ねた。具体的には、所属チームの競技

レベルを「県（都・道・府）大会レベル以上」「地区大会上位レベル」「地区大会中位レベル」「それ以下」

から選ばせ、前二つと後ろ二つにつけた回答者が同数になるように調整した。 

チームに所属していた期間を開始学年と終了学年を選択させる形で尋ねたが、その開始学年と終了学

年が同一だった場合は、所属していた期間が短すぎるという理由で分析から除外した。その結果、分析

対象者は父親 290 名（平均年齢 47.0 歳、標準偏差 5.18 歳）および母親 561 名（平均年齢 44.5 歳、標

準偏差 4.96 歳）の、計 851 名となった。父親はほとんど（280 名）がフルタイム勤務であり、母親は

約半数（433名）がフルタイム勤務、187名がパートタイム勤務、専業主婦が224名であった。 

なお、回答者（親）の性別と子どもの性別の組み合わせを示したものが表１である。男子のチームス

ポーツ経験者の方が女子のチームスポーツ経験者よりも多いが、実際に地域スポーツで設置されている

種目（チーム）数が男子の方が多いことから妥当であると考える。 

 

表1 調査回答者のうちわけ 表

male female
male 215 75 290

female 414 147 561

629 222 851

子性別

合計

回答者
性別

合計

 
 

 (2) 調査項目 

まず、本人の性別、年齢、就労状況、つぎに、子どもの性別、スポーツの種目、子どもがチームに所

属していた期間を尋ねた。複数の子どもがいる回答者のために、「複数のお子様がいる場合は、チーム内

での人間関係についてより強く思い出すお子様についてお答えください」と指示した。 

さらに、子どものその種目での競技レベルを尋ねた。これは、「スタメン／レギュラークラス」「準レ

ギュラークラス」「補欠」「それ以下」から選ばせた。これは、部活内の実力や達成経験が、生徒自身の
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自尊感情に影響することが示されている（佐藤・杉原・藤生、2000）からである。 

その後、地域スポーツでの肯定的経験および否定的経験について自由記述方式で回答を求めた。具体

的には、肯定的経験については、「お子さまのスポーツを通して、あなたのお子さまが最もうれしかった

こと、あなた自身が最もうれしかったこととはどのようなことですか？ それぞれお答えください。」と

尋ねた。否定的経験については、「お子さまのスポーツを通して、あなたのお子さまが最も傷ついたこと、

あなた自身が最も傷ついたこととはどのようなことですか？ それぞれお答えください。」と尋ねた。否

定的経験については、さらに、「あなた自身が最も傷ついたことで、あなたはどの程度傷つきましたか？」

と尋ね、4 件法で回答を得た（非常に傷ついた、少し傷ついた、あまり傷ついていない、全く傷ついて

いない）。 

本研究は大規模な調査であったため、これ以外に、量的測定法によるチーム内トラブルの認知、本人

の性格特性、コーチの技量についての評価なども測定していた。しかしながら、今回は自由記述を中心

に取り上げて検討するため、これらの変数の紹介は割愛する。 

 

3．結果 

(1) 回答者の子どもについての情報 

所属するチームの競技レベルおよび子どもの競技レベルに関して、子どもの性別による有意な差は認

められなかった。そこで、男女は込みにして所属するチームの強さと子どもの競技レベルごとの回答者

数をまとめたものが表2である。所属するチームの競技レベルに関しては、どのレベルに関しても十分

な回答者数が確保されていたが、子どもの競技レベルに関しては偏りが見られた。チームへの所属期間

への回答を見ると、6年生になる前に辞めたという回答は25.5％であり、最終学年までチームにいた子

どもが多数派である。そして、最終学年においてはスターティング・メンバーないしレギュラーになれ

る可能性が高いのだろう。そこで、準レギュラークラス以下はまとめて分析を行うこととした。なお、

チーム所属期間は、男子が平均3.35年標準偏差1.63年、女子は平均2.93年標準偏差1.53年であった。 

 

表2 チームの競技レベル と 子の競技レベルごとの回答者数 

  子の競技レベル 

チームの競技レ

ベル 

スタメン／レギュラー

クラス 
準レギュラークラス 補欠 それ以下 

 合計 

  度数 (%) 度数 (%) 度数 (%) 度数 (%) 度数 (%) 

県（都道府）大会

レベル以上 
117 (22.90) 32 (14.35) 7 (9.46) 5 (11.63) 161 (18.92)

地区大会上位 

レベル 
196 (38.36) 60 (26.91) 17 (22.97) 3 (6.98) 276 (32.43)

地区大会中位 

レベル 
108 (21.14) 68 (30.49) 14 (18.92) 0 (0.00) 190 (22.33)

それ以下 90 (17.61) 63 (28.25) 36 (48.65) 35 (81.40) 224 (26.32)

合計 511   223   74   43   851   
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表3 子の性別ごとのスポーツ種類 

  男子 女子   

  度数 (%) 度数 (%) 
合計 

  

サッカー（地域） 173 (27.50) 11 (4.95) 184 (21.62) 

サッカー（クラブチーム） 87 (13.83) 4 (1.80) 91 (10.69) 

野球チーム（地域） 162 (25.76) 5 (2.25) 167 (19.62) 

野球（クラブチーム） 52 (8.27) 0 (0.00) 52 (6.11) 

バスケットボール（地域） 27 (4.29) 49 (22.07) 76 (8.93) 

バスケットボール（クラブチーム） 6 (0.95) 21 (9.46) 27 (3.17) 

バレーボール（地域） 1 (0.16) 28 (12.61) 29 (3.41) 

バレーボール（クラブチーム） 3 (0.48) 16 (7.21) 19 (2.23) 

その他（ドッチボール、ラグビー、新体

操の団体戦等） 
118 (18.76) 88 (39.64) 206 (24.21) 

 計 629   222   851   

 

また、回答者の子どもたちが行っていた具体的なスポーツ種目は、表3にまとめた通りであった。都

内近郊の小学校施設を利用して行われている地域スポーツの種目を参考に、サッカー・野球・バスケッ

トボール（ミニバスを含む）・バレーボールが主であろうと考えていた。しかし、実際には「その他」が

多く挙げられていた。本調査では具体的に種目を書かせなかったため断定はできないが、自由記述の内

容や別の調査結果などより、ラグビー、新体操、水泳の団体競技、ドッチボールなどではないかと推測

される。また、地域スポーツがどのようなものであるかを定義したわけではないため、スクールに通っ

ている子について回答した者がいた可能性は否めない。 

 

(2) 肯定的経験についての自由記述 

肯定的経験および否定的経験の記述は、著者らが作成したコーディング表（表4～7）に基づき、仮説

を知らない二人のコーダーによりコーディングされた。そして、一致しない回答については著者らが話

し合いにより決定した。初期の一致率は、否定的経験が86.3％、86.9％、肯定的経験は82.2％、83.3％

であった。複数の内容が書かれているケースもいくらか見られたがあまり多くはなかったため、複数の

要素が書かれている場合は初めに書かれている要素に原則としてコードし、明らかに後半が重要そうな

場合は最も重要そうな要素にコードすることとした。 

肯定的な経験について、回答頻度をまとめたものが表4と表5である。まず、親が考える子どもが嬉

しかったこととしては、「子どもが勝った」、すなわち、子ども自身が勝ったこと、子ども自身が何かを

できるようになったこと、試合などで活躍したことが圧倒的に多く挙げられた。次に多かったのは「得

るものがあった」である。これは、「体力がついた」「積極的になった」などを指し、子ども自身のこと

であった。三番目に多かったものが仲間関係への言及で、「仲間とより仲良くなった」、チームの仲間と

より親密になれた、みんなと仲良くなった、心を許せる友だちが増えたなどが挙げられていた。 
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子どもがレギュラーであったかどうか、親の性別、子どもの性別で分けて分析をしたところ、レギュ

ラーだったかどうかによる差が全体的に最も大きかった（χ2 検定を行ったが、期待頻度が 5 未満のセ

ルがいくつも出てしまうため報告は控える）。子の肯定的経験の場合、レギュラーの子どもよりも非レギ

ュラーの子どもは、自分自身のことへの言及がやや少なく、コーチとの関係や仲間との関係に言及する

率が多かった。 

次に、親本人が嬉しかったことを見てみよう（表5）。まず、子ども同様の状況を挙げる人が多数であ

った（87.66%）。なかでも、子ども自身の達成や成長を挙げる人が多かった。それ以外も、子どもとコ

ーチ、子どもと仲間との関係についての言及が続いた。また、コーチへの言及よりも、仲間・友人につ

いての言及が多く見られた。 

一方、親自身が何かを得たという報告は少なく、4.23%に過ぎなかった。ただし、保護者同士の関係

の広がりについては少し見られ、レギュラーの親は3％弱が挙げていた。 

 

表4 子の肯定的経験についてのカテゴリー 

    全体 レギュラー 非レギュラー 

    度数 ( % ) 度数 ( % ) 度数 ( % ) 

勝った 426 (50.06) 293 (57.34) 133 (39.12) 

得るものがあった 121 (14.22) 60 (11.74) 61 (17.94) 

活動そのものが楽しい 40 (4.70) 15 (2.94) 25 (7.35) 

子ども 

その他 1 (0.12) 1 (0.20) 0 (0.00) 

レギュラー レギュラー・スタメンになった 40 (4.70) 32 (6.26) 8 (2.35) 

試合に出られた 27 (3.17) 6 (1.17) 21 (6.18) 

コーチから学んだ 1 (0.12) 0 (0.00) 1 (0.29) 

対コーチ 

認められた褒められた 15 (1.76) 7 (1.37) 8 (2.35) 

仲間と仲良くなった 105 (12.34) 54 (10.57) 51 (15.00) 対仲間 

認められた褒められた 9 (1.06) 6 (1.17) 3 (0.88) 

対他の親 認められた褒められた 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 

その他   22 (2.59) 12 (2.35) 10 (2.94) 

なし 特になし、わからない 44 (5.17) 25 (4.89) 19 (5.59) 
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表5 親の肯定的経験についてのカテゴリー 

    全体 レギュラー 非レギュラー 

    度数 ( % ) 度数 ( % ) 度数 ( % ) 

子の活躍 193 (22.68) 144 (28.18) 49 (14.41)
子の成長 369 (43.36) 205 (40.12) 164 (48.24)
子が楽しそう 56 (6.58) 30 (5.87) 26 (7.65) 
子が怪我をしなかった 4 (0.47) 2 (0.39) 2 (0.59) 

子ども 

子、その他 15 (1.76) 7 (1.37) 8 (2.35) 
レギュラー 子がレギュラー・スタメンになれた 30 (3.53) 22 (4.31) 8 (2.35) 

子が試合に出れた 17 (2.00) 3 (0.59) 14 (4.12) 
子がコーチから学んだ 2 (0.24) 2 (0.39) 0 (0.00) 対コーチ 

子が認められた褒められた 6 (0.71) 4 (0.78) 2 (0.59) 
子が仲間と仲良くなった 44 (5.17) 24 (4.70) 20 (5.88) 

対仲間 
子が認められた褒められた 7 (0.82) 4 (0.78) 3 (0.88) 

対他の親 子が認められた褒められた 2 (0.24) 0 (0.00) 2 (0.59) 
  子と家族がより親密になれた 1 (0.12) 1 (0.20) 0 (0.00) 

保護者本人 保護者自身の成長 3 (0.35) 1 (0.20) 2 (0.59) 
保護者と子がより親密になれた 15 (1.76) 11 (2.15) 4 (1.18) 

保護者対子ども 
家族全体がより親密になれた 2 (0.24) 2 (0.39) 0 (0.00) 

保護者対コーチ 保護者が認めれらた褒められた 1 (0.12) 1 (0.20) 0 (0.00) 
子が認められた褒められた 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 
助けられた 2 (0.24) 1 (0.20) 1 (0.29) 保護者対他の親 

交流が広くなった 13 (1.53) 12 (2.35) 1 (0.29) 
その他   15 (1.76) 9 (1.76) 6 (1.76) 
なし 特になし、わからない 54 (6.35) 26 (5.09) 28 (8.24) 

 

(3) 否定的経験についての自由記述 

一方、否定的な経験について、全体での回答頻度をまとめたものが表6と表7である。 

まず、親が考える子どもが傷ついたこととしては、「子どもが負けた」、すなわち、子ども自身やチー

ムの敗北やミスが最も多かったが、喜びほどではなかった。次に多かったのは「レギュラー」関係の記

述である。これは、「レギュラーから落ちた」「スタメンを外された」などを指し、コーチの采配と子ど

も自身の技能の両方が関係する内容である。コーチや仲間からの否定・いじめがそれに続く。「特にない」

という回答も三分の一と予想よりも多く見られた。 

つぎに、親自身の傷ついたこととしては、やはり最も多いのは子どもに関する事柄であった。親の場

合は、ミスや敗退以外に、体調管理の失敗や技能が伸び悩んだなど内容が多岐にわたっていた。次に多

かったのは、コーチの子どもに対する態度への言及で、暴力こそ多くはなかったものの、罵声・罵倒や

えこひいきを否定的な体験として挙げた者が10％以上いた。また、子どもの仲間が子どもに対する態度

への言及も多く、とくに非レギュラーの子どもは仲間からの意地悪や叱責をレギュラーの子どもの倍受

けていた。なお、レギュラーへの言及はこの質問でも多かったが、コーチに対するものか自身の子ども

に対するものかわかりかねるのでここでは追求しない。また、わずかではあるが、子がレギュラーで活

躍しているほど勝敗に関する記述の割合は高く、子がレギュラーで活躍している親ほど勝ちや負敗にこ

だわるという永井（2004）の指摘を支持する方向だった。 
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表6 子の否定的経験についてのカテゴリー 

    全体 レギュラー 非レギュラー 

    度数 ( % ) 度数 ( % ) 度数 ( % ) 

子ども自身 ミス、負け、結果が出ない、怪我 215 (25.26) 136 (26.61) 79 (23.24) 

レギュラー 
レギュラー落ち、 

スタメンから外された 
69 (8.11) 26 (5.09) 43 (12.65) 

試合中の交代 5 (0.59) 4 (0.78) 1 (0.29) 
罵倒・罵声、無視 31 (3.64) 19 (3.72) 12 (3.53) 
暴力 10 (1.18) 6 (1.17) 4 (1.18) 
不当な扱い、えいこひいき 28 (3.29) 17 (3.33) 11 (3.24) 
（ふつうに）叱られる 19 (2.23) 14 (2.74) 5 (1.47) 

対コーチ 

コーチその他 11 (1.29) 6 (1.17) 5 (1.47) 
仲間に迷惑かける 3 (0.35) 2 (0.39) 1 (0.29) 
仲間からの意地悪や叱責 59 (6.93) 25 (4.89) 34 (10.00) 
仲間同士のトラブル・いじめ 9 (1.06) 6 (1.17) 3 (0.88) 
仲間関係その他 36 (4.23) 20 (3.91) 16 (4.71) 

対仲間 

コーチと仲間から非難・否定 5 (0.59) 2 (0.39) 3 (0.88) 
対他の親 ダメだし、否定 7 (0.82) 3 (0.59) 4 (1.18) 
その他   40 (4.70) 29 (5.68) 11 (3.24) 
なし 特になし、わからない 304 (35.72) 196 (38.36) 108 (31.76) 

 

表7 親の否定的経験についてのカテゴリー 

    全体 レギュラー 非レギュラー 

    度数 ( % ) 度数 ( % ) 度数 ( % ) 

子ども自身 ミス、負け、結果が出ない、怪我 148 (17.39) 92 (18.00) 56 (16.47) 

レギュラー 
子がレギュラー落ち、スタメンか

ら外された 
29 (3.41) 6 (1.17) 23 (6.76) 

子の試合中の交代 4 (0.47) 2 (0.39) 2 (0.59) 

子への罵倒・罵声、無視 17 (2.00) 6 (1.17) 11 (3.24) 

子への暴力 9 (1.06) 5 (0.98) 4 (1.18) 

子への不当な扱い、えこひいき 18 (2.12) 8 (1.57) 10 (2.94) 

子が（ふつうに）叱られる 2 (0.24) 1 (0.20) 1 (0.29) 

練習状況（悪天候での練習等） 1 (0.12) 0 (0.00) 1 (0.29) 

対コーチ 

コーチその他 25 (2.94) 17 (3.33) 8 (2.35) 

子が仲間に迷惑かける 2 (0.24) 0 (0.00) 2 (0.59) 

仲間から子への意地悪や叱責 26 (3.06) 11 (2.15) 15 (4.41) 

子の仲間同士のトラブル・いじめ 2 (0.24) 2 (0.39) 0 (0.00) 
対仲間 

子の仲間関係その他 3 (0.35) 3 (0.59) 0 (0.00) 

対他の親 子が他の親から否定される 9 (1.06) 3 (0.59) 6 (1.76) 

保護者本人 保護者自身の体力能力資金不足 19 (2.23) 8 (1.57) 11 (3.24) 

保護者対コーチ 保護者が否定・誤解される 4 (0.47) 2 (0.39) 2 (0.59) 

保護者が迷惑をかける 2 (0.24) 2 (0.39) 0 (0.00) 

保護者へのいじめ・仲間外れ 10 (1.18) 5 (0.98) 5 (1.47) 保護者対他の親 

その他保護者同士のトラブル 69 (8.11) 46 (9.00) 23 (6.76) 

保護者対家族 自分の両親・配偶者からの否定 2 (0.24) 2 (0.39) 0 (0.00) 

人間関係   8 (0.94) 3 (0.59) 5 (1.47) 

その他   39 (4.58) 29 (5.68) 10 (2.94) 

なし 特になし、わからない 403 (47.36) 258 (50.49) 145 (42.65) 
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肯定的経験に関しては、「なし」「わからない」という回答は 5%程度しかなかった。これと比べて否

定的経験に対する「なし」「わからない」は6～7倍多かった。ここから、地域スポーツ活動に対して肯

定的な気持ちを持っている人が多いとまとめることはしかし早急であろう。なぜなら、匿名であっても

悪いことは言いにくいという遠慮が働いた可能性が残っているからである。 

子どもがレギュラーかどうか以外に、保護者自身のスポーツ経験による違いも検討した。その結果、

保護者のスポーツ経験による差は喜びにはおよび保護者自身の傷つきには系統だった影響が見られなか

った。ただ、非レギュラーの子どもの傷つきに関し、親の経験が少ないほうが仲間同士のトラブルを多

く指摘していた（20.26％、vs16.3%・13.5%）。一方、親の経験が多いと、子ども自身の問題をより挙

げていた（30.6％、vs16.7%・22.1%）。コーチ関係の問題を挙げる率には系統だった差は認められなか

った。 

 

4. 考察 

本研究では、地域スポーツをしている子どもがいる保護者を対象に、地域スポーツでの肯定的な体験

と否定的な体験を調べた。その結果、子どもの経験した否定的な体験としては、子ども本人の実力や勝

ち負けについての記述が多かったが、指導者やチームメイトからのハラスメントも合わせて20％程度見

られた。一方、保護者の否定的な体験としては、コーチとの関係を挙げた者は 9％程度であり、チーム

メイトとの関係を挙げた者もあまり多くはなかった。むしろ保護者同士のトラブルを挙げた者が10％程

度いた。全体的に回答者たちは、地域スポーツとのかかわりの中から否定的な体験よりも肯定的な体験

を多く述べていた。 

スポーツ場面における指導者と子どもの関係は長く取り上げられてきたが、本研究では、そこに保護

者の視点を加えた。そして、地域スポーツにおける保護者が絡むトラブルの存在、そしてその具体的な

内容について実証的に示した点が、本研究の貢献であろう。 

本研究のかかえる問題点は二つ考えられる。まず、「地域スポーツ」という言葉の難しさである。こ

の語は厳密に定義されていなかったため、著者らの考える「地域スポーツ」と回答者の考える「地域ス

ポーツ」がずれており、プロ志向的なクラブチームや習い事であるスクールでの体験を書いている人が

一定数いたのではないかと懸念している。つぎに、否定的な経験を語る難しさである。本調査は「あな

たについて」というあいまいな題名のもと実施されたため、リクルート段階での偏りは考えにくい。し

かし、ウェブ調査の回答者は回答を続けるかどうかを選ぶことができるため、否定的な経験よりも肯定

的な経験をした人の方が、調査協力率が高かった可能性が残されている。ただし、肯定的な経験の記述

が多かった理由は既に終わった小学生時代を振り返って回答していた層が比較的多かったことによるか

もしれない。本研究では該当児童の調査時点での学年を尋ねなかったため不明であるが、昔のことであ

ったために美化された可能性もまた残る。 

本研究は大規模な調査の一部であるため、今後はさらに因果関係を中心とした分析を進める予定であ



東京未来大学研究紀要 2015 vol.8 

－ 37 － 

る。具体的には、どのような人が地域スポーツを通じて否定的な体験をしがちなのか、このような体験

をした人たちはその後どうなっていくのかについて検討を広げることにより、より良い地域スポーツ体

制の確立に役立てたい。 
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