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問　題

　近年子どもの体力・運動能力の低下が叫ばれて久
しい（e.g.,文部科学省，2014）。その主な原因である
運動不足は、成人になってからの高血圧や心筋梗塞
等への罹患確率を高めるだけではなく、子どもの筋
肉・骨格・脳機能の健全な発育をも阻害する可能性
があるため、深刻な問題だと考えられる。この運動
不足を解消するため自治体も策を講じてはいるが、
一つの対策として「地域スポーツ」の振興が考えら

れる。
　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るスポーツ
集団を指す（永井，2004）。年間を通じて一つの種
目を行い、加入テストは通常課さないため、子ども
たちは近所の顔見知りの友だちと共に気軽にスポー
ツを楽しむことができる。子どもがスポーツを行うこ
とには、実際に身体の発育促進・体力および運動能
力の向上という効果がある（谷口，2004）。また、放
課後の自由な集団遊びが減っている現代において
は、地域スポーツは協調性の育成や仲間づくりの場
としても活用されうる（大橋・井梅・藤後，2015）。
　地域スポーツの特徴として、高い月謝を徴収せず
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ボランティアによって運営しているため、保護者の
サポートが必須である点が挙げられる。具体的には、
試合や練習の際の送迎、試合や練習の際の怪我対
応、施設や道具の管理、試合会場の準備、応援、
必要経費の支払い等を行うことで保護者はチーム運
営をサポートする。このように保護者もまた子ども
のスポーツチームと関わる（Na, 2015）結果として、
保護者同士の連帯感が生まれやすい、家族内のコ
ミュニケーション量が増える（e.g., Dorsch, Donough 
& Smith, 2015：大橋ら，2015）等のメリットがある。
　その反面、問題も考えられる。地域スポーツに関
わる保護者に対するインタビューを行った藤後・三
好・井梅・大橋・川田（2016）は、以下のような問
題を報告している。自分の目の届かないところで起
こっていれば気にしなくて済むだろうが、自分の目
の前で自分の子どもが大事な試合でミスをすると、
チームに対して申し訳ない・恥ずかしいという気持
ちになり、子を責めてしまう。特に応援席の保護者
がその時にため息や感情的な言葉を発している場合
や、そのミスのことで子が指導者に叱られた場合、
自分が責められているわけではないが、気持ちが落
ち込む。また、自分の子どもとチームメイトの違い
を目の当たりにすることとなるため、自分の子どもの
欠点が目につきやすくなり悲しい気持ちになる。さ
らに、指導者に対してもそのやり方（練習の方法、
試合での戦略、試合に出す選手の決め方等）で気に
なるところが目についてしまう。また、地域スポーツ
に子どもを参加させた経験がある父親300名及び母
親600名を対象とした調査によれば、約半数が地域
スポーツの中で傷ついた体験があると回答しており、
その中でも指導者の指導法や選手選抜関連が多く挙
げられていた（大橋ら，2015）。試合に出してもらえ
ないということは、その子どもが否定的に評価され
たことを意味する。子ども自身も辛く感じるであろう
し、保護者が指導者や他の保護者から否定的な
フィードバックを受けると、特に同一化した親子の
場合、自分の子どもを非難したり過度な練習に追い
込んだりする等して子どもの精神的健康にも悪い影

響がある（藤後・井梅・大橋，2015）ため、注意が
必要である。
　本来は多くの子どもが楽しくスポーツに参加でき
るようにと作られた地域スポーツではあるが、日本
の場合、強ければ全国大会に出場することもできる。
また、プロを目指す子どもであっても小学生のうち
はセミプロのチームではなく地域スポーツに入る
ケースが多い。そのため、日本の地域スポーツのチー
ムでは二つの目的ないし志向性が混在しているよう
に感じられる。ひとつめは楽しさへの志向であり、
ふたつめは勝利への志向、すなわち勝利至上主義で
ある（Grosse, 2008）。練習に精を出し上達したとい
う経験は子どもにとって大きな学習となるが、試合
での勝利を強く願いそのためにチームを強化してい
くことは、子どもの身体と精神に過度な負担をかけ
ることになる上、勝利こそ目指すべきものであると
いう偏った考え方を植えつけることになる（永井，
2004）。
　チームのリーダーである指導者のさまざまな言動
が選手である子どもたちに影響し、チームの雰囲気
を作り（e.g., Horn, 2008; Smoll & Smith, 1989）、さ
らには、チームをサポートする保護者たちにも影響
すると考えられる。そのため、指導者がどのような
考えを持っているかは保護者にとっても子どもに
とっても重大な問題であろう。
　本研究では、地域スポーツで活躍している指導者
にレギュラー選抜において採用している基準につい
て尋ねた。その目的は二つある。第一に、指導者が
実際にどのような基準を用いる傾向があるのか明ら
かにすることである。レギュラー選抜についての不
満は保護者の間に多いが（大橋ら，2015）、指導者
は言語的に説明しないことが多いため、明らかにす
ることに意味があると考えた。特に、地域スポーツ
では保護者からのサポートが必須であるため、引率
や練習準備等を多く引き受けたりサブ・コーチとし
て教えたりする等チームへの貢献度が高い保護者の
子が試合に出させてもらえるという説があり、チー
ムのサポートをし難い環境にある保護者（例えば、
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下に幼児がいる、一人親等）が苦しむケースがある。
そこで、保護者の貢献度がどのくらいレギュラー選
抜の際重視されるのかも尋ねることとした。
　第二に、レギュラー選抜基準には、指導者たちが
楽しさと勝利どちらの志向を強く持っているのかが
反映されていると考えた。試合に出ることは子ども
たちにとってとても大きな楽しみでありモチベーショ
ンの源である。もし指導者が楽しさへの志向を強く
持っていれば、競技力を重視せず練習や試合への
参加度を基準に全員を均等に出すように心がけるは
ずである。一方、もし指導者が勝利への志向を強く
持っていれば、チームを勝たせるために競技力の高
い子を試合に選ぶようにするはずである。
　チームの志向性はそのチームの競技レベルによっ
て異なると考えられるため、指導しているチームの
競技レベルごとに分析した。また、地域スポーツの
指導者は自分の子どもが参加したため自分も教える
形で手伝うことになるケース（「パパ・コーチ、ママ・
コーチ」）と、特に係累が所属しているわけではない
がチームの卒業生である、近所に住んでいてその種
目が得意である等の理由によって指導者になるケー
スとがある。以前に行った調査で、当該チームに自
分の子がいるかどうかによって指導者がやりがいや
困難に感じる状況に差が認められた（大橋・井梅・
藤後・川田，2017）。そのため、本調査においても、
実子の所属の有無ごとに分析を行った。

方　法

回答者
　調査会社（楽天リサーチ）に委託し、2015年11
月にオンライン調査を実施した。地域スポーツの主
な種目は、軟式野球・サッカー・バスケットボール・
バレーボール・剣道だとされる（笹川スポーツ財団，
2014）。そこで、本調査の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、その指導種目が地域スポーツの主な種目のうち
個人競技である剣道以外の４種目のいずれかにあて

はまる者とした。このようにチーム競技に絞った理
由は、レギュラーの問題が典型的に出るのはチーム
として勝ち上がる競技においてだと考えたからであ
る。463名（男性419名、女性44名）が協力した。
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。
調査手続き
　2015年10月、当該会社の調査モニタ－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。
　なお、オンライン調査会社のモニタ－の過半数は、
教示を読まずに回答していることを示したデータが
ある（三浦・小林，2015）。また、指示通りに回答し
ない者の回答パターンは指示通り回答している者の
回答パターンとは異なっており安定性に欠けること
も指摘されている（増田・坂上・北岡・佐々木，
2016）。そのため、質問文を読んだ場合と読んでい
ない場合を識別できるトラップ質問を質問群中に二
つ設け、一つ以上に不適切な回答をした場合には回
答者には含めなかった。
質問項目
　本研究は大規模な調査の一環として行われた。ま
ず、性別、年齢、指導している種目、チーム内での
自分の立場（自由記述式）、指導経験年数、指導頻度、
現在も指導しているかを尋ねた。その後、以下の質
問を行った。その際、指導者のことを何と呼ぶかは
種目や地域によって差があるが、調査実施において
は最も耳慣れた表現であると推測される「コーチ」を、

「指導者」の代わりに用いた。
１ ．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、勝利を志向する程度は
異なると考えられるため尋ねた。全国大会出場レ
ベル（６）、地方大会出場レベル（５）、都道府県
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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。

２ ．指導することによる収入（月額、自由記述）。本
研究は地域スポーツの指導者に対象を定めている
が、スポーツクラブの指導者が混在する可能性が
あるため尋ねた。

３ ．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。

４ ．選手選抜基準。「あなたがコーチをつとめている
チームで、試合に出場する選手を選ぶ際に何を基
準としていますか。」と前置きした上で、表１に挙
げた10項目について質問した。項目は地域スポー
ツに子どもを参加させている保護者３名とスポー
ツ心理学者1名が協議のうえ決定した。選択肢は、
とても重要である（６）から全く重要ではない（１）

までの６件法であった。
５ ．勝利至上主義。勝利至上主義はスポーツ心理学

の中で問題であると指摘はされるが、その程度を
測定する尺度が見つからなかったため、新たに作
成した。先行文献の中での記述（永井，2004：藤後，
2011）と保護者・指導者対象の調査（井梅・藤後・
大橋，2017:大橋ら，2017）において地域スポーツ
の問題点および否定的な体験について自由回答法
で尋ねた際に出てきた記述を参考にして項目を選
定した。「地域スポーツを取り巻く状況について、
以下の文章それぞれにどのくらい賛成かお答えく
ださい。」と前置きした上で、表3に挙げた４項目
について質問した。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。
倫理的配慮
　所属大学の倫理委員会の審査を経て調査を実施
した。調査対象者は回答前に、回答は自由意思に基
づくこと、匿名性が確保されていること、統計デー
タは学術的に利用することが説明され同意している。

表１　主因子法プロマックス回転による因子分析の因子負荷量

項　　　　目
因子

共有性
１ ２ ３

１．その子の練習への出席率 -.047 -.015 .673 .285
２．その子の試合への出席率 .047 .019 .781 .316
４．その子の両親のチームへの貢献
　　（審判やコーチ、取りまとめ役など） .690 .033 .168 .527

５．その子の親とあなたとの親しさ .986 -.077 -.009 .728
６．その子の親が観戦していること .829 -.007 -.056 .604
７．その子とあなたとの親しさ .696 .165 -.085 .620
９．他チームのコーチのコメント -.042 .899 .020 .486
10．競技知識のある親のコメント .138 .654 -.020 .479
因子間相関 １ ２ ３

因子２ .634
因子３ .150 .045

注）以下の項目は共有性が0.2未満であったため、最終的な因子分析から削除した。
　３．その子の競技技術
　８．自チームの他のコーチのコメント（自分しかコーチがいない方は１を選択してください）
ただし３は要因としては大変重要であるため、後の分析には単独で使用した。
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結　果

分析対象者
　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。
　回答者の年齢の平均は45.08歳（sd=9.34）、指導
者経験年数の平均は6.18年（sd=5.70）であった。

指導種目は、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。
レギュラー選抜基準に関する項目
　測定した10項目について主因子法プロマックス回
転を用いた因子分析を行った。予備的な分析の結果、
２項目は共有性が0.2未満であったため、最終的な
因子分析から除外した。その結果、表１の３因子が
得られた。第一因子は「その子の両親のチームへの
貢献」「その子の親とあなたとの親しさ」「その子の
親が観戦していること」等と関連しているため、「親
の貢献・親しさ重視」と名付けた。第二因子は「他
チームのコーチのコメント」「競技知識のある親のコ
メント」と関連しているため、「知識ある大人の評価
重視」と名付けた。第三因子は「その子の練習への
出席率」「その子の試合への出席率」と関連してい
るため、「出席重視」と名付けた。親の貢献・親し

表２　指導者によるレギュラー選抜基準の記述統計と内部相関

全体 実子あり（n=261）実子なし（n=195）相関係数
（右上：実子あり、左下：実子なし）

M （sd） M （sd） M （sd） 親の貢献
親しさ

知識ある大
人の評価 出席 競技力

親の貢献・親しさ重視 2.196 （1.027） 2.123 （0.946） 2.294 （1.122） .332＊＊ .089 -.123

知識ある大人の評価重視 2.828 （1.124） 2.856 （1.085） 2.790 （1.177） .456＊＊ .078 -.123＊

出席重視 4.268 （0.983） 4.282 （1.011） 4.249 （0.946） .181＊ .077 .272＊＊

競技力重視 4.610 （1.002） 4.655 （0.998） 4.549 （1.006） -.117 .076 .308＊＊

＊p＜.05，＊＊p＜.01

表３　指導者による勝利至上主義的考えに関する記述統計と内部相関

全体 実子あり（n=261）実子なし（n=195）相関係数
（右上：実子あり、左下：実子なし）

M （sd） M （sd） M （sd） 努力 しごき 勝つこと 楽しむ
地域スポーツでは、努力し
ている子どもが報われるべ
きだ

4.682 （0.993） 4.660 （0.982） 4.720 （1.009） .085 -.073 .127＊

地域スポーツとはいえ、ス
ポーツである以上、少々の

「しごき」はやむを得ない
2.807 （1.358） 2.810 （1.325） 2.810 （1.404） .227＊＊ .318＊＊ -.146＊

地域スポーツのチームとし
て一番大切なことは勝つこ
とである

2.827 （1.234） 2.870 （1.163） 2.770 （1.325） .094 .372＊＊ -.169＊＊

地域スポーツでは楽しむこ
とが重要だ（逆転項目） 4.912 （1.002） 4.930 （0.968） 4.890 （1.047） .117 -.169＊ -.170＊

＊p＜.05，＊＊p＜.01
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さ重視と知識ある大人の評価重視の間には中程度の
正の相関が見られた（r=.634）。
　表２に、因子ごとの記述統計をまとめた。因子分
析では共有性が低く除外したが、競技力は重視され
ている可能性が高いため、単独項目であるが表に載
せた。平均値を比較すると、チーム内に実子がいる
指導者もいない指導者も共通して、保護者の貢献や
親しさはあまり重視していなかった。その代わり、
その子の競技力および練習や試合への出席を同程度
重視していることが示された。なお、基準間の相関
係数を見たところ、レギュラー選抜において出席を
重視する指導者は、同時に競技力をも重視する傾向
があった（実子あり指導者でr=.272, p<.01,　実子の
いない指導者でr=.308, p<.01）。
勝利至上主義に関する項目
　つぎに、勝利至上主義の記述統計を表３にまとめ
た。平均値を見たところ、指導者たちは楽しむこと
と同時に努力を重視していることが示された。一方、
勝利主義的な項目（表３の２、３段目）の平均値は
中点（3.5）よりも低かった。
　これらの内部相関を検討したところ、あまり高く
なかった（表３）。具体的には、ペアごとの相関係数
rの絶対値は.35未満であり、その平均は.157しかな
かった。また、信頼性係数αは.383であり、最も他
の項目との相関が低い「地域スポーツでは楽しむこ
とが重要だ（逆転項目）」を除外しても.395までしか
上がらなかった。そこで、何がレギュラー選抜の各
基準の程度に影響しているのか探索的に検討する際
には、これらの項目を独立に予測変数として扱うこ
ととした。
共分散分析
　どのような要因がレギュラー選抜の各基準をどの
くらい重視するかに影響を与えるのかを調べるため
に、実子の有無・種目・チームの競技レベルを独立
変数とする３要因の分散分析を行った。この際、勝
利至上主義の強さがレギュラー選抜基準に影響する
と考えたため、共変量として加えた（注２）。その結
果、３要因の交互作用効果が見られた要因があった。

そこで、種目・チームの競技レベルを独立変数とす
る２要因の分散分析を実子の所属の有無別に行っ
た。
　まず出席を重視する度合いを被説明変数とした分
析の結果を報告する。実子あり指導者では、種目・
競技レベル・交互作用ともに有意ではなく、共変量
の項目の一つのみが有意であった。具体的には、地
域スポーツでは努力している子どもが報われるべき
だと考える人ほど出席を重視していた（F（1,242）

=6.265, p<.05）。
　一方、実子なし指導者では、種目と競技レベルの
交互作用が有意であった（F（9,176）=1.952, p<.05）。
これについては以下のような共変量の影響が見られ
ている。つまり、地域スポーツでは努力している子
どもが報われるべきだと考える人ほど、また、スポー
ツである以上少々の「しごき」はやむを得ないと考
える人ほど、出席を重視した（F（1,176）=4.689, p<.05；
F（1,176）=9.410, p<.01）。そこで調整平均を図にしたと
ころ、サッカーでは競技レベルが上がると出席をむ
しろ重視しなくなるが、他の種目特にバスケットボー
ルでは競技レベルが高いチームほど出席を重視する
傾向が見られた（図１）。単純主効果検定の結果、
野球のみ競技レベルによる単純主効果が有意であり

（F（3,176）=3.216, p<.05）、多重比較によれば、県大会
出場以上のほうが地区大会中位よりも有意に出席を
重視していた。また、競技レベルごとに見た場合、
地区大会中位レベル（F（3,176）=3.207, p<.05）と県大
会出場以上レベルにおいて（F（3,176）=3.204, p<.05）
種目の単純主効果が有意であった。多重比較による
有意差が認められたのは、地区大会中位レベルの野
球とサッカー、県大会出場以上レベルのサッカーと
バスケットボールであった。
　親の貢献や親しさを重視する程度は、実子ありで
も実子なしでも、勝つことが大事と考える指導者ほ
ど高かった（F（1,242）=11.920, p<.001；F（1,176）=22.456, 
p<.0001）。実子あり指導者では種目と競技レベルの
主効果・交互作用効果は有意ではなかったが、実子
なし指導者においてはさらに種目と競技レベルの主
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効果がそれぞれ 有意であった（F（1,176）=3.410, 
p<.05；F（1,176）=5.221, p<.01）。多重比較の結果、競
技レベルの低いチームでより親の貢献や親しさが重
視されており、種目としては野球とバスケットボー
ルにおいてより親の貢献や親しさが重視されていた

（図２）。
　他の大人の意見を重視する程度についても同様の
検討を行った。実子ありでも実子なしでも種目と競
技レベルの主効果・交互作用効果は有意ではなかっ
た。実子あり指導者の場合、有意な共変量があり、
少々の「しごき」はやむを得ないと考える人ほど他
の大人の意見を重 視していた（F（1,242）=6.220, 
p<.05）。
　競技力を重視する程度についても同様の検討を
行った。その結果、実子ありでも実子なしでも種目
と競技レベルの主効果・交互作用効果は有意ではな
かった。ただ、共変量の影響はそれぞれにおいて見
られ、実子あり指導者の場合、スポーツである以上
少々の「しごき」はやむを得ないと考える人ほど、
また、地域スポーツのチームとして一番大切なこと
は勝つことであると考える人ほど、競技力を重視し
ていた（F（1,242）=4.275, p<.05; F（1,242）=10.899, p<.001）。
一方、実子なし指導者では、地域スポーツでは努力
している子どもが報われるべきだと考える人ほど、
また、地域スポーツのチームとして一番大切なこと
は勝つことであると考える人ほど、試合に出す選手
を選ぶ際に競技力を重視していた（F（1,176）=6.975, 
p<.01; F（1,176）=3.903, p<.05）。

考　察

　本研究は、地域スポーツの指導者がどのような基
準をレギュラー選抜の際に用いているのかを明らか
にし、またその規定因を探ることを目指した。
　全体として、地域スポーツで実際に活躍している
指導者たちが試合に出す子どもを選ぶ際には、練習
や試合への出席率と共に競技力が最も重視されてい
た。これは本来健康や楽しさを目的として始まった
地域スポーツにおいて、勝利経験と楽しさというふ
たつの目的が混在していることを示唆する。直接的
に価値観を尋ねた場合にはこのふたつの目的の肯定
率は高くはなかったが、それは社会的望ましさが影
響したと解釈できる。地域スポーツに関する話では
ないが、中学校や高校の部活動に関し行き過ぎた指
導やしごきが問題視されている（e.g., 長谷川，
2013；高橋・久米田，2008）。そのため、公には勝
利至上主義的な考えかたは表明にしにくい状況にあ
ろう。しかし、この選手選抜の態度から推測するに、
勝利至上主義の傾向は残っていると解釈できよう。
因子分析においては因子間相関が認められ、選手選
抜の際に親の貢献や親しさを重視する人ほど競技知
識のある他の大人の評価を選手選抜の際に重視して
いた。この関連性から、指導者が保護者なども含め
て複合的に決定している程度にチーム差があること
が伺える。
　また、指導者たちは、楽しむことの重要性を高く
評価しつつも、その種目に関して努力している子が
報われるべきだと考えていた。努力を重視すること
は日本の価値観にも合い（e.g., 桜井，1989）、またス

図１　実子なし指導者が出席を重視する程度 図２　 実子なし指導者が親の貢献・親しさを重視す
る程度
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ポーツを通して学べることとしても理解できる。努
力を重視する人がレギュラー選抜において出席を重
視していたことは、練習や試合にきちんと出席する
ことが上達するための努力をしていることを意味す
るとみなされていると解釈できるが、努力を重視す
る実子なし指導者ほどレギュラー選抜の際に競技力
をより重視する傾向が見られた（表３）。この背後に
は、努力すれば上達する、言い換えれば、下手なの
は努力が足りないからだという考え方があるのでは
ないか。
　興味深いことに、勝利至上主義的な考え方を持つ
からといって楽しむべきだという考え方を持たない
わけではなく、この二者の相関は低かった。このこ
とは、指導者たちが、勝利の追求と競技の楽しさを
まったく別のものであると考えていることを意味す
る。
　次にレギュラー選抜に影響を与える要因について
検討した。勝利至上主義を反映した、競技力を重視
したレギュラー選抜を行う傾向は、指導しているチー
ムの競技力が高いほど強く、勝つことが大事だと考
える人ほど強かった。これは、競技力が高いチーム
は勝ち続けることを期待されるために、技術力の高
い子どもを試合に出したくなるのだろう。また、実
子なし指導者のみで、努力している子どもが報われ
るべきだと考える人ほど競技力を重視するという関
係性が見られた。これは、子どもの縁ではなくスポー
ツを教えている指導者はスポーツを得意とする者が
多く、自分の経験から努力すれば競技力が上がると
考えがちだからではないか。実子あり指導者では
少々の「しごき」はやむを得ないと考える人ほど競
技力を重視するという関係が見られたことと対照的
であった。実子がチームにいる場合、自主的な努力
よりもチームのために少々無理にでも頑張らせる必
要性を感じているということではないだろうか。
　保護者がチームに貢献する程度については、競技
力の弱いチームの指導者ほど重視していることが示
された。また、種目としては野球とバスケットボー
ルにおいて保護者の貢献は重視されており、これは

チーム運営のために実際に保護者のサポートがより
多く必要なことを反映しているのかもしれない。さ
らに、勝つことが大事であると考える指導者ほど、
保護者の貢献を重視する傾向が見られた。これは、
地域スポーツにおいて勝利を挙げるためには保護者
のさまざまなサポートがより必要になるからであろ
う。本研究では検討できなかったが、実際の保護者
のサポートの量もまた地域スポーツを考える上で必
要な変数の一つであることが示唆された。今後は指
導者と保護者、双方からの意識を統合的に検討する
研究が望まれる。
　本研究の限界として自己記入式の調査であること
が挙げられる。つまり、指導者本人が意識的に回答
を行うため、あくまでも指導者たちが認識している
内容しか測定できない。匿名の調査ではあるが、自
分を良く見せたいという気持ちや自己高揚的な動機
が意識的にあるいは無意識のうちに回答に影響した
可能性は否めない。
　本研究の貢献は、保護者の大きな不満や不安のも
ととなるレギュラー選抜について地域スポーツ指導
者の考え方が明らかにできた点にあろう。レギュラー
選抜基準の曖昧さは、地域スポーツの両輪を担う保
護者と指導者が対立してしまう大きな要因となりう
る。指導者たちはどのような理由でこのような基準
を用いるのかを保護者に説明するとともに、そのチー
ムの目的は何でその目的から鑑みてその基準は適切
なのかもう一度考えるべきであろう。その説明の際
には、アメリカ製のものだが、スポーツにおける保
護者の役割と責任について指導者が伝える方法を中
心としたガイドがあるので参考になる（National 
Association for Sport and Physical Education，
2009）。日本では事前にルールを伝える習慣がない
が、当該チームにおいてプレーする楽しさを重視す
るのか、それとも競技の上達や勝利を重視するのか
というチームの志向性に関する情報も入会時にきち
んと共有しておくことが大切である。その際このサ
イトで紹介されている、指導者の指導方針の適切な
伝え方、子ども・親とコーチの適切なコミュニケー
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ション方法、親が子どもたちのサポートをする適切
な方法等が適用できるだろう。また、保護者の方で
も指導者の考えを推測し従うのではなく、ともにチー
ムを運営するという意識を持ち、指導者の方針につ
いて説明を受ける機会を確保することが望まれる。
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ラー選抜基準のいずれとも有意な相関が認められな
かった「地域スポーツでは楽しむことが重要だ」につ

（おおはし　めぐみ・いうめ　ゆみこ・とうご　えつこ）
【受理日　2016年10月26日】

いては、共変量に加えなかった。


