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ジュニア期のスポーツ選手の親が指導者とチームの親達に
望むこと、望まないこと

―応援席ハラスメントと指導者ハラスメントの視点から―

藤　後　悦　子１）・大　橋　　　恵２）・井　梅　由美子３）

What do Parents of Junior Athletes Expect From Coaches and Parents of Other Team 
Members?: An Examination Conducted From the Perspective of Bench-Harassment

Etsuko Togo１）,  Megumi M. Ohashi２）and Yumiko Iume３）

Abstract

　There are various types of harassments in children’s sports, including corporal punishment by coaches. 

Not only coaches but also cheering groups, especially bystanders of cheering groups, are important 

factors in harassment. The authors focused on psychological harassment by parents of team members, 

which is known as “bench- harassment” and investigated what parents expect or do not expect from 

coaches and parents of other team members（cheering groups）to identify conditions of sports 

harassment and improve the sports environment. A survey was conducted with parents （N=112）with 

children enrolled in elementary school and junior high school attending a private basketball club in the 

Kanto area. The results indicated that parents expected coaches to provide “concrete advice and well-

designed training” as well as “mental support.” On the other hand, they expected coaches to avoid “violence 

or violent language” or provide “low-quality training.” They expected parents of other team members 

to provide “support for the smooth operation of the team” and “mental support,” and avoid “attitudes 

inappropriate for adults” or “negative attitudes or behaviors.” The child-centered sports environment was 

examined from the perspective of children’s rights and sports principles based on the above results.
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問　題

　ユニセフ（国連児童基金）と公益財団法人日本ユ
ニセフ協会（赤松良子会長・東京都港区）は2018
年11月に「子どもの権利とスポーツの原則」を発表
し、子ども達を取り巻くスポーツ環境の改善を推し
進めている。その前年度2017年には、すでに文部科
学省が、子どもたちのスポーツの最大の受け皿であ
る部活動にて教員の負担を減らし、かつ専門員の配
置を行うための部活動指導員制度を構築している。
同時に子ども達自身の物理的負担感を減らすため
に、部活動の日数の制限なども導入された。このよ
うに子ども達のスポーツ環境は整いつつあるものの、
未だ指導者による体罰問題は後を絶たない。たとえ
ば、2018年さいたま市立浦和中学のバトミントン部
の男子生徒が自殺した事件では、部活動顧問から「顔
も悪い」「運動神経も悪い」と数々の暴言をかけら
れていた（朝日デジタル，2019a）。また、2019年７
月、兵庫県尼崎市立尼崎高校では、男子バレー部と
硬式野球部において、体罰が常態化しており、部員
が顔をたたかれて一時意識を失い鼓膜にけがをした
にも関わらず、監督が学校に報告していなかった（朝
日デジタル，2019b）。このようにスポーツの場にお
ける体罰は根深い問題であり、その背景には短時間
で結果を出さないといけないという勝利至上主義や
根性論などが払拭されていない現状がある。これら
の体罰の影響は成人後まで続いており、トラウマで
苦しんでいるという報告もある（坂東・吉田・長富，
2019）。
応援席ハラスメント
　スポーツの場における体罰は指導者の問題に限ら
ない。筆者らは、スポーツの場におけるいやがらせ
を「スポーツ・ハラスメント」と定義し、ハラスメン
トの加害者や容認者には指導者のみでなく、親や応
援席を中心とするチームの親達も関与していること
を指摘してきた（藤後・大橋・井梅，2017）。特に
応援席によるハラスメントを「応援席ハラスメント」
として、その存在に警鐘を鳴らしてきた。

　本来応援とは、興奮や感動を伴うものであり、応
援を通して一体感が得られる（杉本，2017）。ス
ポーツ観戦における感動場面を検討した押見・原田

（2010）によると、感動場面とは「共鳴・一体感場面」
「スタジアムライブ観戦場面」「ドラマ的展開場面」「卓
越したプレー場面」「劣勢からの活躍場面」「懸命な
姿場面」「ヒューマニティ場面」「付加的要素場面」
に分けられ、すべてにおいて女性の得点が高かった。
これらは主にプロのスポーツを想定した尺度である
が、我が子のスポーツでも同様の感動が得られるで
あろう。特に我が子の場合、応援席はチームの親達
が中心であり、仲間一丸となっての応援により母親
は情緒的な支援を得られることも報告されている（石
原，2010）。
　このように一体感や情緒的支援を得られる反面、
応援席での言動は攻撃性や同調性を伴い、抑制が
難しい側面がある。スポーツ観戦における暴力は歴
史的にも議論されてきた。例えば、中江（2006）は、
スポーツマンシップの起源として、スポーツにまつ
わる暴力抑制過程について述べている。なお、応援
席の攻撃性が最も議論されたものは、イングランド
における「フットボール観客法1989」の成立であろう。
月嶋（2008）は、フーリガンをめぐる「暴力」の構
造を同法成立の背景を考察することで明らかにして
いる。
　またOmli & LaVoi（2009）は、応援席や試合
後の大人の攻撃的な行動をBackground Angerと
表現し、Elliott & Drummond（2015）は、「What 
Happens after the game?」と投げかけて応援席や
親たちの攻撃性の問題を指摘している。
　以上からも応援席は、攻撃性を有する側面を持っ
ていることは否定しがたい事実であろう。これは子
ども達のスポーツにおいても一部当てはまる。前述
した石原（2010）の研究でも母親同士の関係が試合
後の状態不安を悪化させることもあると報告してい
る。つまり、親同士の関係が良好であり、子どもの
プレーに対して温かい応援である場合には、情緒的
支援を得られるものの、応援席から選手のプレーへ
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の暴言や否定は、親にとっては応援席ハラスメント
と認知できるのではないだろうか。
　応援席の中にいる親にとって、応援席ハラスメン
トは身近であり、応援席での態度に疑問を感じてい
る人も少なくない。応援席ハラスメントや指導者ハ
ラスメントの存在は、我が子への支配的対応や、チー
ム内の格差や部内いじめの促進にもつながっており

（藤後・井梅・大橋，2017）、ハラスメント予防は喫
緊の課題である。
　それでは、子どもたちはどのように応援席ハラス
メントをとらえているのであろうか。中学生のバス
ケットボール選手を対象とした調査では、試合や練
習時の選手の不安として、評価への不安が挙がって
おり、その内容としては、「他の親から暴言をたくさ
ん言われる」「文句を言われたり、ため息をつかれる
のが嫌だ」などが代表的であった（藤後・浅井・勝
田ら，2016）。
　一方で、大橋・藤後・井梅（2018）が地域スポー
ツ経験のある小学生を対象行った調査結果では、
３％の児童が「応援席ハラスメント」の被害に遭っ
たことが「何度もある」と答えているものの、約
80％前後は「経験なし」と答えている。つまり大多
数の子ども達にとっては、「応援席ハラスメント」は
認識しづらいものとなっている。そこで本研究では、
応援席の中に身を置いている親を対象として、親は
チームの親達（応援席）と指導者に対して何を望ん
でいるのか、親の立場から指導者やチームの親達（応
援席）に望むことと、望まないことを明らかにする
ことを目的とする。

方　法

調査期間
　2017年11月～12月
調査対象者
　関東を中心として展開している民間のバスケット
ボールのスクールに通う小中学生の親112名であっ
た。内訳は、男性20名（17.9％）、女性91名（81.3％）、
無記名１名（0.8％）、合計112名。年齢は、30代16

名（14.3％）、40代85名（75.9％）、50代９名（8.0％）、
60代以上１名（0.9％）、無回答１名（0.9％）であった。
調査方法
　スクールの責任者を通して親に依頼し、封筒を厳
封したうえでスクールの責任者に返却を求めた。
調査内容
　まず、チームや個人の競技レベル、継続年数、な
どを尋ねた。さらに、チームへの満足度１項目（５
件法）、子どものバスケへの関わりの満足度１項目（５
件法）、バスケを通して親が期待すること（複数回答）、
親の運動経験やバスケ経験などを尋ねた。最後に、
自身の子ども／指導者／チームメイト／チームの親
達（応援席）に対する期待（「やってほしいこと」「やっ
てほしくないこと」）について自由記述による回答を
求めた。本研究においてはこのうち、指導者とチー
ムの親達（応援席）に対する期待について報告する。
倫理的配慮
　倫理的配慮として、この調査は自由意志であるこ
と、データは厳重に保管すること、学術的な利用の
み行うことを文書及び指導者から口頭にて親に説明
し同意を得た。
分析方法
　自由記述の内容を、一人１エピソードを取り出し
コード化した。自由記述内で複数のエピソードが書
かれている場合は、心理学を専門とする２名の教員
の合意の上で、主に強調されているエピソードをカ
テゴリーの対象とした。
　最後にカテゴリー間の関連をもとにストーリーライ
ンを作成した。本文中のエピソードは、基本的に原
文のまま例示し、「斜字」で表わした。その際、文
法上不自然である場合やプライバシーに抵触する場
合、解釈に支障のない範囲で固有名詞を伏せ抽象度
を高めるなど原文を部分的に改変した。

結　果

デモグラフィック
　本研究の対象者の子どもの性別は、男子64名

（57.1％）、女子47名（42.0％）、無記名１名（0.9％）



ジュニア期のスポーツ選手の親が指導者とチームの親達に望むこと、望まないこと
藤後　悦子・大橋　　恵・井梅由美子

− 132 −

の合計112名であった。子どもの年齢は、６歳１名
（0.9％）、８歳１名（0.9％）、９歳４名（3.6％）、10歳
18名（16.1％）、11歳22名（19.6％）、12歳27名（24.1％）、
13歳17名（15.2％）、14歳15名（13.4％）、15歳３名

（2.7％）、16歳２名（1.8％）、無記名２名（1.8％）であっ
た。
　子どもが所属しているチームの競技レベルは、県
大会以上５名（4.5％）、県大会レベル13名（11.6％）、
地区大会上位レベル30名（26.8％）、それ以下57名

（50.9％）、所属していない３名（2.7％）、無記名４名
（3.6％）であった。子どもの競技レベルは、スタメン
75名（67.0％）、準レギュラー25名（22.3％）、補欠

６名（5.4％）、該当なし４名（3.6％）、無回答２名（1.8％）
であった。
　子どもが所属するチームへの満足度は、全く満足
していない15名（13.4％）、あまり満足してない31名
（27.7％）、どちらともいえない22名（19.6％）、少し
満足している26名（23.2％）、大変満足している14
名（12.5％）、無回答１名（0.9％）であった。
　自身の子どものバスケへの関わりの満足度は、全
く満足していない２名（1.8％）、あまり満足してない
12名（10.7％）、どちらともいえない15名（13.4％）、
少し満足している57名（50.9％）、大変満足している
26名（23.2％）であった。

Table１　指導者とチームの親達に「やってほしいこと」
指導者 チームの親達

件数 （％） 件数 （％）
１．精神的サポート

ポジティブな対応 16 （14.3） 6 （5.4）
肯定的な応援 0 （0.0） 11 （9.8）
受容的な態度 1 （0.9） 2 （1.8）
平等に接してほしい 2 （1.8） 1 （0.9）
人として大切なことを伝えて欲しい 3 （2.7） 0 （0.0）
コミュニケーション 2 （1.8） 0 （0.0）

小計 24 （21.4） 20 （17.9）
２．具体的なアドバイスや練習方法の工夫

アドバイス 9 （8.0） 0 （0.0）
分かりやすい指導 15 （13.4） 0 （0.0）
チーム行動・チーム力向上 8 （7.2） 0 （0.0）
個のレベルに応じた指導 10 （8.9） 0 （0.0）
試合や練習の増加 5 （4.5） 0 （0.0）
練習内容の工夫 8 （7.1） 0 （0.0）
コーチ同士の連携 4 （3.6） 0 （0.0）
基礎練習や体力づくり 2 （1.8） 0 （0.0）
厳しく指導 1 （0.9） 0 （0.0）

小計 62 （55.4） 0 （0.0）
３．物理的サポート 0 （0.0） 9 （0.8）
４．適度な距離感 0 （0.0） 2 （1.8）
５．自分の子どもへのサポート 0 （0.0） 1 （0.9）
６．チームの円滑な運営へのサポート

チームへの肯定的な協力 0 （0.0） 16 （14.3）
子ども達への指導や見守り 0 （0.0） 5 （4.5）
良好な対人関係 0 （0.0） 5 （4.5）
自分の子どもを超えた関わりやチームへの応援 0 （0.0） 10 （8.9）

小計 0 （0.0） 36 （32.1）
７．その他

その他 0 （0.0） 4 （3.6）
現状維持 1 （0.9） 0 （0.0）

小計 1 （0.9） 4 （3.6）
８．なし等 25 （22.3） 40 （35.7）

合計 112 （100.0） 112 （100.0）
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　親のスポーツ経験は、チームスポーツ経験37名
（33.0％）、個人スポーツ経験33名（29.5％）、チーム
スポーツと個人スポーツ両方経験23名（20.5％）、経
験なし18名（16.1％）であった。バスケ経験がある
親が44名（39.3％）、ない親が67名（59.8％）、無回
答１名（0.9％）であった。
　子どもへの期待は、プロになってほしい８名

（7.1％）、高校や大学への推薦の期待17名（15.2％）、
関東大会以上の出場25名（22.3％）、都（県）大会
での選抜23名（20.5％）、市選抜28名（25.0％）、チー
ム内でのレギュラー57名（50.9％）、生涯スポーツ
42名（37.5％）、体力向上71名（63.4％）、友達関係
を広げるため78名（69.6％）、親子の絆を深めるため
23名（20.5％）であった。
親が指導者とチームの親達に望むこと
　自由記述の内容をコード化し分類した結果、
Table1に示す通り21の小カテゴリー、８つの大カテ
ゴリーに分類された。指導者とチームの親達に「やっ
てほしいこと」の内容を概観すると、指導者で最も
多いものは、具体的なアドバイスや練習方法の工夫
62件（55.4％）であり、続いて精神的サポート24件

（21.4％）であった。チームの親達に「やってほしい
こと」の内容は、チームの円滑な運営へのサポート
36件（32.1％）が最も多く、次に精神的サポート20
件（17.9％）であった。
　次に具体的なエピソード内容を概観するために、
エピソードは「　」、小カテゴリーは＜　　＞、大カ
テゴリーは【　】と記載し、ストーリーラインを作成
した。
【精神的サポート】
　親は指導者には＜ポジティブな対応＞を求めてお
り、具体的には「できたことはほめて、自信を積み重ね
ていけるように導いて欲しい」「良いプレー、行いは沢山
ほめてほしい。苦手な所はどうやったら克服できるか…
楽しくできる練習法を教えて欲しい」などが挙がった。
チームの親達へは＜肯定的な応援＞を最も求めてお
り、「子ども達を素直に応援して欲しい」「前向きな応援」
を望んでいた。そして子ども達が落ち込んでいる際

は、指導者や親達に「優しい気持ちで子ども達を支え
てほしい」と思ったり、「子どもたちをゆっくり見守ってほ
しい」と＜受容的な態度＞で受け止めて欲しいと願っ
ていた。
　指導者には、「全ての子ども達を公平に指導するこ
と」、チームの親達には、「自分の子ども以外も同じよう
に応援してほしい」と＜平等に接して欲しい＞と望ん
でいた。
　さらに、指導者には＜コミュニケーション＞を意
識してもらいたいと考えており、「チームをよりよくする
ために子どもたちともしっかりコミュニケーションをとってほ
しい。定期的に、親達とも話す機会を設けてほしい」と
いう内容が示された。また、ただ子ども達を受容す
るのみでなく、「チームの勝ち負けも大切だが、人として
大切な事も話してほしい」と＜人として大切なことを伝
えて欲しい＞と親は指導者に期待していた。
【具体的なアドバイスや練習方法の工夫】
　具体的なアドバイスや練習方法の工夫は、約半数
の親が指導者に求めているが、チームの親達には全
く求めていなかった。指導者に求めているアドバイ
スや練習方法の工夫は多様であり、その内容は、＜
アドバイス＞＜分かりやすい指導＞＜チーム行動・
チーム力向上＞＜個のレベルに応じた指導＞＜試合
や練習の増加＞＜練習内容の工夫＞＜コーチ同士の
連携＞＜基礎練習や体力づくり＞＜厳しく指導＞に
分けられた。
　＜アドバイス＞に関しては、「できていないことを的
確に指摘しポイントを教えて欲しい」「子どもが自ら考え、
判断して最良な選択ができるような環境づくりとアドバイ
ス」が示され、＜分かりやすい指導＞としては、「丁
寧な指導」「１人１人の役割や必要なことを明確に伝え、
指導してほしい」「基礎をやらず見て覚える、試合を見て
動けと理解するのには無理があります。しっかり低学年
のうちは基本を教えて欲しかった」という要望が挙がっ
ていた。
　そして、＜個のレベルに応じた指導＞のニーズが
高く、「１人１人のことをしっかり見てほしい」「成長を促
す指導」を求めており、それらを通して、「チームが
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盛り上がる事。士気を高めること」という＜チーム行動・
チーム力向上＞を目指している。
　親によっては、「県内だけでなく、県外のチームとの
練習試合」「練習試合などを増やして実践経験を積める
ようにしてほしい」と、＜試合や練習の増加＞を望んで
いる声もあった。
　チーム作りには、＜コーチ同士の連携＞が大切で

あると認識しており、「週１回でも月１回でも、首脳陣会
議を実施していただき、チーム状況、チームで目指して
いることを明確にし、親にも教えて欲しい」「目先のことに
とらわれず、一貫した指導」「練習メニューも引き継いで
欲しい」と、指導者間での意思疎通や情報共有の大
切さを記していた。
　練習内容は、「練習前後のストレッチを指導して、怪

Table２　指導者とチームの親達に「やってほしくないこと」

大カテゴリー 小カテゴリー 指導者 チームの親達
件数 （％） 件数 （％）

１．過干渉・支配的
過度な欲求や支配的な態度 1 （0.9） 2 （1.8）
行き過ぎた指導や介入（過干渉） 1 （0.9） 8 （7.1）
勝利にこだわりすぎる態度 1 （0.9） 1 （0.9）

小計 3 （2.7） 11 （9.8）
２．ネガティブな態度・言動

ネガティブな非言語的行動 1 （0.9） 0 （0.0）
ネガティブな発言・態度 13 （11.6） 10 （8.9）
プレッシャー的な発言 2 （1.8） 0 （0.0）
比較する 0 （0.0） 2 （1.8）
個に応じない対応 1 （0.9） 0 （0.0）

小計 17 （15.2） 12 （10.7）
３．無関心・非協力

無関心な態度・応援しないこと 3 （2.7） 4 （3.6）
非協力的態度 0 （0.0） 1 （0.9）
放任 1 （0.9） 1 （0.9）

小計 4 （3.6） 6 （5.4）
４．競技への熱くなりすぎる態度

審判や相手チームへの批判／必要以上の
大騒ぎ・無礼さ 0 （0.0） 2 （1.8）

コーチと異なる指導／コーチへの批判 0 （0.0） 6 （5.4）
小計 0 （0.0） 8 （7.1）

５．暴言・暴力 24 （21.4） 3 （2.7）
６．大人としての不適切さ

情報の流出／人に広める、言い訳多い 0 （0.0） 1 （0.9）
礼儀がない、遅刻 0 （0.0） 5 （4.5）
差別・無視 3 （2.7） 0 （0.0）
親同士の不仲 0 （0.0） 2 （1.8）
自分勝手な行動／大人げないこと 1 （0.9） 1 （0.9）
他人の悪口・批判 0 （0.0） 14 （12.5）
我が子中心主義 0 （0.0） 3 （2.7）

小計 4 （3.6） 26 （23.2）
７．質の低い練習

練習内容や指導内容への不満 12 （10.7） 0 （0.0）
レギュラー選抜の基準の不透明さ 1 （0.9） 0 （0.0）
指導者間の連携不足 2 （1.8） 0 （0.0）
ひいき 5 （4.5） 0 （0.0）

小計 20 （17.9） 0 （0.0）
８．その他 3 （2.7） 3 （2.7）
９．特になし 37 （33.0） 27 （24.1）

合計 112 （100.0） 112 （100.0）
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我しないように留意して欲しい」「メリハリのある練習」な
ど、＜練習内容の工夫＞が大切であり、少数である
が「もっとガンガン言ったり、教えて欲しい」という＜厳
しく指導＞を希望している親もいた。
【物理的サポート】
　物理的サポートとしては、チームの親達に対して

「練習や試合の応援に来てほしい」という内容が大半で
あった。
【適度な距離】
　適度な距離への希望もチームの親達のみに示さ
れ、「子どもに任せ見守ること」「後方サポート」などが
挙がった。
【自分の子どもへのサポート】
　自分の子どもへのサポートに関する希望もチーム
の親達のみに示され、「自分の子どもは基本その親が
見守るつもりでいてほしい。チームみんなで見守ることも
大切ではあるが、お当番や他の親にまかせることを当た
り前にしないでほしい」「しっかりと子どもの世話をして欲
しい」とのことであった。
【チームの円滑な運営へのサポート】
　チームの親達に最も望むこととして示されたもの
が、「チームの円滑な運営へのサポート」であった。そ
の内容は＜チームへの肯定的な協力＞＜子ども達へ
の指導や見守り＞＜良好な対人関係＞＜自分の子ど
もを超えた関わりやチーム応援＞が挙げられた。
　＜チームの肯定的な協力＞では、「子ども達がバス
ケをきちんと学べるよう協力すること」、＜子ども達への
指導や見守り＞では、「適度なサポート」「親同士のつ
ながり」、＜自分の子どもを超えた関わりやチームへ
の応援＞では、「自分の子だけでなくチームとして自分
の子のように考えてあげて欲しい」「チーム全員を応援す
ること」、＜その他＞としては、「決まりを守ってほしい」
「子どもがチームメイトの文句を言ったときに、それに合わ
せて一緒に文句を言わないでほしい」などが挙がった。

親が指導者とチームの親達に望まないこと
　次に、親が指導者とチームの親達に「やってほし
くないこと」の内容をコード化して２名の研究者で

検討した結果、Table2に示す通り９の大カテゴリー、
24の小カテゴリーに分類された。指導者に「やって
ほしくないこと」で多かったのは、暴言・暴力24件

（21.4％）、質の低い練習20件（17.9％）、ネガティブ
な態度・言動17件（15.2％）であった。チームの親
達に「やってほしくないこと」は、大人としての不
適切さ26件（23.2％）、ネガティブな態度・言動12
件（10.7％）であった。
　次に、「やってほしくないこと」についてのストー
リーラインを作成した。
【過干渉・支配的】
　過干渉・支配的な対応は、チームの親達を中心に
望まない行動として挙がった。その中でも、「親から
子どもへの指示」「他人の子どもの指導・他人の子ども
のプレーをしかること（私生活の指導はして欲しい）」「子
どものチームワークを乱す過干渉」「バスケの練習内容や
試合について細かく口を出すこと」「子どもより先回りして
行動を決めつける（自主性を無視する）・指導者の悪口
やチームメイトの悪口を子どもへ話すこと」というような＜
行き過ぎた指導や介入＞への不満が最も高く、次に＜過
度な欲求や支配的な態度＞として、指導者、チーム
の親達の両者へ「ひいき、自分の機嫌で怒ること、子
どもたちを絶対服従させること」という意見が示された。
【ネガティブな態度・言動】
　ネガティブな態度・言動は、指導者、チームの親
達両者に対して示された。＜ネガティブな発言・態
度＞は、「すべて否定することはやめてほしい」「子ども
の人格を否定するようなことを言わないで欲しい」「子ど
もやチームを想わない発言。指導者の批判や指導方法
への口出し」「年功序列も大事だが、新入部員だろうが
実力を見ずに文句を言う事は嫌。そのことで勝てる試合
も勝てずにまた文句を言って、コーチを怒らせている」等
が示された。また、「威圧的な指導はあまりしてほしくな
い」というような、＜プレッシャー的な発言＞に関す
る嫌悪感もみられた。
【無関心・非協力】
　＜無関心な態度・応援しないこと＞の例としては、

「子どもや親から相談、質問があった時、軽く受け流さ
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ないこと。相談するということは少なからず悩んでいると
いう事だと思います」「練習や試合を見に来ない」「自分
の子どもが試合にでないと全くかかわらない（応援に来
ない）」などが具体的な例として挙がった。
　＜非協力的態度＞としては、「どこの親も大変な思
いをしながらやっているので、非協力的な態度は控えて
欲しい」というコメントが示された。
【暴言・暴力】
　暴言・暴力は、指導者にやってほしくない要望と
して最も多かったものである。「バスケを嫌いにさせて
しまう指導。頭ごなしに叱る指導」「子どもへの恫喝。『お
まえのせいで負けた』や『バカ』など」「選手が委縮す
るような怒り方をして欲しくない」などが切実な声として
示された。
【競技への熱くなりすぎる態度】
　競技への熱くなりすぎる態度としては、チームの
親達への不満が示された。＜審判や相手チームへの
批判／必要以上の大騒ぎ・無礼さ＞は、「審判や相
手チームへの批判は辞めてほしい」「必要以上に大騒ぎ
するのは、相手のチームへ失礼だと思う」などが示され、
＜コーチと異なる指導／コーチへの批判＞としては、

「チームの運営方針に口出しをすること」や「指導者へ
の不要な口出し」などが挙げられた。
【大人としての不適切さ】
　指導者およびチームの親達の両者に対して、大人
としての不適切さに関する内容が示された。特に、
チームの親達に対しての不満が大きかった。
　＜情報の流出／人に広める＞では、「他の子の悪
口は言わないでほしい。いろんな家族がいるので、勝手
にいろいろ決めつけて、チーム全体に悪いウワサを流さ
ないでほしい」という声が挙がった。
　＜礼儀がない＞では、「他チームの試合中にもかか
わらず、大きな声で世間話をし、皆で笑っていてうるさい」
「練習後のミーティングがあるのに、親がおしゃべりして
ミーティングのさまたげになっている」が示され、その他
にも＜親同士の不仲＞に関する内容が見られた。
　＜他人の悪口・批判＞は最も多かった内容であり、

「他の親子の陰口を言うこと」「悪口を言う。子どもにネガ

ティブな声かけをする。約束を守らない。自分の子ども
より年下の子が試合に出ると不満をもらす」「チームメイト
の悪口。いじわるの黙認・指導者を責めたり悪口を言っ
てチームを荒らさないで欲しい」「嫌がらせ」など多数示
された。
　＜自分勝手な行動＞としては、「チーム単位ではな
く、数人で特定のコーチとプライベートな行動はやめてほ
しい。誹謗中傷など」のコメントが見られた。
　＜我が子中心主義＞としては、「自分の子だけが良
ければいいという考え」「自分の子どもだけの応援」とい
う内容が示された。
【質の低い練習】
　質の低い練習は、指導者に関してのみであり、「コー
チによるバラバラな指導」という＜指導者間の連携不
足＞や「なぜこのプレーが有効なのか、なぜ今のプレー
がダメなのか等の説明なしでダメ出しすること」などとい
う＜練習内容や指導内容への不満＞が示された。

考　察

　本研究では、親によるバスケットボールチームの
指導者やチームの親達へ望むこと望まないことにつ
いてまとめた。
　指導者に対しては、「やってほしいこと」は「具体
的なアドバイスや練習方法の工夫」や「精神的サポート」
についてであり、「やってほしくないこと」は「暴言·
暴力」「質の低い練習」であった。
　チームの親達に対して、「やってほしいこと」は

「チームの円滑な運営へのサポート」や「精神的サポート」
であり、望まないことは「大人としての不適切さ」「ネ
ガティブな態度・言動」であった。
　まず初めに、指導者に対してであるが、指導者
と親との距離感は難しく、指導者にとっても親から
の意見がクレームと感じることが多くストレッサー
となっている。例えば、指導者にとって、親やOB
の非協力（大橋・井梅・藤後・川田，2017；渋倉，
2013）や親のチーム運営への干渉（船水，2009）は
負担と感じており、指導者の継続意欲にも影響する

（Ohashi, Togo, & Iume, 2019）ことが明らかになっ
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ている。練習の内容に関しては、指導者の主体性や
責任に任せ、周囲は口を挟まないというのが原則で
あろう。しかしながら、子どもからの調査結果からも、
指導内容の工夫の希望が50％を超えている（藤後・
大橋・井梅，2018）ことからも、子どもの声を反映
した指導内容の検討は必要であろう。ユネスコ（2018）
が発表した子どもの権利とスポーツの原則には「子
どもの意見を尊重する」と書き記されている。子ど
もと指導者との対話による練習方法の改善が実現で
きるような支援が望まれる。
　次に、指導者に「やってほしくないこと」として

「暴言・暴力」が21.4％も挙がっていることは留意す
べき点であろう。その内容は、「子どもへの恫喝」や

「おまえのせいで負けた」「バカ」などの暴言が挙がっ
ており、これらは心理的ハラスメントに該当する。
つまり親の約５人に１人は、指導者の心理的ハラス
メントを目の当たりにしているのである。ハラスメン
トの成立は、加害者だけでは成り立たず、そこに傍
観者や観衆者が存在する（藤後・大橋ら，2017）。
子どもの権利とスポーツの原則で述べられている「常
に子どもの最善の利益を考慮して行動する」の視点
からも大人として意見表明を行うことが大切だと考
える。厳しい見解ではあるが、児童虐待防止法では、
繰り返しの恫喝や暴言は虐待としても位置付けられ
ており、虐待の発見者は通告義務が求められる。つ
まり、指導者のハラスメントを傍観することは許さ
れないのである。
　次に、チームの親達に「やってほしいこと」とし
ては、チームへの肯定的な協力や肯定的な応援で
あった。藤後・三好・井梅・大橋・川田（2018）の
地域スポーツの母親達へのインタビュー調査の結果
からも、役割や当番の不平等さが示されている。親
達にとってはこの不平等感がストレッサーとして機
能してしまうので、チームの親達には肯定的な協力
を促す必要があろう。
　チームの親達に「やってほしくないこと」として
は、大人としての不適切さの中で「他人の悪口・批
判」が12.5％も挙がっており、これは裏を返せば「他

人の悪口・批判」が多く存在することを意味する。
「他人の悪口・批判」は、関係性攻撃と位置付ける
こともできるほど、他者への操作性が高いものであ
る。その背景には、子どもへの同一化や親子一体と
なった自己愛の強さなども関係する（藤後・井梅ら，
2017）かもしれず、親も巻き込んだ温かいチーム作
りに向けた啓発活動が求められる。
子ども中心のチーム環境構築に向けて
　子ども中心のチーム環境構築を目指すためには、
①親達へのアプローチ、②指導者へのアプローチ、
③子ども達へのアプローチが必要であろう。
　親達へのアプローチは、大橋・藤後・井梅（2017）
の知見が参考になる。大橋・藤後ら（2017）は、チー
ムの親達の攻撃性には親同士の疎遠さが影響してい
ることから親同士が交流を持つことを提案している。
その他にもネガティブな同調性を抑制するために、
ネガティブな応援が発せられる前に、「ドンマイ」「大
丈夫」「切り替えていこう」などの前向きな言葉で信
頼や励ましを表現することも有効である。以上から、
チーム内での交流を実施したり、ポジティブな応援
の仕方を啓発したりすることを提唱したい。
　②指導者へのアプローチは、まず指導者自身が防
衛的でなく、他者の意見を受け入れられるよう精神
的余裕が必要であろう。そのためには、指導者自身
の負担感軽減や安心感の醸成が重要である。例えば
指導者が困ったときに相談できる窓口や指導者間の
メンター制度などが有効であろう。また指導内容の
改善に向けては、親や子ども達との「対話」の重要
性が子どもの権利とスポーツの原則でも求められて
いることを周知し、その実践を促していく必要があ
ろう。子どもの権利条約市民・NGOの会（2019）に
よると、国連の権利委員会でも日本の子ども達の意
見が反映されていないことが指摘されている。子ど
も中心のスポーツ環境の構築に向けて、子どもの参
画をいかに促すことができるかが課題となる。
　③子どもたちへのアプローチとしては、子ども達
自身にも子どもの権利とスポーツの原則を学ぶ機会
を与え、子どもたち自身で主体的に練習環境を作っ
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ていくことを促していくことを推奨したい。
　最後に本研究の課題であるが、対象者がバスケッ
トボールをプレーする子どもの親に限定されている
ことであろう。今後は個人競技を含めて幅広い対象
者に対して調査を実施し、スポーツ・ハラスメント
の実態を把握することが望ましい。
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