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1. 緒言 
 2004 年のアテネ五輪柔道競技では、日本人選

手 14 名中 10 名が金・銀のメダルを獲得した。選

手の多くは少年期から柔道を始めている。 

茨城県ではシドニー、アテネと 2 大会連続で五

輪金メダリストを輩出するなど少年柔道が盛んで

あり、また少子化の中でも、小学生の競技者数は

この数年間減少することなく推移している。これ

には、指導のあり方や練習環境等が影響している

と考えられる。一方で、茨城県では、中学や高校

進学時の選手の県外流出や、競技志向への偏りが

懸念されている。 

そこで本研究では、柔道を行っている茨城県の

小学生の意識に焦点を当て、練習の実態やそれに

対する意識、柔道に対する意識等を調査し、今後

の少年柔道の指導のための基礎資料を得ることを

目的とする。 

 

2. 研究方法 
2-1 対象 

 茨城県内の柔道を行っている小学 5,6 年生 185

名(男子 135 名、女子 50 名)、中学校柔道部員の中

で小学生期から継続して柔道を行っている 1,2 年

生 103 名(男子 67 名、女子 36 名)の計 288 名であ

る。 

2-2 調査方法と内容 

 多肢選択法と自由記述法による質問紙調査を行

った。 

 内容は、①柔道開始年齢と動機、②柔道の練習

の実施状況や環境について、③試合への参加状況

について、④柔道に対する意識・興味関心につい

ての計 41 項目を設定した。 
2-3 分析方法 

 単純集計及びクロス集計を行い項目ごとの結果

と項目間の関連を検討した。 
 

3.結果と考察 

3-1 柔道を始めた年齢、動機について 

柔道の開始年齢は、6 歳(13%)、7 歳(13%)、8 歳

(17%)、9 歳(15%)、10 歳(18%)、11 歳(11%)に分散

している。子どもの成長を配慮した親側の思考や、

子ども自身の興味や関心の多様さを示していると

思われる。 

 柔道を始めた動機は、「家族などの薦め」（33％）

が多く、3人に 1人は体力をつけさせたいとか礼儀

作法を身につけさせたいといった親側の意向を反

映したものである。続いて「親・兄弟がやってい

た」（22％）「友達の影響」(20％)など、身近な人

の影響を受けて始める子どもが多い。その他の動

機としては、「指導者の誘い」(7％)「近くに道場

があった」(3％)「自分から」(3％)などであり、

特に自分から始めるケースなどはごく少数で、他

のスポーツとの違いがわかる。 
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図 1 柔道を始めた年齢 

 

3-2 柔道の練習回数や時間について 

練習参加回数は、週 3回(53％)が最も多く、2回

(18％),4 回(12％)と続いている。意識をみると、

週 5回以上になると、「多い」と感じ(54％)、逆に

週に１回では「少ない」と感じている(43％)子ど

もが多い。「ちょうど良い」のは、週 2回(68％)が

多く、2～4 回に「ちょうど良い」と回答している

子どもが集中している。 

 柔道以外の習い事を行っている子ども（62％）

も多く、それらとの兼ね合いや遊びや勉強の時間

の確保等を考慮すると、練習回数は週に３回前後

が妥当だと思われる。 

 １回の練習時間は、1.5～2.5 時間が 75％を占め

る。それに対する意識は、1.5～2.5 時間に「ちょ

うど良い」と回答した子ども(71％)が最も多い。

2.5 時間を超えると「長い」と感じ(50％)、逆に１

時間以下では「短い」と感じている子どもが増加

（27％）する。 

１回の練習時間は、活動量や次の練習への意欲

を考慮し2時間前後に設定するのが妥当であろう。 

3-3 練習環境について 

 道場の広さは、畳 40 枚程度～200 枚程度までば

らつきがあり、平均 98.5 枚であった。子どもたち

の 65％が「広い」「ちょうど良い」と感じており、

35％は「少し狭い」「とても狭い」と感じている。

道場の広さは、その道場で練習する人数との兼ね

合いが大切であるが今回はクロス集計は行わなか

った。 

 指導者の年齢層は 20 歳代（14％）～70 歳以上

（7％）まで幅が広く、指導者数は３人（22％）か

ら６人以上（54％）と複数による指導が中心であ

ることがわかった。 

指導者の中に「女性がいる」と回答したのは全

体の 38％であった。子どもたちの意識は、女子の

56％は「女性指導者がいて欲しい」と回答してお

り、さらに少年柔道の現場に女性指導者の進出が

求められている。 

3-4 練習内容について 

 好きな練習は、「投げると嬉しい」「技をたくさ

んかけることができる」などの理由から「乱取（立

技）」(33％)があげられ、柔道の醍醐味を味わいた



いと感じている子どもが多い。一方で、特に好き

な練習はないという子ども（26％）への配慮も必

要である。(図 2) 
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      図 2 好きな練習種目 

 

嫌いな練習種目は、「つらい」「痛い」などの理

由から「補強運動」（11％）や「投込」（9％）があ

げられたが全体的には少ない傾向にあった。 

 練習での楽しみや励みは、「試合の選手に選ばれ

ること」（47％）「自分より強い相手や大きな相手

に勝つこと」（45％）であり、日々の練習の中でも

試合や勝負が意識されている。その他「指導者に

ほめられる」（41％）「強くなると帯の色が変わる

こと」（33％）「行事やイベントがある」（37％）な

どであった。 

 練習で嫌なことは、「体格の違う相手と練習しな

ければならない」（26％）「指導者に怒られること」

（26％）「親に怒られること」（20％）などであっ

た。怒られることは指導上必要なことだが、叱り

方の工夫が必要であろう。 

3-5 試合への参加状況について 

 試合への参加回数は、年に 5～9 回(26％)と 10

～14 回（38％）が大部分であった。年に 20 回以上

では、子どもの負担が大きいと考えられる。また

子どもの大部分が「試合での勝利」を楽しみにし

ていることから、年に 1 回程度では物足りないで

あろう。 

 意識をみると、「ちょうど良い」が最も多いのは、

年に 5～9 回（69％）と 10～14 回（68％）であっ

た。体力的・精神的な負担と、目標や動機付けな

どを考慮し、試合への参加は 1 ヵ月に 1 回から 2

ヵ月に 1回程度が妥当であると考えられる。 

3-6 柔道に対する意識・目標・興味関心について 

 柔道をしていてよかったと思うことは、「試合で

の勝利」（73％）が圧倒的に多い。この結果から競

技志向への偏りとは一概に言い切れないが、結果

がはっきり出る勝負（試合）を好む傾向は強いの

だろう。 

 次に「友達が増えた」（51％）が多く、柔道を通

じての交友関係の広がりに楽しさを見出す場合も

多い。続いて「体が丈夫になった」（45％）「体力

や筋力がついた」（43％）などの身体的な成長や、

「相手を投げたり抑え込んだりする」（42％）「い

ろいろな技を覚えられた」（38％）など柔道の競技

性にも楽しさを見出している。また、「礼儀が身に

ついた」（41％）も多く、柔道の礼儀を重んじる精

神が生かされているということがわかる。（図 3） 
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図 3 柔道をしていて良かったこと 

 

柔道をしていて嫌だと思うことは、「試合での敗

北」（61％）が多く、前述の「試合での勝利」と合 

せて、試合の結果にウエイトがかかっていること

がうかがわれる。次に、「相手に投げられたり抑え

込まれたりする」（33％）「痛い思いやけがをする」

（30％）など、投げられることへの恐怖心や痛い

思いをしたくないという気持ちがわかる。その他

「練習がつらい」（26％）「練習で怒られる」（20％）

などがあげられており、指導の工夫が求められる

ところである。また、勉強や遊びの時間が足りな

い（13％）だけでなく、睡眠時間が足りない（14％）

と答える子どももおり、生活習慣を考慮する必要

もある。 

今後の目標は、「試合で１回でも多く勝つこと」

（52％）や「世界大会や全国大会への出場」（39％）

が多く試合が重視されている。「「新しい技を覚え

ること」（17％）「礼儀や我慢強さを身に付けるこ

と」（6％）「ずっと柔道を続けること」（5％）など

は少ないが、生涯スポーツとしての柔道を考える

とき、重視しなければならない項目である。 

 現在の小学生の継続希望であるが、今後柔道は、

「続けない」と回答した子どもが 25％いる。その

理由としては、「他にやりたいことがある」（48％）

「柔道が特に好きではない」（35％）であり考えさ

せられる結果となった。 

 

4.まとめ 

1)柔道開始年齢は 8,9,10 歳が中心で、家族の薦め

など身近な人の影響から始める子どもが多い。 

2）練習の参加回数は週に 2～3 回が妥当であると

いえる。 

3）練習時間は 1 回 1.5～2.5 時間以内が妥当とい

える。 

4）試合参加回数は 1～2 ヵ月に 1 回程度が妥当で

あるといえる。 

5）子どもの楽しみや目標の大半は、相手を投げる

ことや試合での勝利などに集中している。 

6）今後、さらに柔道自体の持つ面白さや楽しさを

伝えていけるような指導が求められる。 
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