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1. 緒言 

運動部活動は人格形成に貢献し生徒の現在の生

活、そして将来の生活にも役立つということから、

教育的に価値があるものとして捉えることができ

る。実際にその意義・目的については学習指導要

領（文部省 1998）の中にも示されている。しか

し、時代の進行と社会の変化に伴い生徒の意識と

価値観は多様化してきており、また運動部活動を

生徒の志向に対応したものにしなければならない

という課題もある（茨城県教育長保健体育科 

2005）。 

そのような状況を考えれば、運動部活動を指導

する際「生徒が部活動に何を望んでいるのか」を

知ることは重要なことである。例えば、宮内（1998）

が中高生を対象に彼らの運動部活動に対する要求

が「友情」「体力」「忍耐力」｢自信｣「技能向上」

にあることを明らかにしているように、子どもた

ちの運動部活動に対する需要を様々な側面から明

らかにしていくことは意義あることと考える。 

本研究では、運動部活動の指導者に焦点を当て、

彼らの理想とする運動部活動の指導者像を検討す

る。また生徒及び、教師間の理想の指導者像の差

についても検討を加えることとした。特に、生徒

の性別や競技レベルといった属性による理想像の

違いについても検討を加えることにした。 
 

2. 方法 
2-1 対象 

本研究では茨城県内の中学校の生徒、計 1268 名

（男子 668 名、女子 599 名）、茨城県内の教員、計

40 名を対象に調査を実施した。また、部活動の競

技レベル別にみると、地区大会レベル 549 名、県

大会レベル 306 名、関東・全国大会レベル 90 名、

その他（文化部、無記名）323 名である。なお、調

査は平成 18 年 11 月初旬から中旬にかけて協力を
得られた教員を介し、県内の中学校に配布した。 
2-2 調査票の作成 
調査票は理想的な体育教師像を検討した竹中ら

（1961）の調査項目、体育系の大学生 47 名との話

し合いの中で作成した項目、及び中学校の運動部

活指導者との話し合いの中で作成したものから最

終的に 12 項目を本調査の内容とした。 

 具体的には「指導者としての前提的な条件に関

する項目」2項目（競技経験、専門的知識）、「指導

者の指導方法に関する項目」7項目（一貫性、育成

力、責任転嫁、交流促進、参加回数、話の長さ、

勝敗執着）、「指導者の性格に関する項目」3項目（親

しみ、人間味、社交性）から構成した。 

 回答選択肢は 12 項目すべて「まったくそう思わ

ない」から「かなりそう思う」までの 8 段階で評

価することとし、中学生及び教員双方に同じ調査

票による調査を実施することにした。 

2-3 統計解析 
 項目の精選は、因子分析によって検討した。ま

た理想とする指導者像の実態とその性差、理想の

指導者像に関する指導者と生徒の差については、

ｔ検討に依り検定した。活動レベル別にみた理想

の指導者像は、多重比較を行った。 

 本研究における統計解析の手続きはSPSSに依り、

有意水準は 5％に設定することとした。 
 

3. 結果と考察 
3-1 生徒が理想とする指導者像の観点 
因子分析は 12 項目から行い、初期解の抽出には

主成分法を用い、因子軸の回転にはバリマックス

回転を適用した。因子の解釈、命名にあたって

は.40 以上の因子負荷量を示す項目を手がかりと

している。 

因子分析の結果、抽出された因子は 3 因子とな

った。第 1 因子には「交流促進」「責任転嫁」「人

間味」「親しみ」「参加回数」「社交性」の 6項目が.40

以上の因子負荷量を示した。これらの項目は、教

師の性格、普段の生活での態度などに関わる項目

を意味しており、この因子を「人間性」と命名し

た。第 2因子は、「競技経験」「専門的知識」「一貫

性」「育成力」の 4項目から構成された。これらの

項目は、部活動の指導方法や指導内容に直接関わ

る項目を意味しており、この因子を「専門性」と

命名した。第 3 因子は、「話の長さ」「勝敗執着」

という 2 項目から構成された。これらの項目は、

部活動を指導する際、生徒達に対して取る態度と

してあまり好まれない態度と解釈し、この因子を

「自己中心性」と命名した。 

以上のように、生徒が理想とする指導者像の観

点は、指導者の性格などに関する「人間性」、部活

動での指導方法などに関する「専門性」、自我を強

く押し出す「自己中心性」からなると考えられる。 

 

因子

項目

　競技経験 0.248 0.559 0.057
　専門知識 0.233 0.750 0.071
　一貫性 0.352 0.526 0.155
　育成力 0.288 0.601 0.192
　話の長さ 0.160 0.062 0.479
　勝敗執着 -0.130 0.139 0.798
　交流促進 0.643 0.277 0.043
　責任転嫁 0.607 0.176 -0.056
　人間味 0.431 0.321 0.319
　親しみ 0.583 0.270 0.092
　参加回数 0.594 0.373 0.128
　社交性 0.405 0.379 0.249

固有値 2.19 2.13 1.13
寄与率(%) 18.25 17.52 9.41

累積寄与率(%) 18.25 35.72 45.18

人間性 専門性 自己中心性

表2　生徒が理想とする指導者像の構造
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3-2 生徒が理想とする指導者像の実態とその性   

差 

     

また、指導者と生徒において差がみられるかを

確かめるために、対応のないｔ検定を行った。そ

の結果「一貫性」（t=4.44  p<.001）、「育成力」

（ t=-3.87  p<.001 ）、「話の長さ」（ t=-2.99  

p<.01）、「勝敗執着」（t=2.49  p<.05）、「人間味」

（t=4.85  p<.001）、「親しみ」（t=-4.05  p<.001）

において有意な差が認められた。指導者は「人間

味」「一貫性」「勝敗執着」を生徒よりも高く評価

しており、生徒達に一貫した指導を行い、チーム

をまとめて勝たせたいという気持ちが強いと考え

られる。一方、生徒は「親しみ」「育成力」「話の

長さ」を指導者よりも高く評価しており、指導者

と良い関係を築きながら、強いチームにしてほし

いと望んでいると考えられる。また、生徒は指導

者ほど話が長いことを否定的に捉えてはいないと

考えられる。 

全体傾向をみると、比較的高く評価された項目

は「専門的知識」（M=6.89）、「育成力」（M=6.80）

であった。さらにこれを男女別にみると、男子の

場合高く評価された項目は「専門的知識」（M=7.05）、

「育成力」（M=6.86）、「社交性」（M=6.75）であり、

女子の場合は「責任転嫁」（M=6.82）、「参加回数」

（M=6.75）であった。反対に低く評価された項目

は、全体傾向、男女別にみても「話の長さ」「勝敗

執着」であった。つまり、生徒は競技の専門的知

識を持ち、チームを育ててくれる指導者を望んで

いると考えられる。また男子は、他のチームの先

生とのつながりがあるという要素も高く評価し、

女子は、試合に負けた時にチームのせいにせず、

毎日の練習に参加するという要素を高く評価して

いることが明らかになった。そして、長い話や必

要以上の勝敗への執着はあまり求められていない

と考えられる。 
また、男女間で差がみられるかを確かめるため

に、対応のないｔ検定を行った。その結果、「専門

的知識」（t=3.735  p<0.01）、「勝敗執着」（t=5.205  

p<0.01）、「責任転嫁」（t=-2.826  p<0.1）、「人間

味」（t=2.287  p<0.1）、「親しみ」（t=-2.130  

p<0.5）において有意な差が認められた。男子は「人

間味」「専門的知識」「勝敗執着」という、競技に

おいて影響がでるような指導を求めていると考え

られる。一方、女子は「責任転嫁」「親しみ」とい

う、指導者と良い人間関係が築けるような指導を

求めていると考えられる。 

3-3 活動レベル別にみた理想の指導者像 
活動レベル差は一元配置分散分析、シェッフェ

による多重比較を行った。 

「競技経験」「専門的知識」「育成力」「勝敗執着」

「責任転嫁」「人間性」「社交性」において有意な

差が認められた。 

多重比較の結果、「責任転嫁」「競技経験」「専門

的知識」「勝敗執着」では、地区大会レベル、県大

会レベルよりも関東レベル、全国大会レベルのほ

うが、「人間味」「社交性」「育成力」では、地区レ

ベルよりも関東レベル、全国レベルのほうが平均

点が高くなる傾向が明らかになった。つまり、競

技レベルが上がるにつれて指導者に対する理想が

高くなると考えられる。 

3-4 理想の指導者像に関する指導者と生徒の差 

指導者の場合高く評価された項目は、「専門的知

識」（M=6.90）、「育成力」（M=6.81）、「交流促進」

（M=6.74）であった。反対に、低く評価された項

目は「勝敗執着」（M=4.63）、「話の長さ」（M=4.68）

であった。つまり、指導者が考える理想の指導者

像は、専門的知識をきちんと持ち、チームの人間

関係を良くしながらチームを強くしていくことで

あると考えられる。また、指導者の場合も、生徒

と同様に、長い話や必要以上の勝敗への執着はあ

まり求めていないと考えられる。 

 

4 まとめ 

本研究の目的は、中学生及び中学校の教員から

みた理想の運動部活動の指導者像に関する検討で

あった。調査票は竹中ら（1961）の調査項目を参

考に、体育系の大学生 47 名との話し合いの中で作

成した項目、及び中学校の運動部活指導者との話

し合いの中で作成した。最終的に指導者の前提的

な条件、指導方法、性格に関する項目、計 12 項目

を本調査の内容とした。作成した調査票は、平成

18年11月初旬から中旬にかけて茨城県内の中学生

1268 名、茨城県内の教員 40 名を対象に、中学生及

び教員双方に同じ調査票による調査を実施した。

分析結果から以下の諸点が明らかであった。 

1）因子分析の結果、生徒が理想とする指導者像の
観点は、「人間性」、「専門性」、「自己中心性」の 3
因子からなると考えられる。 
2）生徒が理想とする指導者像は競技の専門的知識
を持ち、チームを育ててくれる指導者を望んでい

ると考えられる。また、男女間で対応のない t 検

定を行った結果、男子は競技において影響がでる

ような指導を求め、女子は指導者と良い人間関係

が築けるような指導を求めていると考えられる。 

3）多重比較の結果からは、競技レベルが上がるに

つれて指導者に対する理想が高くなると考えられ

る。 

4）指導者が考える理想の指導者像は、専門的知識
をきちんと持ち、チームの人間関係を良くしなが

らチームを強くしていくことであると考えられる。

指導者と生徒の間で対応のない t 検定を行った結

果、指導者は生徒達に一貫した指導を行い、チー

ムをまとめて勝たせたいという気持ちが強いと考

えられる。一方、生徒は指導者と良い関係を築き

ながら、強いチームにしてほしいと望んでいると

考えられる。 
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