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1． 緒言 

 豊かで充実した学校生活の実現のため，子供一人

一人の能力・適性，興味・関心等に応じた適切な指

導が行われる必要がある。そのため、今後，運動部

活動をさらに意義ある活動として推進していくこ

とは当然のことであった。 

しかし、顧問の不足・指導力不足も問題として挙

げられている。学習指導要領（1998・99）から，「ク

ラブ活動」の項目がはずされた理由を考えてみる。

そもそも，顧問がいなければ，クラブ・部活動は成

立しない。熱心な顧問が転勤したり退職すると，た

ちまち危機に陥る。そのため，生徒が顧問探しをし

た例は珍しくない。いかに，指導者不足が深刻化な

のがわかる。 
しかし、中学校・高校の部活動において、専門種

目の顧問教師から指導を受けるのが好ましいのは
当然であるが、学校の状況によっては非専門種目の
教師が部の顧問に就任されることが多い。 
本研究は、部活動における顧問の専門性と非専門

性が指導に及ぼす違いについて明らかにすること
である。先行研究では、指導者の視点から研究を行
ったものが多く、選手の側から進めた研究は少ない。
そこで本研究では、指導者ではなく選手側に問いか
けることにより、指導者の目線からでは気付きにく
い選手の見方を明らかにする。大学生に対する質問
紙調査からこれから求められる部活動のあり方に
ついての基礎的資料を得ることを目的とする。 
 
2． 研究方法 
2-1 調査対象 

 茨城大学水戸キャンパスに通い、教育学部保健

体育科、スポーツコース、健康コース、の一般大学

生（男性 103 名、女性 132 名、計 235 名）とした。 
2-2 考察方法 
2-2-1 質問紙の構成・内容 
質問紙は 4 段階評定尺度法と多肢選択法を用い、

質問項目は以下の 5項目 39 問で構成した。 
1） 自分自身に関する質問（6問） 
被験者が、過去に運動部に所属していた経験があ

るかを確認し、「性別」「運動部に所属していた時
期」「所属していた部活動」等の質問項目を作成し
た。 
2） 練習の計画と実行に関する質問（12 問） 
大きく分け、2つの観点から質問項目を作成した。

一つ目は、顧問の先生の練習への姿勢を調べるため、
顧問の先生の選手に対する態度に関する質問、もう
一つは、顧問の先生が指導者としてどのタイプに属
するのか調べるため、顧問の先生から選手に対して
かけられる言葉の性質に関する質問項目を作成し
た。 
3） 顧問の試合時の指示に関する質問（7問） 
大きく分けて、2つの観点から質問項目を作成し

た。一つ目は、試合中の顧問の先生の傾向を調べ、
比較するために、顧問の先生の試合時の選手に対す
る態度に関する質問、もう一つは、選手の側が結果
に対して、顧問の先生に抱く感情について調べるた

めに、試合結果に対する選手の考え方に関する質問
項目を作成した。 
い 4） 部の運営に関する質問（7問） 
大きく分け、2つの観点から質問事項を作成した。

一つ目は、顧問と選手との間にどのような関係が成
り立っていたのかを調べるために、顧問の先生と選
手との関わり状況に関する質問、もう一つは、選手
の目から見て、顧問の先生の事務的な仕事をする姿
はどう映っているのかを調べるために、顧問の先生
と選手とが直接関わりがない部分に関する質問項
目について作成した。 
5） 部活動以外の関わりに関する質問（7問） 
部活動以外での関わりが、部活動の活動と関連性

かあるかを明らかにするために、「部活動の練習時
間外において、顧問の先生を信頼していた」などの
質問項目を作成した。 
2-3 統計方法 
回収した質問紙をデータ入力し、SPSS for Windows 
ver.11.5j 、Microsoft office Excel2007 を用い
て、T検定、クロス集計といった統計処理を行った。 
 
3．結果と考察  
3-1 経験群と非経験群との比較について 
専門性のない顧問の下で指導を受けたことのあ 

る人たちを「経験群」、指導を受けたことのない人
たちを「非経験群」とした。 
 2 群の間で顕著な差がみられた項目は 33 項目中 
14 項目であった。 
設問 3においては、ｔ検定による結果は、有意 

確率は 0.000 であった。これは、0.05 より小さい 
ので、差は有意であるといえる。つまり、経験群と 
非経験群の平均点には、明らかに差があるといえる。 
設問 5においては、ｔ検定による結果は、有意確 

率が 0.523 であった。これは、0.05 より大きいの 
で差に有意はないといえる。つまり、経験群と非経 
験群の平均点には、偶然以上の差はないといえる。 
設問 12 においては、ｔ検定による結果は、有意 

確率は 0.005 であった。これは、0.05 より小さい 
ので、差は有意であるといえる。つまり、経験群と 
非経験群の平均点には、明らかに差があるといえる。 
設問 28 においては、ｔ検定による結果は、有意 

確率は 0.023 であった。これは、0.05 より小さい 
ので、差は有意であるといえる。つまり、経験群と 
非経験群の平均点には、明らかに差があるといえる。 
設問 33 においては、ｔ検定の結果は、有意確率 

が 0.001 であった。これは、0.05 より小さいので、
差は有意であるといえる。つまり、経験群と非経験
群の平均点には、明らかに差があるといえる。 
 

記述統計量 

  平均値 標準偏差 

経験群 2.438 0.86499 

非経験群 2.8158 0.85772 

表 1 設問 33 の記述統計量 
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 経験群 非経験群

よくあてはまる 
16 

(13%) 

9 

(8%) 

ややあてはまる 
50 

(41%) 

27 

(24%) 

あまりあてはまらない 
41 

(34%) 

54 

(47%) 

まったくあてはまらない 
14 

(12%) 

24 

(21%) 

総計 
121 

(100%)

114 

(100%) 

表 2 設問 33：部活動は、専門種目外の顧問に指導 
されても問題はない 

 
3-2 練習の計画と実行、試合時の顧問の指示、部 

の運営、部活動以外の関わりの４項目間にお 
ける関連性の有無について 

3-2-1 「練習の計画と実行」の項目内における関連   
       性 
設問 5「練習をやらされているのではなく、自ら

課題をもってやっているという意識があった」と、
設問 12「顧問の先生の専門性の有無は、選手の部
活動へのモチベーションに影響を及ぼさない」の間
には関連性はないという結果が得られた。 
3-2-2 「練習の計画と実行」と「部活動以外の関わ

り」の関連性 

設問５「練習をやらされているのではなく、自ら

課題をもってやっているという意識があった」と、

設問 33「部活動は専門種目外の顧問に指導されて

も問題はない」の間には関連性はないという結果が

得られた。自主性をもって活動している選手の方が、

顧問に専門性を求めているとも考えられる。 
設問 12「顧問の先生の専門性の有無は、選手の

部活動へのモチベーションに影響を及ぼさない」と、
設問 33「部活動は専門種目外の顧問に指導されて
も問題はない」の間には関連性があるという結果が
得られた。顧問の専門性は、選手の部活動への姿勢
に大きく影響を与えると考えられる。 
3-2-3 「試合時の指示」の項目内の関連性 

設問 17「大会で好ましい結果が得られた時、そ

れは顧問の先生のおかげである」と、設問 18「大

会で好ましい結果が得られなかった時、それは顧問

の先生の責任である」の間には関連性があるという

結果が得られた。試合の結果に関していえば、選手

は、顧問に依存していると考えられる。 

3-2-4 「部の運営」と「部活動以外の関わり」の

関連性 

設問 20「部活動の練習時間内において、顧問の

先生を信頼していた」と、設問 25「部活動が楽し

いと感じられた」の間には関連性があるという結果

が得られた。 
設問 20「部活動の練習時間内において、顧問の

先生を信頼していた」と、設問 26「部活動の練習
時間外において、顧問の先生を信頼していた」の間
には関連性があるという結果が得られた。 
3-2-5 「部活動以外の関わり」の項目内の関連性 

設問 25「部活動が楽しいと感じられた」と、設

問 33「部活動は専門種目外の顧問に指導されても

問題はない」の間には関連性はないという結果が得

られた。 

設問 28「部活動は結果がすべてである」と、設

問 33「部活動は専門種目外の顧問に指導されても

問題はない」の間には関連性があるという結果が得

られた。 
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図 1 設問 12 と設問 33 との関連性について 
 
4．まとめ 
本研究は、運動部活動の顧問の非専門性が、選手

への指導に及ぼす影響について検討し、以下の結果
が得られた。 
 
• 経験群の約 5 割以上（総計 54%；よくあてはまる
13%、ややあてはまる 41%）が、専門種目外の顧問
に指導されることに問題を感じていないことは、
予想以上に多い結果となった。しかし、それには
多くの要因が関わっていた。その要因の中で特に、
顧問の熱意・人間性・コミュニケーション能力が
指導にあたる上で重要な意味をなすことが予想さ
れる。 

• 自分の専門で無い競技の顧問に就任した先生は、
専門の競技を指導している顧問よりも、部活への
参加率が低い。 

• 練習に自主性をもって活動をしているからといっ
て、顧問の先生に専門性がなくてもよいとは思っ
ていない。 

• 顧問の先生に専門性がないからといって、選手が
部活動を楽しくないと感じるわけではない。 

• 顧問の先生に専門性を求める選手は、専門性が無
い場合、部活動へのモチベーションが低下する。 

• 大会・試合で好ましい結果が得られた時、顧問の
先生のおかげであると考える人は、結果が得られ
なかった時も顧問の先生に責任があると考える。 

• 部活動が楽しいと感じていれば、少なくとも部活
動の練習時間内においては、顧問の先生を信頼し
ている。 

• 部活動の練習時間内で顧問の先生を信頼していれ
ば、練習時間外の場合でも信頼している。つまり、
部活動以外の学校生活も、顧問と選手との関係に
影響を与える可能性があるといえる。 
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