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指導者の指示に対する選手の反応について 

－指導者の指示的発言に着目して－ 
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1： 緒言 

 運動部活動は、「生きる力」と通ずるものがあり、

学級という同年齢集団での生活から異年齢集団で

どのように生きるのかを、自ら考え、自ら学ぶ貴

重な体験の場である。しかし現実には、指導者か

らの指示をただ機械的に実行するという選手が多

いように感じ、選手自身の主体的に判断する能力

の育成や、所属する競技における技術の向上には

つながっていないのではないかと考える。また、

指導者の指示の仕方は様々であり、横山１）は指導

者の言語的コミュニケーションの中で、技術に関

する評価・分析や、行動の仕方についての指示で

ある正の課題（Positive task、以下 P.T）、成員の

地位を一時的に落とし、発奮緊張させる言語であ

る負の課題（Negative task、以下 N.T）があると

述べている。 
 指導者からの指示をどのように受け止め実践に

移しているのかを選手側の視点に立って調査する

ことは、現在の運動部活動における選手の心理を

知るという点で意義があるものと考えられる。 
 そこで本研究は、横山が提示した言語的コミュ

ニケーションである P.T、N.T をさらに五つの因子

に分類し、それらに対する選手の反応を明らかに

し、それらの反応が性別、指導者との信頼関係の

有無と関連があるか調査し、今後の運動部活動指

導に対する基礎的資料を得ることを目的とする。 
 
2： 研究方法 

2-1 質問紙の作成 

 横山が提示した言語的コミュニケーションであ

る P.T、N.T を、①褒める②怒鳴る③命令④助言⑤

注意の五つの因子に分類し、それぞれに対応する

質問を作成し、被験者が高校生の時を思い出して

回答してもらう回顧法を取り入れ、「あてはまらな

い」から「あてはまる」の五段階評定尺度法によ

って回答を求めた。また、被験者のプロフィール

などの基本的属性を問う質問を加え、予備調査を

行い、質問紙を完成させた。 
2-2 対象者 

 高校で運動部活動経験を持つ大学生 160 名（茨

城大学 127 名、他大学 33 名）とした。そのうち、

男性は 97 名、女性は 63 名であった。 
2-3 調査方法 

 調査は、茨城大学および他大学の友人への依頼、

配布、回答、回収をし、2009 年 12 月初旬から 2010
年 1 月初旬の間に実施し回収を終了した。 
 得られたデータをもとに、性別、指導者との信

頼関係の有無という観点から被験者の回答の傾向

を調査した。 
回収した質問紙をデータ入力し、SPSS for 

Windows ver.11.5J, Microsoft Office Excel2003
を統計処理に用い、χ2検定を行った。有意確率は

5％とした。 
 
3： 結果と考察 

3-1 回答の傾向  

①褒める 
 褒められることに対して、全体の 91％の人が「嬉

しい」と感じており、さらに褒められることで向

上心が高まり、褒める発言の中から指導者の意図

を読み取ろうとしていることが分かった。 
②怒鳴る 
 怒鳴られたりすることに対して、全体の 62％の

人が「やってやる」と奮起する気持ちになること

が分かった。これは向上心が高まるという点では

褒めるということよりも効果が低いと考えられる。

また、全体の 38％の人が緊張してうまくプレーで

きていなかったと回答した。 
③命令 
 命令のような強い口調での指示に対して、指導

者の意図を読み取ろうとした人は 50％と半分であ

り、半分の人は指示されたことを機械的にただ取

り組んでいるだけであるということが分かった。 
④助言 
 助言に対して、指導者の意図を読み取ろうとし

た人は 73％であり、命令よりも助言の方が、選手

自身がプレーの意図を考えることにつながる指示

であることが考えられる。 
⑤注意 
 注意に対して、指導者の意図を読み取ろうとし

た人は 77％であり、また、注意されたところを修

正しようと努力した人は 85％であった。選手の欠

点を具体的に指導することは、選手の向上心を高

めることやプレーの意図を考えさせるには効果が

あると考えられる。 
3-2 指導者との信頼関係との関連 

指導者の指示的発言に対する選手の反応につい

て、性別と指導者との信頼関係の有無に関連があ

るか分析したところ、有意な関係が見られたもの

がいくつかあった。①～⑤の指導者の発言に対す

る選手の反応について有意な関係があったものを

報告していく。 
①褒める 
 問 19、問 20 において、信頼関係と有意な関係

が見られた。 
問 19「褒められることで、指導者の意図すること

が分かった。」 
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男性 p=.028＜.050、女性 p=.000＜.050 
よって、男女とも有意な関係が見られ、指導者と

の間に信頼関係がある選手の方が褒める発言から

指導者の意図を読み取ろうとしていることが分か

り、女性の方がその傾向が強いことが明らかにな

った。 
問 20「自分の行動を褒められたとき、それ以上の

ものを求めて追求した。」 
男性 p=.013＜.050、女性 p=.646＞.050 
よって、男性だけ有意な関係が見られ、男性は指

導者との間に信頼関係がある選手の方が褒められ

たこと以上のものを追求する傾向があり、女性は

信頼関係の有無にかかわらず追求する傾向にあっ

た。 
③命令 
問 23、問 25 において有意な関係がみられた。 

問 23「命令のような強い口調の指示が出たとき、

何も考えずにその通り動いた。」 
男性 p=.600＞.050、女性 p=.022＜.050 
よって、女性だけに有意な関係がみられ、女性は

指導者との間に信頼関係がないと強い口調での指

示を理由も考えずその通り動くということはない

という傾向があった。 
問 25「命令のような強い口調で指示が出た時、そ

の通り取り組まなかった経験がある。」 
男性 p=.323＞.050、女性 p=.016＜.050 
よって、女性だけに有意な関係がみられ、女性は

指導者との間に信頼関係がないと強い口調での指

示を受け入れないことが多いということを示すも

のとなった。 
④助言 
 問 27、問 29 において有意な関係がみられた。 
問 27「指導者からのアドバイスは受け入れやすか

った。」 
男性 p=.000＜.050、女性 p=.002＜.050 
よって、男女とも有意な関係がみられ、指導者と

の間に信頼関係があると男女ともアドバイスは受

け入れやすくなるということが明らかになった。 
問 29「指導者からアドバイスをされたとき、その

理由を考えて行動していた。」 
男性 p=.001＜.050、女性 p=.093＜.050 
よって、男性だけに有意な関係がみられ、男性は

アドバイスを受けた時その理由を考えて行動する

のには指導者との信頼関係が影響するということ

を示すものとなった。 
⑤注意 
 問 34 において有意な関係が見られた。 
問 34「自分の行動を注意されたとき、注意された

ところを修正しようと努力していた。」 
男性 p=.036＜.050、女性 p=.003＜.050 
よって、男女とも有意な関係がみられ、男女共に、

信頼関係がある指導者からの注意は向上心を高め

るものとなることが分かり、逆に言うと信頼関係

がない指導者から注意を受けても修正しようとす

る気持ちが働きにくいということが考えられ、特

に女性の方がその傾向が強かった。 
 
4： まとめ 

 本研究では、指導者の指示的発言に対する選手

の反応について調査し、指導者との信頼関係の有

無が選手の反応に関係するのか調査を行い、以下

のような結論を得た。 
1）褒める、助言する、注意するという指示につい

ては、選手の向上心が高まりやすく、選手自身が

考えるという行動につながりやすい。 
2）怒鳴ることは選手を奮起させ、やる気を高める

面もあるが、選手が緊張状態に陥るなどプレッシ

ャーを与える可能性がある。 
3）命令のように、強い口調で上から押し付ける指

示は、選手の自ら考える力を引き出しにくく、た

だ動くという形だけのものになってしまう恐れが

ある。 
4）指導者の指示的発言に対する選手の反応と指導

者との信頼関係は深く関わりがあり、指導者との

間に信頼関係があると①～⑤の指示に対しては素

直に従う傾向がある。 
5）女性は、命令のような強い口調での指示や注意

など、選手自身にストレスがかかる発言に対して

は、指導者との間に信頼関係がないと受け入れに

くくなってしまう傾向がある。 
6）男性は、褒められることやアドバイスされるこ

となど、指導者からの期待を感じるような発言に

対しては、指導者との間に信頼関係があると、選

手自身が考えるという行動につながりやすく向上

心が高まりやすい。 
 
5： 今後の課題 

 今回の研究では、被験者の女性の人数が男性と

比べて少ないので、性別の差を確実に比較するに

はより多くの女性のサンプルが必要である。また、

今回得た資料を今後どのように実際の運動部活動

指導に生かしていくか、具体的な指導法を研究し

ていく必要があると考える。 
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表 1）信頼関係の有無と質問項目との関係 
 
 
 
 
 
 
 
（*p＜.05、**p＜.01、***p＜.001） 

  男性 女性 

問 19 .028* .000***

問 20 .013* .646

問 23 .600 .022*

問 25 .323 .016*

問 27 .000*** .002**

問 29 .001** .093

問 34 .036* .003**


