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Cogni'tional Levels of Con~Lmunlty Peo ple to the Certified Sports Leaders 

Masaru IKEDA, Tsutomu YATSUSHIRO and Ken NAGAKUBO* 

Several researchers have analyzed the qualifications, roles, and actual functions of the 

certified sports leaders in comnlunity. Howev~_r, these studies seenl to have some limitations 

to understal_id people's broad and diverse needs for sports il~_struction_s, because nlost of 

these stuclies have approachecl 11_ot directly to community people but to these leaders. 

The purpose of the present stucly, then, is to identify the cognitional levels of conl-

nlml_ity people to tlle certified sports leaders sucll as Sports Traill._er a~l._d Sports ll_Istructor 

certified by Japanese Amateur Sports Association (JASA), Recreation Leacler by National 

Recreatiol~_ Association of Japal_1 (NRAJ) ancl Community Sports Leader n._nd Con..~Imun_ity 

Sports Supervisor by Mhl. istry of Educa:tion. 

The data were coliected from a rando~m aclult sample of residents at Kitsugi Town, 
Shimane Prefecture. The cognitional level to the certifled sports leaclers was cliviclecl into 

three categories : Level I, which recognize only the name of any certified sports leader(s) 

in comn~Lur_ity ; Level II, which recognize the existenc~e of any certifiecl sports leacler(s) 

in the resicleln_tial area ; Level 111, which has experience(s) to be instructecl by any 
certifiecl sports leacler(s) in the conlmur!_ity. 

The fil_~Lclings showecl 66.50/0 at cognitional Level I, 33.870 at Level ll, ancl 17.8~/o at Level 

III. The most recognized sports leader i_T~_ tllis area was Oriell_teeri~l_g~ Instructor (40.170), 

and tlle Community Sports Leader (36,670), CcnlLmur!_ity Sports Supervisor (32.670), Sports 

Instructor (25.670) were followecl. Athletic Officials and Juclges were recognized strongly 

anlol_lg male subjects. As exp*~cted, sports club menlbers showed the highest cogn_i'Lion to 

each of the certifecl sports 1~aders ancl also hacl the strongest clesire to be instructed by 

these leaclers. 
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究の必要性も近年高まってきている5）。これまで，

山市ユO），山本・中島ユユ），金崎3），木村6）等によっ

てなされてきた体育・スポーツ指導者に関する研

究には，それれぞの研究の視点や目的に独自なも

のを持つものの，そのほとんどが指導者自身に対

してアプローチすることによって活動状況や問題

点を分析したものである。■すなわち従来のこの種

のほとんどの研究においては，指導者の資質・役

割，活動状況などについて調べる場合，指導老自

身にたずねて分析するといった方法がとられてき

たユ）。しかし，このようなアプローチでは，今日

のように地域住民の体育・スポーツヘの欲求が非

常に高まっている時代においては，指導者に対す

る要望や期待もきわめて多様なものがあり，住民

の指導に対する反応を的確にとらえることは困難

である。粂野7）は，　r国民スポーツヘの道」の中

で，一国家的レベルの間題ではあ功ミ，イギリスの

例をあげ，　「人々の求めに応ずる」行政的身構え

への転換の必要性について述べ，また池田2）は，

地域住民の生活領域と利害を的確・鋭敏に把握

し，判断し，行動するリーダー，すなわち，住民

の意見を反映できるリーダー養成に課題があるこ

とを指摘してきた。したがって，従来の指毒老研

究のアプローチのしかたをかえ，指導を受ける住

民の側から，それぞれの体育・スポーツ指導者が

社会において果たして充分機能しているのか，機

能していないとすれぼ何に原因があるのかを明ら

かにする必要カニあると思われる。

　そこで本研究では，スポーツ主事（派遣杜会教

育主事），体育指導委員，スポーツ指導員など地域

杜会のレベルで活躍している各種の体育・スポー

ツ指導老に対して，地域住民が果たLてどの程度

まで諒知しているのか，いわぼ，地域住民の側か

ら体育・スポーツ指導老の実態を調べ，彼らが地

域杜会においてどの程度認知されているのかを分

析することを目的とした。これにより，地域住民

に密着した指導とは何カ㍉その一端を明らかにす

ることができ，また，それによって住民の要望に

応える指導老牟養成するには，い牟たる点に留意

すべきかといった杜会体育指導者養成のための基

礎的なデータを提示することができると思われ

る。

II．研究の方法

1　調査地域および対象の特性

　本研究では，　「体力づくり」の町として，1977

年度総理大臣賞を受けた島根県木次町の住民を対

象とした。いわぼ，調査地区にスポーツ活動の盛

んなモデル地区を選んだわけであるが，住民と指

導者との関わりも大きく，したがって，現状の間

題点がより強く浮彫りにされると考えられたから一一

である。

　木次町は島根県東部の中央・出雲地方の南に位

置し，総面積62．86km2，人口！1000人余りで，出

雲南地域の経済・文化の中心として発展しっっあ

る町である8〕。体育・スポーツに関しては，18種

目，142のスポーツクラブがある。

　対象老は成人600人で，そのうち有効回収数543

（90．3％）であった。性別についてみると，男子

240（44．1％），女子303（55．9％）であり，年令別

にみると，20代以上（1．8％），30代（56．2％），

40代（38．1％），50代以上（3．9％）となっている。

2．調査時期

　昭和53年9月下旬から10月上旬にかけて，島根

県木次町教育委員会に依頼し，各小学校を通じて

父兄に調査票を配布し，回収した。

3、調査の内容

　以上の対象老に，次のような項目を含んだrス

ポーツ指導者の認知度に関する調査」を行なった。

　（1）過去のスポーツ経験（学校時代の運動部経験

　　卒業後のスポーツ経験，大会・行事の参加経

　　験）

　（2）現在のスポーツ活動（スポーツ・クラブ所属

　　運動・スポーツの実施頻度および実施理由）

　（3）地域の体育・スポーツ指導老に対する認知

　　（各種の体育・スポーツ指導老に対する認知

　　地域のスポーツ・クラブ，グループの認知）

　（4）将来の運動・スポーツに対する要望（今後実

　　施したい運動・スポーツ，指導を受けたい体

　　育1・スポニツ指導老について）

　以上の4項目について，詳しくたずねた。

In．結果と考察

1．地域住民の体育・スポーツ指導剤こ対する
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Table 1 Cognitional Level to the certifiecl sports 

leaders itL cor~:~LmuJlity 

Level I Level II, i Level 111 

Rete of each level 66,57･ 33 8~ 17 . 870 

Level I 

Level II 

Level lll 

recognize the n_ame of any certified 
sports leacler (s) in commullity. 

recogr!_ize the existence of al_~~y certified 

sports leader(s) in it!_diviclual's immedi-

ate circle. 

have experience (s) to b** instructed by 

the certifiecl sports leader (s) in conlnl-

unity. 
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Table 2 Cognitional level to eacll the certifiecl sports leaclers in conlmunity 

Certifiecl Sports Leaclers Level I Level II Level 111 

Sports Trah.~_er (JASA) 
7.070 0.970 ~ 3.5 o 

Sports Instructor (JASA) 25 . 6 l 2 . 9 5.3 

Conl_]l:~tunity Sports Leacler (Miu_istry of Eclucation) 36 . 6 14 . 4 7,3 

Physical Trair!_hl._.g Leacler (JSFA) 4.6 l_ . 1 0.6 

Physical Fitness Consultant (JSFA) 2.6 0.6 0.2 

Recreation Leader (NRAJ) 18 . 8 8.1 3.5 

Orrenteeril._'.g L'_structor (JOC) 40 . 1 15.5 5,0 

C07_1~.mul~ity Sports supervlsor (Ministry of Eclucatior) 32 . 6 l 4 . 5 8.1 

Red Cross Life Guarcl 9,2 2.4 1.8 

Athletic InstrLrctors 6.8 2.4 0.6 

Athletic Officials 18 . 8 10 . 7 2.2 

Otllers 0.4 0.4 2.2 

~' parell_theses inclicate the agell_cies ~~Thich provide the certificatiorl_. 

JASA= Japan Anlatuer Sports Association 
JSFA = Japan .Sports Facilities Association 

NRAJ= Natiol..1_al Recreation Assosiation of Japan 

JOC = Japan Orienteering Comnlittee 
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Tab1e3． Sex　difference　of　the　cognitiona1ユe▽e1to　each1eaders（percentage）

Certified　Sports　Leaders

Sports　Trainer（JASA）

SPo「ts　Instructor（JASA）

Community　Sports　Leader（M1inistry　of　Education）

Physica1Training　Leader（JSFA）

Physica1Fitness　Consuユtant（JSFA）

Recreation　Leader（NRAJ）

Orienteering工nstructor（JOC）

Community　Sports　Superマisor（Ministry　of　Education）

Red　Cross　Life　Guard

Ath1etic　Instructors

Ath1etic　Officia1s

Others

Leve1I

M・1・1

7．9％

26，3

38．8

4，6

1，3

19，6

40，8

34．2

7．1

8，3

27．1

0．4

・…1・1

6．3弗

25，1

35．0

4．6

3，6

18，2

39，6

31，4

10．1

5，6

12．2

0．3

Leve1II

M・1・1

1．3％

12，5

17．1

0．8

0，8

10，4

20，4

17．5

2．5

2，9

17．1

0．8

Female

O．7％

13，2

12．2

1．3

0．3

6，3

11，6

12．2

2．5

2．0

516

0．3

Leve1III

Ma1e

2I9％
6I3

7．9

0．8

0．0

2．9

5．8

6．3　－

1．7

1．3

4．2

0．4

Fenユa1e

4．0％

4．6

6．9

0．3

0．3

4．O

．4，3

9．6

2．0

0．0

0．7

0．0

（表2）。

　また，指導を受けたことがある老に対して，身

近に体育・スポーツ指導者がいるかどうかをたず

ねてみると，指導を受けた者の88．6％が身近に体

育・スポーツ指導者がいると答えている。すなわ

ち，これら指導老に何らかの形で指導を受けた経

験のある者のほとんどが，身近に指導老がいるこ

とを認識している。このことは言い換えれぼ，身

近に指導老がいれぼ指導を受ける機会も多くある

ことを示唆している。以上のことから，地域メポ

ーツを振興させるための一助として，体育・スポ

ーツ指導者を育成する場合には，八代9）」が施設に

ついてr近づきやすさ（accessibihty）が重要であ

る」と述べたように，指導者に関してもr近づき

やすさ」’が重要な要素であることがうかがえる。

　次に性別による体育・スポーツ指導老に対する

認知度のちがいをみたのが表3である。　r知って

いる」段階では，男・女ともオリエソテーリソグ

指導員（男40．8％，女39．6％）が最も多く，つづい

て体育指導委員（男38．8％，女35．0％），　スポー

ツ主事（男34．2％，女31－3％），スポーツ指導員

（男26．3％，女25．1％）等と，それぞれの割合や

順位において男女共類似しているが，競技種目の

審判員については，男子が27．1％に対Lて女子が

12．2％とその認知度に倍以上の差がみられる（表

3）。このことは，男子は女子に比して競技会等

の場面で競技種目の審判員を知る機会が多いこと

が推察される。指導者が「身近にいる」段階にお

いては男子では35，8％，女子は32，3％とあまり差

がみられない。Leve1IIIのr指導を受けた」と

いう段階でも，男子15．8％，女子19．5％で炉検

定の結果，男女問において有意な差はみられなか

った（表4）。さらに指導を受けた体育・スポーツ

指導者についてみると，男子は体育指導委員（7．9

％）が最も多く，次に一スポーツ主事（6．3％），ス

ポーツ指導員（6，3弛），オリエソテーリソグ指導

員（5．8％）の順であった。一方，女子では，スポ

ーツ主事（9．6％），体育指導委員（6．9％），スポー

ツ指導員（4．6％），オリエソテーリソグ指導員（4．

3％）等に指導を受けており，その順位において少

し変化がみられるものの，男女問における顕著た

差はみられない。

　次に，年代別に体育・スポーツ指導老に対する

認知度をみたのが表5である。サソプルを30才以

下と40才以上に分けて比較してみると，体育・ス

ポーツ指導者に対する認知度には差はみられなか

Tab1e4．Sex　diffeエence　of　the　cognitiona11e▽e！

Ma1e

Fe1皿a1e

・…11l

65，8％

67．0

・…1lll

35．8％

32．3

Leve1III

15．8弗

19．5
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Tab1e5． Age　difference　of　the　cognitiona11eve1

39years　or　be1ow

40years　or　Ove「

・…11i

67，6％

64．9

・…111l

33．9％

33．7

Leve1III

20．6％

14．4

った。

　最後に，現在スポーツ・クラブに加入している

者と非加入者がどんな体育・スポーツ指導者を知

っているかにっいてみたのが表6である。加入者

と非加入老の問において分析してみると，スポー

ツ指導員，体育指導委員，スポーツ主事，競技種

目の指導員，競技種目の公認審判員には0．1％水

準で有意な差がみられた。このことは，スポーツ

　クラブ加入老の方が明らかに一認知度が高いこと

を示している。また，指導を隻けた経験において

も，スポーツ・クラブ加入者の方がスポーツ主事

や体育指導委員といった公的た指導老と直接接す

る機会を多く持っていることが注目される。さら

に，オリエソテーリソグ指導員にっいても，スポ

ーツ・クラブ加入者の方が指導を受けた割合に顕

著な差がみられる（表6）。次に，スポーツ・クラ

ブに加入している者と，していない者の認知度を

みたのが表7である。この表から，いずれかの指

導老に指導を受けた者は加入老で42．4％，非加入

老で14．5％と加入者の割合の方が非常に高い。し

かしながら，スポーツ・クラブ加入者でも，実際

に直接指導を受けた経験のある老は42．4％と半分

にも満たない状態である。このことはそれぞれの

スポーツ・クラブが白発的に運営しているという

ことも推察できようが，また反面，体育・スポー

ツ指導活動が十分ゆきとどいておらず，今後の体

育・スポーツ指導者の活動の余地が十分残されて

いるといえよう。

Tab1e7． C01］］一Parison　of　the　cognitiona11eve1

between　sports　c1ub皿embers　and

non－members

C1ub

Participa・

tiOn

Yes

N＝66
No
N＝477

・…11l

77．3％

65．O

・…111l

59．1％

30．4

Leve1III

42．4％

14．5

Ta1⊃1e6． Comparison　of　the　cognitiona11eve1to　each1eaders　be仁ween　sports　c1ub　members　and　non

mem1⊃ers（Percentage）

Cognitiona11e▽e1

Certified　Sports　Leaders

Sports　Trainer（JASA）

SPo「ts　Instructor（JASA）

Community　Sports　Leader
（Ministry　of　Education）

Physica1Training　Leader（JSFA）

Physica1Fitness　Consu工tant（JSFA）

Recreation　Leader（NRAJ）

Orienteering　Instructor（JOC）

Community　Sports　Super▽isor
（Ministry　of　Education）

Red　Cross　Life　Guard

Ath1etic　Instructors

Ath1etic　Officiais

Others

Leve1工

・1

10，6

40，9

47．0

0．0

3，0

21，2

47，0

45，5

15，2

18，2

33．3

0．4

6，5

23，5

35．2

5．2

2，5

18．4

3912

3018

8．4

5，2

16．8

0．4

X2－test

＊＊＊

＊＊

＊＊＊

＊＊＊

Leve1I工

・1

3，0

28，8

25．8

1．5

3，0

18，2

28，8

31．8

9．1

6，1

24．2

0．O

B

O．6

10，7

12．8

1．0

0．2

6，7

13，6

12．2

1．5

1．9

8．8

0．4

X2・test

＊＊＊

＊

＊＊＊

＊＊＊

＊＊＊

＊＊＊

＊＊＊

＊＊＊

Leye1III

A

12，1

10，6

21．2

010

0．0

9，1

15，2

25．8

7．6

3，0

10．6

0．0

B

2．3

4．6

5．，4

0．6

0．2

2．7

3．6

5．7

1．0

0．2

1．0

0．8

X2－test

＊＊＊

＊

＊＊＊

＊　＊

＊＊＊

＊＊＊

＊＊＊

※A→CLUB　PARTICIPANTS（N＝66）　　　　　＊

　B→NO　CLUB　PARTICIPANTS（N＝477）

P＜．05 ＊＊　p＜．01　　＊＊＊　p＜．001
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　2．指導を受けたい運動・スポーツ・にらいて

　とこでは，現在指導を受けたい運動・スポーツ

があるかどうかという質間を行ない，　rある」と

答えた考を運動スポーツ’指導を希望する老とし

た。’表8に示したように，男女問には，有意な差

はみられなかった6また，年代にお亡・ては，31才

以下の者は，指導を受けたいと希望する老が多

く，年代問に差がみら’れた。

　目常における運動・スポニツ実施頻度の高い老

（週1回以上）のすべては，運動・スポーツの指

導を希望しており，反対に低い老では5．4％とあ

まり望んでいないことがうかがえる。このことか

ら，運動・スポーツをよく実施している老ほど運

動1スポrツg指導を睾んでいることがわかる。

また，大会・行事参加経験のある者は，非参加者

に比べて運動・スポーツを希望する割合が高い。

　次に，指導を受けたいと答えた者がどんなスポ

Tabユe8．The　rate　of　persons　who　wish　to　be

　　　　instructed　by　the　ce］二tified・1eaders

Sex’

Age

Frequency　of
Participating　into
Sports　activities
And　Exercises

C1ub
Participation

Experience　of

Participating　into

Sports　Meetings

Demand　for
InStruCtiOn

…1

Ma1e
　　　　15．4（N＝240）

Fenユa1e
　　　　　18．O
（N＝303）

No

84．6

82．O

X2－tes仁

39or
be1ow　　21．6

（N＝315）

40or
Over　　　　　lO．5

（打ゴ228）

High　　　33．3

（N＝90）

Low
　　　　13．6（N＝453）

Yes
　　　　lOO．0（N＝66）

No
　　　　　5．4（N＝477）

Y6s
　　　　　19．7
（N＝426）

No
　　　　　6．8（N≒117）

78．4

89．5

＊＊＊

」66．7

86．4

0．0

94．6

80．3

93．2

＊＊＊

＊＊＊

＊P＜．05，　　＊＊P＜I01，　　＊＊＊P＜．001

一ツ種目を望んでいるかをみると，最も希望の多

い種目は，テニス（31．5％）で，次にバレーボー

ル（16．3％），　卓球（10．9％）の順であった。

Iy．要　　約

　以上みてきたように，体育・スポーツ指導者に

対する認却度は，地域住民全体下は，何らかの体

育・スポーツ指導老を．r知っている」（66．5％），

r身近にいる」（33．岬），r指導を受け乍」（17．8％）

となっており，それぞれの体育・スポーツ指導者

にっいてオリエソテーリソグ指導員（40．1％）が

最も高く，次いで体育指導委員（36．6％），派遣杜

会教育主事（スポーツ担当）（32．6％），スポーツ

指導員（25．6％）の順であった。この地域では「知

っている」「身近にいる」「指導を受けた」段階を

通して，オリエソテーリソグ指導員，体育指導委
員・派準社会薮育キ事（スポーツ担当），スポーツ

指導員が，主三に知られて活動している指導老であ

ることがおかった。しかし，男子においては競技

種目の審判に対する認知度も高かった。また「指

導辛掌けた」段階では，年代問におい下有意な差

はみられなかった。

　将来，指導を受けたい運動・スポーツ種目につ

いては，テニス，バレーポール，卓球が主な種目

であ二た。次に，スポーツ・クラブ加入老と非加

入老についてみると，クラブ加入者の方が認知度

’が高く，指導を受けた経験においても顕著な差が

みられた。さらに，指導を受けた経験老の88．9％

が身近に指導老がいると答えている。

　指導を受げたい運動・スポrツについては，年

代別にみると，30才以下の者は40才以上の老に比

べて希望する老が多／みられたが1’孕女昨劃ま

みられなかった。．また，運動・スポrシの実施頻

度の高い老ほど指導を望んでおり，また，クラブ

加入老と非加入老，大会・行事参加者と非参加老

、にも差がみられた。

　上記の結果か弓，地域における体育・ネポーツ

を振興させるためには，体育・スポーツ指導老を

各地域ごとに計画的に養成配置すると共に，身近

にいる指導老についての情報を提供していくこと

が効果的であると言えよう。
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