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 質的研究ことはじめ 
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企画について 
 今回のFSGDでも各テーマ1名の先生に話題提供していただき、参加者の皆さんと

自由に討論していただく形式を用意しております。この際、特定の討論者に議論を

リードしていただく役割を担っていただきます。また「自由に議論」とは言っても、専門家

の集まる集会ですので、テーマに関する予備知識がないと議論参加が難しい点もある

かと思います。そこで、話題提供者の先生に「事前必読論文」や「事前の準備」を提

示していただいております。今年度のFSGDでは、このような手順と、学会終了後の学

会Webサイトに掲載予定の参加者による「振り返り・まとめ」などを予定しております。

このような方法により、「点」で終わりがちなFSGDにおける議論を「線」につなげて行け

れば、と考えております。なかなか難しい点もあるかもしれませんが、本企画の趣旨を

ご理解いただき、ご参加いただければ幸いです。                               

                     （31回大会抄録より、福岡大学 山口幸生） 

****************************************************  

 次ページより、各グループのモデレーター・指定討論者・参加者のグループディスカッ

ションを行った感想を掲載しております。 
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 質的研究のFSGDには，前半12名，後半9名の方々にご参加いただきました．質的

研究の実践には，なんだか「モヤッ」とする感じがつきまといます．そこで，多くの方が思い

悩む「モヤッ」とポイントとして，①必要なサンプル数は？，②コード化にまつわるあれこ

れ，③一般化とはなんぞや？という3つを取り上げ，各人の興味にあわせて3名程度の

小グループにわかれ，ディスカッションを深めていただきました．そして，最後にグループごと

に発表をしていただき，全体で共有する時間を設けました．また，各回ともに，翌日の

質的研究に関する招待講演で講師をご担当いただいた佐藤貴弘先生（Kent State 

University）が同席してくださり，的確かつ有用なアドバイスをくださりました．この場を

借りてお礼申し上げます．最後になりますが，参加されたみなさま，討論者としてお手伝

いいただいた松田くんにも，心より感謝いたします．ありがとうございました．                                                                      

(九州大学 内田若希） 

*******************************************************  
 フリースタイルのグループディスカッションに参加をさせて戴き、質的研究について考える機

会を戴いたので感想を記します。今回は事前必読論文を読み参加をすることが出来たの

で、目的を持って臨むことが出来ました。私が必読論文を読む中で特に印象に残っている

ことは、「スモールイズビューテフル」という言葉です。量的的研究を行う際、ある程度のサン

プル性を求められます。例えば摂食障害の患者10名のサンプルから得られた傾向が、が

全ての摂食障害に当てはまるのか？という事です。また、必要なサンプル数や、コード化と

一般化についての疑問を感じていました。更に、インタビュー調査を実施する際にインタビュ

アーの力量により左右されるのではないかと考えていました。しかし、先生方とのグループ

ディスカッションを通して質的研究とは量的研究とは根本的な考え方が違うこと、また、対

象とする目的に応じて、「大きすぎず、小さすぎず」という概念の基に「サイエンスとアート」の

側面を持って研究を実施していることに気付きを得ることができました。フリースタイルのディ

スカッション形式の場合、本人参加型でセッションに参加をすることが出来るので、非常に

有意義です。このような参加形式のセッションには今後も積極的に参加をし、先生方とコミ

ニュケーションを図り、自己の成長に繋げていきたいと考えています。           

（福岡大学大学院 松尾賢） 

************************************************************** 

 初めて参加した九州スポーツ心理学会で、FSGDも初めての経験でしたが、とても楽し

い時間を過ごすことができました。特に私が参加したグループでは、質的研究をテーマに掲

げていましたので、心理サポートを実践する者が理解しておくべき研究方法について熱い

議論を交わすことが出来ました。私も修士論文を執筆するに当たって、この研究方法には

何度も頭を悩まされましたので、学びを深める良い機会になりました。ディスカッションの途

中で話題にあがっていた「量的研究と質的研究における一般化可能性の違いについて」

が、最もポイントになるだろうと感じる部分で、私も質的研究の初心者ながら、この部分に

ついてはあらかじめ理解することが出来ていました。しかしながら、質的研究においては、科

①質的研究ことはじめ       

モデレーター：内田若希  

（九州大学）  
 数多の質的研究の方法論を解説す

る書籍・文献が存在するにもかかわら

ず、いざ取り組んでみようとすると「質的

研究ってよく分からない」という印象を

持ったことがないだろうか。また、実際に

やってみても「このやり方で本当にあって

いるのか？」と頭を悩ませることになる。

なんだか「モヤッ」とするのである。この「モ

ヤッ」とする感じ、つまりそのわかりにくさや

難しさの源泉はどこにあるのだろうか？こ

こでは、質的研究の実践にまつわる疑

問を取り上げながら、参加者同士の

ディスカッションを通して、質的研究実

践の理解と自信 (のようなもの) を深め

ることを目指したい。 

＜事前必読文献＞            

なお、『サンデロウスキー, M. 谷津裕

子・江藤裕之 (翻訳)(2013). 質的

研究をめぐる10のキークエスチョン―サ

ンデロウスキー論文に学ぶ― 医学書

院』を読んでおくことをおすすめする。 

内田先生（九州大学）  

議論の様子 



指定討論者:松田晃二郎（九州

大学大学院）  

 私は，指定討論者として，フリースタ

イルグループディスカッション（テーマ：

質的研究ことはじめ）に参加させてい

ただきました。このグループでは，話題

提供者の内田若希先生（九州大

学）が予 め設定された，「サンプル

数」「コード化」「一般化」に関する3つ

のテーマに関しての議論が行われまし

た。その中では，「調査や分析の方

法，または解釈の仕方次第では1名を

対象にした研究でも十分に価値のある

研究であると言えるし，もっと個に注目

した研究をする必要がある」「『質的研

究をやるには〇〇名必要だ』などという

考え方ではなく，各研究のリサーチクエ

スチョンや研究手法などによって，サン

プル数を調整する必要がある」「質的

研究を行う際や視る際に，量的研究

の考え方を全て当てはめてはならない」

「インタビューで得られたナラティブデータ

を全て使う必要はない」などという多くの

意見が出され，私自身非常に勉強に

なりました。それ以外にも，参加された

先生方が日頃から抱えている質的研

究に関する疑問についても，積極的な

議論が行われました。例えば，研究結

果の科学性を確保するためのメンバー

チェッキングの際に，意見が食い違った

場合の対処法に関する疑問や，質的

研究で得られた結果を基に尺度を作

成する際の具体的な分析方法に関す

る疑問などが挙げられました。参加者の

中には，長年にわたり質的研究を行っ

てきた先生も参加されており，非常に

有益なお話をお伺いすることができまし

た。今回のグループディスカッションに

は，これから研究をしていきたいと思っ

ている学部生から，これまで多くの研

究を行われ豊富な知識をもたれた先

生まで多くの方が参加され，議論が行

われましたが，改めて，質的研究の面

白さや奥深さを感じることができました。

このような貴重な機会を，日本スポー

ツ心理学会や日本体育学会などの全

国規模の学会などでも引き続き持って

いただけると幸いです。 

  

学的と言えるのかといった声もいまだにありますので、この研究方法については、今後、研究者た

ちがその立場を論文読者たちにもっと主張していく必要があるかと思います。研究を進める中で

は、当たり前のように「質的研究を採用した」と言いがちですが、そうではなく、なぜ質的な分析の手続

きを取る必要があるのかについて、より丁寧に説明していく必要があるのではないでしょうか。量的研究では

無視されてしまう、選手の語りや感じている世界を尊重するためにも、私自身が質的研究に対する理解を

より深めていきたいと感じました。今後の活動につながる充実した時間でした。ありがとうございました。                       

（東海大学大学院 浅野遼） 

 *********************************************************** 

 「質的研究ことはじめ」の2回目のセッションに参加させて頂きました。私自身もインタビュー研究

に関わったことがあり、また自分の研究でも用いることがありますが、難しいなと思うことが多々あり

ました。例えば最近、インタビューを行った投稿論文で、査読者から質的研究の一般化に関する

疑念を頂きました。私なりに返答も考えたのですが、最後まで納得して頂けませんでした。翌日

の佐藤貴弘先生の招待講演を拝聴した今となっては、理論的枠組みが提示出来ていなかった

かな、納得させられるだけの手法の手順が出来ていなかったかな、など反省点も多々あるのです

が、その投稿論文が受理された後もどこかモヤッとしたものが残っていました。このような背景から、

このセッションに参加しました。まずセッションの始めに、各自の希望に沿って①コード化の混乱、

②質的研究の一般化、③佐藤貴弘先生との自由討議、という３グループに分かれました。私

は②に参加し、各参加者の立場や経験から、多くのことを共有できました。例えば、現場のアス

リートや指導者に説明する時には、質的研究の結果が受け入れられやすいこともあることや、一

般化とはそもそも何なのか、量的研究と質的研究の限界点とは、など多岐に渡り話し合いまし

た。その後に、各グループで議論した内容を全員で共有しました。そして最後に、佐藤先生から

もコメントを頂きました。私がその中で印象に残っている佐藤先生の説明として、日本語では「一

般化」と括られる概念は英語にするとgeneralization、transfer ability、mutual under-

standingと複数あるということです。一般化とは何かという疑問に対して、そもそもどの「一般化」

を説明するのかということを、研究者自身がしっかり考えておく必要があると知りました。今回の学

びをまた今後の研究に活かしていきたいと思います。企画された内田先生、松田先生、また佐

藤先生に深く御礼申し上げます。                （西日本短期大学 小川茜） 

*********************************************************** 

 この度，私は量的研究では測れない側面に興味を持ち，質的研究の方法論を一から学び

たいという気持ちから，内田先生企画の「質的研究ことはじめ」のセッションに参加しました。本

セッションでは，1）サンプルサイズ，2）コード化，3）質的研究の一般化，4）佐藤先生

（ケント州立大学）に質問するグループに分かれ，私は海外で多くの質的研究を行っている佐

藤先生に日頃感じている疑問を率直にお聞きました。私の研究課題は「スポーツ競技者のレジ

リエンス（精神的回復力）」ですが，いざ困難な状況からの回復過程を検討しようと思うと，

量的では明らかにできない部分が多くあります。例えば，一連の心理過程を時系列的に捉える

ことや，個人が有するレジリエンスの構成要因の差異（個別性）などです。さらに，統計学的

分析を行った結果が個人の何を意味し（心理尺度間の相関係数など），それが当初考えて

いたリサーチクエスチョンに対して的確に答えられているか疑問に感じます。内田先生や佐藤先

生，フロアの先生方との討論を通し，「これが良い，あれは悪い」といった二分法的に偏見とし

て捉えるのではなく，自身のリサーチクエスチョンに合わせて柔軟に方法論を適用する重要性を

再認識しました。また，質的研究の分析手続きは科学的に厳密であり，一つの自然科学現

象を「点」ではなく「線」で結び多様な理解を促してくれます。私たちは現場や研究から貴重な

「なぜ？」を経験していますが，そうした研究者の知的好奇心に真摯に答えてくれるのが質的研

究の魅力だと感じたセッションでした。       （上野雄己 日本学術振興会特別研究員PD ） 

 

 

 



②学校体育の有効性を示す研究デ

ザイン モデレーター：山津幸司

（佐賀大学）  
 大学体育や高校までの学校体育が様々な

好影響を導くことを示すことは重要である。例

えば、大学体育による週1回の筋力トレーニ

ングが筋力を改善するとの報告（林・宮本, 

2009）は代表的な知見のひとつである。本

論文では、介入内容（筋力トレーニング）と

アウトカム（筋力）の対応関係の強さ、また

運動部活動の有無を考慮することで因果関

係に迫ることができている。一方、アウトカムを

社会的スキルに変えてみた場合はどうだろう

か。大学体育が社会的スキルを高める可能

性は高いと思われるが、社会的スキルに影響

しそうな他の要因が複数想定されるため、原

著論文としてまとめるのにはかなりの工夫を要

するものと思われる。本フリースタイルディスカッ

ションでは、心理指標をアウトカムにした場合

の大学体育・学校体育の有効性を示す研

究デザインをどう工夫すればよいか、について

議論したい。そのため、須崎氏には有効性を

証明できる賛成派、山津は証明不可能とす

る反対派の立場から議論し、その議論とその

後の参加者の意見を踏まえて有意義な結

論を導きたい。（話を分かりやすくするため両

者にはあえて極端な立場で議論してもらうこ

とにした）なお、須崎氏からは「全般的な心

理社会的スキルを扱うのではなく、特定の状

況（体育授業に限った）の心理社会的ス

キルの効果を検討していく」「介入研究では、

介入群だけではなく、統制群を用いる」「横

断研究だけではなく、縦断研究を用いた因

果関係の検討」の要件を満たすことで証明

可能な条件を満たしやすいとのコメントを得て

いる。   

＜事前必読文献＞1)林直亨, 宮本忠吉. 

週1回の大学授業における筋力トレーニング

が筋力に与える影響. 体育学研究, 54巻1

号, 137-143, 2009. https://

www.jstage.jst.go.jp/article/-

jjpehss/54/1/54_a540114/_article/

-char/ja/ 

モデレーターの山津先生（左）と指定討論者の須崎氏（右） 

  今回は前後半で二回の討論を行い、前半の参加者は本テーマに関する論文報告

もあるような比較的研究経験豊富な方が多く、後半の参加者は大学院生が中心で

あった。全く異なる興味深い議論が二回も経験できたことには、参加者の皆さんに感

謝したいと思う。今回のディスカッションを通じて得られた経験や視点は指定討論者の

須﨑氏がうまくまとめてくれているのでそちらを参照いただきたい。議論してみての感想

は須﨑氏をはじめとする参加者の皆さんがよく考え、工夫して研究に取組まれている

ことに感銘を受けたことであった。学校体育の心理社会的有効性を示すにはメタ分

析がよいとの意見があり、各個別の論文にどのような情報を記載しておくべきかをまと

める必要があるように感じた。また、体育受講群と対照群を比較する研究よりは、心

理社会的アウトカムに体育も含めた教科群がどのように影響しているかを多変量解

析で示す方が学術誌への掲載可能性を高めるような感想ももった。さらに、後半参

加の大学院生の皆さんもアイディアがどんどん出てきて柔軟でしなやかな思考力を持

つ研究者が育ってきているなあと感じた。現在、私が佐賀大学で担当する講義「体

育心理学」の中でも、改組で少人数となった利点を活かし、このような活発な議論を

通じて指導法のアイディアや研究力を高めていく授業を展開できたら面白いかなと考

えた。多くの気づきに導いていただいた総合司会で企画提案者の山口幸生教授や

学会関係の皆様にも感謝を申しあげたい。       (佐賀大学 山津幸司) 

**************************************************** 

 前半のグループディスカッションでは、実際に大学体育の現場を持ち、授業の有効

性を示す研究をされている方が多かったため、実際に感じている課題とその対応につ

いて活発に意見交換がされていた。挙げられた課題から私が考える研究デザインの要

点は①大学の性質、②授業内容、③個別で有効性を示す事の3点である。①大

学の性質では、大学の立地や授業環境、学生の特徴や男女の人数比など、各大

学が持つ特徴を考慮しておく必要があるのではないかと感じた。ある大学で出された

有効性は他の大学にも当てはまるとは言い切れない点から、大学ごとに示された個

別のデータを統合し、メタ分析などによって共通点を明らかにするような方法があるの

ではないかと考える。②授業内容では、バドミントンや卓球のような対戦型、陸上や

水泳のような記録型、また集団種目と個人種目の違いなど、どのような授業内容が

有効であるのかを検証することで授業内容にどのような意図を持って関わっているのか

などの学校体育の有効性を示す手段になると考えられる。③個別の有効性を示す

事では、前述と重複する部分もあるが、「大学体育を受講している大学生」という母

集団の大きさから、大学ごとのデータだけでは一般化しているとは考えにくい。そのよう

なデータで般化や一般化について母集団を推定して論じるのではなく、個別性を認め

つつもデータを集積したのちに一般化などを述べる事が良いと考える。本ディスカッショ

ンを通して、「体育の重要性は何か、意義はどこにあるのか」など体育の根本から振り



指定討論者:須崎康臣（九州大学

基幹教育院） 

 今回の企画で、最初のグループは、体

育授業に関する研究を行っている先生

方が多数を占めており、研究手法に関わ

る議論が活発に行われました。最後のグ

ループでは、これから修士論文や博士論

文を作成される先生方が多数を占めて

おり、研究の枠組みに囚われない様々な

視点から体育授業の効果を測定するこ

とをメインに議論が行われました私は今

回の企画を通して、3つの視座を得ること

ができました。その視点は、①大学体育

授業特有の心理社会的スキルを測定す

るための尺度開発、②メタ分析を行うた

めの体育授業に関する研究論文の投

稿、③大学体育授業の効果を測定する

ための方法論の確立です。①では、大学

体育授業に関わる心理社会的スキルを

テーマとした検討は行われているが、大学

体育授業で獲得・向上される心理社会

的スキルを検討し、それに関わる尺度を

作成する必要があるとのことでした。そし

て、その尺度に基づき、大学体育授業に

関わる心理社会的スキルが獲得・形成

されることを示していくということでした。②

では、大学体育授業の心理社会的スキ

ルの獲得・向上に関するエビデンスを示

すためには、複数の研究結果から示すメ

タ分析が有効になるということでした。メタ

分析を行うためには、体育授業に関わる

研究結果が必要になるため、学会や紀

要を含めて、論文を投稿していく必要が

ある。また、複数の研究者が協力して、

体育授業の効果を測定する取り組みが

重要になるということでした。③では、①と

②を含みますが、大学体育授業の効果

を測定するための方法論を確立していく

必要があるとのことでした。効果を示して

いくための指針が提示されることによって、

大学体育授業に関する研究も加速して

いくのではということでした。今回の得られ

た視座を基にしまして、私自身の研究も

進めていければと考えております。 

 

返って考える貴重な機会になった。体育のあり方を考えて、研究をデザインしていく大

きな収穫になったと考えられる。           (法政大学大学院 梶内大輝) 

**************************************************** 

 私は、「学校体育の有効性を示す研究デザイン」というテーマでグルーディスカッショ

ンに参加した。ディスカッションの内容は、学校現場における体育授業の有効性を示

す研究デザインにおいて、「社会的スキル」をアウトカムにした場合、今後どのようにして

いけば研究が発展していくかであった。ディスカッションでも出されたように、社会的スキ

ルは、筋力トレーニングの効果などの実験と比べて目に見える形で数値化し評価する

事が難しいため、実際に研究として学校体育の授業が日常に般化されたかどうかを

判断するには縦断研究や介入研究を行なう必要があると言える。今回のディスカッ

ションを通して、「学校体育特有の社会的スキルに着目すること」や「大学同士連携

し、よりエビデンスレベルの高いメタ分析で研究を発展させる」という多様な視点から検

討することで課題解決に繋がると感じた。ディスカッションを通して、尺度を新たに作成

することや概念を新しく構築して研究を発展するだけでなく、研究プロトコルを統一

し、共同で研究を行うことやエビデンスレベルに着目するなど、研究の基礎基本に戻

ることで、異なる視点から新たな研究デザインが創造できていくと感じた。今回のグ

ループディスカッションでは、体育授業で社会的スキルが育まれる可能性があることを

感覚的に理解している方が参加していたため、賛成派・反対派という立場で議論を

行うことで新たな研究デザインを構築するためのヒントが見えてきたと思う。この経験を

活かして、他の学問分野の方とディスカッションを行い学際的な視点から研究を深

め、今後の研究の発展に貢献していきたいと思った。                 

(順天堂大学大学院 中村美幸) 

**************************************************** 

 グループディスカッションには，運動の経験を有する人が多く参加していたため，学

校体育の重要性についての理解は高かったと思われる．そのため，学校体育を通し

て獲得できる心理社会的スキル (有能感，達成感，アサーションなど) について

は，比較的容易に提案していたという印象であった．その一方で，「学校体育を通

してスキルが獲得されたとどのように証明するのか？」といった問いに対しては，ほとん

どの人が上手く返答することができていなかった．つまり，多くの人が，学校体育が

重要であるとは認識しつつも，良いといえる根拠や，それを証明する方法論を持って

いないということである．体育・スポーツに関わる人間として，この問いに対する回答

は常に考え続けるべきであると再認識させられた．私が個人的に印象に残っている

ディスカッションの内容は，須崎先生が最後に補足してくださった「体育や数学など，

個々の授業で得られた個別あるいは固有の心理社会的スキルが，どの程度日常生

活における一般的な心理社会的スキルへ寄与するのかを調べていくといった方法が

考えられる」といった内容である．この方法を聞くまでは，いかに体育と他の科目との

差別化を図り (つまり，体育でしか経験できないことは何かを明らかとしていく)，体

育のみでしか獲得できないスキルを考えることが，学校体育の重要性を主張する方

法として適切ではないかと考えていたため，一般化という視点まで広げることのできな

かった自身の視点の狭さを感じる内容であった．本ディスカッションを通して，学校体

育の重要性を主張するための方法 (研究デザイン) についての明確な回答を得るこ

とは出来なかった．しかしながら，この問いに回答することが出来ないといった事実に

気付けたことは，体育・スポーツに関する研究を続けていく上で大きな糧になると考え

られる．                    （鹿屋体育大学大学院 小笠希将） 



③チームのメンタルトレーニング 

モデレーター：奥野真由   

（久留米大学）  
 参加者の皆さんと、チームへのメンタルト

レーニング（心理サポート）について、お

話しを深めたいと思います。いざチームへ

飛び込んでみると「頭では理解していても

難しい」という思いをしたことが、私の少な

い心理サポート経験においても数多くあり

ました。そして、その難しかった出来事を、

同じ様にチームへのサポートに取り組んで

いる人達（サポート分野問わず）と共

有し、ディスカッションすることで、次の心

理サポートの糧にすることができた、という

ことが数多くありました。チームへのメンタ

ルトレーニング（心理サポート）とそこで

感じる難しさについてのディスカッションを

通して、参加者の皆さんが次へのヒントを

得る機会になればと考えています。                     

＜事前必読文献＞                 

事前必読文献はありませんが、以下の

取り組みをして当日ご参加ください。参

加者の皆さんは、ご自身の心理サポート

体験で難しさを感じた出来事について、

メンタルトレーニングの重要なセッションで

ある“振り返り”をしておいてください。これ

から心理サポートの実践を考えている方

は“心理サポートを実践している自分をイ

メージ”しておいてください。 

指定討論者の下園先生（左）とモデレーターの奥野先生（右） 

 メンタルトレーニング関連のグループでは、チームへのメンタルトレーニング（心理サ

ポート）について参加者の皆さんと議論を深めました。指定討論には下園博信先生

（福岡大学）に加わって頂き、心理担当者をチームに迎え入れる側である指導者と

してのお立場から、ご意見を頂きました。最初に話題提供として私から、指導者と情

報を共有する際に感じている難しさについてお話ししました。心理担当者には守秘義

務があり、心理サポートで得られた選手の個人的な情報を、むやみに他者に漏らして

はなりません。しかし、心理担当者としてチームに関わる場合、指導者から選手の様

子を尋ねられることがあります。そういった場合、心理担当者はどのようなことを心がけて

指導者の求めに応えると良いのでしょうか。参加者の皆さんからは、心理サポートに必

要な技能に関することや、チーム内の人間関係調整に関することなど、様々な話題が

出ました。どの話題も、リアルなサポート現場がイメージされるものばかりでした。実際に

ご自身が関わっているチームでの出来事をお話ししてくださった方もいらっしゃいました。

その中で、信頼関係を築くことの重要性について議論が展開しました。すでに心理担

当者としてチームに携わっている方も、これから始める方も、どちらにとっても気づきや学

びのある議論だったのではないでしょうか。心理サポートの現場で直面する難しさに対

し、“正解”を導き出すことは容易ではないと感じます。しかし、選手や指導者、その他

のチームスタッフと良い信頼関係を築くこと、しいてはサポート対象者や問題と真摯な

姿勢で向き合うことを通じて、自分なりの“正解”へと近づいていけるのではないか、と

議論を通して考えが巡りました。限られた時間ではありましたが、積極的な議論に参

加してくださった皆さんへ感謝申し上げます。    

                               （久留米大学 奥野真由） 

**************************************************** 

 私は現在コーチとしてチームを指導しており、その中で出た問題に関して何かヒントが

もらえたらと考え、このセッションに参加させていただきました。セッションの中では、様々

な年代や競技のチームについている人の話を聞くことができたのですが、人数が多かっ

たこともあり意見をお聞きできる人が限られてしまったことは残念でした。このセッションで

特に自分の学びになったこととしては、チームワーク向上にはコーチやスタッフなどの選手

に関わる全ての人とのコミュニケーションが重要であるということ、また実際の現場では選

手間よりも選手・コーチ間での問題が多くあるということです。私自身、チームに帯同す

るにあたってコーチが選手とうまくコニュニケーションが取れないという問題には何度も直

面してきましたが、今回話した中では、監督のコミュニケーションスキルを向上させること

やSMT指導士が間に入ってコミュニケーションを円滑にさせる工夫が必要との意見が



指定討論者：下園博信（福岡大学）                  

 「チームへのメンタルトレーニング」グループは、

それぞれ現在進行形でチームに関わっている

人たちが集まっていました。私の立場としては、

メンタルトレーニングを行う人を受け入れる側の

立場ということでありました。私自身、今までに

3チームのコーチ、ヘッドコーチ、監督、テクニカ

ルディレクター、副部長などを務めてきました。

その中で、所属しているチームからは、スポーツ

心理学にかかわる者として、様々でありますが

チームにおけるメンタルトレーナー、コーチ、アド

バイザー、コーディネーターのような関わりを求

められることも多くあります。今回のFSGDで

は、特定の専門的な競技を指導する指導者

や選手がいるチームとの関わりを考え、現状の

問題を共有することが検討されました。第1部

では福岡大学名誉教授の山本勝昭先生が、

ご自身の経験を中心にチームとの関わり方を

論じられたことが印象深かったです。その中で、

コーチの求めていることが大きすぎたり、あるい

はメンタルトレーニングに興味を示さなかったり

する場合も多いとのこと。しかし、現場の指導

者との積極的なコミュニケーションをとることで、

時間はかかるかもしれないがチームへの関りが

強いものになってくことがあると、話をされまし

た。第2部は、いわば心理的サポートのベテラ

ンの方々と、新進気鋭でこれから心理的サ

ポートを行っていくであるだろう大学院生や学

生の方々が集まりました。ここでも興味深い議

論がなされましたが、東海大学の武田先生よ

り、チームへの心理的サポートの本質を考える

ことが重要であると、話がありました。いかにコー

チと関わるか、選手との距離を測るかなど、メン

タルトレーニング内容や方法とは別の問題に時

間を取られてしまい、実際に行わなければなら

ないトレーニングが疎かになってしまうことの危

険性について考えなければならないとの指摘で

した。この2回の議論の場で、奥野先生の問

題提起について、それぞれの立場で考え、積

極的な議論ができていたのではないかと思いま

した。チームに関わることは、その立ち位置を明

確にしながらバランスをとっていかなければなら

ないことかもしれません。現場に出向くこと、出

向いてコミュニケーションをとること、コミュニケー

ションに中にも専門的な立場での関わりを明

確すること・・そんな、イメージがFSGDを終えた

時に思い浮かびました。 

 

出ました。またコーチに限らずチームに対してのアプローチとしては、どの現場でもどのよ

うな選手でも競技についての会話は興味を持ってくれることが多いため、SMT指導士

は競技に通じていた方が良いという意見や心理面を見るだけならば競技の知識は

持っていなくても良いのではないかなど、それぞれの方がそれぞれの経験を元に意見を

伝えてくれていました。このセッションを終了し、私が思うのはチームにサポートする際に

ある程度のベースはあるものの正解はないということです。これは個人のサポートでも

同じことであると考えますが、関わる人が多い分柔軟に行動し、今回のように他のチー

ムを持たれている方々と情報交換して独り善がりのサポートにならないことが重要であ

ると感じました。今回は、セッションを通じて情報交換だけでなく新たな繋がりも出来ま

した。このような機会をくださりありがとうございました。 （東海大学 三井みのり） 

**************************************************** 

 今回のグループディスカッションでは、「チームのメンタルトレーニング」について、実際に

現場に出て活動されている方々の心理サポート体験で難しさを感じた出来ことやこれ

から心理サポートの実践を考えている方々のどのようなサポートをして行くのがいいのか

などの悩みを参加者全員で話し合えました。“選手の意見や悩みを傾聴するだけでも

効果はある”といったことから“指導者を選手とより良いコミュニケーションをとれるように

コーディネートする”といった話題があり、どちらも信頼関係があってこそ出来ることなの

で、私がこれからサポートしていく上で、選手と指導者の両者の信頼関係を上手に築

きより良いサポートをして行きたいと感じました。また、事象的報告としてメンタルトレー

ナーも選手と深く関わりすぎて、抑うつ状態になったという話を聞き、メンタルトレーナー

とカウンセラーの立ち位置を明確にすることを前提として関わっていかなければならない

と思いました。他にも今回のグループディスカッションで出た意見やアイデアをチームサ

ポートの場のみならずに、別の場面においても活かすことで、スポーツ心理学の発展に

少しでも貢献したいと考えました。           (九州工業大学 小田一八) 

**************************************************** 

 本セッションでは、実際にチームに介入していく上での悩みを中心に議論をしました。

メンタルトレーナーがチームに対してメンタルトレーニングをするのは、指導者から依頼を

受けて介入することが多いようです。その際、個人種目において、指導者からは「実

力発揮のための心理的スキルの習得」を依頼されるのに対し、選手の要望としては

「コミュニケーションやチームワークの向上」といったように、指導者と選手の要望が食い

違っていることがあるようです。また、指導者からは上記のような内容で依頼を受ける

が、本心としては「選手が考えていることを聞いてほしい」と感じることもあるようです。こ

のような場合、指導者と選手で円滑なコミュニケーションが実施できていないことがある

ため、メンタルトレーニング指導士としてチームに介入する際には、チームのコンサルティ

ングとすることや、選手ではなく指導者の教育をすることが求められるのではないかとの

意見が挙がりました。私は、現在、大学サッカー部の外部指導者をしています。メンタ

ルトレーナーのような第三者関係ではありませんが、監督と選手の板挟みになり、迷っ

ていることがありました。私のような場合でも、指導者と選手とのコミュニケーションが不

足していたり、指導者の自信が不足していたり、チーム作りがうまくいっていないことが

あるのではないかと感じました。私が実施しているような集団種目だけでなく個人種目

においても、チームワークの向上や円滑なコミュニケーションを実施するためには、指導

者自身が指導力を高めることに加えて、チームに所属する選手がチームでの決定に

納得をして取り組める環境づくり（コンサルティング）をすることが重要であると思いま

した。                            (九州工業大学 神力亮太) 



④運動学習と実践現場をつなぐ

モデレーター：中本浩揮   

（鹿屋体育大学）  
 運動学習研究では，「いかに効率よく

運動技能を獲得するか」について，伝統

的に実験室での実験研究を中心に検

討されてきた．しかし，実験室で扱われ

る学習課題は，実験的な厳密さを優先

させた結果，単純，学習期間が短

い，扱われる変数が少ないなど，実践

場面と異なる点が多い．実際，実験室

研究で有効とされる学習方略が，実践

場面では有効ではなかったとする知見も

散見される．実践場面での学習効率を

あげることが運動学習研究の使命である

とするならば，伝統的な運動学習研究

を脱し，新たな運動学習研究を推進し

ていくためには何が必要なのだろうか？今

回のFSGDでは，参加者の長期的な運

動学習「経験」を元にディスカッションし，

今後の運動学習研究の方向性を探るこ

とを目指す．                

＜事前必読文献＞               

書籍は限定しないが，基礎的なスポー

ツ心理学の運動学習研究に関する章に

眼を通して参加して頂きたい． 

モデレーターの中本先生（左）と指定討論者の幾留先生（右） 

 運動学習のディスカッションテーマは、「運動学習（理論）と現場（実践）をつな

ぐ」であった。このテーマに全く目新しさはないが、何度でも議論すべき重要な問題で

あると考えテーマとさせていただいた。特に我が国のスポーツ心理学領域（および関

連領域）の運動学習研究は、理論・基礎研究が中心で、実践・応用研究は少な

い状況に思われる。この傾向は、ややもすると、スポーツ現場で活かすことのできない

理論を構築してしまう危険性を孕む。例えば、現場において動機づけを無視して学

習を考える指導者はいない。一方、伝統的な運動学習研究では、動機づけは交絡

因子として扱い、実験の場からは排除すべき要因であると考える。実験統制の必要

性に疑問はないが、こういった方法は検討要因（例えば、練習スケジュール）が動

機づけを凌駕して学習に重要な要因であるかといった点を不明にしてしまう。また、心

理学をベースとした運動学習研究の良さ（能動的な人間の関わり方の考慮）も失

われてしまう。こういった趣旨のもと、ご参加いただいた先生・院生と非常に有意義な

議論の時間を過ごさせていただいた。例えば、個人差（身体サイズ、運動技能レベ

ル、パーソナリティ、動機づけなど）を考慮した運動学習研究を行うこと、 事例研

究・質的研究も含めて実践現場の中で行う新たな運動学習研究（方法論の開

発）を行うこと、理論をベースにして、選手能力の新たな側面を診断し、処方できる

方法を開発することなどである。こういった貴重な議論を無駄にすることなく、実際に

取り組んでいきたいと感じたディスカッションであった。ご参加いただいた皆さんに心から

感謝申し上げたい。                  （鹿屋体育大学 中本浩揮） 

**************************************************** 

 私は普段、大学教員として指導者を目指す学生達に対して運動学習理論の授

業しながら、サッカーの指導者として理論の実践にも努めているため、上記テーマの

FSGDに参加させて頂きました。一番私の印象に残っているのは、運動学習を効率

的に行うためには「適度な認知的負荷」が必要である、ということについての議論で

す。「適度な認知的負荷」と一言で言っても、最適な負荷は各個人で違ってきます。

そのため、これまでの実験的な厳密さを優先させて、且つデータの平均値をもって普

遍的な理論構築を目指す運動学習研究で得られた結果を、そのまま各個人に当て

はめれば最適な学習がなされるとは限りません。この理論と実践のギャップを埋めるた

めには、学習に対する動機づけや技能の差といった個人差を考慮したデザインによる

実験を行う、もしくは、個人の技能習得の過程を事例研究という形で多数集めると

いった工夫がなされる必要があるのではないか、といった議論がなされました。とりわ

け、個別の結果を集積することによって実践への応用可能な理論を構築していくとい

う議論は、私が最初に参加した『質的研究ことはじめ』でなされた議論に非常に近い

ものだと感じました。今回のFSGDを通じて、実践現場の学習者や教員、指導者が

学習促進に応用可能な理論を構築していくためにも、多様な研究方法で個人や同



指定討論者:幾留沙智（鹿屋体育

大学） 

 ランダム練習がブロック練習よりも優れた

学習効果を示す，また学習者自身が練

習順序を決定できた場合にはランダム練

習をも上回る学習効果が示される，など

運動学習研究ではこれまで，特定の練

習方略の有効性が数多く報告されてきた

と思います．私はこれらの知見を長年疑う

ことなく引用し，発信してきた立場でした

が，近年，そうした方略が必ずしも全員

に等しく効果的でないと気づかされる研究

論文や自身の実験結果を目にしました．

そこで今回，実践現場により迫っていくた

めの今後の運動学習研究の発展について

話し合えればと思い，FSGDに臨みまし

た．セッションに参加してくださった先生か

ら，中学生を対象とした指導場面におい

てランダム練習の有効性が示されなかった

事例をお話しいただきました．この原因に

ついて，ランダムに課題が提示されることで

その場のパフォーマンスが低下してしまい，

それによる動機づけや感情の変化が関連

したのではと推察されていました．運動学

習研究では，ランダム練習中のパフォーマ

ンスの低下は，学習者に対する高い認知

的負荷の証拠であり，これが長期的な記

憶の保持を可能にする1つの重要な理由

であると解釈します．しかし，認知的負

荷を重視するあまり，それに伴う心の変化

を無視してしまった場合，先程の事例の

ように実際のスポーツ現場では有効でない

練習になってしまうのもしれません．運動

学習研究の最終的なゴールが，運動・ス

ポーツ現場でパフォーマンス向上を目指し

て日々の練習に取り組む全ての学習者に

役立つ知見を提供することであるならば，

個人の競技レベルや方略の処方に伴う心

の変化をあまり踏まえていない現在の知見

では不十分だと言わざるを得ないと思いま

す．つまり，今回のFSGDを通して，これ

までに有効性が報告されてきた練習方略

がどこまで，どのような対象者まで当てはま

るのかを検証してくことが，今後の運動学

習研究に課せられた使命なのではないかと

感じました． 

 

質の小集団を対象とした研究を行い、その結果を公表・集積していく必要性を強く

感じました。最後になりましたが、FSGDという貴重な機会を企画、準備、運営して

頂きました諸先生方に改めて厚く御礼申し上げます。 

                     （安部久貴 北海道教育大学岩見沢校 ） 

**************************************************** 

 まず中本先生からのお話、その後グループに分かれディスカッションを行いました。グ

ループでは学生と教授がペアになることで素朴な疑問から深い知識まで様々な意見

が飛び交い、非常に濃い話し合いができたと思います。私は以前から、研究している

ことが実際にスポーツ選手の助けとなっているのか疑問に思っていました。研究している

と、論文として成立するため、また多くの人間がその論に当てはまるように淘汰していく

ため、と考えてしまっていたのが現状です。その結果、選手と研究者の間に距離が生

じ、現場と研究がうまく交わっていない気がしています。今回、ディスカッションを通じ

て、理想のスポーツ心理学とはスポーツ選手にとっての“病院”であることだと感じまし

た。我々が自分の体調が悪くなって、原因が分からないため、知識ある医師に検査、

処方されるように、スポーツ選手の不満や悩みに対して、我々がひとりずつ対応してい

く形が、スポーツ心理学と選手達のあるべき関係だと感じました。ディスカッションでは

全員と意見を交わすことは少なかったですが、少人数のグループであったため自分が

好きなように発言でき、また気になるところは聞き返せることで論を深めていけたのは、

非常に貴重な時間となりました。本当にありがとうございました。             

                          (池部雅人 九州工業大学大学院 ) 

**************************************************** 

 私は運動学習についてのディスカッションに参加させていただきました。主な内容

は，伝統的な運動学習である「ランダム練習」と「ブロック練習」についてです。ランダ

ム練習の方が記憶の情報処理に負荷をかけるため効率的ではあるが，環境や個人

要因でその結果は異なるという話からディスカッションが始まりました。学生のみという

ディスカッション形態でしたが，院生だけでなく学部生も多く，運動学習を専門とする

学生がほとんどいない中で始まりました。境遇が異なればその分視点も様々になるも

ので，それぞれの専門領域における先行研究の紹介や，各自のスポーツ体験談な

どをもとに，かなり多面的に話が進められていたように感じました。私にとって新しい視

点と感じる意見が多かったため，自分が発言するのを忘れるほど聞き入ってしまいまし

た。最後に話を振っていただいたのですが，自分もその新しい視点を皆さんに提供で

きていたら幸いです。最後の先生方のまとめで，研究者の理論は学習者に使われな

いという話があり，それについては学生間でも話題に挙がりました。学習者の理解は

もちろんのこと，理論が受け入れられる新しいシステム構築すべきではないかというよ

うな意見も出ましたが，何よりそういった新しいシステムを，彼らと共に若手の“柔軟

な”頭で生み出すことができたら，自分の研究生活もさらに楽しくなるだろうと胸が躍

る思いでした。FSGDについて，今後参加する予定で不安を抱えている方，特に学

生に是非この私の経験を聞いてほしいです。私は「スポーツ心理の見識が浅い自分

が参加して大丈夫なものだろうか」と心配しながら臨みましたが，まったくその必要は

ありませんでした。学生が多いことはもちろん，先生方は初学者として扱ってくれるた

め，大変心地よく議論の場に参加できました。先生方と学生たちそれぞれの距離が

近いことを活かし，これからも皆さんと共に歩んでいけたらと思います。        

                           （永峰大輝 桜美林大学大学院） 
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 運動学習研究は、実験目的の単純化のためノイズを排除していくゆえに、課題は

被験者にとって無味乾燥なものとなることが多いように思えます。基礎的研究の蓄積

の大切さは認識していますが、実験室で行われる面白くない課題を繰り返させる中に

どれほどの学習が成立するのか、疑問に思うことがありますね。スポーツ実践場面に活

きる運動学習の本質を考えてみると、中本先生のおっしゃるとおり「いかに効率よく運

動技能を獲得するか」に集約されると思います。モチベーションはこの点において非常

に重要で、「好きだから・楽しいから」という動機はスポーツ活動の採択および継続に

大きく関わっています。つまり、好感や楽しさと技能修得の効率性は強く影響しあって

いる、と言えそうです。今回、技能修得効率とモチベーションの関連性について議論が

なされました。技能修得の課題に、個人差やノイズと認識されることが多い「モチベー

ション」因子を加味することが、より現実的な技能修得につながっていきそうな気がしま

すね。その際は、モチベーション測度の採用も検討したいところです。また実験課題は

クローズドスキルに特化したものが多いような気がします。オープンスキル課題の検討

はハードルが高いですが、実験課題が直接競技力向上に結びつく、あるいは修得内

容が直接スポーツ実践場面への有益な情報となり得るようなものなら、被験者のモチ

ベーションを保つことができそうです。そうでない場合は外発的な動機づけを強化して

いくのがよろしいでしょうか。実際のスポーツ活動に近いモチベーション環境を作り出し、

その条件下で実験してみたいですね。運動技能修得の効率性とモチベーションは相

互作用がありそうで、とても相性がよいと思います。被験者の心情を踏まえた運動学

習研究、考えていきたいですね。         (和多野大 沖縄高等専門学校) 

九州スポーツ心理学会  


