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１．自己紹介に変えて：SCの現場から

２．スポーツ指導者の資質：北米に学ぶ

３．スポーツ指導環境の改善のために
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１．スポーツカウンセリングの現場から

土屋裕睦：大阪体育大学におけるメンタルサポートとスタッフの育成．臨床スポーツ医学，
「特集 アスリートのメンタルサポートをめぐって」，26-6, 677-681, 2009.



１－２．事例の紹介

「コーチとの関係」を主訴に来談した

学外クラブ所属の女子選手の相談事例

土屋裕睦：スポーツカウンセリングとライフスキル．櫂，第10号：77-83，2006．



１－３．スポーツ指導を取り巻く現状と課題

①「コーチ・選手」関係の特殊性
（役割関係⇔個人的関係、利害の一致⇔不一致）

→スポーツ指導者の資質向上

②競技環境の閉鎖性
（勝利至上主義、早期専門化、情報の欠如）

→スポーツ指導環境の改善が必要



２．スポーツ指導者の資質向上：北米に学ぶ

１．スポーツ指導の基本原則

２．やりがい創出：スポーツ指導の多様性

３．スポーツ指導者に求められるスキル

①American Sport Education Program

② USOC Coaching Education Department 

③The Institute for Sport Coaching



２－１．スポーツ指導の基本原則

①American Sport Education Program

"ASEP is committed to improving amateur sport by encouraging 

coaches, officials, administrators, parents, and athletes to 

embrace the 'athletes first, winning second' philosophy and by 

providing the education to put the philosophy to work."

Rainer Martens, PhD, ASEP founder

http://www.asep.com/index.cfm



“athletes first, winning second” philosophy 

平野 裕一 (監修) 野球 コーチングforジュニア), ベースボールマガジン社

ASEP Volunteer Coaches Education Program

ASEP Professional Coaches Education Program

〔主要目次〕
第１章 コーチングの哲学

［１］なぜ哲学が必要か
［２］自分の哲学を発展させる
［３］自己認識
［４］あなたのコーチングの目標
［５］まとめ

第２章 動機づけ
第３章 リーダーシップのスキル
第４章 コミュニケーションのスキル

（以下略）

猪俣公宏（監訳）コーチング・マニュアル メンタル・トレーニング，大修館書店

〔参考：公認スポーツ指導者養成テキスト〕

第１章 指導者の役割

［１］理想とするスポーツ指導者とは？

［２］生涯スポーツ社会実現のために

［３］メッセンジャーとしての指導者

［４］スポーツライフ構築とスポーツ指導者

［５］スポーツ指導者としての心構え

（共通科目Ⅰ，日本体育協会，一部略記）
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“Developing and living a practical coaching philosophy.”
Robin S Vealey, PhD, former president of AASP.

バランスの
大切さ

理念を超えて
実践に役立つ哲学を目指す

徳永幹雄（監訳）土屋裕睦他（訳）「コーチングに役立つ実力発揮のメンタルトレーニング」，
大修館書店，2009.（In Robin S. Vealey, Coaching for the Inner Edge. Fitness Information Technology.）



２－２．やりがい創出：スポーツ指導の多様性

② USOC Coaching Education Department 
 Assist NGBs in the development of Coaching Education programs and 

materials 

 Deliver programming that highlights the sport science and research based 

standards of the USOC 

 Supply support for Team USA in a manner that is effective and relevant in 

supporting podium potential athletes through coaching education. 

 Recognize the importance of America's best coaches, while advancing 

coaching as a profession 

 Advertise and support the importance of coach training and certification for 

all American coaches. 

http://usoc.org/About-the-USOC/Athlete-Development/Coaching-Education.aspx



USOC Coach of the Year Program

 National Coach of the Year 

 Developmental Coach of the Year 

 Doc Counsilman Science and Technology Coach of the Year

 Paralympic Coach of the Year 

 Volunteer Coach of the Year

http://usoc.org/About-the-USOC/Athlete-Development/Coaching-Education.aspx

Cf. “It is a good idea for an organization to conduct a background check; However, just 

because a background check is performed does not prevent an organization from being sued. ”



２－３．スポーツ指導者に求められるスキル

③Quality Coaches・Quality Sports:
National Standards for Sport Coaches

 Philosophy and Ethics

 Safety and Injury Prevention

 Physical Conditioning

 Growth and Development

http://www.instituteforsportcoaching.org/

 Teaching and Communication

 Sport Skills and Tactics

 Organization and Administration

 Evaluation



National Standards for Sport Coaches

http://www.instituteforsportcoaching.org/



３．スポーツ指導環境の改善のために

１．競技者の意思が反映される仕組み
２．アスリートファーストの実現
３．スポーツ医・科学専門家の活用

ソーシャルサポート
ネットワークの構築

スポーツ現場

チーム
メイト

コーチ
指導者

家族

土屋裕睦：ソーシャルサポートを活用したスポーツカウンセリング－大学生アスリート
のバーンアウト予防のためのチームビルディング－．風間書房，1-280，2012．



選手を取り巻くサポートネットワークの構築

１．競技者の意思が反映される仕組み
・公的・法的な相談窓口の設置
・SNSの活用（相談のしやすさ）
・background check（身辺調査）の導入

スポーツ現場

学校・地域

地方公共団体・国

チーム
メイト

スポーツ
指導者

家族

ライバ
ル選手

親類・知人

医・科学
専門家

医師

公的な
相談窓口

教師 競技連盟
指導者

クラス
メイト

３．スポーツ医・科学専門家の活用
・スポーツ指導者の資質探求
・コーチングスタンダードの確立
・スポーツ指導のやりがい向上
（Coach of the Year Japan)

２．アスリートファーストの実現
・スローガンの公募（啓発活動）
・競技現場に届く（心に響く）言葉
・競技団体による憲章（哲学の確認）
・宣言の採択（各種団体の連携）
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