
試合で負けてしまったとき、疲れている時、天気が悪い時など、選手のスポーツに対するモチ

ベーションが下がってしまうときがあります。また「勝ちたい！」というモチベーションが上がって

いるにも関わらず、選手はうまくパフォーマンスが発揮できないときもあります。スポーツへの

良いモチベーションや良い集中を維持するための方法のひとつとして「目標設定」が挙げられ

ます。今日は、効果的な目標設定についてのキーポイントを紹介します！

１．いろいろな種類の目標を立てる

「優勝する」「今日のレースは、〜分で走る」など大きな目標をひとつ立てている選手は多い

です。でも、ひとつの目標を立てるだけでなく、いろいろな目標を立てることも、スポーツへのモ

チベーションを維持するために重要です。目標は、結果目標、パフォーマンス目標、プロセス目

標という三種類の目標に分類できます。まず、結果目標は、「Aチームに勝つ」、「MVPを取る」
など、誰かと自分のパフォーマンスを比較しながら立てる目標です。一方、パフォーマンス目標

は、過去の自分自身のパフォーマンスと比較して立てる目標で、「今日の試合で〜点とる」、

「〜ｍ跳ぶ」などの目標は、このタイプの目標に分類されます。

プロセス目標は、文字通りパフォーマンスにおける“プロセス”に関する目標です。「フォロー

スルーをする」「肘を後ろへ大きく引く」などフォームに関することなど、試合中に実際にどうす

れば結果目標やパフォーマンス目標を達成できるかに着目した目標です。結果目標やパ

フォーマンス目標を立てている選手は多いですが、選手にとってプロセス目標を立てることも重

れば結果目標やパフォーマンス目標を達成できるかに着目した目標です。結果目標やパ

フォーマンス目標を立てている選手は多いですが、選手にとってプロセス目標を立てることも重

要です。

結果やパフォーマンスばかりに集中すると、選手の成功の定義が狭まってしまいます。例えば

「試合で勝つ」ことだけを目標にしていると、負けたときに、いくらその日に良いパフォーマンス

をしていても「自分はダメだ」と考えたり、自信がなくなったりしてしまう、ということにもなりかね

ません。また、「試合で勝つ！」という気持ちを強く持ちすぎると、試合で実際に“何を”しなけれ

ばいけないのか忘れてしまって、焦りや不安を生むこともあります。結果やパフォーマンスは、

自分のコントロール外のこと（天候、対戦相手、審判など）に大きく影響を受けます。なので、結

果やパフォーマンスの目標を掲げるだけなく、“プロセス”にも着目して目標を立てることが重要

です。

２．長期目標と短期目標を立てる

前述のように、重要な試合で「優勝する」や「制限タイムを切る」などの目標を立てている選手

は多くいますが、このような長期目標を立てるだけでなく、その試合に向けてどんなことを達成

していけば良いかを考えること、つまり短期目標を立てることも重要です。例えば、秋の地区大

会で優勝して、全国大会に出場するためには、その前の夏の大会でどのようなことを達成する

べきか、春のトレーニングで何ができるようになっておくべきか、など、最終的な目標を達成す

るまでの道のりもしっかり考えましょう！このような短期目標は、辛いトレーニング時期に、集中

すべきことを明らかにして、モチベーションを維持することにもつながります。



３．SMAARTな目標を立てる

目標を立てるときには、SMAARTな目標を考えましょう！SMAART目標とは、Specific（具体的な）、
Measurable（測定できる）、Aggressive（積極的な）、Achievable (達成可能な)、Relevant（適切
な）、Time-Bound（時間的な制限がついた）目標のことです。ただ、目標を立てるだけではなく、
このようなことを意識することで、目標がモチベーションや集中を向上させる効果的なものにな

ります。

４．“なぜ”目標を達成したいのかを振り返る

選手は目標を立てるというところまでは、比較的簡単にできるのですが、“なぜ”目標を達成し

たいかを聞くと、答えに詰まってしまうことが多いです。「勝ちたい！」「タイムを出したい！」と

思っていても、“なぜ”勝ちたいのか、”なぜ“タイムを出したいのかを、すぐに説明できる選手は
少ないはずです。しかし、目標設定を効果的にするためには、この“なぜ”目標を達成したいの

かを、明らかにすることが重要になります。目標を達成する目的意識なしでは、目標も意味が

薄れてしまいます。なぜ目標を達成したいかを振り返ることは、「シュートが入るときの音が好

きだから」「走るときの風を切る感じが好きだから」など、選手がそもそもなぜそのスポーツが好

きなのか、思い出すきっかけにもなるはずです。

５．目標を書きだす

目標を立てたら必ず書き出しましょう！目標を書き出すのと、書き出さないのでは、目標設定

の効果に違いが出るとの研究結果もあります。目標を書きだして、ロッカーや自宅の玄関など、

いつも見えるところに貼っておくのがオススメです。

の効果に違いが出るとの研究結果もあります。目標を書きだして、ロッカーや自宅の玄関など、

いつも見えるところに貼っておくのがオススメです。

６．目標を振り返る

目標を立てたら、選手と一緒に定期的に振り返りましょう！立てた目標をどれくらい達成したか、

立てた目標が適切な目標なのかどうかを、常に評価して下さい。その結果、目標が変わっても

大丈夫です！目標は、選手の進歩に合わせて流動的に変わっていくのが自然です。

以上が目標設定のキーポイントになります。是非、試してみてくださいね！

参考文献：Vealey, R. S. (2005). Coaching for the Inner Edge. ［邦題］コーチングに役立つ実力発
揮のメンタルトレーニング 徳永幹雄 監訳



皆さーん！「インディアカ」ってご存知ですか？

インディアン？？インディアカー？？いいえ違いますよー・・

この「インディアカ」は南米ペルーで生まれた「ペティカ」と言うスポーツが西ドイツで改良考案され、ニュースポーツとして日本に伝わりました。

現在、日本では４７都道府県で楽しまれており、毎年全国６ブロックでの予選を勝ち抜いたチャンピオンシップ大会や、交流を目的としたフ

レンドシップ大会が東京体育館で実施されています。2014年度は記念大会となり、それぞれ１０周年、２０周年の節目の大会となりました。

チャンピオンシップ大会では千葉県チームからも５ジャンル（一般女子、一般男子、一般男女混合、シニア女子、シニア男女混合）に代表を

派遣しており、2014年度は一般男女混合の部で全国チャンピオンチームが誕生しました。昨年までは、シニア混合も２連覇したり、

一般男子での優勝もありました。千葉県では、約１４００名が千葉県インディアカ協会に登録しており、 １０代から７０代の老若男女が千葉県

や各市町村主催の大会に楽しく参加しています。

詳しくは、千葉県インディアカ協会の公式ホームページを参照して下さいね・・

インターネットからは、千葉県インディアカ協会で検索して頂くと簡単に見つかりますよ（＾＾）

千葉県インディアカ協会ブロック図

インディアカ試合模様
第37回関東甲信越ブロック大会
千葉県入賞チーム集合写真

この羽根を手で

打つスポーツです

ハロー！スポーツリーダー① ~インディアカ~ 千葉県インディアカ協会
広報委員長 辻口 秀二 （船橋市）

ルールは至ってシンプル。バドミントンのダブルスのコートに４人づつ入ってアンダーハンドサーブから始まり、レシーブ、トス、アタックのバ

レーボールと同様。ネットの高さは、２ｍ１５ｃｍ、２ｍと言う具合に一般男子、一般男女混合とシニアや女子で高さを変えています。

２０１５年には埼玉県で第５回のワールドカップが開催されます。

＜ルール＞

錦織圭選手の素晴らしい活躍に刺激を受けて、テニスを始められる方が増えています。

でも、せっかくテニスを始めても、うまく打てないしラリーも続かないので面白くないと、やめてしまう方も多いようです。

しかし、現在初心者でも子供でも高齢者でもすぐに十分に楽しめる「PLAY＋STAY」（プレイ＆ステイ）や「ショートテニス」が開
発されています。専用の柔らかいボールで、スピードも抑えられて簡単にラリーができます。ラケットやコートの広さも自分に

合わせて選ぶことができます。私も各種団体の指導者や千葉市スポーツコーチャーとして、これらの方法でたくさんの方を指

導してきましたが大変好評です。指導者派遣制度もありますので、気軽に自治体や関係団体に相談してください。

テニスの魅力は何と言ってもボールを打つ爽快感とゲームの面白さです。相手がいるスポーツなので、人との出会いも生

まれます。年齢を重ねても楽しく続けられるスポーツの１つです。

さあ、あなたもぜひテニスを始めてみませんか？

~テニス~ 千葉市スポーツコーチャー
千葉教職員テニスクラブ 会長 深浦 喜久雄ハロー！スポーツリーダー②



当クラブは我孫子市（人口約１３万人）つくし野地区（昭和５０年頃に造成されたニュータウン）の根戸小学校

体育館及び近くに位置する中央学院大学のサッカー場を主たる拠点として活動を行っています。住民の多くが

定年退職を迎え始めた平成１６年１０月に正式スタートし、この度設立１０周年を迎えました。平成１９年には我

孫子市で最初に総合型スポーツクラブとして認定されました。

「住み馴れた地域で、仲良くいつまでも元気に過ごす」ことをモットーにしており、今ではみんな顔なじみ。会員

は約１００名、講師はじめ世話役は全員がボランティア、太極拳を中心にスポーツ以外の種目を含め、１１の種

目や行事ごとに責任者を決めて活発に活動しています。また、放課後子ども居場所づくり事業「根戸小あびっ

こクラブ」のサポーターや地区社共への協力等、子育てや高齢者支援など、地域との交流にも積極的に取り組

んでいます。３月２８日（土）には１０周年記念イベントとして、協力いただいた関係者や地域の方を招き、１０周

年の振り返りムービーを披露したり、講演会等を行う予定です。

本クラブは、子どもから高齢者まで、誰もが気軽に親しめるスポーツ活動を通して、世代間の交流、健康・体力の

維持増進、活力ある地域コミュニティづくり、健康で豊かな明るい生活の実現に資することを目的とし、香取市民

体育館利用団体を核として平成２０年５月に設立されました。当初は香取市教育委員会スポーツ振興課主導で

ありましたが、平成２４年からは行政から独立し規約の改正等を経ながら７年目を迎えています。人口の少ない

地域での発足であったので、新たな種目を設定することはせず、既存のクラブを組織化し、市民体育館の利用料

の減免化なども行い、よりスポーツに参加しやすい環境作りをしました。

加盟団体の活動助成、スポーツ教室及び講習会の開催等を主な活動事業とし、２６年度は会員全体で交流大会

として卓球大会やミニテニス講習を実施しました。

平成２７年現在はミニテニス、ショートテニス、卓球、ソフトバレー、ジュニア体操の種目があり週に２～６回の活

動を行っています。今後の活動の課題としては若い会員の確保であります。クラブの維持継続のために世代間

交流を進めていきたいと思います。



スポーツ推進月間スローガン

開催日(10 月) イベント内容

2 日、9 日 

16 日、23 日 

30 日の（木） 

スポーツ教室（テニス初級

5 日（日） デジタルシューティング無料体験教室

11 日、18 日 

の（土） 
親子ふれあい教室 

12 日（日） 
ライフル射撃スポーツ体験

（県民大会共催） 

13 日（月） 体育の日 無料開放
「ちばスポーツフェスタ2014

１5 日（水） 伊藤華英さんスペシャルスイムレッスン

19 日（日） 家庭の日無料開放 

22 日、29 日 

の（水） 
バスケットボール教室 

26 日（日） 
健康づくり指導者講座 

つばき杯ビギナーズテニス

スポーツ推進月間の具体的な取組 
（1）場の提供 

「県立スポーツ施設無料開放（

（2）機会の提供 
「スポーツ立県ちば推進月間」

（3）情報の提供 
スポーツイベントや公共スポーツ施設等の情報を積極

的に提供する新たなコンテンツの配信

千葉県教育委員会では平成 24 年

体育・スポーツ推進計画」を策定

スポーツに親しむ時間のない人

ツ立県ちば推進月間」に設定し

 

国国際際総総合合水水
10/13(月)「体育の日

○施設無料開放 

○各種教室無料体験会 
高飛込み、シンクロ、 

水球、日本泳法 など 
水泳大好きなお友だち大集合！ 

○ニチレイチャレンジ泳力検定会

○スポーツ健康講座 

スローガン「スポーツで元気いっぱい
 スローガン作者 千葉県松戸市在住

 
 
 
 

内容 会場 

初級・中級・上級） 総合スポーツセンター 

無料体験教室 総合スポーツセンター射撃場  

総合スポーツセンター 

体験イベント 
総合スポーツセンター射撃場  

無料開放 
2014」その他イベント 

総合スポーツセンター 

国際水泳場 

東総運動場 

さんスペシャルスイムレッスン 国際水泳場 

総合スポーツセンター 

総合スポーツセンター 

ビギナーズテニス大会 

総合スポーツセンター 

東総運動場 

 

県立スポーツ施設無料開放（10 月 13 日 体育の日）」  

」関連イベントの紹介  

スポーツイベントや公共スポーツ施設等の情報を積極

的に提供する新たなコンテンツの配信 

年 3 月に『スポーツ立県ちば』の実現に向

策定しました。この計画実現のため、運動不足

人がスポーツに親しむきっかけとなるよう

し、生涯スポーツの活動を推進しています

総総合合ススポポ

平成 26 年度は

て皆様に参加していただく予定でした

が、天候不順のため中止となりました。

平成 27 年度も様々

いますので、

東東総総

地元小学生ペアや小学生・親子ペアな

どがそれぞれ参戦し

年度は４大会を

 つばき杯ビギナーズテニス

射射

年 9 回開催。ご参加お待ちしています。

 デジタルシューティング

水水泳泳場場  
日」 

 
泳力検定会 

各種教室無料体験会 

 

 

いっぱい明日
あ す

のちば」 
葉県松戸市在住 山内隼仁さん 

向けて「第 11 次千葉県

運動不足を感じている人や

しむきっかけとなるよう、毎年 10 月を「スポー

ます。 

ポポーーツツセセンンタターー  

 

 
年度は新たに規模を大きくし

て皆様に参加していただく予定でした

が、天候不順のため中止となりました。

も様々な企画を用意して

ので、お楽しみに!! 

総総運運動動場場  

  

  
地元小学生ペアや小学生・親子ペアな

どがそれぞれ参戦しました。平成 27
大会を予定しています!! 

ビギナーズテニス大会 

射射  撃撃  場場  

  
回開催。ご参加お待ちしています。 

デジタルシューティング無料体験教室 


