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生涯にわたってスポーツに親しむ資質や能力を生涯にわたってスポーツに親しむ資質や能力を
学校体育で培わなければならない学校体育で培わなければならない

授業を受けている
側の保健体育の

評価構造

この４カテゴリーは指導する側からも授業を
受ける側からも体育授業を評価できるものである。



スポーツの継続意欲の規定要因を検討

生涯スポーツにつながる体育授業づくり
に役立つ



体育授業を経験してきた大学生のスポーツの継続意
欲を規定する要因を明らかにするとともに、スポーツ
の継続意欲の実態について調査することを通して体
育授業のもたらした成果を明らかにすること。

保健体育・体育の目指す目標に影響を与えている要
因を検討すること、学校体育の成果を調査することで
今後より質の高い体育授業展開のための有益な基礎
資料を得ることができる。

対象者

男子 ６２９名
１年生 ５１８名

２年生 ５２３名

女子 ４３９名
３年生 ２６名

４年生 ７名

計 １０８６名

茨城大学水戸キャンパス及び日立キャンパスに通い

後期の教養科目である健康・スポーツ科目を受講した

大学生 １８歳－２４歳 平均１９．３２±０．９２

２００８年１１月中旬から下旬にかけて実施

項目 具体的成果 肯定的感情

技術の理解 0.787 0.236 

自信 0.727 0.359 

方法の理解 0.720 0.238 

ルールの理解 0.690 0.257 

基本的技能 0.653 0.382 

体力 0.601 0.350 

社会性 0.556 0.374 

スポーツ環境の理解 0.516 0.268 

楽しさ 0.335 0.813 

喜び 0.397 0.794 

愛好的態度 0.424 0.781 

価値観 0.176 0.648 

意義の理解 0.381 0.419 



独立変数 標準化係数 有意確率

β ｐ

楽しさ .332 .000

自信 .238 .000

スポーツ環境の理解 .125 .000

愛好的態度 .119 .008

方法の理解 .117 .001

技術の理解 -.125 .001

価値観 .110 .002

基本的技能 .092 .013

重相関係数（R) .790

決定係数（R二乗） .625

調整済み（R二乗） .620

独立変数 標準化係数 有意確率

β ｐ

喜び .269 .000

自信 .268 .000

意義の理解 .169 .000

楽しさ .218 .000

ルールの理解 .076 .033

重相関係数（R) .796

決定係数（R２） .633

調整済み（R２） .629

項目 具体的成果 スポーツへの肯定的感情

方法の理解 0.784 0.196

自信 0.765 0.338

技術の理解 0.698 0.281

基本的技能 0.667 0.368

スポーツ環境の理解 0.529 0.238

楽しさ 0.327 0.864

愛好的態度 0.448 0.763

価値観 0.181 0.601

項目 達成感

喜び 0.875

楽しさ 0.817

自信 0.714

ルールの理解 0.615

意義の理解 0.548



独立変数（因子） 標準化係数 有意確率 相関係数

β ｐ r

スポーツへの肯定的感情 .465 .000 .711

具体的成果 .391 .000 .683

重相関係数（Ｒ） .773

決定係数（Ｒ２） .598

調整済み（Ｒ２） .597

独立変数（因子） 標準化係数 有意確率 相関係数

β ｐ r

達成感 .759 .000 .759

重相関係数（R) .759

決定係数（R２） .576

調整済み（R２） .576

スポーツの継続意欲

全くそう思わない あまりそう思わない どちらでもない ややそう思う 非常にそう思う

男子 ２．７％ １２．２％ ３２．６％ ２９．９％ ２２．６％

女子 ４．３％ １８．７％ ３６．７％ ２４．８％ １５．５％

現在のスポーツ実施の有無

無し 有り

男子 ５２．５％ ４７．５％

女子 ７３．７％ ２６．３％

男子では５２．５％、
女子では４０．３％で

肯定的に受け止められている

男女ともに非実施が５０％を
超える結果であった。

スポーツへの肯定的感情

全くそう思わない あまりそう思わない どちらでもない ややそう思う 非常にそう思う

楽しさ ０．８％ ４．５％ １５．３％ ３８．５％ ４１．０％

愛好的態度 ２．２％ ９．２％ １９．１％ ３３．２％ ３６．２％

価値観 ０．３％ １．６％ ９．２％ ３６．２％ ５２．６％

３項目すべて約７０％以上で肯定的
に意識されている



具体的成果

全くそう思わない あまりそう思わない どちらでもない ややそう思う 非常にそう思う

方法の理解 ６．２％ １８．８％ ４１．４％ ２３．６％ １０．２％

自信 １１．０％ １９．７％ ３４．７％ ２３．３％ １１．３％

技術の理解 ３．７％ １４．３％ ３７．８％ ３３．７％ １０．５％

基本的技能 ５．９％ １３．０％ ３１．６％ ３０．８％ １８．７％

スポーツ環境の
理解

９．０％ １８．３％ ３１．４％ ２９．０％ １２．０％

５項目すべて肯定的意識が５０％未
満にとどまっている

達成感

全くそう思わない あまりそう思わない どちらでもない ややそう思う 非常にそう思う

喜び １．６％ １２．２％ ２２．７％ ３８．１％ ２５．５％

楽しさ ０．９％ ４．５％ １８．５％ ３６．８％ ３７．０％

意義の理解 ０％ ５．５％ ２４．８％ ４７．８％ ２１．９％

ルールの理解 １．６％ １６．２％ ３０．２％ ４６．７％ ５．５％

自信 １４．６％ ３１．０％ ３３．９％ １５．７％ ４．８％

３項目で肯定的意識が約７０％に近い

２項目で肯定的意識が約５０％以下
にとどまっている

スポーツの継続意欲の規定要因

男子 スポーツへの肯定的感情

成果

女子 達成感

男女においてスポーツの継続意欲の規定要因に違いが
みられた。

→違いを考慮して教育を展開することが肝要。

スポーツの継続意欲と本研究で明らかになった

規定要因の意識の実態

男子の具体的成果因子、女子の達成感因子に含まれる
情意項目以外の肯定的意識が低いことが影響している
のではないか。



スポーツの継続意欲の規定要因である情意において
「スポーツへの肯定的感情」を７割以上の人が有してい
る。

体育授業において、スポーツに対する肯定的感情を抱
かせる教育が展開できていると示唆された。

一方で、具体的な成果という点に関しては十分受け止
められていないと示唆された。

まとめ３

今後はスポーツを肯定的に捉えられる
ような教育を展開するとともに、スポーツ
に対する自信などの具体的成果などに
関してもより積極的に身につくような教
育を目指すべきである。

今回の質問項目設定において体育授業の
成果を導きだせるか疑問が残った。

体育授業の経験自体がスポーツの継続意欲
に規定力を持っているのか調査する必要が
ある。


