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1. 緒言 

ライフスタイルとは，従来，食事や睡眠，運動

の実施といった生活行動の実態としてとらえられ

ることが多かったが，そういったものから考え方

や倫理観，思想や才能，人間関係や環境を含む，

きわめて広い意味を有するように考えられるよう

になった１）。このことは，よりよい良好な生命の質

を得るには生理的側面だけでなく，精神的側面や

環境などの良好な状態が重要だということを意味

している。セルフエスティームは，人が人間らし

く，かつよりよく生きていくための基盤として重

要視されている。このような観点から，多くの研

究者によってセルフエスティームと健康習慣との

関連を追及した調査研究が行われ，貴重な提言が

行われている。 
しかし，自己の考え方や人間関係を含む，広い

意味でのライフスタイルとセルフエスティームに

関する研究はほとんどされていない。良好なライ

フスタイルを得るには，個々の生活行動とセルフ

エスティームとの関連だけでなく，全人的なライ

フスタイルとセルフエスティームとの関連を調査

することが必要である。そこで，本研究では，大

学生のセルフエスティームとライフスタイルの実

態，及びその関連性を明らかにすることにした。 
 

2. 研究方法 
2-1 調査対象者及び調査方法 

調査対象者はＩ大学教育学部の保健体育・スポ

ーツ・健康を専攻する学生 160名である。 
 調査は，自己記入方式の質問紙法によった。各

学科の代表者の学生に調査の意図を説明し，質問

紙の配布・回収を依頼した。調査は，2005年 11月
14日から 2005年 11月 17日に実施した。有効回答
率は 95，6％であった。 

 
2-2 調査用紙の作成について 
1) セルフエスティームの尺度 

Rosenbergの尺度はこれまでの研究により日本人
の高校生や大学生においてもある程度の妥当性，

信頼性が得られたことが報告されているため，本

研究では，大学生のセルフエスティームを測定す

る尺度として Rosenberg のセルフエスティーム尺
度日本語版（10項目）を用いることとした。 
2) ライフスタイルの尺度 
本宮１）の「ライフスタイル 20の局面」（20項目）

尺度は，ライフスタイルを，精神・身体・他者・

環境の 4 つの局面に分けていて，包括的に捉える
ことができるため，本研究の中核である広い意味

でのライフスタイルに十分に対応している。ただ

し、「ライフスタイル 20 の局面」は社会人用に作
られており，学生を対象にした本研究には適さな

い表現，内容が含まれているため，できるだけ主

旨を変えないように配慮しながら学生に適した表

現，内容に改めた調査表を作成した。 
2-3 分析方法 

Rosenbergセルフエスティーム尺度日本語版の採
点は，1），3），4），7），10）の質問項目は，そう
思うを 4 点，ややそう思うを 3 点，ややそう思わ
ないを 2 点，そう思わないを 1 点とし，その他の
質問項目は，その逆とした。それゆえ，最も得点

が高い者は 40点，最も低い者は 10点となる。 
ライフスタイルについては，19）の質問項目の

みを逆転項目に設定したので，19）の質問項目は，
そう思わないを 4 点，ややそう思わないを 3 点，
ややそう思うを 2 点，そう思うを 1 点とし，その
他の質問項目は，その逆とした。それゆえ，最も

得点が高い者は 80点，最も低い者は 20点となる。
また，精神・身体・他者・環境の局面ごとの得点

は，最も得点が高い者は 20 点，最も低い者は，5
点となる。 
セルフエスティームとライフスタイルとの関係

を明らかにするために，ライフスタイルの各局面

別の得点，総合得点とセルフエスティームの得点

との相関を求めた。また，セルフエスティーム得

点，ライフスタイル総合得点，精神の得点，身体

の得点，他者の得点，環境の得点の性別での比較

は，t検定を用いた。なお，有意水準は 5％とした。 
 

3. 結果と考察 
3-1 セルフエスティームの実態について 

Ｉ大学の保健体育・スポーツ・健康を専攻する

学生のセルフエスティームは，得点の平均値が，

男子 28.64点，女子 24.99点であり，男女間で有意
な差が認められた（P<0.001）。これらは，大学生を
対象とした他の先行研究よりも高い結果となった。

その要因としては，調査対象者の違いが考えられ

る。本研究では，保健体育・スポーツ・健康を専

攻している学生のみを対象としたのに対して，先

行研究では一般学生を対象として調査を行ってい

る。このことから，運動に関わっている学生はそ

うでない学生に対して，セルフエスティームが高

くなることが推察される。近森ほか２）のセルフエ

スティーム，ストレス対処スキルと運動習慣との

関係についての調査では運動実施群は非実施群に

比べて，セルフエスティームの得点が有意に高か

ったという報告もされている。運動の実施はセル

フエスティームを高める影響を与えているのでは

ないかと解釈できる。 
 

3-2 ライフスタイルの実態について 

Ｉ大学の保健体育・スポーツ・健康を専攻とす

る学生のライフスタイルの実態（表１）は，総合

得点と精神の得点で男子が女子より有意に高い結

果であった。また，精神・身体・他者・環境それ

ぞれの得点は，中間値 12．5 点に対して各観点で
男女共に 13.05～15.44 点台にあり中間値より高か



った。特に，他者の得点が男子 15.44点，女子 15.19
点と高く，家族や友人または学科内や他人とのコ

ミュニケーションがうまくとれていることが示唆

される。 
伊藤ほか３）の調査では，身体・精神・他者・環

境のすべての観点で有意な性差が認められ，特に

身体及び精神については男子が女子を上回り，他

者及び環境については女子が男子を上回っていた

と報告されている。本研究の結果は，一部先行研

究と一致する部分も見られたが，一致しない部分

が多かった。これは，調査対象者の違いや，調査

表の作成手順の違いである可能性が高い。 
 
3-3 ライフスタイルとセルフエスティームの関

係について 
本研究は，近年大学生のライフスタイルが乱れ

ているといわれる中で，ライフスタイルとセルフ

エスティームについての関係を調査するものであ

る。また，ライフスタイルを「自己が自己の生に

かかわる全ての関係の仕方」１）と定義することで，

より包括的にライフスタイルを捉えることを目的

とした。セルフエスティームと，ライフスタイル

の関係は，ライフスタイルの総合得点とセルフエ

スティームに高い相関が認められたことから実証

できたといえる。 
精神の得点とセルフエスティームの関係につい

ては，男女とも有意な関連が見られた。この要因

として，精神の調査表の 5 項目には性格・個性，
才能・適性，思想・倫理，ライフプロセス，気づ

きと自己実現があり，自分自身についての才能を

認めることができている者，今の自分の状態に満

足できている者は得点が高くなるように作成され

ている。そのため，Rosenbergのセルフエスティー
ム尺度と類似している箇所もあり，精神の得点が

セルフエスティームの得点と関連があることは，

いわば当然のこととも考えられる。 
身体の得点とセルフエスティームの関係につい

ては，男子のみで低い関連が見られた。身体得点

の平均値は男女とも中間値よりもやや高い評価で

あり，調査対象者が保健体育・スポーツ・健康を

専攻する学生だったことから普段から運動の実施

やコンディションを整えることをしているため，

セルフエスティームの高低に関わらず身体をコン

トロールできているのではないかと推察される。 

他者の得点とセルフエスティームの関係につい

ては，男子は高い関連が，女子は低い関連が見ら

れた。このことから，友人関係や，家族関係，他

者との関係で女性よりも男性のほうがセルフエス

ティームと関係が深いということがわかった。 
環境の得点とセルフエスティームの関係につい

ては，男子には高い関連が見られたが，女子につ

いての関連は明らかにならなかった。 
 

4 まとめ 

本研究は，Ｉ大学教育学部の保健体育・スポー

ツ・健康を専攻する学生 160 名を対象として，ラ
イフスタイルとセルフエスティームの実態，及び

その関連性を明らかにしようとした。本研究で得

られた主な結果は以下のとおりである。 
1）セルフエスティームの得点の平均は，男子 28.64
点，女子 24.99点であり，性別間で有意な差が認め
られた。また，男女とも先行研究に比べて得点が

高かった。 
2）ライフスタイルの得点については，ライフスタ
イルの総合得点，精神の合計点，他者の合計点は

男子が高く，身体の合計点，環境の合計点は女子

の得点が高かった。また，男女差が認められたの

は，精神の合計点だけであった。 
3）セルフエスティームとライフスタイルの関係に
ついては，ライフスタイルの総合得点，精神の合

計点，他者の合計点，環境の合計点でセルフエス

ティームと関連が見られた。高い関連が見られた

のは，男女のライフスタイルの総合得点，男女の

精神の合計点で，男子の環境の合計点という結果

となった。 
 以上のことから，大学生のセルフエスティーム

とライフスタイルには性別による差はあるものの

高い関連があることがわかった。 
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表 1 男女別のライフスタイルの平均点 
 ライフスタイル合計点 精神** 身体 他者 環境 

男子 57.15 14.50 13.70 15.44 13.61 

女子 55.91 13.05 13.75 15.19 13.86 

男女差：**P<0.01 
 
表 2 男女別のライフスタイルとセルフエスティームの関連 

  ライフスタイル合計 精神 身体 他者 環境 

SE 得点（男） 0.636*** 0.464*** 0.254* 0.637*** 0.556*** 

SE 得点（女） 0.400*** 0.528*** 0.106 0.251* 0.150 

SE：セルフエスティーム          男女差：***P<0.001 **P<0.01 *P<0.05 

 


