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1. 緒言 

運動部活動の意義は「運動部活動が生涯スポー

ツにつながるものになること、生徒の自主性、協

調性、責任感、連帯感などを育成し、仲間や教師

との密接なふれあいの場になること」である。１）

実際に現職教員も指導するにあたって協調性や社

会性を身に付けさせることを目標としている。１）

つまり運動動部活動は、運動やスポーツの楽しさ

や喜びを学ぶこと、豊かな学校生活の経験、体力

の向上・健康の増進だけでなく、好ましい人間関

係を育て、社会性を身に付ける場でもある。学校

という社会の場で様々な経験を通して大人になっ

ていく子どもたちにとって運動部活動の経験は生

きる力、ひいては学校教育の目標である人格形成

にも影響を及ぼすと期待されている。2)その生きる

力に通じるものであると考えられるのが、社会で

上手くやっていくのに役立つ技能のひとつである

社会的スキルである。これは人間関係や個人と集

団との相互作用に関連しているスキル 3）である。

運動部活動を通して人格形成に通じるものである

と言える「社会的スキル」を獲得できる推測され

る。そこで本研究では、中学校・高校の時代に経

験した運動部活動が、現在の日常生活での考え方

の一つ、「社会的スキル」の獲得に影響を及ぼして

いるのか調査し、学校における運動部活動の有用

性を考察する基礎的資料を得ることを目的とする。 
 

2. 研究方法 

2-1 調査時期 

調査は大学の教育学部専門の授業や健康スポー

ツの授業で、授業の最初や最後に配布、回答、回

収を行った。加えて大学の友人への依頼、配布、

回答、回収を行った。調査時期は平成 20 年 12 月 1
日から 12 月 24 日までの 24 日間に実施、回収を終

了した。 
2-2 調査対象 
  茨城大学学生 191 名（男性 87 名、女性 104 名）

とした。 
2-3 調査方法及び内容 

無記名かつ自己記入式による質問紙調査であり、

問題は KiSS-18 と、自分自身に関する質問の大き

く二つに分かれている。 
1) 日常生活での考え方について 

 五段階評定尺度法で 18 問からなる KiSS-18 を用

いた。この尺度テストは、青年の総合的な社会的

スキルを計る尺度であり、社会的スキルに関する

研究にも多数使用されている。この 18 項目は

Goldstein4)のあげる「初歩的なスキル」「高度のス

キル」「感情処理のスキル」「攻撃に代わるスキル」

「ストレスを処理するスキル」「計画のスキル」、

以上 6 つのスキルに分類された 50 の若者のための

社会的スキルを元に、菊池 5）が心理尺度を作成し

た。 

2) 自分自身について 

 「性別」「年齢」「中学校時の部活動経験の有無

（あり、であれば部活動名と役職名）」「高校時の

部活動経験の有無（あり、であれば部活動名と役

職名）」を問うものとした。部活動名と役職名は記

述にした。 
KiSS-18 全体、6 つのスキルそれぞれの合計点を求

めた後、運動部活動の経験者と非経験者との平均

点を算出し、t 検定を行った。有意水準は 5%とし

た。 
 

3. 結果と考察 

3-1 大学生の部活動経験状況について 
中学生の時に部活動に所属していた学生は 95%

で所属していなかった学生は 5%であった。ほとん

どの学生が中学校のときに何らかの部活動に所属

していたことが分かる。男女別に見ると、女性よ

り男性の方が運動部活動所属の割合が高く、文化

部所属の割合が低い。加えて、その当時 2 人に 1
人は何らかの役職を経験していた。高校では、部

活動に所属していた学生は 86%、所属していなか

った学生は 14%であった。中学生の時に比べ部活

動に所属していなかった学生が 3 倍に増えた。高

校生の時に役職経験があった学生は 34%であった。

中学生では運動部活動経験のある学生が 49%だっ

たので、高校では 15%低くなった。 
 

3-2 社会的スキルとの関係性について 

中学校若しくは高校で運動部活動に所属経験の

ある学生を経験群（96 人）、そうでない学生を非経

験群（95 人）とした。 
・部活動経験と社会的スキル 

図１ 部活動経験と KiSS-18 平均得点 
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KiSS-18 の平均点は全体で 59.57 点であった。t 検
定（p=.008）となり、経験群と非経験群には社会的

スキルの得点において有意差が見られた。そこで、

6 つのスキルそれぞれにおいて分析した。初歩的な

スキルは t 検定(p=.011)であり、経験群と非経験群

の間には有意な差が見られた。高度のスキルは t
検定(p=.009)したがって、高度のスキルも経験群と

非経験群の間に有意な差が見られた。感情処理の
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スキルは(p=.182)であり有意差はなかった。攻撃に

代わるスキルは t 検定 (p=.010)、経験群と非経験群

の間に有意差が見られた。ストレスを処理するス

キルは t 検定(p=.398)したがって、経験群と非経験

群の間に有意差はなかった。計画のスキルは t 検定

(p=.014)であり、経験群と非経験群の間に有意差が

見られた。以上の結果から、運動部活動経験をし

た人は文化部経験者や部活所属経験のない人に比

べて、「初歩的なスキル」「高度のスキル」「攻撃に

代わるスキル」「計画のスキル」が有意に高いと言

える。 
・運動部活動役職経験と社会的スキル 

図 2 役職経験と KiSS-18 平均得点 
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運動部活動を経験した人のうち、役職の経験があ

る人を役職経験群（54 人）、役職の経験がない人を

非役職経験群とした（42 人）とした。 
KiSS-18 では、t 検定(p=.063)であり、役職経験群と

非役職経験群の間に社会的スキルの得点の有意差

はないという結果になった。しかしそれぞれのス

キルにおいて t 検定では、初歩的なスキル(p=.259)、
高度のスキル(p=.512)、感情処理のスキル(p=.466)、
攻撃に代わるスキル(p=.033)、ストレスを処理する

スキル(p=.066)、計画のスキル(p=.106)であった。

この結果から、「攻撃に代わるスキル」において役

職経験のある学生と無い学生の間に有意差あった。

これは、役職があった学生は相手を攻撃したい気

持ちを抑えて部活動の中心となって部員をまとめ

る位置にいたからであると予想できる。 
・性差と社会的スキル 

男女では t 検定 (p=.457)であり、KiSS-18 で有意

差はないことが分かった。また、男女別に経験群

と非経験群を比較した。男性（経験群 62 人、非経

験群 21 人）、女性（経験群 34 人、非経験群 66 人）

であった。t 検定で男性(p=.025)、女性(p=.019)であ

り、男女それぞれ経験群と非経験群の社会的スキ

ルの平均点の間に有意差があると言える。男性で

は初歩的なスキル(p=.011)、高度のスキル(p=.031)、
感情処理のスキル(p=.378)、攻撃に代わるスキル

(p=.057)、ストレスを処理するスキル(p=.506)、計

画のスキル(p=.007)であり、「初歩的なスキル」「高

度のスキル」「計画のスキル」の 3 つのスキルにお

いて経験群と非経験群の間に有意差が見られた。

女性では、t 検定で初歩的なスキル(p=.052)、高度

のスキル(p=.032)、感情処理のスキル(p=.024)、攻

撃に代わるスキル(p=.053)、ストレスを処理するス

キル(p=.225)、計画のスキル(p=.373)であり、「高度

のスキル」と「感情処理のスキル」の 2 つで経験

群と非経験群の間に有意差があった。以上の結果

から、男女で有意差を示したスキルが異なるもの

もあるので、男性と女性では運動部活動経験の与

える影響が異なることが予測される。 
 

4．まとめ 

本研究では大学生の過去の部活動経験と

KiSS-18 を用いての社会的スキルの獲得程度を運

動部活動経験群と非経験群、役職経験群と非役職

経験群及び男女に分けて比較・調査し、以下のこ

とが明らかになった。 
1)動部活動を経験していた人は、文化部に所属し

ていた人や、部活動に所属していなかった人に比

べて社会的スキルの平均得点が有意に高い。6 つの

スキルのうち、「初歩的なスキル」「高度のスキル」

「攻撃に代わるスキル」「計画のスキル」の 4 つに

ついておいて有意差が認められた。 
2)運動部活動経験のあった学生のうち、役職経験

があった学生と役職経験がなかった学生の間に社

会的スキルの平均得点に有意差はなかった。しか

し、6 つスキルの中の、「攻撃に代わるスキル」の

みで有意差があった。 
3)男女間で社会的スキルの得点に有意差は見ら

れなかった。男女に分けた後経験群と非経験群そ

れぞれで分析を行ったところ、男子では「初歩的

なスキル」「高度のスキル」「計画のスキル」の 3
つ、女子では「高度のスキル」と「感情処理のス

キル」の 2 つのスキルが有意に高い得点を示した。

このことから男性と女性では運動部活動経験が社

会的スキルに与える影響が少し異なることが示唆

された。 
以上のことから、仮説通り運動部活動への参加

が社会的スキルの獲得に関係性があることが分か

った。これは青木 6)による先行研究と同じ結果にな

った。更に言うならば、男女では部活動経験が社

会的スキルに与える影響が少し異なる。すべての

分類で、共通に有意に高いスキルは無かったので、

特定のスキルが運動部活動経験で確実に身に付く

とは言えないが、運動部活動経験が生きる力の育

成に役割を担っているのは確かである。 
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