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1. 緒言 

運動部活動（以下「部活動」とする。）の実態に

関する調査研究報告書の中で、「運動部そのものへ

の希望がない」という生徒の存在（14％）や、中

途退部者（5％）の実態が報告されている。稲地ら

（1992）は、「退部者は部活動が与える人間的成長

の一つの契機を失ったと考えられる。」と指摘して

いるが、一方で「なぜ退部行動が生起」するのか、

あるいは、「生徒達の部活動に対する満足度を高め

ていくにはどうすればよいのか」といった視点か

ら研究を進めていく必要がある。 
部活動指導の在り方については、澤口ら（2003）

による部活動における活動意識に関する研究や中

川ら（2006）による部活動の教育的価値に関する

研究などで部活動の在り方や意義が検討されてい

るが、生徒らが具体的にどのようなことが満たさ

れたと感じる時に部活動に高い満足度を感じてい

るのかという点での報告は見受けられない。 
そこで本研究では、ひとまず中学生を対象に部

活動に対する満足度を規定する要因について調査

を行い、分析・検討することを目的とした。 
 
2．研究方法 
2-1 調査票の作成 

調査項目を作成するにあたり、茨城大学の教員 1
名と保健体育選修の学生 16 名で中学生の部活動に

対する満足度に影響を及ぼすと予想する事柄につ

いてブレーンストーミングを行った。結果的に 28
項目が提案され、それらをカテゴリー化、再カテ

ゴリー化を繰り返し、最終的にチームメイトに関

する 4 項目（「かなり仲のよい友人」「尊敬するチ

ームメイト」「嫌いなチームメイト」「チームメイ

トからの承認」）、指導者に関する 2 項目（「指導者

への信頼」「指導者からの承認」）及び競技力に関

する 2 項目（「総合成績」「上達度」）の計 7 項目に、

総合項目としての満足度を加えた 8 項目を作成し

た。「仲のよい友人」「尊敬するチームメイト」「嫌

いなチームメイト」の 3 項目については 3 件法、「チ

ームメイトからの承認」の項目については 5 件法、

その他の項目についてはすべて 6 件法による回答

選択肢を設定した。 
2-2 対象及び実施時期 
本研究では、茨城大学教育学部に在学する学生

98 名を対象に中学校時代を回顧して回答する回顧

法を採用し、大学の授業中の 10 分程度かけて回答

させ、その場で回収した。性別にみた対象者の内

訳は、男子 47 名、女子 50 名（不明 1 名）で、競

技レベル別にみた内訳は、県予選レベル 41 名、県

大会レベル 26 名、県ベスト 8 レベル 8 名、ブロッ

ク大会レベル 21 名である。 
調査は、平成 20 年 11 月下旬から 12 月上旬にか

けて行われた。 
2-3 統計解析 

回収した調査データは項目毎に単純集計しチー

ムメイトや指導者との関係、競技実績への意識か

らみた活動状況を捉えることにした。また、それ

ぞれの項目別に性別（対応のない t 検定）、競技レ

ベル別毎の違いを検討した。競技レベル別での分

析では一元配置分散分析を適応し、有意な差が認

められた場合には、Sheffe の多重比較を行った。 
また、部活動に対する満足度への規定力を分析

する上では、満足度を従属変数としたステップワ

イズ法による重回帰分析を行った。本研究におけ

る統計解析は SPSS11.5 Version for Windows を用い

て行い、有意水準は 5％に設定した。 
 

3．結果と考察 

3-1 部活動に対する意識 

3-1-1 チームメイト・指導者との関係からみた部

活動の実態 
 チームメイトに対する意識については次のよう

な結果が得られた。まず「かなり仲のよかった友

人」は「たくさんいた」37 人（37.8％）、「何人か

いた」60 人（61.2％）と 100％近くの学生は友人が

いたと回答している。また「尊敬できるチームメ

イト」については、「いた」54 人（55.1％）、「すご

く尊敬できる人がいた」18 人（18.4％）と約 4 分

の 3 の学生は尊敬できる友人がいたと回答してい

た。さらに「チームメイトからの承認」について

は、「全体的には認めてくれている人の方が多かっ

た」60 人（61.2％）、「かなり認められていた」19
人（19.4％）と約 8 割の人は認められていたと回答

していた。 
ただし、「嫌いなチームメイト」については、「本

当に嫌な人がいた」11 人（11.2％）、「苦手な人がい

た」52 人（53.1％）と約 3 分の 2 の学生が嫌いな

チームメイトの存在を感じていたことになる。 
 一方、指導者に対する意識については、以下の

ような回答が得られた。 
まず、「信頼できる指導者」に関する質問に対し

ては、「ある程度信頼していた」18 人（18.4％）、「信

頼していた」24 人（24.5％）、「かなり信頼してい

た」31 人（31.6％）と肯定的に捉えている学生の

方が多かった。また、「指導者からの承認」につい

ても、「ある程度は認めてくれていた」40人（40.8％）、

「結構認めてくれていた」32 人（32.7％）、「かな

り認めてくれていた」17 人（17.4％）と、9 割以上

が肯定的な回答であった。 
 以上のことから、チームメイトや指導者との関

係にみた部活動内の状況は、総じて良好な状態に

あることが明らかになった。 
3-1-2  競技力に対する意識からみた部活動の実

態 

 部活動の総合的な成績に対する評価は、「全く満

足していない」12 人（12.2％）、「満足していない」

6 人（6.1％）、「あまり満足していない」27 人（27.6％）、

また、「やや満足している」27 人（27.6％）、「結構

満足している」14 人（14.3％）、「かなり満足して
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いる」12 人（12.2％）と、肯定的な評価と否定的

な評価は概ね、半分ずつに分かれた。 
 一方、個々人の上達度については、「少し上達し

た」17 人（17.4％）、「ある程度上達した」44 人

（44.9％）、「かなり上達した」29 人（29.6％）と、

部活動による競技力の改善は大きな実績を上げて

いる状況が明らかになった。 
 以上のような人間関係の実態、競技力に対する

実態については、競技レベル別にみた時に、「総合

的な成績への満足度」において、有意な差が見ら

れた（F=3.119  P<.05）ものの、その他の項目では

全て有意差が認められなかった。また性別にみて

も、すべての項目で有意な差は認められなかった。 
 総合的な項目として設定した「部活動への満足

度」の項目に対する回答は、「全く満足できなかっ

た」2 人（2.0％）、「ほとんど満足できなかった」

10 人（10.2％）、「あまり満足できなかった」8 人

（8.2％）と、約 2 割の学生が否定的な意識を持っ

ていたが、「少し満足できた」10 人（10.2％）、「あ

る程度満足できた」35 人（35.7％）、「かなり満足

できた」33 人（33.7％）と、約 8 割の学生が部活

動に対して肯定的に捉えており、部活動の健全な

活動状況が浮き彫りとなった。 
 
3-2 部活動への満足度を規定する要因 
 表 1 は部活動に対する満足度を従属変数とし、

その他の 8 項目を説明変数とした重回帰分析を行

った結果を示したものである。表 1 に示したとお

り、今回設定した部活動に影響を与えると予想し

た 8 項目は全て部活動への満足度と有意な相関関

係が認められた。 
そこでこれら 8 項目の規定力を明らかにするた

めにステップワイズ法による重回帰分析を行った

ところ表 1 に示すとおり「嫌いなチームメイト」「指

導者からの承認」「かなり仲のよい友人」「尊敬で

きるチームメイト」の 4 項目は除外され、反対に

「指導者への信頼」「総合的な成績への満足度」「上

達度」「チームメイトからの承認」の 4 項目が選択

された。 
 

γ β
選択された要因

指導者への信頼 .587*** .394***
総合的な成績への満足度 .425*** .313***
上達度 .460*** .298***
チームメイトからの承認 .370*** .167*
R    R2 .750 .544

F値 29.320***
除外された要因

嫌いなチームメイト .269** .093
指導者からの承認 .348*** .066
かなり仲のよい友人 .218* .040
尊敬できるチームメイト .338*** .029

*p<.05 **p<.01 ***p<.001

表1　満足度を規定する要因

 
 選択された 4 項目の部活動への満足度に対する

説明率は 54．4％とある程度の高さを示した。また

4 項目中最も規定力が大きかったのは「指導者への

信頼」で標準編回帰係数βは.394 (p <.001)、 
その他は規定力が高かった順に「総合的な成績へ

の満足度(β=.313、p <.001)」「上達度(β=.298、p 
< .001)」「チームメイトからの承認(β=.167、p 
<.05)」であった。 
 つまり、部活動への満足に影響を与える要因は、

①友人あるいは尊敬できるチームメイトがいたり、

嫌いなチームメイトがいないということよりも、

むしろチームメイトに認められていると感じ取れ

るかとどうかということ、②総合的な成績として

のチームの実績に対する評価に加え、所属した競

技能力が上手になったということ、そして何より

指導者に認められていると思えることよりも、信

頼できる指導者の下で活動できたと意識できるこ

とが大きいことが明らかになった。 
 このような傾向は性別にみた場合と競技レベル

別にみた場合で規定力の大きさに若干の違いがみ

られたものの、総じて規定力の高かった要因は「指

導者への信頼」「上達度」であり、部活動に対する

生徒達の満足を保障しようと考えれば、技能レベ

ルを高めてあげること、そして何より信頼される

指導者として活躍することが重要であると考えら

れる。 
 
4.摘要 
 本研究は部活動における生徒の満足度を規定す

る要因を明らかにするために、ブレーンストーミ

ングを通して設定した項目 8 項目（チームメイト

に関する 4 項目、指導者に関する 2 項目、競技力

に関する 2 項目）の調査を行った。 
調査の対象は茨城大学の学生98名（男子、47名、

女子 50 名）とし、回顧法により中学校時代の意識

について回答してもらった。 
 分析した結果、以下の諸点が明らかとなった。 
(1)チームメイトや指導者との関係にみた部活動の

実態は、苦手なチームメイトがいるものの、総じ

て良好な状態にあるということが明らかになった。 
(2)競技力に対する意識からみた部活動の実態は、

個々人の部活動による競技力の改善は大きな実績

を上げている状況が明らかになった。 
(3)部活動への満足度を規定する要因については、

調査した項目のいずれかの成果を上げれば満足度

は高くなり、その中でも特に信頼できる指導者の

下で活動できたと意識できることが満足度に影響

を及ぼすということが明らかになった。 
以上のように、部活動の活動状況は概ね良好で

あることが明らかになり、部活動に対する生徒達

の満足を保障しようと考えれば、信頼されるよう

な指導者として活躍することが重要であると考え

られる。 
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