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1. 緒言 

近年、茨城県内の中学校は週末１日及び平日１

日の計２日間は運動部活動に休養日を設けること

とされたが(茨城県教育委員会  2005)、過剰な勝利

主義が問題にされる一方で、放任による指導にも

多くの問題が指摘されている。(文部科学省 1997，
保健体育審議会 2000)  川島(2007)は茨城県内

のサッカー少年団を対象に活動状況の実態とその

問題について検討を行っているが、このような研

究は部活動やクラブ活動を運営していく上で示唆

を与える資料になっている。  
運動部活動については文部科学省(1997)が活動

状況の実態について調査、研究を行っているもの

の、指導する側の調査であったり、実態のみを明

らかにするものであって、指導を受ける側の意見

を踏まえた活動状況の在り方について検討した研

究は見受けられない。 
そこで、本研究では中学校における運動部活動

を対象に、その活動状況の実態を明らかにすると

ともに、活動状況に対する部員の意識(満足度,継続

性)を分析し、今後の課題について検討することを

目的とする。 
 
2. 研究方法 

2-1  調査票の作成 

調査項目は、川島（2007）の先行研究を参考に

し、性別、部活動名などの属性や活動日数・時間

といった練習状況、大会数、出場機会などの試合

状況、それぞれに対する満足感の質問項目を作成

した。                                      
活動日数、活動時間、大会数については相当す

る数値を、練習試合数、合宿・遠征数、試合出場

頻度、それぞれの満足度、活動の継続意思、部活

動への満足度については予め予想される回答選択

肢を設定し回答させた。 
 また、活動状況(日数、時間、練習試合数、大 
会数、試合出場頻度)と各々の活動に対する満足度、

活動状況(日数、時間、練習試合数、大会数、試合

出場頻度)とスポーツの継続性についてはクロス集

計を行った。クロス集計の結果については、関係

を検討するにあたって、カイ二乗検定を行い、有

意な差が認められた場合にはセルごとに残差分析

を行った。有意確率はすべて５％未満とした。 
 また、今回調査を行った茨城大学教育学部附属

中学校は、季節、曜日などによって練習時間が変

わってしまい、活動状況の条件を絞ることが困難

であったため、活動時間においては生徒が最も印

象に残っている時間を記入してもらうように作成

した。 
 調査手順については、茨城大学教育学部附属中

学校に依頼し、クラス毎に対象の生徒へ配布して

もらい、その後集まった調査用紙をまとめて回収

した。 

 
2-2  対象及び実施時期 

本研究は２００９年１１月下旬に無記名自記式

の調査を茨城大学教育学部附属中学校の協力を得

て実施した。 
調査の対象は茨城大学教育学部附属中学校の全

生徒とした。最終的に回収した調査票は男子１５

３名（４８．６％）、女子１６２名（５１．４％）、

の計３１５名である。 
 

3.  結果と考察 

3-1  活動状況 

 全国の中学校では週に 6 日、一回の活動で 2～3

時間で活動している生徒が多いと文部科学省

(1997)によって報告されている。今回対象となっ

た生徒の活動日数、時間はともに少なかった。活

動日数は週に 3,4 日活動すると答えた生徒がほと

んどで、全体の 88.0％であった。活動時間は 1時

間程度と答えた生徒が 195 人で 65.3％であった。

全国の中学校で最も回答が多かった｢2～3時間｣は

54 名、18.1％であった。 

表 1 対象の中学校の活動日数と活動時間 

 
１時間未

満 １～２時間

２～３時

間 

３～４時

間 

４時間

以上 合計 

1日 .0% .3% .3% .0% .0% .7%

2 .0 .3 .3 .0 .0 .7%

3 15.2 14.5 2.7 1.4 .0 33.8%

4 11.8 18.6 11.1 10.5 2.4 54.4%

5 1.0 1.4 2.4 2.0 .0 6.8%

6 .3 1.0 1.0 .3 .0 2.7%

7 .0 .3 .3 .3 .0 1.0%

合計 28.4% 36.5% 18.2 14.5 2.4 100.0%

 

大会数に関しては、年間に 3～5回という回答が

多く、159 名で 53.9％であった。練習試合数は「一

か月に 1回か 2回」という回答が多く 112 名で

48.7％であった。試合出場頻度に関しては「ほと

んど出場する」と答えた生徒が 192 名、66.9％で

出場が保障されていない生徒は95名で33.1％であ

った。 

 所属する部活動への満足度に関しては、「満足し

ている」と答えた生徒が 86 名、38.1％で、次いで

「ときどき不満に思う」が 52 名、23.0％で多かっ

た。 

 部活動の継続の意思に関しては、「今後も所属し

ている部活動を続けたいか」という質問に対して、

「すごくそう思う」と回答した生徒が 127 名、

43.1％で最も多かった。次いで「まあそう思う」

が 111 名で 37.6％であった。 

3-2 活動状況に対する満足度  

 活動日数に関しては、明確な差は見られなかっ

たが、3、4日では少ないと感じている生徒が多く
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みられた。活動時間は、「1時間程度」では短いと

感じている生徒が多く、「3、4時間程度」の場合は

ちょうどよいと感じている。「4時間以上」となる

と長すぎと感じる生徒も多いため 3、4時間程度

が適していると考えられる。 

 大会数に関しては、年に 2回では少な過ぎると

感じている生徒が多く、4～7回の範囲で答えた生

徒は満足度が高い結果となった。よって大会が

2,3 カ月に 1回あることが理想である。練習試合

では、「週に 1 回くらい」、「1カ月に 1回か 2回」

と答えた生徒の満足度は高く、「3カ月に 1回」で

は少ないと感じる生徒が多かった。よって、1か

月に 3,4 回以上行うことが理想とされることが分

かった。 

試合出場頻度に関しては、出場が保障されてい

ない生徒の心境を調査すると、「いつか試合に出ら

れるよう頑張ろうと思う」という回答が 34 名、

53.1％で最も多く、試合に出られなくても前向き

な考えを持てている生徒が多いことがわかった 

 試合出場頻度と部活動の満足度に関しては、あ

まり明確な差は見られなかった。出場機会がある

生徒は割合的に部活動に満足している傾向がある

ものの、不満があるという生徒も少なくはなかっ

た。「ほとんど出場しない」と回答した生徒は、「と

ても満足している」という回答が全くなく、試合

出場頻度は少なからず部活動の満足度に影響を与

えている。 

 試合出場頻度と部活動の継続の意思を比較して

みると、やはり、出場が常な生徒は継続の意思が

強く、出場が常でない生徒ほど、継続の意思は弱

くなる結果が出た。これは、川島（2007）が行っ

た小学生を対象とした先行研究と同じ結果である。

種目が違っても、試合出場頻度は部活動の継続意

思に大きく影響するということが明らかになった。 

 

表 2 継続の意思と試合出場頻度のクロス表 

 
所属する部活動の種目を今後も続けたいか 

すごくそう思う まあそう思う あまり思わない まったく思わない 

試合出場頻度 ｎ ％ ｎ ％ ｎ ％ ｎ ％ 

ほとんど出場す

る 76 48.1＋＋ 58 36.7 15 9.5－－ 9 5.7－ 

ときどき出場す

る 14 32.6 15 34.9 9 20.9＋ 5 11.6 

出場することは

ない 5 20.0－ 11 44 6 24.0＋ 3 12 

ｎ=度数 +,－P＜.05，＋＋,－－P＜.01 

 

3-3 部活動満足度と継続の意思 

 部活動満足度と継続意思について比較した。「と

ても満足している」と回答した生徒は継続の意思

に関して｢すごくそう思う｣と答える生徒が多く継

続の意思が強かった。「ときどき不満に思う」以降、

継続に関して「あまりそう思わない」、「まったく

そう思わない」という継続の意思が弱い回答の割

合が増える傾向にあった。 
 よって、部活動満足度は継続の意思に関して大

きく影響し、部活動満足度が高ければ継続の意思

も強まり、満足度が低ければ継続の意思も弱まる

という関係性が分かった。 
表3 部活動満足度と継続の意思のクロス表 

ｎ=度数  +，－P＜.05，＋＋，－－P＜.01 
 
4. まとめ 

本研究は茨城大学教育学部附属中学校の部活動

に所属している生徒の活動状況の実態について調

査・分析をし、現状と問題点を明らかにすること

を目的とし、分析した結果は以下の諸点が明らか

となった。 
(1)生徒からみた練習の状況については、全国的に

少ない結果となり、週に 3,4 日、一回に 1 時間程

度活動している生徒が多い。 
(2)満足度と比較した結果、一回に 3 時間前後行う

ことが適している傾向にある。  
大会に関しては、年に４～７回ほど、練習試合に

おいては、一ケ月に３、４回以上行うことが理想

であるようだった。 
(3)試合出場頻度とその影響については、試合に出

場するということは部活動に対して好適な満足

感を与えるという面において、影響があるといえ、

部活動の継続意思に関しては、出場が常な生徒ほ

ど継続の意思が強く、出場が常でない生徒ほど意

志が弱くなり、大きく影響することが分かった。 
(4) 部活動満足度と継続の意思に関して比較をし

てみると、部活動満足度は継続の意思に関して大

きく影響し、部活動満足度が高ければ継続の意思

も強まり、満足度が低ければ継続の意思も弱まる

という関係性が分かった。 
以上のように、今後は活動日数、時間等の活動

機会を増やし生徒の満足度を高めることが求めら

れる。また、試合出場の機会をより多くの生徒に

提供し、部活動に対する関心を深めさせるような

環境を確保してあげることも重要である。 
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 すごくそう思う まあそう思う あまりそう思わない まったくそう思わない 

部活動満足

度 ｎ ％ ｎ ％ ｎ ％ ｎ ％ 

とても満足している 43 69.4＋＋ 14 22.6－－ 2 3.2－ 3 4.8 

満足している 36 34.0－ 55 51.9＋＋ 13 12.3 2 1.9－－ 

ときどき不満に思う 
25 35.2－ 31 43.7 8 11.3 7 9.9 

 

あまり満足していない
14 50.0 6 21.4－ 6 21.4＋ 2 7.1 

 

まったく満足していない
9 33.3 4 14.8－ 5 18.5 9 33.3＋＋ 


