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1. 緒言 

中央教育審議会の第一次答申（1996）にも述べ

られているように、今後の教育のあり方として重

視されるべき事柄は、変化の激しい社会を「生き

る力」の育成である。学校教育においても、学校

生活のスパンで完結する教育ではなく、より長い

生涯教育的なスパンで児童・生徒の指導・支援に

あたらなければならない。学校体育においては「生

涯にわたって運動に親しむ資質や能力の育成」（文

部科学省 2008・2009）が重視されるが、運動部活

動こそ、その目標実現に大きな影響力を持ってい

ると予想できる。また、これらの資質・能力の育

成は、児童生徒らの学校生活のみに生かされるだ

けでなく高校卒業後も継続的に実践される能力の

育成が望まれる。 

落合（1997）は、中学・高校における運動部活

動の経験のあり方が、生涯にわたるスポーツ参加

意欲や実際的なスポーツ参加に影響を与えている

のではないかという視点から、大学生を対象とし、

中学・高校での運動経験をもつことは、卒業後の

組織的なスポーツ参加に、それを促進する方向で

影響を与えていることを明らかにしている。しか

しながら、この研究の調査対象は大学生であり、

実際にこの結果から運動部活動の経験が生涯に

わたって運動に取り組むことに影響しているか

どうかはわからない。 

本研究では、３０代以上の成人男女を対象とし、

過去の運動部活動の状況を調査し、運動部活動の

充実感を規定する要因を明らかにすることとし

た。また、過去の運動部活動の充実感と現在の運

動状況との関係についても検討することにした。 

 

2. 研究方法 

2-1 調査対象・時期 

本研究の対象は 30 代以上の成人男女 102 名（男

性 60 名・女性 42 名）である。年代の内訳は 30 代

21 人（20.6％）、40 代 34 人（33.3％）、50 代 38 人

（37.3％）、60 代以上 9 人（8.8％）であり、平成

22 年 12 月初旬から平成 22 年 12 月中旬に調査を

実施した。 

2-2 調査票の作成 

学生時代の運動部活動の活動状況と現在の運動

状況を調査した。調査項目は、落合（1997）の研

究や平成 21 年度全国体力・運動能力、運動習慣調

査（文部科学省 2009）を参考に「運動部活動の参

加の有無」、「運動部活動の充実感」、「現在の運動

状況」、「運動実施時間」（各 1 問）、「学生時代の運

動部活動の活動状況」（計 16 問）とした。 

2‐3 分析方法 

調査は茨城大学に所属する体育系（保健体育選

修、スポーツ、健康コース）の学生に作成した調

査票を配布し、彼らの両親やその知人を中心に聞

き取りしてもらった。 

回収したデータは、単純集計によって実態を明

らかにし、ステップワイズ法による重回帰分析を

適用し運動部活動の充実感を規定する要因につい

て検討した。また、運動部活動の充実感と現在の

運動状況との関係については、Spearman の相関分

析を適用した。本研究における統計解析の手続き

は SPSS18，for Windows を用いて分析を行った。ま

た、有意水準は全て 5％未満とした。 

 

3. 結果と考察 

3-1 運動部活動の充実経験及び現在の運動状況 

 調査を行った 102 名のうち、学生時代に運動部

活動に参加していたのは 93 名（91.2％）であり、

運動部活動に参加していなかったのは 9 名（8.8％）

であった。 

表 1 は対象者の過去に経験した運動部活動に対

する充実感の分析結果を示している。「まったく充

実していなかった」から「とても充実していた」

までの 6 段階の回答選択肢であったが、運動部活

動に参加していた 93 名全員が過去の運動部活動に

対して「充実していた」と感じていた。 

 

 

表 2

は対象

者の現

在の運

動状況

に関す

る分析結果である。対象 102名のうち 76名（74.5％）

が少なくとも年に数回以上運動を行っていると回

答していた。対象者の過半数が現在も運動に親し

みを持っていることが明らかとなった。 
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表 3 は充実感を規定する要因を探るため、「運動

部活動の充実感」を従属変数とし、学生時代の運

動部活動の活動状況に関する質問項目である、「結

果の満足度」「プレー向上の見込み」「チームの集

中力」「部活動の楽しさ」「親友の存在」「人間関係」

「家族の支持」「周囲の評価」「施設の充実度」「指

導者の優秀さ」「指導者への信頼」「指導者への尊

敬度」「指導者への好意度」「練習方法の自主決定

度」「練習計画の自主性」「目標方針設定の自主性」

を独立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。 

表 1 部活動の充実感 

回答選択肢 ｎ ％ 

 どちらかと言えば充実していた 34 36.6 

 充実していた 40 43.0 

 とても充実していた 19 20.4 

 計 93 100.0 

表 2 現在の運動状況 

回答選択肢 ｎ ％ 

 年に数回程度 7 6.9 

 月に 1～3 回程度 13 12.7 

 週に 1～2 回程度 41 40.2 

 週に 3～4 回程度 15 14.7 

 計 76 74.5 



分析の結果、「周囲の評価」、「部活動の楽しさ」、

「結果の満足度」の 3 要因が充実感と有意に関係

していた。重相関係数は R＝.686、決定係数は R２

＝.471 であり、約 45％の説明率が得られた。特に

「周囲の評価」は運動部活動の充実感に強い規定

力を示していた。 

その他に有意な規定力が認められたのは「運動

部活動の楽しさ」「結果の満足度」であった。その

他の項目は充実感の規定要因としては全て除外さ

れた。 

この結果から充実感は運動部活動の楽しさや結

果の満足度のように自分で感じることのほかに他

者から評価されたり認められたりする周囲の評価

でも規定できることが明らかとなった。 

 

表 3 充実感を規定する要因 

独立変数 β 

周囲の評価  .446*** 

部活動の楽しさ .205* 

結果の満足度 .201* 

R２ .453 

*p＜.05  **p＜.01  ***p＜.001 

β：標準偏回帰係数  

従属変数：運動部活動の充実感 

 

3‐3 過去の運動部活動の充実感と現在の運動状

況との関係 

 運動部活動の充実感と現在の運動状況との関係

を探るため、Spearman の 2 変量の相関分析を行っ

た。その結果が表 4 である。分析の結果、相関係

数は-.042 であり、有意確率は.689 で、運動部活動

の充実感と現在の運動状況との間には有意な関係

が認められなかった。 

この他にも、運動部活経験有りの群と経験無し

の群間で現在の運動状況に違いが認められるかに

ついても分析（Mann -whitney の U 検定）を行った

が有意な関係が認められなかった。つまり、本研

究の結果からは運動部活動経験の有無や充実経験

と現在の運動状況に積極的な関係が認められなか

ったことになる。両者に全く関係がないと結論付

けることはできないが、少なくとも本研究の結果

では過去の運動部活動の充実感が現在の運動状況

に結びつくという主張を確かめることができなか

った。 

 

表 4 運動部活動の充実感と現在の運動状況との

関係 
n=93 

カテゴリー 運動部活動の充実感 

現在の運動状況 
r -.042 

p n.s. 

 

 

4．摘要 

 本研究により得られた成果は以下の通りである。 

（1）本研究の対象者 102 名のうち 93 名（91.2％）

が学生時代運動部活動に参加しており、全員が過

去の運動部活動について充実感を抱いていた。ま

た 102 名のうち 76 名（74.5％）が少なくとも年に

数回以上運動を行っていることが明らかになった。 

（2）ステップワイズ法による重回帰分析の結果、

「周囲の評価」「運動部活動の楽しさ」「結果の満

足度」の 3 項目が充実度を規定する要因であるこ

とが明らかになり、最も強い規定力を示したのは

「周囲の評価」であった。 

（3）2 変量の相関分析の結果、運動部活動の充実

感と成人後の運動状況との間には相関が見られな

かった。この結果から、成人後の運動行動への過

去の運動部活動の充実感の影響は有意な関係を認

めることができなかった。 

 本研究は運動部活動の充実感を規定する要因を

明らかにすることができたが、一方で得られた要

因の説明率の低さが目立つ結果となった。また、

過去の運動部活動の充実感と成人後の運動行動と

の間に相関が見られず、過去の運動部活動の充実

感が成人後の運動行動に影響を及ぼしているので

はないかという研究当初の仮説は棄却された。 

 今後の課題として、今回の研究の対象者は、主

に体育科の学生の両親やその知人に頼んだため、

運動に親しみのある方が多く、データにやや偏り

が出てしまった。特に部活動の経験のない人達の

データをより多く収集し、現在の運動行動との関

係を再考していく必要があると考えられる。 

また成人後の運動行動につながる要因について

は、過去の運動部活動の充実感と成人後の運動行

動の間に相関が見られなかったけれども、学生時

代の運動部活動と成人後の運動行動との間にまっ

たく関係がないとは言い難く、充実感ではない別

の要因を考慮しつつ、その要因を今後継続的に明

らかにしていく必要があると考える。 
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