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1. 緒言 

2008 年に学習指導要領が改訂され、球技領域で

は、競技ルールの類似性から、ゴール型、ネット

型、ベースボール型という 3 つの区分がなされた。

中学校の学習指導要領においては、第 1、2 学年で、

3つの類型ごとに例示された種目の中から最低1つ

選んで指導することとなっている。各カテゴリー

に属する種目は学習内容が類似していて、ある種

目を学習すれば、その学習内容が他の種目に転移

すると考えられている。 

しかしながら菊(2009)は、このような区分が実際

の授業場面において学習指導要領が期待するよう

な、生涯にわたって運動に親しむ資質や能力を育

成する観点になるのかという疑問を呈している。

確かに、各カテゴリーに類似した学習内容がある

としても、種目ごとの技能には独自性も多いと考

えられる。種目独自の技能を学ぶことも、生涯に

わたって運動に親しむ資質や能力を育成する観点

から重要なことだと考えられる。 

生涯にわたって運動に親しむ資質や能力を育成

するためには、内発的に動機付けられることが必

要となる。Harter(1978)は、人間は有能感(コンピテ

ンス)を満足させるためにうまくやろうと試み、そ

れが成功することで有能感が高まっていくと考え、

それは挑戦的な場面で動機づけられると指摘した。

自分が有能であるとの感覚が得られることで、積

極的に運動に参加するようになると考えられる。 

本研究では、ゴール型のサッカーを取り上げ、

サッカーのコンピテンス(以下コンピテンスとす

る)と、ゲーム参加意欲(以下参加意欲とする)の 2

つの関係を検討することを通して、指導内容の基

礎資料を得ることを目的とした。 

 

2. 研究方法 

2-1 調査票の作成 

 調査票及び調査項目は、体育を専攻する学生 5

名、教員 1 名によるブレインストーミングと学生

へのインタビューにより作成し、回答法は全て 6

件法とした。（コンピテンスは、「1、まったくでき

ない」から「6、かなりできる」まで、参加意欲は、

「1、絶対やりたいとは思わない」から「6、必ず

やりたいと思う」まで）特にコンピテンスについ

ては、ボールを持たない動きとボール操作の観点

から、「1、ほとんど動こうとせず、ボールが来て

も蹴る（当てる）ことができない」、「2、ある程度

動いてボールに触れようとするが、ボールが来て

もうまく蹴る（当てる）ことができない」、「3、あ

る程度ボールを受けることができるが、狙ったと

ころに蹴る（シュートやパスする）ことができな

い」「4、ある程度ボールを受けることができ、狙

ったところに蹴る（パスやシュートする）ことが

できる」「5、ある程度ボールを受け、狙ったとこ

ろに蹴れるだけでなく、相手にとられないように

ボールをコントロールできる」「6、ボールを狙っ

たところに蹴れるだけでなく、相手を抜き去るこ

とができる」までの技能レベルを選択する項目を

設定し、回答を求めた。 

 

2-2 対象及び実施時期 

 対象は茨城県内の大学生 104 名、同中学生 75 名

の計 179 名（男子 81 名、女子 98 名、サッカー経

験有 32 名、サッカー経験なし 147 名）である。調

査は、無記名自記式の調査票を用いて、2012 年 12

月中旬から 2013 年 1 月上旬に実施した。調査当日

は、教員が調査票を対象者に配布し、回答後にそ

の場で回収した。 

 

2-3 分析方法 

コンピテンス、技能レベル、参加意欲の実態を

みるため、3 項目それぞれの項目について中央値と

範囲(四分位)を算出した。男女別、サッカーの部活

動経験別も同様に算出した。また、男女差、サッ

カーの部活動経験の有無による相違性を検討する

ために、マンホイットニーの U 検定を行った。         

次に、それぞれの項目間での類似性を検討する

ために、男女別、サッカーの部活動経験別でスピ

アマンの相関分析を行った。 

最後に、技能レベルの違いによって、参加意欲

に差異があるのかを明らかにするために、参加意

欲を肯定的回答群と否定的回答群の二群に分け、

技能レベル別にクロス集計を行った。有意性の検

討には χ²検定を適用し、有意な差が認められた場

合には残差分析を行った。 

以上の統計処理は SPSS18.0 を用い、有意水準は

全て 5%未満とした。 

 

3. 結果と考察 

3-1 コンピテンス、技能レベル、参加意欲の実態  

 被験者全体でみると、コンピテンスの中央値

4.0(範囲 3.00-4.00)、技能レベルの中央値 4.0(範囲

3.00-5.00)、参加意欲の中央値 4.0(範囲 3.00-5.00)で

あった。 

男女間の違いについてマンホイットニーの U 検

定を実施した結果、全ての項目について有意な差

が認められ、男子のほうが高い得点を得る傾向に

あった。コンピテンスと参加意欲に関しては、北

ら(1994)が身体接触の多い種目は男性度が高く、女

性に比べ有能感、参加意欲も高まると述べている

が、この研究結果と符合した。 

また、同様の分析を、サッカー部活動経験の有

無についても行った結果、全ての項目で有意な差

が認められ、部活動経験者のほうが部活動非経験

者よりも高い得点を得る傾向にあった。これは、

部活動で高いレベルの技能を習得し、非経験者よ

りもコンピテンスが高いことなどが関係したと考

えられる。 

これらの結果から、サッカーに関しては、女性

よりも男性のほうがコンピテンス、技能レベル、



参加意欲が高いということ、部活動経験者は非経

験者と比べ、全ての項目において高い傾向にある

ことが明らかになった。 

 

 
 

3-2 コンピテンス、技能レベル、参加意欲の類似

性 

 表 2 は、コンピテンス、技能レベル、参加意欲

の 3 項目間の類似性を検討するために、男女別、

部活動経験別にスピアマンの相関分析を行った結

果を示したものである。 

全体でみると、全ての項目間で中から強程度の

有意な正の相関がみられた。男女別でみても、全

ての項目で同様の結果がみられた。つまり、コン

ピテンス、技能レベル、参加意欲の 3 項目の関係

には性差のないことがわかる。 

一方で、部活経験別でみると、部活動経験あり

群のコンピテンスと参加意欲との相関は、その他

の相関と比べると比較的相関が弱かった。この結

果は、部活動経験あり群で、参加意欲が 4 以下と

回答する者が、ほとんどいなかったことが要因だ

と考えられる。 

 

 
 

3-3 技能レベルと参加意欲の関係 

 表 3 は参加意欲について、「今後機会があればや

りたいと思いますか」との問いに対し、4 以上の回

答を選択した対象者を参加意欲上位群、3 以下の回

答を選択した対象者を下位群とし、技能レベルと

の間で男女別にクロス集計を行った結果である。χ²

検定の結果、有意性が認められたため、残差分析

を行った。 

対象者全体をみると、技能レベル 4 を境にして

技能レベル 3 以下では参加意欲下位群の人数が多

くなる一方、レベル 5 以上では参加意欲上位群の

人数が多くなる傾向にあった。つまり、試合中に

狙ったところにボールが蹴れなければ、機会があ

っても参加したいとは思わない人が多くなる傾向

にあるのに対し、狙ったところにボールが蹴れ、

ボールがコントロールできる程度の技術が習得さ

れていれば、ゲームへの参加意欲が高まる傾向に

あることが分かった。これらの傾向は性別にみて

もほぼ同様で、ゲーム中に狙ったところにボール

を蹴れること、および、ボールをコントロールで

きることが参加意欲を分ける水準であると考えら

れる。 

以上のように、技能レベルが高ければ参加意欲

も高まることが分かり、特にゲーム中に狙ったと

ころにボールが蹴れ、ボールをコントロールでき

る程度の技能習得が、肯定的参加意欲につながる

傾向にあると推察される。 

 

 

 
4. まとめ 

 本研究では、サッカーのコンピテンス、技能レ

ベル、ゲーム参加意欲の関係を検討することを通

して、指導内容の基礎資料を得ることを目的とし

た。調査の結果、サッカーに関しては、女性より

も男性のほうがコンピテンス、技能レベル、ゲー

ム参加意欲が高いということが分かった。また、3

つの項目それぞれは正の相関関係にあり、狙った

ところにボールが蹴れ、ボールがコントロールで

きる程度の技術が習得されていれば、参加意欲が

高まる傾向にあることが明らかになった。 

しかしながら今回の調査では、ゴール型に共通

する学習内容が参加意欲を高めることにどれだけ

寄与するかは明らかになっていない。今後は、ゴ

ール型種目の技能の類似性と相違性の観点から、

参加意欲との関係を検討していきたい。 
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中央値 範囲 中央値 範囲 中央値 範囲

コンピテンス 4.0 3.00-4.00 4.0 3.00-5.00 3.0 2.00-4.00 .001

技能レベル 4.0 3.00-5.00 4.0 4.00-5.00 4.0 3.00-4.00 .000

参加意欲 4.0 3.00-5.00 5.0 3.00-6.00 4.0 3.00-5.00 .000

中央値 範囲 中央値 範囲 中央値 範囲

コンピテンス 4.0 3.00-4.00 5.0 4.00-6.00 3.0 2.00-4.00 .000

技能レベル 4.0 3.00-5.00 5.0 4.00-6.00 4.0 3.00-4.00 .000

参加意欲 4.0 3.00-5.00 5.5 5.00-6.00 4.0 3.00-5.00 .000

範囲＝25%-75%

表1　コンピテンス、技能レベル、参加意欲からみた実態

全体(N=179)
p

p
全体(N=179)

経験なし(n=147)

男(n=81)

経験あり(n=32)

女(n=98)

.683 ***

(N=179)

.672 ***

(n=81)

.600 ***

(n=98)

.386 *

(n=32)

.606 ***

(n=147)

コンピテンス .588***

男
子

女
子

部
活

経
験

あ
り

部
活

経
験

な
し

コンピテンス .772***

技能レベル

コンピテンス .749***

技能レベル

コンピテンス .612***

技能レベル

全
体

.760***コンピテンス

表2　コンピテンス、技能レベル、参加意欲の関係

 参加意欲

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

.519

.615 ***

.575

.509

.486

***

**

***

***

技能レベル

技能レベル

技能レベル

技能レベル n % n %

レベル1 4 5.8 2.6 ++ 0 0 -2.6 --

レベル2 12 17.4 3.1 ++ 4 3.6 -3.1 --

レベル3 24 34.8 3.2 ++ 16 14.5 -3.2 --

レベル4 27 39.1 0 43 39.1 0

レベル5 1 1.4 -4.1 -- 27 24.5 4.1 ++

レベル6 1 1.4 -3.4 -- 20 18.2 3.4 ++

レベル1 1 4.8 1.7 0 0 1.7

レベル2 5 23.8 3.9 ++ 0 0 -3.9 --

レベル3 6 28.6 2.3 + 5 8.3 -2.3 -

レベル4 7 33.3 0 20 33.3 0

レベル5 1 4.8 -2.7 -- 21 35 2.7 ++

レベル6 1 4.8 -1.9 14 23.3 -1.9

レベル1 3 6.3 1.8 0 0 -1.8

レベル2 7 14.6 1 4 8 -1

レベル3 18 37.5 1.7 11 22 -1.7

レベル4 20 41.7 -.4 23 46 .4

レベル5 0 0 -2.5 - 6 12 2.5 +

レベル6 0 0 -2.5 - 6 12 2.5 +

表3　技能レベル別にみた参加意欲上位群下位群間の比較

参加意欲下位群 参加意欲上位群

残差 残差

全
体

(N=179)

男
子

(n=81)

女
子

(n=98)

-,+ p < .05    --,++ p < .01


