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1. 緒言 

青少年期の子どもはスポーツ活動へ参加したり，

継続したりするかどうかの意志決定を任されるこ

とが多い。しかし，その意志決定は家族の経済的

支援や心理的支援があることによって影響を受け

る。青少年期のスポーツ活動は学校やクラブチー

ムなどのスポーツ団体で行われることが多いが，

その子どもたちのスポーツ活動は，家族によって

支えられている。また，家庭のさまざまな環境が，

子どもがスポーツ活動に参加したり継続したりす

るかどうかに関与しているとも考えられる。子ど

もの家族がどの程度当事者のスポーツ活動に対し

て興味や関心をもっているのか，その家族がどの

ようなスポーツに関わっていたのかなどが子ども

自身の動機づけにも影響することが考えられる。 

筒井ら(1996) によると，青少年期のスポーツ活

動においてはこれまで数多くの研究がなされてき

たが，その多くはスポーツ活動への参加，辞退な

どの単一の現象のみ取り上げている研究がほとん

どであると述べている。実際，スポーツ活動の参

加継続のパターンのあり方には着手している研究

はあまりみられなかったため，明らかにする必要

がある。 

 よって本研究では，家族のスポーツキャリアと

いう観点から青少年期のスポーツ活動の参加継続

において，どのように家族が関わっているのかを

検証し，それがスポーツ活動の参加継続にどう影

響を及ぼすのかを明らかにすることを目的とした。 
 

2. 研究方法 

2-1 調査対象 

 茨城大学の健康・スポーツ科目の授業を履修して

いる学生 475名のうち無効票 7名を除く，468名（男

子 230名，女子 238名）を対象とした。 

2-2 調査方法 

調査は無記名自記式の質問紙により実施し，茨

城大学の健康・スポーツ科目の授業の一部を利用

した。調査期間は 2013年 11月 25日～12月 2日で

あった。 

2-3 調査項目 

1）基本属性（学部，性別，スポーツ経験の有無） 

2）被験者の青少年期のスポーツキャリア（小学

校・中学校・高校で行っていたスポーツ活動内容，

活動年数，活動種目，活動頻度） 

3）被験者の青少年期のスポーツ活動の変更・辞

退・不参加理由 

4）家族構成員のこれまでのスポーツキャリア（ス

ポーツ経験の有無，被験者とのスポーツ活動の一

致の有無） 

5）被験者のスポーツ活動に対する家族構成員の興

味 

6）家族の機能（FACESⅢ 家族機能尺度 邦訳版） 

 

2-4 分析方法 

1）被験者のスポーツ活動の参加継続の分類には，

筒井ら 1）が行ったスポーツキャリアパターンの分

類方法を用いて，同種目継続型，異種目継続型，

離脱型，中断復帰型，新規参加型，不参加型の５

パターンに分け，分析をした。 

2）青少年期のスポーツキャリアパターンと家族構

成員の各項目はクロス集計で分析をした。 

3）FACESⅢ（家族機能尺度）は凝集性尺度と適応

性尺度を組み合わせた尺度である。分析には，有

意水準を全て５％未満とし，等分散を仮定したｔ

検定で行った。 

4）家族機能尺度の得点とスポーツキャリアパター

ンを比較し，オルソンの円環モデルを用いてスポ

ーツキャリアパターンを極端群，中間群，バラン

ス群のいずれかに分類をした。円環モデルとは，

家族機能度を知る上で，凝集性と適応性の２つの

次元を組み合わせた円形のモデルである。 

 

3. 結果 

3-1 青少年期のスポーツ活動 

 

被験者全体をみると，離脱型が最も多く，次いで

同種目継続型，異種目継続型，不参加型の順であっ

た。男女間では，同種目継続型と異種目継続型は女

子よりも男子の方が高い値を示し，離脱型と不参加

型は男子よりも女子の方が高い結果が得られた。し

たがって青少年期のスポーツ活動では，男子がスポ

ーツ活動を継続する傾向にあり，女子は離脱する，

もしくは参加をしない傾向にあった。 

 また，スポーツ活動の変更や辞退，不参加の理由

として，異種目継続型は，「他の活動への興味」や

「継続しているスポーツへの苦手意識」が，離脱型

は「学業のため」が，不参加型では「他の活動への

参加」や「スポーツへの無関心」が理由として挙げ

られた。 

3-2 家族のスポーツキャリア 

表 2は，家族の今までのスポーツキャリアを「競

技経験なし」「被験者と別の競技経験あり」「被験

者と共通の競技経験あり」の３項目で調査した結

果である。父親のスポーツキャリアは「経験あり」

表 1 スポーツキャリアパターンの分類 

パターン 

全体

(N=468) 
 

男子

(N=230) 
  

女子

（N=238） 

N (%) 

同種目継続型 134(28.6)  97(42.1)  37(15.5) 

異種目継続型 73(15.5)  50(21.7)  24(10.0) 

離脱型 177(37.8)  71(30.8)  106(44.5) 

中断復帰型 10(2.1)  2(0.8)  7(2.9) 

新規参加型 4(0.8)  0(0)  4(1.6) 

不参加型 70(14.9)  10(0.4)   60(25.2) 



と「共通のスポーツ活動を行っていた者の値が約 8

割という高い数値を示した。母親のスポーツキャ

リアは父親と比べ，「競技経験なし」の値が高い値

を示した。年上と年下を含めた兄弟の競技経験で

は兄，姉，弟，妹が，「競技経験あり」の値に関して

高い値を示した。祖父と祖母のスポーツキャリアは「競

技経験なし」が高い値を示した。 

 

 

3-3 青少年期のスポーツ活動と家族の関係 

 表 1の青少年期のスポーツキャリアパターンと，

表２の家族のスポーツキャリアとの関係を分析し

た。父親のスポーツキャリアと比較を行ったとこ

ろ，新規参加型を除く，全てのスポーツキャリア

パターンが「別の競技経験あり」の数値が高い値

を示した。母親のスポーツキャリアとの比較を行

ったところ，離脱型と新規参加型では「競技経験

なし」，それ以外のスポーツキャリアパターンでは

「別の競技経験あり」の値が最も高い値を示した。

兄と姉の興味と青少年期のスポーツキャリアパタ

ーンについて比較したところ，スポーツ活動を継

続しているパターンの数値が全体的に高い値を示

した。弟と妹の興味と当事者のスポーツキャリア

パターンについて比較したところ，離脱型を除く

スポーツ活動を継続しているパターンが高い値を

示した。 

3-4 家族の機能と青少年期のスポーツ活動の関係 

 青少年期のスポーツキャリアパターンと FACES

Ⅲ（家族機能尺度）の得点を比較したところ，表

３のような結果を得ることができた。円環モデル

では青少年期のスポーツキャリアはすべてバラン

ス群に位置した。 

 凝集性尺度と適応性尺度の得点において男女間

で検定を行った結果，凝集性尺度の得点で有意に

高い値を示した。適応性尺度の得点や尺度全体の

得点では示さなかった。尺度全体の得点と各スポ

ーツキャリアパターンの関係について検定したと

ころ，離脱型―不参加型の比較にて有意に高い値

を示した。 

 

4. 考察 

 青少年期のスポーツ活動の参加継続において，

スポーツキャリアパターンを用いることにより，

通常ではスポーツ活動の参加・継続・辞退といっ

た単一にしかみられなかった現象を，より具体的

に検証することができた。同種目継続型は「中学

校からのスポーツ活動の参加」も同種目継続型に

含めて調査を行ったが，実際の結果として最も多

かったのは小学校から高校までの青少年期の間，

同一種目を行っている者であった。これは小学校

の時に自分の意志によって参加したことにより、

そのスポーツ活動に対して肯定的な印象をもつよ

うになったためであると考えられる。 

 家族のスポーツキャリアは，当事者のスポーツ

キャリアパターンに影響を与えていた。また，離

脱型では，母親のスポーツキャリアが低い傾向が

あったことから，母親のスポーツキャリアの有無

が青少年期のスポーツ活動の参加継続に影響を与

えていると考えられる。 

また，家族機能尺度の離脱型―不参加型の比較

にて有意に高い値を示したことから，離脱型は自

らの意思でスポーツ活動へ参加したのではなく，

家族の影響によって参加したものと考えられる。

このことが、離脱型のスポーツ活動辞退の原因で

あると考えられ、子どもが自らの意思でスポーツ

活動に参加できるような、家族の雰囲気が重要で

あると考えることができる。 
 

5. 今後の課題 

 今後の研究の課題としては，本研究をさらに深

めるべく，青少年期のスポーツ活動に与える影響

を家族のスポーツキャリア以外に別の観点から捉

える必要がある。また，「家族」という枠組みの中

で調査を行ったため，両親や兄弟など，より限定

された枠組みについて着目することができなかっ

た。今後は家族の中でも焦点を絞り，研究を行う

必要がある。また，茨城大学の学生という限定さ

れた範囲での調査であったため，さらに範囲を広

めて検証を行う必要がある。 
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表 2 家族のスポーツキャリア (人数) 

家族 
競技経験

なし(%) 

別の競技

経験あり(%) 

共通の競技

経験あり (%) 
全体（%） 

父 91(21.1) 255(59.3) 84(19.5)  430(100.0) 

母 168(39.7) 197(46.5) 58(13.7)  423(100.0) 

兄 12(9.1) 69(52.6) 50(38.1)  131(100.0) 

姉 20(17.8) 42(37.5) 50(44.6)  112(100.0) 

弟 14(9.8) 82(57.7) 46(32.3)  142(100.0) 

妹 30(25.4) 46(38.9) 42(35.5)  118(100.0) 

祖父 37(64.9) 11(19.2) 9(15.7)  57(100.0) 

祖母 60(78.9) 13(17.1) 3(3.9)  76(100.0) 

表 3 家族機能尺度の得点とスポーツキャリアパターンの比較 

パターン N Mean± SD 位置 タイプ 

同種目継続型 134 59.3±18.16 分離―柔軟 バランス群 

異種目継続型 74 59.75±16.59 分離―柔軟 バランス群 

離脱型 177 60.12±16.8 分離―柔軟 バランス群 

中断復帰型 9 64.77±12.29 結合―柔軟 バランス群 

新規参加型 4 57.25±7.82 分離―柔軟 バランス群 

不参加型 70 55±19.92 分離―構造化 バランス群 



 


