
大学生スポーツ集団の実態からみた日本と中国の違い 

——茨城大学と浙江大学を事例に—— 

発 表 者 顧 海霞 

指導教員 加藤敏弘 

キーワード：入部動機、対人関係、運営、活動状況、日中比較 

 
1．緒言 

 日本と中国は一衣帯水の隣国で、両国は共に東ア

ジアの国家である。古くから仏教をはじめ、お茶、

建築など様々な文化交流が盛んに行われてきたの

で、教育思想や体育文化の面においては類似する点

も多い。しかし、日本は近代国家を目指し、西欧先

進国の文化や科学技術を積極的に取り入れ、改革を

急いだ。それに比べ、中国の近代教育と学校体育の

発足は日本よりも遅れ、「体育」という教科名は日

本から輸入された 1)。 

 今回研究対象にした日本の学校運動部活動（以下

では「部活動」と略称する）と中国の学校体育代表

隊（以下では「校隊」と略称する）では、両国の学

校体育において、相互に異なった特徴が見られた。 

 本研究では、大学文化を代表する日本のサークル、

部活動と中国の大学校隊に着目して、日本と中国の

体育系学生が初めてのサークル、部活動に参加時期、

入部動機、およびサークル内で仲間、部員対人関係

などについて、どのような相違点が存在するのかを

調査して、明らかにする。調査した結果から日本と

中国の相違点を考察し、そこから双方の社会文化の

要素と背景に触れることにより、両国の学生の、お

互いの体育に関する事情、友情表現また、学校体育

文化においての国際理解を行うための架け橋にな

る事を目的とする。 

2． 研究方法 

2-1 調査対象および調査期間 

  ①2013年 10月 11日から 10月 26日まで、茨城

大学のサークル（バトミントン、バレーボール、ハ

ンドボール、体操部）の男女約 53名にアンケート

調査を依頼した。そのうち回収できたのが 51名で

ある。 

 ②2013年 10月 28日から 11月 8日まで、中国浙

江大学の校隊（陸上、バスケットボール、バレーボ

ール、テニス、卓球）の男女約 65名にアンケート

調査と依頼した。そのうち回収できたのが 60名で

ある。 

 ③2013年 11月 18日から 12月 6日まで、中国か

ら回収した部数に合わせるように、茨城大学のサー

クル（踊り屋、卓球、サッカー、野球）の男女約

15名にアンケート調査を依頼した。そのうち回収

できたのが 11名である。 

 ④日本回答者の１名が他大学に所属していたた

め、回答用紙を未採用にした。そのゆえ、今回研究

の分析した対象は日本 61名(男子 33名、女子 28)

と中国 60名(男子 32名、女子 28)、合計 121名で

ある。 
 
2-2 調査方法 

 現地調査：中国現地の大学に行き、学校代表隊に

所属する学生に中国語を翻訳したアンケートを配

布、回収をした。 

 アンケート調査：日中学生がサークル活動に関す

る認識、参加の目的、意義、参加状況、活動頻度、

場所、活動設備などをもとに、質問用紙を作成した。 

  友人機能尺度の測定 2)：日本と中国の学生が友

人機能尺度を測定するため、「改訂版友人機能尺度」

丹野(2008)と「友人関係機能尺度」吉岡（2001）を

使用した。 

 注）今回「友人関係測定尺度」吉岡（2001）の中

に、「自己展示・信頼」と「親密」の測定項目につ

いて、2つの因子を取り入れなかったため、質問ご

との平均値と標準偏差、確率 P(値)を求めて、測定

と分析に用いた。 
 
3．結果と考察 

3-1 初めてのサークルに入る動機について 

  日本も中国も学生が「そのスポーツが好き」、

「楽しそう」といった同様な体育価値意識を示した

が、中国の学生がプラスアルファーで「体力、社交

能力向上」、「自分を鍛え、磨き、レベルを高めたい」、

「沢山の出会いがある」「進学のため」等といった

明確な自己の目的性志向があると思われる。 

 また、日本の学生が入部動機の項目欄に「兄の影

響」と記述したが、中国学生の記述の回答中では見

られなかった。これは、中国が 1970年代で実施し

た「一人っ子政策」制度で、兄弟のいない学生が多

いという背景に関係があると考えられる。 

3-2 サークル内で仲間、部員の対人関係 

 日本人の団体に対する調和意識が高い仮説を立

てた上で、「自分より集団に合わせるか」と問いを

した。答えが日本 45名(73%)、中国 53名(88%)とな

っていた。日本の割合が中国の割合より低かったの

が、近年の日本社会環境の変化（核家族化、少子化

など）から集団で生活する機会が減少していること

と関連があるではないかと考えられる。 

 筆者が来日後、カルチャーショックを体験したこ

とから、質問用紙に「友人と一緒にいるときの様子

を想像してください。女子同士：腕を組みますか、

男子同士：肩を組みますか」という友情表現仕草に

関する項目を入れた。調査結果は(表 1)よる。 

 また、友人機能尺度(親しく仲の良い状態を示す

行動を評価するものである)「親密度」項目因子の

測定結果(表 2)により、確率 P値が検定値より小さ

かったため、日中間の友人親密度において、差があ

ったことと言える。 

 日本人の友人の解釈によると、腕、肩が組んでな

いからといって仲があまり良くないとは言えない。

しかし、筆者が日本人は各自が仲間を傷つけないよ

うに、気配りをして、仲間や社会の和を保つように

話しったり、行動したりする「察し」文化がある 3）。

それに対し、中国は多民族国家であり、各民族の文

化や習慣、考え方などが異なるので、自己の意思を

ストレートに伝え、行動を明確に主張しなければ、

相手に理解してもらえないおそれがある。このよう



な文化背景から「親密度」について、日中間に差が

でた要因と考えられる 

表 1「女子同士：腕を組んで歩く、 

男子同士：肩を組んで歩く」日中の調査結果 

 

日本 中国 

 

はい いいえ はい いいえ 

女子 

0人

(0%) 

28人

(100%) 

24人

(86%) 

4人

(14%) 

男子 

3人

(9%) 

30人   

(91%) 

16人

(50%) 

16人

(50%) 

 
3-3 サークルの運営、管理 

「食事会」、「入部後の会費」、「ユニフォームの

負担」と「試合時の交通費負担」の項目において、

自己負担と答えた日本の数値が中国より圧倒的に

多かった。日本はどちらというと学生たち自らが部

活を運営し、費用も自己負担に対し、中国の校隊は

学校により成立し、管理されている。経費の財源も

学校や、チームから出る現状と関連しているではな

いとか考えられる。 

 また、チームリーダーの決め方に関して、「先生

（顧問やコーチ）からの推薦」日本 1名(2%),中国

29名(48%)と「チームメイト（同級生、先輩、後輩）

で話し合って決める」日本 54名(90%)に対し、中国

10名(17%)という調査結果がでた。日本は部員らで

部活を運営するので、部活動内で取り決め、チーム

メイトで合意形成している、中国では指導者という

第三者による適正判断により決められていると考

えられる。 
3-4 部活動、校隊への参加審査、活動状況 

 サークル入部の審査、基準の内容から、日本の部

活動が単純に雰囲気（興味、その部活に関して好き

でいることなど）を重視するに比べ、中国の校隊が

テスト（体力、実技、面接、健康な身体状況である

か、運動レベル、教育受けている程度など）を重視

していることがわかった。 

 これは、日本の部活動は学生たちが「生涯スポー

ツ」、「楽しい体育」を目的するに対し、中国の校

隊は学校が体育特長生を集め、試合で学校の知名度

を上げる傾向がある 4)。ここで、両国の入部基準違

いが生じたと考えられる。 

 部活動の活動頻度において、日本の部活動は学生

たちが自主的に行なっている課外活動にも関わら

ず、練習頻度「週 5〜6日」が日本 54名(89%)中国

32名(53%)より上回っていた。日本人は勤勉という

国民性がこの結果から読み取れると考えられる。毎 

回の練習時間「2〜3h」の回答では、中国が 44名

(72%)、日本 39名(65%)より高かったのは中国の校 

隊活動は課内活動であり、学生の学業、卒業単位に

直接関わりがあることと考えられる。 
3-5 サークルの活動設備 

  練習場所、練習に使う道具といった活動設備に

関して、日中の結果から大きな差は見られなかった。

「中国は 2001年には世界貿易機関（WTO）に加盟す

るなど 21世紀を見据え、「中国の特色を持った社

会主義」を目指し改革・解放政策が加速してきてい

て、学校も体育運動設備への関心、改善を高めた。
5」」という背景があるからと考えられる。 
 

4．まとめ 

 本研究では、学生スポーツ集団である日本部活動

と中国校隊について、入部動機を始め、対人関係、

運営、管理、活動頻度などの運動活動実態に関する

相違点を明らかにした。調査の過程で次のことを明

らかになった。日本の部活は、学校の教育課程に含

まれない課外活動でありながら、スポーツの機会を

提供している。中国の校隊は学校の教育課程には含

まれている課内活動である。そこで、校隊として、

スポーツの機会を用意している。日本でも浙江大学

のように、体育を専門として運動部活動を中心とし

た学生生活を送る大学があるという。 

 この調査は日本茨城大学と中国浙江大学のみを

調査対象にした。この結果が日中の違いの全てでは

ない。 

 今後の研究課題としては、両国の単一大学を対象

とするではなく、複数大学のスポーツ活動実態の考

察をさらに深めていきたい。 
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表 2 友人関係機能尺度 吉岡(2001) 測定値 

 

 親密度についての項目因子 

日本 

平均値（標準偏差） 

中国 

平均値（平均偏差） 

確率 

P（値） 

電話などでよく話す 2.68(1.37) 4.13(1.06) 0.00** 

いつも一緒に行動する 
2.93(1.14) 4.00(1.05) 0.00** 

嫌な事や、悲しい事があったときに慰めてくれる 
3.70(1.16) 4.25(0.96) 0.01* 

共通の思い出をたくさん作る 4.12(0.93) 4.62(0.66) 0.00** 

注)＊p<0.05   **p<0.01 
 


