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長期休養中の行動と思考変化に関する一考察 

-運動部活動に所属する大学生を事例として- 
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1. 緒言 

筆者は、大学部活動において怪我による長期休

養を経験した。休養の前後で部活動に対する思考

とそれに伴った行動が変化していった。部活動に

おいて怪我をすることは珍しくない。筆者は、漠

然と、怪我で活動できない日々を過ごすことによ

って、復帰後、結果的に良い方向に変化を遂げて、

その先の人生を歩むと捉えていた。しかし、筆者

の場合は、そうではなかったことから、その対応

には多様性があると考えている。 

22 年間という生涯の中で様々な出来事に対応し、

行動を起こしてきた。ある出来事が起こった際に

取る行動やそこに至る思考には多様性がある。同

じ出来事を同じ空間で共有しても、捉え方には個

人差がある。例えば同じ空間で映画を見たときに

感じ取る印象は異なる。これには個人の経験によ

って培われた思考能力が影響しているのではない

か。また、他人の思考を理解する難しさも、これ

らの要因からなのではないかと筆者は考える。 

そこで筆者の経験を元に、大学部活動において

同様に長期休養を経験した被験者を比較し、その

相違を明らかにする。それにより、思考の多様性

を明らかにするとともに、多様性を引き出す要因

を探っていくことを本研究の目的とする。 

 

2. 研究方法 

2-1 自己分析 

2-1-1 調査方法 

怪我をする前後の所属する大学部活動に対する

気持ちの変化を文章化し KJ 法を用いて分析した。 

2-1-2 調査対象 

筆者 

2-2 インタビュー調査 

2-2-1 調査方法 

 思考の内容を比較するため、筆者の自己分析を

もとに項目を設定して、インタビューを行う。 

2-2-2 調査対象 

Ｉ大学の運動部活動に所属経験のある学生 2 名

いずれの 2 名も意図しない理由（怪我）で 1 か月

以上の活動停止期間がある。（対象者は、「S」、

「K」と表記する。） 

2-2-3 調査内容 

 

・基本属性（性別、年齢、学年） 

・種目 ・専門種目の特性 ・競技経歴 

・向上心、意欲はいつ生まれるか 

・怪我をしたとき所属団体に対しての考え 

・休養期間思考の変化は起こるか 

・休養期間の思考と行動 ・行動の理由 

・休養期間なにをすべきか 

・復帰直前何を考えるか ・復帰の結果 

 

2-1 KJ 法を用いた分析 

 インタビューの内容を文字に起こし、キーワー

ドとなり得るフレーズを取り上げる。それらを KJ

法を用いて論理的に分析する。各被験者の相違点

や共通点を比較する。 

 

3. 結果と考察 

3-1 KJ 法による分析 

筆者は、下肢を損傷した。休養以前から競技に

対するモチベーションを見失い、休養を好機とと

らえた。休養により競技と距離を置き、他環境に

自分の価値を見出すようになった。その結果復帰

に対して前向きな意識を持てず、不安を抱えるこ

とになった。 

S は、肘を損傷した。休養以前から休養後、復帰

するまで競技自体が生活の中心であった。早期復

帰を強く望んでいた。しかし、怪我により活動が

できないため、リハビリや部活動での指導に徹す

る以外に、生活リズムに変化は生じなかった。競

技に対する思考に大きな変化はなく、行動も復帰

に対して前向きであったためスムーズに復帰をす

ることができた。 

K は、下肢を損傷した。競技に対して自身の可能

性を引き出すことを求めていた。競技種目は最も

熱中することができたものであり、それまでは競

技から離れることは考えたことがなかった。高校

時代に怪我の経験が多かったため、怪我による休

養自体の影響は小さかった。しかし、大学に入っ

てからの怪我は、完治することが困難な怪我であ

ったため、休養期間中に自分の怪我と向き合いな

がら競技が続けられる方法を探り、選手として復

帰した。 

 

3-2 共通点と相違点 

 3 名の被験者を比較すると、モチベーションに

相違がみられた。つまり、その競技がその人の人

生においてどのような役割を果たしているかに相

違がみられた。例えば、個人がその競技における

成長にモチベーションを持つことで、怪我等によ

る休養期間において競技意欲への影響を受けるこ

とが少なかった。しかし、競技以外の生活のため

に競技があると考えることで、休養中の思考がマ

イナスになっていた。意欲的な思考をもって休養

期間を過ごすためには、個人の中で復帰後の成長

している姿や明確な目標をもつことが必要である

といえる。 

 次に共通点を挙げると、休養期間の中に競技に

対する思考に変化が生じていた。その思考変化は 3

段階に分けることができた（3-3 にて後述する）。 

休養期間中の行動の変化が怪我以前と比べて大
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きいことで、思考変化にも大きな影響を与えてい

る。つまり思考と行動は繋がっているといえる。K

においては、休養期間における行動の変化が最も

小さかった。怪我による休養の影響が小さかった

ことの要因であると推測することができる。 

 

3-3 休養期間の思考変化と行動 

これまでの分析から、休養期間の思考の変化は 3

段階あることが明らかとなった。 

第 1 段階は休養開始初期である。この時期では

休養期間に入ることを意識する。活動ができない

中でどのように過ごすかを思考する期間である。

この時の思考が第 2 段階である中期に影響を及ぼ

す。この時期では、初期に思考していた自身の行

動を実施していく。ここでの行動によって自身の

思考を肯定するパターンと、否定し初期の思考と

は違った変化をすることを見出した。第 3 段階は

休養からの復帰直前である。この期間では、復帰

後でのパフォーマンスや自身の所属団体での居場

所を意識する。 

 

4.まとめ 

休養間の行動と思考変化について検討した結果、

以下のことが明らかになった。 

1)休養期間の思考変化は 3 段階にわけることがで

きる。 

2)思考変化の多様性は、休養期間の段階が進むに

つれて多くなっている。 

3)思考が行動につながり、行動によって思考肯定

する場合と、否定し変化を与える場合がある。 

4)思考変化の個人差は、競技に対するモチベーチ

ョンの多様性により生じている。 

 

5.今後の展望 

今回調査を進めていく中で、大学生が運動部活

動を行う意義について考えた。思考に影響を及ぼ

すモチベーションはどのようにして生まれるのか、

研究を進めていくことが求められる。大学運動部

活動の意義について研究を進めていくことが、今

回の考察をさらに深くしてくための課題である。 

本研究では対象を大学生に限定して調査を行っ

たため、中学生や高校生と対象を変えることによ

り、さらに考察を深めることができるのではない

かと考える。 
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