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社会人が大学時代に学業、部活動等、アルバイトの両立を通じて身に付けた力
―「責任感」と「タイムマネジメント」の 2 つの力が示唆すること―
Abilities that Working Adults Acquired through Balancing School Work,
Club or Other Extracurricular Activities, and Part-time Jobs during their University Years:
What the Two Abilities “Sense of Responsibility” and “Time Management” Suggest
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Abstract
This study focused on the process of balancing school work, club or other extracurricular activities, and parttime jobs during the university years, with the aim of clarifying how each activity relates to the “abilities acquired
through balancing activities,” and what implications these abilities have for working adults’ lives after employment.
The study was conducted on 1,872 working adults (936 males and 936 females) who were asked how they had balanced the three activities of schoolwork, club or other extracurricular activities, and part-time jobs when they were
students and were asked to select one of nine options of balancing styles that combined these three activities. As for
the “abilities acquired through balancing activities,” they were also asked to select one ability they acquired most
from 15 options prepared in advance. The most common answer for “abilities acquired through balancing activities”
was “sense of responsibility” and logistic regression analyses revealed significant relationship to “gender” (more
significant in female than male) and “engagement with part-time jobs” (more significant in those who worked hard
on part-time jobs than those who did not.) The second most common answer was “time management” with which
“school work group” and the “part-time jobs group” showed significant positive relations. That is, it is speculated
that school work and part-time job have a stimulatory influence on “effective use of time. In particular, the odds ratio
for the part-time group was over 2, which is relatively high. Next, looking at the results by group, the “part-time jobs
group” had a higher selection rate than the other groups for “ability to keep a calm mind” as well as “sense of responsibility” and “time management.” In the “club or other extracurricular activities group,” the selection rate of “passion
and vitality” was higher than that of “time management,” and the selection ranking of “leadership” was also higher
than that in the other two groups. These results indicated that each of the activities discussed in this study: school
work, club or other extracurricular activities, and part-time jobs, can be related to the distinctive abilities that can be
acquired because the students worked hard in the activities in the environment of university life where they must be
balanced with other activities. It was also speculated that the more one strives to “balance” multiple activities they
take on, the more one’s abilities acquired become comprehensive. By taking on a variety of challenges during their
college years, students will be able to hone their latent talents and overcome many hardships and conflicts, which
will lead to acquisition of well-balanced abilities needed for working adults.
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はじめに

学業に加えて、部活動などの正課外活動やアルバイトな
どの諸活動を含めた「両立」が課題となる。変化の激し
い時代において、大学生活の中で学業、部活動等、アル
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バイトなどの「両立」に励むことは、将来社会人生活を
送る際に何らかの違いとして現れるのであろうか。
金森（2017、2018）は、大学時代に体育会運動部に所
属していた社会人を対象に、その活動が現在の仕事の
取り組み状況へ及ぼす影響について分析した。その結
果、体育会系の所属効果には、
「勉強との両立」が強い
規定要因となることや、勉強と両立している体育会系所
属者は他の正課外活動所属者よりもコミュニケーショ
ン力、忍耐力などが高い傾向にあることを示した。一方
で、金森（2018）では、
「体育会系は就職に有利」という
言説が今でも通用しているが、さらに詳細な分析を行っ
た結果からは「勉強との両立」を要件として、部・サー
クル活動を通じて身に付けた能力は、体育会系所属者の
みならず文化系所属者も一部項目（体力等）を除いて同
様の結果を示し、この条件下では就職やその後の仕事に
ついて体育会系でも文化系でも正課外活動の所属の違
いによる差異は大きくみられないことを明らかにした。
また、束原（2017、2018）は、これまで学生スポーツ
の就職問題を検討してきた結果、①東証一部上場企業
からの内定獲得は、性別、大学入試の難易度、入試方法
や英語力、スポーツ経験などの多様な要因に関係するこ
と（束原ら、2019）
、②現代の学生アスリートで就職に
有利な層は一部であることを指摘した（束原ら、2019）
。
このように、かつては大学時代の正課外活動としての
部・サークル活動は、就職やその後の社会人生活にも一
定の影響を及ぼし、特に体育会系学生、すなわち学生ア
スリートは、
「体育会系は就職に有利」といわれ「体育
会系神話」と称されてきた。たしかに大正時代から昭和
の高度成長期においては、束原（2011）が考証したとお
り、体育会系は「有用な身体」
（健康、快活、穏健、従
順とされる体育会系に代表される近代企業が求めた人
材のこと）
として広く認知され、健康かつ強壮なる身体、
快活な人格が企業から評価され、商社、金融機関等大企
業への就職を果たしてきた。
しかし近年は、単に体育会系で活動する学生アスリー
トというだけでは、
「体育会系は就職に有利」という言
説は通用しなくなってきた。とりわけ、金森（2018）が
示した、
「勉強との両立」を要件とした場合、体育会系
所属者のみならず文化系所属者も、この条件下では就職
について両者間にあまり大きな差異がみられないとい
う示唆に着目する必要がある。
さらに、金森・蛭田（2021）では、大学時代の正課外
活動の取り組みを列挙して、社会人として一番役立って
いる取り組みを選択してもらったところ、1年以上継続
した「長期アルバイト」を614名中237名が選択し、他の
取り組みと比較して突出してトップであった。しかも、
「部・サークル活動」に所属していた者（410名）だけに

ついてみた場合、役に立っている取り組みは、
「長期ア
ルバイト」
（142名）を選んだ者と「部・サークル活動」
（142名）を選んだ者とは同じ割合（各34.6％）であった。
このことは、これまで大学時代の正課外活動として、
「部・サークル活動」
（特に体育会系）が注目されてきた
が、社会人においては1年以上継続した「長期アルバイ
ト」経験も、
「部・サークル活動」と同程度に価値ある
活動と位置づけられていることを示唆しており、大学生
活の過ごし方に新たな変化が起きていると思料される。
以上を踏まえると、大学生活を送る中で学業、部活動
等、アルバイトなどを「両立」することには何らかの意
義があるはずであり、両立に努めることを通じて身に付
けている力があると考えられる。
昭和の高度成長期には日本的雇用慣行下において、
組織集団の中でいかに実力を発揮できるかという観点
が重要であった。しかし、1990年代半ば以降は、情報通
信技術等の進展による経済環境の変化により、仕事内
容も求められる能力も多様化してきた。2000年前後のイ
ンターネットの普及、その後のリーマンショック、2020
年のコロナ禍をはじめ、東日本大震災などの地震や台風
などの水害等これまでに経験したことの無い、
「ニュー
ノーマル」といわれる「予測できない変化」が短期間に
何度も起きている。短期間にこれほどまでの大きなでき
ごとに接する近年、人々のものの考え方や働き方も大き
く変化してきた。当然、その中で必要とされる能力も変
化していると考えられる。その象徴として示すことがで
きる大学生活の変化の指標の一つが、上述の体育会系
学生アスリートへの評価の変化であり、また、大学生の
アルバイトの取り組みの変化である。
Ⅱ

先行研究と研究目的

（ 1 ） 勉強や部活動等大学生活における「両立」に着目
近年、学生アスリートの就職がこれまでとは異なって
きていること、また、大学時代の正課外活動である部・
サークル活動を通じて身に付けた能力についてみると、
一部を除いて体育会系所属でも文化系所属でも差異が
ない可能性が示唆された。さらに、
「部・サークル活動」
は、1年以上継続した「長期アルバイト」と同等価値の
位置づけがみられた。
金森（2016a）において、大学生活を「豊かな人間関
係」
「勉学第一」
「何事もほどほどに」
「サークル第一」
「趣味第一」の5つに区分して、その内のどれに重点を
おいて大学生活を送るかという調査データについて分
析を行った。その結果、大学生活の送り方の上記5区分
のうち、
「何事もほどほどに」大学生活を送ることを選
択したグループが、3つ以上の授業外活動に参加してい
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る活動的な学生が多いということを明らかにした。そし
て、
「何事もほどほどに」大学生活を過ごすことは、従
来イメージされているような活動度が低く、
「何事も〈適
当〉に過ごすというネガティブな学生」に加えて、
「活動
度が高く何事も〈適度〉に活動的なポジティブな学生」
が相当数含まれており、
「何事もほどほどに」という選
択肢を選ぶ学生には二種類の学生が併存していること
が示唆された。
このことからは、大学生活を勉強主体や部・サーク
ル主体という過ごし方ではなく、現在では、勉強も部・
サークル活動もアルバイトも「両立」させながら過ごし
ている学生像が浮かんでくる。
また、金森（2016b）では、ある医師を目指す医学部
学生に対してインタビューを行い、公立の中学、高校か
ら国立大学の医学部在学まで、勉学とスポーツの両立過
程を質的に研究した。家庭の事情で浪人ができず国公
立しか進学できない状況の中で、全国大会での優れた
記録保持者として、ひたすら勉強とクラブ活動との両立
に務めたモデルとして、
「現代的文武両道モデル」を導
出した。スポーツの大会において輝かしい記録を出し続
ける一方で、勉強も決して怠ることなく練習時間に割か
れた時間を挽回すべく深夜まで勉強し続けていた。ス
ポーツでの結果を残すために、また医師になることを夢
見て両立に悩み幾度となく葛藤に苦しみながら、時間の
捻出を工夫し絶えず自問自答しながら体を鍛え、学問に
ひたむきに修養する姿勢があった。この事例では、
「両
立」過程にこそ人間を成長させる力が培われることが明
らかとなり、学生がそれぞれ置かれた環境の中で苦悩す
る経験を通して多くの力を醸成していることが推測さ
れた。
以上から、本研究では「大学時代の過ごし方」につい
て、学業、部活動等、アルバイトの「両立」に着目する
ことにした。

れることを習得していると認識していることを示した。
たしかに、この研究結果は一般的に言われている能
力を分析しその明確化に結びついた。しかし、大学生
活は部活動にしてもアルバイトにしても、それら単独の
取り組みで成り立っているのではなく、学業、部・サー
クル活動等、アルバイトの、一部または全てを「両立す
る過程」として成り立っている。したがって、得られる
能力も学生毎に固有の「両立」経験に拠るところが大き
いことに注意しなければならない。また、これまで示し
てきた能力は、
「日本の組織社会に求められる能力」に
偏っているのではないかという自己疑念が筆者の中に
湧いていた。そこで、外国文献で同様の問題意識を有
している研究者の文献をいくつか当たった結果、Doreen
McAfee 博士の博士論文（2009）を構成する研究の中に、
「アメリカの就職リクルーターの中には元大学選手を求
める傾向が強まっており、近年、経験的に学生アスリー
トを探す企業の採用担当者が増加している」
（以下、本
論文中の引用は全て金森の訳によるものである）という
箇所に着目した。
「魅力的な候補者、つまり企業の指導
的地位に就くためには、多面的な才能、強力なキャンパ
スリーダーとしての経験、そしてバランスをとる能力が
必要である」とされ、
「学業も考慮した上で、競技で身
に付けた力」に着目されていた。この点は、これまで筆
者が明らかにしてきた「勉強と部活動との両立」という
視点が重要であるという補強資料ともなった。また、①
多面的な才能、②強力なキャンパスリーダーとしての経
験、③バランスをとる能力の3点は、企業から求められ
る学生アスリートの要件として示唆に富むものである。
さらに、具体的な能力については、陸上競技などス
ポーツの偏りはあるものの、以下の2点をピックアップ
して、能力を和訳して設問に用いた。

（ 2 ） 両立を通じて身に付けた力
次に、大学生活を勉学、部活動等、アルバイトの両
立を通じて身に付けた力はどのような力であろうか。金
森・蛭田（2018）では、両立という視点は取らなかった
が、大学の正課外活動としての体育会活動に着目して、
現役大学生は体育会活動を通してどのようなことを習
得していると認識しているかについて明らかにした。そ
して、
「体育会運動部活動で習得していること」として、
「人間関係・上下関係・礼儀作法」
「チームワーク・協調
性・仲間」という対人関係に関することと、
「体力・競技
技術」
「努力・忍耐力・精神力」
「社会性・教養・経験」
「人間形成・思考力」
「主体性・リーダーシップ」
「コミュ
ニケーション力」という力や内面に関することに大別さ
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G
 ive them the skills-sets we are looking for, provide
internship possibilities, focus on the different values
major companies are looking for as well-especially
openness, trust, teamwork, accountability, leadership,
honesty, integrity.

2

In the athletic arena, qualities such as (a) desire, (b)
purpose, (c) confidence, (d) assertiveness, (e) psychological fitness, (f) centeredness, (g) energy and (h)
general intelligence are necessary if one is to excel as
a leader in college athletics.

これらを参考にして、大学生活のさまざまな取り組み
を通して身に付けている、企業において求められる力と
して「15の力」を示した（具体的には、次項「研究方法」

社会人が大学時代に学業、部活動等、アルバイトの両立を通じて身に付けた力

ど熱心に取り組むものがあった）
（＝前
⑤）
④ 活動無（特に取り組んだものはなかった）
（＝前
⑥）
本調査は、名古屋大学総合保健体育科学センター研
究倫理委員会において、承認を得て実施した（令和2
年10月23日承認、受付番号20-10）
。また、上記モニター
に対してアンケートの依頼メールを送付する際に、
〈倫
理的配慮と自由意思での参加について〉という文言を付
して、①自由意思に基づいて参加いただくこと、②調査
データは匿名データとして分析され、結果は統計的に処
理され、学会発表や学会誌等で発表されること、③個人
が特定されることはなく、その回答は処理からデータ保
管・処分まで厳重に保護されること等を事前に伝えた。
その上で、研究参加を控える、または、途中で研究参加
を取りやめることも可能であることの注意喚起を行う
などの倫理的配慮に努めた上で実施した。

（2）調査内容の２「両立を通じて身に付けた力」を参照
されたい）
。
以上から本研究は、社会人の大学時代における学業、
部活動等、アルバイトの両立過程に着目し、
「両立を通
じて身に付けた力」に各活動がどのように関わっている
のか、また、その力は就職後の社会人生活においてどの
ような意味を示唆するのかを明らかにすることを目的と
する。
Ⅲ

研究方法

（ 1 ） 調査対象
本調査は2020年11月9日（月）から11日（水）までの
3日間、Web アンケートの専門調査会社である株式会社
マクロミルに委託して15問からなる「仕事に関するアン
ケート」として実施した。対象者は委託会社の登録モニ
ターのうち22歳から49歳までの全国の男女のうち、
「大
学卒業者（医学部等6年生含む、大学院卒は含めない）
で、企業等に正規雇用されている社会人（正規雇用者の
み）
」とし、自営業、派遣社員、パート・アルバイトは
含めない。なお、今回の調査で年齢を22歳から49歳まで
とし50歳代以上を含めなかったのは、近年の動向に着目
する目的による。
さらに、対象者について上記条件に加え、大学時代の
正課外活動に関する所属条件として以下の①～⑥の分
類条件（以下、
「所属6区分」という）を設定した。
① 体育会運動部に在籍していた
② 体育会系サークルに在籍していた
③ 文化部に在籍していた
④ 文化系サークルに在籍していた
⑤ 所属無（部・サークルには所属しなかったが、ア
ルバイト・勉強・ボランティア活動など
熱心に取り組むものがあった）
⑥ 活動無（特に取り組んだものはなかった）
そして、所属6区分、男女（2区分）
、年齢区分（20
歳代、30歳代、40歳代の3区分）を組み合わせた計36区
分（セル）に均等に割り付け、各セル52名ずつ（N=36
×52=1872）
、男性936名、女性936名の合計1872名から有
効回答を得た。
なお、ロジスティック回帰分析の際は、活動内容の違
いに着目した比較をするために「所属6区分」を以下の
ように「所属4区分」として再編した。
① 体育会系（体育会運動部または体育会系サークル
に在籍していた）
（＝前①＋前②）
② 文化系（文化部または文化系サークルに在籍して
いた）
（＝前③＋前④）
③ 所属無（アルバイト・勉強・ボランティア活動な

（ 2 ） 調査内容
本研究に当たっては、本調査15設問のうち、問5「大
学生活における両立様式」と問6「両立を通じて身に付
けた力」の2設問を用いた。
1 「大学生活における両立様式」
まず、大学生活における諸活動の両立について、3つ
の主たる構成要素を設定した。それは、
「学業」
、
「部活
動等（部活動やサークル活動やその他活動）
」
、
「アルバ
イト」の3つである。その上で、
『あなたは大学時代に、
「学業」
、
「部活動等」
、
「アルバイト」との両立（ここで
の「両立」は「2つ以上の同時成立」の意味である）に
務めていましたか』と設問した。構成要素の組み合わせ
や重点の違いによって多様な両立の度合いや様式が考
えられるが、本研究では、以下に示す9つの選択肢（単
回答）を設定した。
1. 学業が中心だった
2. 部活動等が中心だった
3. アルバイト中心だった
4. 学業と部活動等は両立できた
5. 学業とアルバイトは両立できた
6. 部活動等とアルバイトは両立できた
7.	学業と部活動等とアルバイトを両立させる努力
をしてある程度できた
8.	学業と部活動等とアルバイトを両立させるため
頑張ってやり貫いた
9.	学業と部活動等とアルバイトを両立させるため
に頑張って（両立して）いない
次に、上記の両立様式において、各構成要素（学業、
部活動等、アルバイト）が含まれるか否かで以下に示す
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4分類（以下、4群という）を行った。
①	大 学時代の両立取り組みで、学業を含んだ群
（上記選択肢の1, 4, 5, 7, 8）を「学業群」とした。
②	大学時代の両立取り組みで、部活動等を含んだ
群（同2, 4, 6, 7, 8）を「部活動群」とした。
③	大学時代の両立取り組みで、アルバイトを含ん
だ群（同3, 5, 6, 7, 8）を「アルバイト群」とした。
④	大学時代に学業と部活動等とアルバイトについ
て両立の取り組みをしなかった群を「非両立群」
（同9）とした。
この分類の結果、各対象者は、両立経験の活動につい
て、それぞれ上記①～③の単独または複数の群に該当
するか、④のみに該当することとなる。
2 「両立を通じて身に付けた力」
次に、大学生活の中で「両立を通じて身に付けた力」
について、
『あなたは大学時代に「学業」
、
「部活動等」
、
「アルバイト」などを両立しようと自分なりに努めたと思
います。今思い返すと、大学生活でさまざまなことと両
立に努めることを通して身に付けていた思う力は以下
のどの力に近いですか』と尋ねた。予め「15の力」を設
定し、
『複数あると思いますが、そのうち上位から1番目
のもの』として回答されたものを用いた。
「15の力」は、
前述の文献を参考に設定した。
1.	情熱・活力（何かを成し遂げる熱い思い・湧き
あがる力）desire/energy
2. チーム構築力（チーム構築する力）
team building/teamwork
3. タイムマネジメント（時間を有効活用する力）
time management
4. 心の葛藤を乗り越える強い心（強固な精神力）
mental strength
5. 開放的な心（偏見を持たない広い心）openness
6. 自分が中心となってことを進める力（中心性）
centeredness
7.	精神的健康（ストレスに対処でき健全な精神を
保つ）psychological fitness
8. 責任感（最後までしっかりやり遂げる）
accountability/sense of responsibility
9. 一般的知性（幅広い知性を持ち合わせている）
general intelligence
10. 信頼（他者から信頼される力）trust/honesty
11. 自他を尊重した自己表現（自己主張）
assertiveness

13. 平常心を保つ力（何があっても動じない力）
integrity/keep calm
14. 目標設定力（現状分析して目標を設定する力）
purpose
15. 自信（自己を信頼する気質）confidence
なお、両立を通じて身に付けた力は当然複数あると考
えられるが、本分析ではそのうち「上位から1番目」と
して回答されたデータのみを用いて分析を行う。
（ 3 ） 分析方法
「大学生活における両立の構成要素（学業、部活動等、
アルバイト）
」が各種の「両立を通じて身に付けた力」
にどのように影響しているのかを明らかにする目的で、
「大学生活における両立の構成要素」を説明変数、
「両立
を通じて身に付けた力（15の力）
」をそれぞれ目的変数
（非該当 =0、該当 =1）とするロジスティック回帰分析
を行う。
まず、
「説明変数」については、大学生活における3
つの「両立の構成要素」に対応する各群（①「学業群」
、
②「部活動群」
、③「アルバイト群」
）を用いる（それ
ぞれ非該当 =0、該当 =1）
。なお、④「非両立群」は、
①「学業群」
、②「部活動群」
、③「アルバイト群」のす
べてで非該当 =0として記述されるため、説明変数とし
ては用いない。次に、性別、所属4区分、年齢区分、個
人年収を「統制変数」として上記「説明変数」とともに
強制投入し、ロジスティック回帰分析を行った。その結
果、
「15の力」の各項目に対する説明変数（統制変数を
含む）のオッズ比（95％信頼区間）を算出し、表2に一
覧で示した。有意水準は5％とし、オッズ比については
有意な結果のみを示す。
なお、統計分析は SPSS Statistics 25 for Windows を用
いた。
Ⅳ

結果と考察

（ 1 ） 属性（表 1 ）
本研究における属性を表1に示す。
（ 2 ） ロジスティック回帰分析（表 2 ）
ロジスティック回帰分析の結果を表2に示した。表2
では、目的変数となる「15の力」の各項目について、そ
れぞれ第1順位で選択した者の人数が大きい順に並べ
替えてある。各目的変数について、
「有意なオッズ比」
が
示されたのは11項目であった（表2において順位欄に網
掛けがしてある）
。

12. リーダーシップ（メンバーを統率する力）
leadership
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表1

属性
N=1872

属性
年齢

区分
22才～29才
30才～39才
40才～49才
200万未満
200～400万未満
400～600万未満
600～800万未満
800～1000万未満
1000～1200万未満
1200～1500万未満
1500～2000万未満
2000万円以上
公務員
経営者・役員
会社員(事務系)
会社員(技術系)
会社員(医療その他)
体育会運動部
体育会系サークル
文化部
文化系サークル
所属無
活動無

n（％）
624(33.3%)
624(33.3%)
624(33.3%)
個人年収
124( 6.6%)
769(41.1%)
640(34.2%)
220(11.8%)
78( 4.2%)
20( 1.1%)
13( 0.7%)
5( 0.3%)
3( 0.2%)
職業
207(11.1%)
17( 0.9%)
803(42.9%)
350(18.7%)
495(26.4%)
312(16.7%)
312(16.7%)
312(16.7%)
所属6区分
312(16.7%)
312(16.7%)
312(16.7%)
1278(68.3%)
群別該当者 学業群(1,4,5,7,8)
719(38.4%)
(「両立様式」 部活動群(2,4,6,7,8)
の選択肢番号) アルバイト群(3,5,6,7,8) 1096(58.5%)

表2
順
位

選
数択名
者

選
択
比
率

両立様式（単回答）

男性(%)
1.学業が中心だった
182(19.4%)
2.部活動等が中心だった
117(12.5%)
3.アルバイト中心だった
174(18.6%)
4.学業と部活動等は両立できた
97(10.4%)
5.学業とアルバイトは両立できた
184(19.7%)
6.部活動等とアルバイトは両立できた
39( 4.2%)
7.学業・部活動・アルバイトを両立させる努力をしてある程度できた
82( 8.8%)
8.学業・部活動・アルバイトを両立させるため頑張ってやり貫いた
36( 3.8%)
9.学業・部活動・アルバイトを両立させるために頑張ってはいない
25( 2.7%)
両立を通じて身に付けたと認識する力（第1位の単回答）
男性(%)
1.情熱・活力
120(12.8%)
2.チーム構築力
87( 9.3%)
3.タイムマネジメント
131(14.0%)
4.心の葛藤を乗り越える強い心
51( 5.4%)
5.開放的な心
48( 5.1%)
6.自分が中心となってことを進める力
40( 4.3%)
7.精神的健康
57( 6.1%)
8.責任感
156(16.7%)
9.一般的知性
73( 7.8%)
10.信頼
42( 4.5%)
11.自他を尊重した自己表現
8( 0.9%)
12.リーダーシップ
28( 3.0%)
13.平常心を保つ力
38( 4.1%)
14.目標設定力
27( 2.9%)
15.自信
30( 3.2%)
合計 936(100%)

女性(%)
176(18.8%)
59( 6.3%)
132(14.1%)
92( 9.8%)
252(26.9%)
20( 2.1%)
111(11.9%)
66( 7.1%)
28( 3.0%)
女性(%)
91( 9.7%)
78( 8.3%)
157(16.8%)
20( 2.1%)
33( 3.5%)
27( 2.9%)
59( 6.3%)
201(21.5%)
90( 9.6%)
36( 3.8%)
9( 1.0%)
21( 2.2%)
33( 3.5%)
53( 5.7%)
28( 3.0%)
936(100%)

合計(%)
358(19.1%)
176( 9.4%)
306(16.3%)
189(10.1%)
436(23.3%)
59( 3.2%)
193(10.3%)
102( 5.4%)
53( 2.8%)
合計(%)
211(11.3%)
165( 8.8%)
288(15.4%)
71( 3.8%)
81( 4.3%)
67( 3.6%)
116( 6.2%)
357(19.1%)
163( 8.7%)
78( 4.2%)
17( 0.9%)
49( 2.6%)
71( 3.8%)
80( 4.3%)
58( 3.1%)
1872(100%)

学業、部活動等、アルバイトを通じて身に付けた力についてのロジスティック回帰分析

a
説明変数
目的変数 : 「学業」「部活動等」「アルバイト」（両立も含む）を
オッズ比が有意な変数
通じて獲得した力（15の力）

比較

有意確率

b

オッズ比

オッズ比95%信頼区間

下限

上限

性別
男＜女
.016
1.359
1.059
1.745
1 357人 19.1% 8.責任感（最後までしっかりやり遂げる）
アルバイト群
非該当＜該当
.005
1.428
1.111
1.836
非該当＜該当
.017
1.423
1.064
1.902
学業群
2 288人 15.4% 3.タイムマネジメント（時間を有効活用する力）
アルバイト群
非該当＜該当
<.001
2.148
1.610
2.866
.031
1.418
1.032
1.948
非該当＜該当
部活動群
3 211人 11.3% 1.情熱・活力（何かを成し遂げる熱い思い・湧きあがる力）
非該当＞該当
<.001
2.298
1.693
3.120
アルバイト群
年齢区分
20歳代＞40歳代
.001
2.105
1.357
3.265
所属4区分
体育会系＞所属無
.032
1.886
1.057
3.363
4 165人 8.8% 2.チーム構築力（チーム構築する力）
学業群
非該当＞該当
<.001
1.911
1.371
2.663
アルバイト群
非該当＞該当
.050
1.404
1.001
1.969
5 163人 8.7% 9.一般的知性（幅広い知性を持ち合わせている）
所属4区分
体育会系＜活動無
.041
1.609
1.019
2.541
6 116人 6.2% 7.精神的健康（ストレスに対処でき健全な精神を保つ）
所属4区分
体育会系＜文化系
.028
1.724
1.062
2.798
7 81人 4.3% 5.開放的な心（偏見を持たない広い心）
性別
男＞女
.017
1.796
1.109
2.908
8 80人 4.3% 14.目標設定力（現状分析して目標を設定する力）
性別
男＜女
.002
2.260
1.362
3.751
9 78人 4.2% 10.信頼（他者から信頼される力）
学業群
非該当＞該当
.042
1.627
1.018
2.600
性別
男＞女
<.001
2.697
1.548
4.698
10 71人 3.8% 4.心の葛藤を乗り越える強い心（強固な精神力）
年齢区分
20歳代＜30歳代
.048
1.796
1.004
3.215
所属4区分
体育会系＞所属無
.049
2.534
1.005
6.388
10 71人 3.8% 13.平常心を保つ力（何があっても動じない力）
ー
ー
ー
ー
ー
ー
12 67人 3.6% 6.自分が中心となってことを進める力（中心性）
ー
ー
ー
ー
ー
ー
13 58人 3.1% 15.自信（自己を信頼する気質）
ー
ー
ー
ー
ー
ー
学業群
非該当＞該当
.040
1.842
1.029
3.300
14 49人 2.6% 12.リーダーシップ（メンバーを統率する力）
部活動群
非該当＜該当
.019
2.206
1.140
4.268
15 17人 0.9% 11.自他を尊重した自己表現（自己主張）
ー
ー
ー
ー
ー
ー
強制投入した説明変数（7変数）：性別（男，女）, 年齢区分（20歳代，30歳代，40歳代）, 個人年収区分（表1の9区分）, 所属4区分（体育会系，文化系，所属無, 活動無），学業
群（非該当=0，該当=1）,部活動群（非該当=0，該当=1）, アルバイト群（非該当=0，該当=1）．ただし，太字表示の学業群、部活動群、アルバイト群は互いに独立した群ではな
く、各群にはそれぞれ別の群にも該当する者が含まれている．
† a: 15項目の力からそれぞれ１位選択された項目（非該当=0，該当=1）を，選択比率の大きい順に並べた.
† b: p<.05 の項目について示す．
なお，分析結果においてオッズ比が1未満になった場合は，逆数をとりオッズ比が1以上の数値になるように変換した．
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第 1 順位選択率上位 3 項目について
目的変数の大学生活における「両立を通じて身に付け
た力」15項目のうち、社会人による第1順位選択が1番
目に多かったのは「8. 責任感」であり、357名（19.1％）
が選択した。ロジスティック回帰分析の結果、目的変
数に対して「性別」
（男＜女）と「アルバイト群」
（非該
当＜該当）がそれぞれ有意な関係にあった。すなわち、
「責任感」の選択については、女性（オッズ比1.359）は
男性よりも、アルバイト群該当者（オッズ比1.428）は非
該当者よりも、それぞれより積極的であったことが示さ
れた。
第1順位選択が2番目に多かったのは、
「3. タイムマ
ネジメント」であり、288名（15.4％）の者が選択した。
この目的変数に対しては、
「学業群」と「アルバイト群」
がそれぞれ有意な正の関係にあった（ともに非該当＜該
当）
。すなわち、
「タイムマネジメント」の選択について
は、学業群（オッズ比1.423）及びアルバイト群（オッズ
比2.148）
の該当者は、それぞれの非該当者より積極的に
「時間を有効活用する力」を身に付けたとしており、大
学時代の両立経験に学業、アルバイトをそれぞれ含んで
いることは「時間を有効活用する力」について促進的な
影響を与えていることが推測される。
第1順位選択が3番目に多かったのは、
「1. 情熱・活
力」であり、211名（11.3％）の者が選択した。この目的
変数に対する「部活動群」と「アルバイト群」のオッズ
比はそれぞれ有意であったが、
「部活動群」
（オッズ比
1.418）は正の関係（非該当＜該当）を示し、
「アルバイ
ト群」
（オッズ比2.298）は逆に負の関係（非該当＞該当）
を示した。すなわち、
「情熱・活力」の選択については、
両立経験に部活動等の活動を含んだ者の方が含まない
者に比較して熱い思いを持つことの認識がより強く、逆
に両立経験にアルバイトを含む者は、含まない者に比較
してそのような情熱や活力を持つという認識がより弱
いことが示された。
以上の3項目までがそれぞれ第1順位選択比率10%
以上を示した力であり、それら選択者の合計は856名
（45.8％）と全体の約半数を占めた。このことから、大
学生活における諸活動の両立をとおして得られる力と
しての「責任感」
「タイムマネジメント」
「情熱・活力」
は、それぞれ社会人にとって重要度の高い能力項目とし
て認識されていることが推測される。
これら3つの力については、いずれも
「アルバイト群」
該当者に大きな特徴が示された。まず、属性（表1）か
ら、アルバイト群に属する者は1872名中1096名で、全体
の58.5％の者が大学時代の両立経験にアルバイトを含
んでいた。近年アルバイトをする大学生、特に長期アル
バイトをする大学生が増えている（金森・蛭田、2021）

が、40代まで含めた今回の調査においてもアルバイト
をしていた者は6割近く占めていることがわかる。そし
て、
「アルバイト群」該当者は、他の活動との両立を含
めた大学生活を通して身に付けた力としての「責任感」
と「タイムマネジメント」の各選択に関して、非該当者
より積極的にそれぞれ第一にあげていることが特徴と
して明らかとなった。この理由として、シフトの入って
いるアルバイトの仕事を真面目にこなすことを通して、
責任感や時間を有効活用する力が身についたという意
識をより強く持つことに影響したと思料される。
残りの項目について
まず、
「4. チーム構築力」
（4番目；選択率8.8％）は、
オッズ比が有意であった説明変数は、
「年齢区分」
（20歳
代＞40歳代）
、
「所属4区分」
（体育会系＞所属無、
「学業
群」
（非該当＞該当）
、
「アルバイト群」
（非該当＞該当）
の4変数であった。すなわち、
「チーム構築力」の選択に
ついては、世代では20歳代が40歳代に比べ、所属4区分
では体育会系が所属無に比べ、それぞれ身に付けた力
としてより積極的に第一にあげることが示された。その
一方で、両立経験に学業、アルバイトが含まれていると、
それぞれ「チーム構築力」を選ぶことに抑制的に影響す
ることが示唆された。これに関連して、
「チーム構築力」
の選択者（165名）について、所属4区分の内訳をみた
ところ、体育会系67名（40.6％；全対象者における割合
は33.3％）及び文化系60名（36.4％；同33.3％）で、部・
サークル所属者が選択者全体の77％（同66.7％）を占め
ており、体育会系、文化系ともに部・サークル所属者は
「チーム構築力」を選ぶ傾向が相対的に高かった。
次に、目的変数として表2において5番目以降の項目
のうち、その選択についてそれぞれ有意なオッズ比が示
された項目からは、以下の特徴的な点が示された。
所属4区分の特徴が出ているのが、
「9. 一般的知性」
（5番目；選択率8.7％）と「7. 精神的健康」
（6番目；同
6.2％）と「4. 心の葛藤を乗り越える強い心」
（10番目；
同3.8％）である。
「9. 一般的知性」については、所属
4区分のうち「活動無」の者が、体育会系と比較して、
オッズ比1.609でより積極的に1位選択していた。また、
「7. 精神的健康」については、文化系が、体育会系と比
較してオッズ比1.724でより積極的に1位選択していた。
一方、
「4. 心の葛藤を乗り越える強い心」
については、体
育会系が所属無に比較してオッズ比2.534でより積極的
に1位選択していた。この「4. 心の葛藤を乗り越える強
い心」については、20代より30代（オッズ比1.796）が、
性別では女性より男性（オッズ比2.697）がより積極的に
1位選択していた。本研究では、この選択肢が「両立を
通じて身に付けた力」として選択されたことから、体育
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送っていたことに対応していることが考えられる。
なぜ「真面目で多忙」なのか。まず、大学設置基準
の変更により1講義につき半期で15回の講義が義務化
され、全ての講義への出席が必須となった。休講になれ
ば補講が求められるため、かつての大学生のように休講
を喜べず出席管理は厳しい。また、
「第55回学生生活実
態調査」（1）によれば、大学生の貧困化が進み、日本の
大学生のアルバイト就労率は2019年度で75.8％となり、
この10年で13.3ポイント増加している。このことはアル
バイトをしないと大学生活が成り立たなくなっている
学生が増えていることを示している。2000年に入って以
降、大学生の就職活動は早期化・長期化しており、ま
た、キャリア教育が学生生活を就活中心のものへと動か
し、アルバイトすら「就活に役立つ社会経験」として位
置づけられる傾向にあり（金森・蛭田、2021）
、真面目
に勉強し、アルバイトにも部活動にも励む傾向がみられ
ることが考えられる。
現在、多くの学生にとってアルバイトは欠かせず、単
位修得の為に勉学も疎かにできず、さらに、部活動も
やっておいた方が就職に有利ということを信じ、多忙
な大学生活を強いられる学生が多いことが想定される。
このため、限られた時間内に学業も部活動もアルバイト
もする必要があるから、金森（2016a）が、
「何事もほど
ほどに」大学生活を過ごす学生の中に、適当にほどほど
に過ごすのではなく、
「活動度が高く何事も〈適度〉に
活動的なポジティブな学生」が相当数含まれていること
を示したとおり、真面目で多忙な大学生活を送らざるを
えない状況にあるといえる。
このいわば“強いられた”
「両立生活」は学生時代に
おいては望まないものであったかもしれないが、社会人
になって気が付けば、責任感やタイムマネジメント力が
しっかり身に付けていたのであるから、厳しい現代社会
を生き抜くために必要な力の習得という側面からは、真
面目で多忙に努力した産物と言えるかもしれない。

会系で特徴とされる強固な精神力は、スポーツ活動から
だけでなく、その他の活動との両立努力からも得られて
いることが推測される。
さらに、8番目の「14. 目標設定力」
（現状分析して
目標を設定する力；選択率4.3％）については、性別の
オッズ比が有意であり、女性は男性と比較してオッズ比
2.260でより積極的に1位選択していた。この結果から、
「目標設定力」に選択については、大学生活の両立過程
において、置かれた状況を分析しながら目標に向けて努
力することが女性の方が男性より強い傾向にあったと
思料される。
また、14番目の「12. リーダーシップ」
（選択率2.6％）
は、選択率が低い点に留意する必要があるが、この選択
について部活動群該当者は非該当者に比較してオッズ
比2.206でより積極的に第一にあげていた。ここでの部
活動群は「部活動やサークル活動やその他活動」のこと
であり、体育会系及び文化系の部活動とサークル活動に
加えその他の学内外の活動も含んでいる。一方、学業群
では非該当者の方が該当者よりオッズ比1.842でより積
極的に1位選択している。
「リーダーシップ」の選択に
ついては、両立経験に体育会系でも文化系でも部活動
等の取り組みを含むことが促進的にはたらき、逆に学業
を含むことは抑制的にはたらくことが示唆された。
（ 3 ） 3 群別にみた両立を通じて身に付けた力の違い
（図1）
3群、すなわち、学業群、部活動群、アルバイト群別
に両立を通じて身に付けた力の人数分布を棒グラフで
示す。
Ⅴ

総合的考察

（ 1 ）「責任感」

「タイムマネジメント」が示唆する
「真面目で多忙」な大学生活
大学生活において両立を通じて多くの者が身に付け
たとする2つの力は、第1順位選択比率が1番目の「責
任感」
（最後までしっかりやり遂げる）と、第1順位選
択比率2番目の
「タイムマネジメント」
（時間を有効活用
する力）である。これは勉強、部活動等、アルバイトを
それ単独ないしそれぞれ何らかと両立する際には、取
り組んでいることを中途半端にしないように責任感を
持って取り組み、そして、そのためには限られた時間を
できる限り有効活用することが求められていたことが
推測できる。当時は気が付かなかったかもしれないが、
社会人となり仕事をするようになった時、両立に努め
ることを通して身に付けていた思う力としてこの2つの
力が挙げられていることは、真面目で多忙な大学生活を

（2） 群
 別でみる特徴－群独自の力と両立を通して得
られる力
「3群別にみた両立を通じて身に付けた力の違い」の
棒グラフ（群毎に回答数の多い順）で3群を比較して
みると、共通点と相違点が可視化できる。共通点として
は、3群ともに「責任感」が最も多く回答されている。
2番目以降について多い順に各群の特徴をみると、ま
ず、
「アルバイト群」は上述のとおり、
「責任感」と「タ
イムマネジメント」の2つの力が突出している。もう1
点、
「平常心を保つ力」が他の2群と比較して上位にあ
る。これは、学生がアルバイトという「就業」の場に出
た際に、職場内の人間関係に苦悩し、また、顧客からの
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図1－A

図1－B

図1－C

学業群

部活動群

アルバイト群
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社会人が大学時代に学業、部活動等、アルバイトの両立を通じて身に付けた力

クレーム等理不尽なことも体験する機会に接し、おそら
く自らの感情を揺さぶられる出来事の経験を通して、そ
れでも感情的になっては仕事にならないことを会得し
た力ではないかと推測できる。
次に、
「部活動群」に特徴的なことは、
「情熱・活力」
が1人の差ではあるが「タイムマネジメント」より上に
来ており（他の群では「情熱・活力」は「タイムマネジ
メント」より少ない）
、また、
「リーダーシップ」も他の
2群と比較して上位にある点である。大学生活の中での
諸活動の両立に部活動等の活動を含んでいる者は、情
熱的に熱い思いや活力を持って取り組む力を身に付け
ているといえる。また、金森・蛭田（2018）において体
育会系ではあるが、部活動を通じて身に付けている力の
一つとして「主体性・リーダーシップ」を示した結果と
も合致する。さらに、
「チーム構築力」選択者において、
体育会系、文化系ともに部・サークル所属者がそれぞれ
相対的に高い割合を占めており、体育会系も文化系も差
異があまり見られないという結果の補強にもつながっ
た。
このように、本研究で取りあげた学業、部活動等、ア
ルバイトは、大学生活という他の活動との両立が求めら
れる環境において、その活動に取り組んだからこそ得ら
れるそれぞれ特徴的な力と関係づけられることが示さ
れた。さらに、それらを複数取り組んで
「両立」
に努めれ
ば努めるほど得られる力が複合的になることも推測さ
れる。学生一人ひとり置かれた環境はそれぞれ異なる。
すなわち、大学で何を専攻していかに学ぶのか、部活動
は何をどのように取り組むのか、アルバイトはどの程度
稼ぐ必要があり、その収入を得るためにどのような仕事
に就くのか、それぞれに事情は異なる。また、その自ら
選択した取り組みを限られた時間内で「両立」させてい
く過程にも、日々の葛藤と努力をどこまで実践して、い
かに両立させるように向かうかは個々人で異なる。それ
ゆえに、身に付けていく力もそれぞれ異なるが、それが
各人の人格を形成していく礎となると考えられる。
だからこそ、大学時代にはさまざまなことにチャレン
ジして、自らの潜在している才能を磨き、多くの苦労や
葛藤を乗り越えた先には、社会人として必要とされる能
力をバランスよく獲得できることにつながるといえる。
Ⅵ

社会人1872名（男女各936名）に対して学生時代に学
業、部活動等、アルバイトの3つの活動をどのように両
立させていたかを質問し、選択肢としてこれら3つの活
動を組み合わせた計9項目の両立様式から1つを選択
させた。また、
「両立を通じて身に付けた力」について
は、予め用意した15項目から最も身に付いた力を1つ選
択させた。
「両立を通じて身に付けた力」について、最も回答が
多かったのは「責任感」であり、ロジスティック回帰分
析の結果、
「性別」
（男＜女）と「アルバイト群」
（非該
当＜該当）がそれぞれ有意に関係していた。2番目に多
かったのは、
「タイムマネジメント」であり、
「学業群」
と「アルバイト群」がそれぞれ有意な正の関係を示した。
すなわち、大学生活における学業とアルバイトは「時間
を有効活用する力」について促進的な影響を与えている
ことが推測され、特にアルバイト群のオッズ比は2以上
と比較的高い値を示した。
次に、群別でみると、
「アルバイト群」では、
「責任感」
と「タイムマネジメント」に加えて、
「平常心を保つ力」
が他群と比べて選択率が高かった。また、
「部活動群」
では、
「情熱・活力」の選択率が「タイムマネジメント」
より上位に来ており、また、
「リーダーシップ」も他の2
群と比較して上位であった。
以上から、本研究で取りあげた学業、部活動等、ア
ルバイトの各活動は、大学生活という他の活動との両立
が求められる環境において、まず、その活動に取り組ん
だからこそ得られるそれぞれ特徴的な力と関係づけら
れることが示された。さらに、それらを複数取り組んで
「両立」に努めれば努めるほど得られる力が複合的にな
ることも推測された。大学時代にさまざまなことにチャ
レンジして、自らの潜在している才能を磨き、多くの苦
労や葛藤を乗り越えた先には、社会人として必要とされ
る能力をバランスよく獲得できることにつながるといえ
る。
一人ひとりの学生は、大学での専攻、部活動の活動内
容、アルバイトの取り組み内容等の違いにより、おそら
くここで示された以上に多様な力を身に付けていたと
考えられる。今後は、より多種類の身に付けた能力とよ
り多様な両立様式の関係性を一層詳細に分析していく
ことが課題である。

結語
［注］

本研究は、社会人の大学時代における学業、部活動
等、アルバイトの両立過程に着目し、
「両立を通じて身
に付けた力」に各活動がどのように関わっているのか、
また、その力は就職後の社会人生活においてどのような
意味を示唆するのかを明らかにすることを目的とした。

（1）「第55回学生生活実態調査」全国大学生活協同組合連合会
https://www.univcoop.or.jp/press/life/report.html（2020.12.10
閲覧）
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