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大学における正課外活動としての体育会運動部活動の意義
―体育会運動部活動を通して何を習得しているのか―
Meaning of activities at collegiate athletic clubs as extracurricular activities of universities:
What the university students acquire through activities at collegiate athletic clubs
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The purpose of this study, looking at the activities at collegiate athletic clubs as extracurricular activities of the
universities, is to clarify what the current university students acquire through the activities at collegiate athletic clubs
and to examine the meaning of the activities at collegiate athletic clubs as extracurricular activities of universities.
This study qualitatively analyzed the free descriptive answers made by the current university students who belong
to collegiate athletic clubs, classified “what I am acquiring through the activities at collegiate athletic clubs” into 9
categories, and made correspondence analysis using variables related to university lives. As a result, the following
3 findings were obtained. First, the current university students belonging to collegiate athletic clubs recognized that
they were acquiring the abilities classified into the abilities related to personal relations such as “Human relationship
/ hierarchical relationship / good manners” and “Team work / cooperativeness / peers”, and the abilities related to
the power and the inner parts such as “Physical strength / competition skills”, “Efforts / patience / mental powers”,
“Sociality / culture / experience”, “Human development / thinking power”, “Identity / leadership”, and “Communication ability”. Next, it has also been clarified that “what I am acquiring through the activities at collegiate athletic
clubs” was classified into several groups and each of the groups had certain characteristics. In particular, physical
strength, team work, and cooperativeness were frequently observed in male students playing team games, and efforts, patience, and human relationship building capability were frequently observed in female students playing
individual games. In addition, these abilities matched the personal requirements sought by companies in job hunting.
They were also the same abilities as some of the abilities purporting to be fostered in the educational reforms of
higher education.From the above, it has been clarified that students belonging to sport clubs who had been interpreted collectively as “Students belonging to sport clubs” are classified into several groups with peculiar tendencies.
In addition, the meaning of the activities at collegiate athletic clubs as extracurricular activities of higher education
was able to be confirmed.

Ⅰ

緒言

（1）について、
は従来から理念に掲げてきた「生きる力」
次期改訂でも改めて学習指導要領に「生きる力」を示し、
主体的・対話的で深い学びを進めることにしている。ま
（2）については、2003年に内閣府に置かれ
た、
「人間力」
た人間力戦略研究会により、
「社会を構成し運営すると
ともに、自立した一人の人間として力強く生きていくた
めの総合的な力」とし、能力を知的能力的要素、社会・
対人関係力的要素、自己制御的要素に分けて、これらを

大学時代に正課外活動として体育会運動部活動を
行っている現役大学生は、体育会運動部活動を通して
どのようなことを習得していると認識しているのだろう
か。
近年、生きる力、人間力、学士力など多くの「力」が
教育改革の際に用いられている。2017年に文部科学省
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総合的にバランスよく高めることが人間力を高めるこ
とだと定義されている。さらに、2008年の中央教育審議
会答申「学士課程教育の構築に向けて」において、各
（3）の一部として、ジェ
専攻分野を通じて培う「学士力」
ネリック・スキル（汎用的技能）という言葉を用いて、
「知的活動でも職業生活や社会生活でも必要な技能」と
して、
「コミュニケーション・スキル」
「数量的スキル」
「情報リテラシー」
「論理的思考力」
「問題解決力」を挙
げている。このようにさまざまな「力」が着目され、そ
れを教育政策として具現化している背景の一つには、知
識基盤社会やグローバル社会の到来が挙げられる。そ
して、その社会を生き抜くために求められる力はいかな
るもので、それらをいかに涵養するかということが議論
される際に、
「体育会系の活動」はこれらの力が培われ
る場として評価を得て取り上げられてきた。
ところが、これらの力については必要な力として列
挙されるものの、そもそも定義自体が曖昧である。さら
に、本田（2004）が、学校教育が様々な側面について
どのような意義をもちうるかを表す概念である「レリバ
ンス」という言葉を用いて、
「学校教育がいかなるレリ
バンスをもってきたか、こなかったかを明らかにするこ
とが現在の日本社会にとって緊急の課題」と述べるとお
り、いかなる教育活動がいかなるレリバンスを有するの
かということも明確にされていない。
たしかに、大学の正課外活動としての体育会系活動
について着目しても、そのレリバンス研究の蓄積は十分
とはいえない。就職活動の際に「体育会系は就職に有
利」という言葉がよく聞かれるが、
「体育会系の何が就
職に有利なのか」という点すら学術的にあまり明らかに
されてこなかった。
「体育会系は就職に有利」という言
説については、束原（2011）が、
「近代日本を牽引した
のが近代企業だとすれば，
『体育会系』こそが，日本の
近代化を支えた象徴的身体であったともいえるかもし
れない」と述べて、大正から昭和にかけて体育会系就職
がより強固なイメージとして定着し、戦後の不景気でも
体育会系就職は好調であったことを明らかにしている。
それ以降、現在においても大学生の就職に際して、この
言説は一般的に用いられている。
しかし、大正・昭和から現在にかけて労働市場は大き
く変容しており、企業が学生に求める力も変化している
が、この変化の中でもこの言説は通用するのかという点
に着目した研究はほとんど見当たらない。その中で、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、社会人である現在から体育会
活動を振り返って現在の仕事の取り組み状況への影響
を分析した。その結果、体育会運動部所属の効果につい
ては、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、
「体育会系は就職に有利」という言
説は、
「勉強との両立」を条件として現在も通用するこ
とを明らかにした。しかし、現役大学生の体育会運動部
活動の成果についての研究は、スポーツ庁が平成29年3
月に発表した「大学スポーツの振興に関する検討会議」
の最終とりまとめで、高等教育における体育会活動に対
して社会に貢献できる人材の輩出としての役割が期待
されているにも関わらず、あまり進んでいない。
そこで本研究は、大学の正課外活動としての体育会
運動部活動に着目して、現役大学生は体育会運動部活
動を通してどのようなことを習得していると認識して
いるのかについて明らかにし、大学における正課外活動
としての体育会運動部活動の意義を考察することを目
的とする。
なお、大学には、
「大学公認の体育会」に所属する団
体と体育会には所属していない団体（体育系サークル
等）がある。本研究における用語の定義は、前者を「体
育会運動部」
、後者を「体育系サークル」とし、
「体育会
系」という場合は体育会運動部と体育系サークルを合わ
せたものを指す。先行研究の引用は各研究に従って記
述する。本研究では、
「体育会運動部の学生のみ」を対
象に調査分析を行う。
Ⅱ

先行研究の検討

まず、人的資本研究の一つとして、近年「非認知能
力」からの研究が進んでいる。非認知能力は非認知スキ
ルともいわれ、IQ や学力テストの点数、学歴などで測
られる認知能力に対して、それ以外の多様な個人の能力
を指す。経済学分野においては非認知能力の指標とし
てよく用いられるものは、自制心、自尊心、勤勉性、自
己規律など（戸田・鶴・久米、2014）であり、性格特性
や選好などのことである。戸田・鶴・久米（2014）は、
従来、認知能力に偏っていた人的資本に対する研究に
対し、非認知能力やそれを形成するといわれる幼少期の
家庭環境に着目し、学歴や雇用形態、賃金といった労働
市場における成果への影響を分析している。この中で、
運動系クラブや生徒会に所属したことがある者の場合、
賃金が高まる効果がみられたことを明らかにし、外向
性、協調性、リーダーシップなどが将来の労働市場での
成功に結びつくと解釈できるとしている。また、Lleras
（2008）は、アメリカの高校生の課外活動に関する分析
から、運動系クラブの参加から勤勉性と協調性などが得
られ、賃金に有意に正の影響を持つことを示し、課外活
動の取り組みが認知能力だけでなく非認知能力の発達
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を促すことを明らかにしている。
次に、非認知能力ではなく社会的スキルからの研究は
いくつかみられる。青木（2005）は、高校生についての
研究であるが運動部所属群が無所属群および文化部所
属群よりも有意に高い社会的スキルの得点を示したこ
とを明らかにしている。また、山本・荒木・神野（2010）
は、5年制の高等専門学校において、部活動への関わ
りと社会性獲得の関連性について実証的な検討を行い、
学校行事への参加において部活動所属者の方が非所属
者よりも大いに意欲的で、社会性項目の平均値におい
ても顕著に有意差がみられたことを明らかにしており、
社会的スキルや社会性獲得という観点から部活動の関
わりを分析している。さらに、松田・田村（2017）は、
大学生のスポーツ指導の体験がコミュニケーションと
いった対人関係スキルを向上させることを明らかにし、
スポーツ指導による体験学習が、職業人生の成果をあげ
ることに効果的な教育機会として期待される可能性を
示唆している。松田・田村は、この研究において非認知
スキルが認知スキルのように数値化することが困難な
ため、非認知スキルとしてどの因子に変化が起こったか
どうかは正確にわからないという点を挙げたうえで、非
認知スキルとの関与を意識した研究に取り組んでいる。
そして、高等教育での体育会系活動を通して培って
いる力の分析としては、橘木・齋藤（2012）は「体育会
出身者が就職や昇進に有利である理由として、強い体
力が役立っていることや先輩・後輩のネットワークもあ
るが、むしろ協調性やコミュニケーション能力などを含
む非認知的スキルが重要である」ことを明らかにしてい
る。さらに、束原（2008）は、
「忍耐力があり組織で上
手くやる協調性があり、負けてもへこたれないチャレン
ジ精神があった」と忍耐力、協調性、チャレンジ精神を
挙げている。また、金森（2018）において、大学時代に
体育会運動部、体育系サークル、文化部、文化系サー
クルに在籍していた社会人を対象に、現在有すると認識
している自覚的能力を比較分析した。その結果、勉強と
両立していた体育会運動部に所属していた男性は、人間
関係構築力、コミュニケーション力がトップであり，折
衝力・交渉力，体力，語学力、忍耐力も次いで上位にあ
り、女性もほぼ同様の結果で、
「勉強と両立」していた
体育会系所属者は、男女とも他の所属と比較してより高
い能力の自己認識を有していることを明らかにした。以
上から、体育会系の活動を通して体力、協調性、コミュ
ニケーション能力、忍耐力、チャレンジ精神などが培わ
れていると推測できる。
一方、体育会系が就職に有利といわれることについ
て、企業が就職の際に学生に求める人材要件について
みると、日本経済団体連合会の2016年の調査結果（4）か

ら、選考時に重視する要素の上位5項目は、コミュニ
ケーション能力、主体性、チャレンジ精神、協調性、誠
実性であるとされており、体育会系出身者が有するとさ
れる力と重なるものが多いことが確認できる。
このように、たしかに体育会系出身者には体力、協調
性、コミュニケーション能力、忍耐力などが培われ、そ
れが企業から好まれる特性であるということについて
は一般的通念として形成されている。しかし、体育会運
動部に所属する現役学生やその出身者である社会人を
対象としたこの領域の学術研究は非常に少なく、体育会
系活動を通して培われている能力に関する学術研究の
蓄積も十分ではない。それには、そもそもこれらの能力
をいかに測定するのかという課題があることも一因で
ある。非認知能力については、李（2014）により因果的
効果を識別することの困難性や主観的な変数には測定
誤差の問題が生じる可能性などがあることが整理され
ているとおり課題が多い。また、松田・田村（2017）も
非認知スキルとの関与への言及にとどまっていること
から、これらの研究内容には議論が待たれている。
そこで本研究では、大学の体育会運動部に所属して
いる現役学生に着目したアンケート調査を実施し、その
回答から体育会運動部活動を通して何を習得している
のかについて分析し考察を行う。
Ⅲ

研究方法

（1）調査概要
本調査は、インターネットリサーチ（株式会社マクロ
ミルに委託）を用いて、2016年7月19日から21日までの
3日間（事前に大学公認の体育会運動部に所属する学生
を選別するためのスクリーニングを済ませた）に実施し
た。調査対象者は、全国の大学の学部学生（医学部等6
年制の者を含む）であり、大学公認の体育会運動部に所
属している者である。回答者は18歳から24歳の男女各
159名、合計318名であり、平均年齢は20.23歳、標準偏
差は1.48であった。
調査内容は、基本属性、所属している運動部、大学の
専攻、現在のスポーツ種目を始めた時期、大学への入学
方法等とし、さらに、体育会運動部の活動を通してどの
ようなことを習得していたかについての自由記述の問
いを設定した。
なお、インターネット調査における「なりすましや匿
名性の問題」
（大隅、2002）に対応するため、委託会社
に不正回答が含まれないようデータチェックを依頼し、
318名の回答はすべて有効回答であった。
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（2）分析方法
まず、自由記述回答は、
「あなたは体育会運動部の活
動を通してどのようなことを習得していますか。自由に
記述してください」という設問を用意した。これは、選
択肢を用意することによる回答の限定を回避し広く回
答を求めるためである。
自由記述回答の分析方法については、個々の具体的
な事実をもとにして一般的な原理や法則を導き出す、つ
まり、
「データそのものから浮き上がってくるコードを
使う帰納的なアプローチ」
（佐藤、2008a）を採用し、
佐藤（2008b）により解説がなされている分析ソフト
M
 AXQDA11 を用いた。MAXQDA は、自由記述の回答
を各々コード化し、コードがある程度できたらコーディ
ングを行い、付けられコード間の類似性を見つけながら
研究のテーマを掘り下げていく手法である。
次に、体育会運動部活動を通して習得しているものと
して抽出された9つのカテゴリーと関連変数（大学の専
攻、スポーツ種目、性別・競技スタイル・スポーツを始
めた時期を組み合わせた変数）を用いて、コレスポンデ
ンス分析（石村ら、2013；内田、2006）を行った。
コレスポンデンス分析は、2つの質的変数で構成さ
れるデータに対して適応され、それらの布置図が作成さ
れるため視覚的にグルーピングを行うことができ（内田
ら、2012）
、空間布置を示して次元解釈を行うことがで
きる。このため、カテゴリー間の関係や類似性をみるこ
とに適した手法である。寄与率はデータ分散量のうち各
次元軸が表している比率であり、コレスポンデンス分析
のモデルが元データに対してどの程度当てはまってい
るかは、累積寄与率で確認することができる。また、寄
与率及び特異値等が正常値と確認された場合、
「行およ
び列のカテゴリー間の距離が近いほど項目間の類似性
が高くなる」
（山本ら、2017）とされ、さらに、
「負荷量
のプラス・マイナスは重要な問題ではなく、相対的な位
置関係が解釈において重視される」
（水本、2011）もの

表1

である。
なお、本研究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の承認を得て実施した。また、分析
には SPSS Statistics 25 for Windows を用い、P ＜0.1を統
計的有意水準とした。
Ⅳ

結果

（1）基本属性
基本属性は、表1のとおりである。自由記述回答につ
いて MAXQDA を用いて分析した結果、生成されたカテ
ゴリーは表1の「体育会で習得していること」に示した
とおり9つに分類された。この結果、
「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れた。
（2）
「体育会運動部活動で習得していること」と「大
学の専攻」との関係
「体育会運動部活動で習得していること」と「大学の
専攻」
（1人文科学、2社会科学、3理学・工学・農学、
4医学・保健・薬学・看護）との関係についてコレスポ
ンデンス分析を行い、図1に示した。なお、大学の専攻
は、文部科学省学科系統分類表（5）に従って分類した。
分析の結果、第1軸（寄与率51.7％、特異値0.24）は、
学問領域についてプラス方向の最大値として自然科学
系の「理学・工学・農学」が、マイナス方向の最大値と
して医療・福祉系の「医学・保健・薬学・介護」が分布
し、0付近には文化系の「社会科学」と「人文科学」が
分布した。第2軸（寄与率35.2％、特異値0.20）は、体
育会運動部活動を通して習得しているものについて、プ
ラス方向には対人的なもの、マイナス方向には内面的

基本属性
属性
性別

スポーツを
始めた時期

大学の専攻

N = 318
区分
男性
女性
小学生までに
中学から
高校から
大学から
人文科学
社会科学
理学・工学・農学系
医学・保健・薬学・看護系

n（％）
159（50.0％）
159（50.0％）
85（26.7％）
61（19.2％）
35（11.0％）
137（43.1％）
83（26.1％）
79（24.8％）
75（23.6％）
81（25.5％）

属性
競技スタイル

体育会で習得
していること
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区分
団体競技
個人競技
人間関係・上下関係・礼儀作法
体力・競技技術
チームワーク・協調性・仲間
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
特になし

n（％）
132（41.5％）
186（58.5％）
67（21.1％）
59（18.6％）
57（17.9％）
49（15.4％）
33（10.4％）
17（ 5.3％）
11（ 3.5％）
9（ 2.8％）
16（ 5.0％）
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図1 「体育会運動部活動で習得していること」と「大学の専攻」との関係

率30.7％、特異値0.43）は、体育会運動部活動を通して
習得しているものについて、プラス方向には対人的なも
の、マイナス方向には内面的なものが分布する傾向がみ
られた（ c 2＝91.82、df=72、P=.058）
。そして、
「体育会
運動部活動で習得していること」と「種目トップテン」
との関係については、152名のデータであるが3つの特
徴的なグルーブに分類できた。
まず、硬式テニス、バドミントンという個人競技の球
技は、
「チームワーク・協調性・仲間」
「主体性・リー
ダーシップ」
と位置関係が近かった。次に、陸上、水泳、
弓道、卓球の個人競技は、
「人間関係・上下関係・礼儀
作法」
「努力・忍耐力・精神力」と位置関係が近かった。
一方、サッカー、バレーボール、硬式野球という団体競
技である球技は、
「体力・競技技術」
「人間形成・思考
力」と位置関係が近かった。

なものが分布する傾向がみられた（ c 2＝36.69、df=24、
P=.047）
。そして、
「体育会運動部活動で習得しているこ
と」と「大学の専攻」との関係については、4つの特徴
的なグルーブに分類できた。
まず、
「医学・保健・薬学・介護」は、
「人間関係・上
下関係・礼儀作法」と位置関係が近く、次に、人文科学
は「チームワーク・協調性・仲間」と、社会科学は「努
力・忍耐力・精神力」と位置関係が近く、さらに、
「理
学・工学・農学」という自然科学は、
「コミュニケーショ
ン力」
「社会性・教養・経験」と位置関係が近かった。
（3）
「体育会運動部活動で習得していること」と「ス
ポーツ種目」との関係
「体育会運動部活動で習得していること」と「スポーツ
種目」との関係についてコレスポンデンス分析を行い、
図2に示した。スポーツ種目は多岐に亘りすべてを含め
るとコレスポンデンス分析の布置図が煩雑となるため、
所属人数の多い順から10種目（種目トップテン）を用
いた。その結果、陸上（31名）
、バドミントン（22名）
、
サッカー（14名）
、バスケットボール（14名）
、水泳（14
名）
、バレーボール（13名）
、硬式テニス（12名）
、卓球
（12名）
、弓道（10名）
、硬式野球（10名）に所属する合
計152名が対象となった。
分析の結果、第1軸（寄与率34.3％、特異値0.46）は、
競技スタイルについてプラス方向に個人的なもの、マ
イナス方向に団体的なものが分布した。第2軸（寄与

（4）
「体育会運動部活動を通して習得していること」
と「性差・競技スタイル」との関係
9つのカテゴリーに分類された「体育会運動部活動を
通して習得していること」のうち、30人以上を占める、
「人間関係・上下関係・礼儀作法」67名、
「体力・競技技
術」59名、
「チームワーク・協調性・仲間」57名、
「努力・
忍耐力・精神力」49名、
「社会性・教養・経験」33名の
5項目と、残りを「その他」53名として再分類した。そ
して、この6項目について、性別（男性・細線・女性・
太線）と団体競技（破線）
・個人競技（実線）の組み合
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図2 「体育会運動部活動で習得していること」と「スポーツ種目」との関係

図3 「体育会運動部活動で習得していること」と「性別及び競技スタイル」との関係

わせによる項目間比較をレーダー図（図3）に示した。
なお、本研究では、団体競技
（チームプレイ）
は、チー
ムの全員が目標に向かって協力して行うプレー（小倉、
2008）と定義し、人数が多い順からサッカー（14名）
、バ
スケットポール（14名）
、バレーボール（13名）であっ
た。また、個人競技は、個人の判断で勝負を決するもの
と定義し、リレー形式、ペア形式、団体戦などのスポー
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ツも含まれるが、本研究では主として単独で行う競技は
個人競技とし、人数が多い順から陸上（31名）
、バドミ
ントン（22名）
、水泳（14名）であった。
「体育会運動部活動を通して習得していること」につ
いて、図3から、女性の個人競技は、
「人間関係・上下
関係・礼儀作法」及び「努力・忍耐力・精神力」の人
数が残差分析で有意に多く、特に「努力・忍耐力・精神

大学における正課外活動としての体育会運動部活動の意義

力」は1％水準で有意であった。また、性別を問わず、
個人競技はこの2つに占める人数が多かった。一方で、
団体競技は性別を問わず、
「体力・競技技術」
「チーム
ワーク・協調性・仲間」が相対的に多いという特徴を示
した。
（5）
「体育会運動部活動を通して習得していること」
と「性別・競技スタイル・スポーツを始めた時
期」との関係
「体育会運動部活動で習得していること」と「性別・
競技スタイル・スポーツを始めた時期」との関係につい
てコレスポンデンス分析を行い、図4に示した。なお、
後者は、①「男性・女性」
、②競技スタイルとして「団
体競技と個人競技」
、スポーツを始めた時期として「小
学生以下」
「中学高校から」
「大学から」の2×2×3＝
12通りの組み合わせを用いた。
分析の結果、第1軸（寄与率45.9％、特異値0.40）は、
競技スタイルについてプラス方向に個人的なもの、マイ
ナス方向に団体的なものが分布した。第2軸（寄与率
20.8％、特異値0.27）は、スポーツを始めた時期につい
て、プラス方向により早期に、マイナス方向に大学時
代からが分布する傾向がみられた（ c 2＝108.82、df=88、
P=.066）
。そして、
「体育会運動部活動で習得しているこ

と」と「性別・競技スタイル・スポーツを始めた時期」
との関係について、5つの特徴的なグルーブに分類でき
た。
A では個人競技を中学・高校以下から始めている者が
集まり、
「努力・忍耐力・精神力」と位置関係が近かっ
た。B では団体競技を中学・高校以下から始めている者
が集まり、
「コミュニケーション力」
「チームワーク・協
調性・仲間」と位置関係が近かった。C では大学から
始めている男性の個人競技及び女性の団体競技が、
「体
力・競技技術」と位置関係が近かった。そして、D の女
性で個人競技を大学から始めている者は、
「人間関係・
上下関係・礼儀作法」と位置関係が近く、E の女性で団
体競技を中学・高校から始めている者は、
「主体性・リー
ダーシップ」と位置関係が近かった。
（6）図1から図4を基にした能力別分類
図1から図4で示されたデータを基に、先行研究で整
理した「体育会運動部出身者の有する能力」が含まれて
いる項目で再分類し、表2に示した。
その結果、体力、チームワーク、協調性は、団体競技
を行っている男性に、努力、忍耐力、人間関係構築力は
個人競技を行っている女性に多くみられる傾向があっ
た。

図4 「体育会運動部活動で習得していること」と「性別・競技スタイル・スポーツを始めた時期」との関係
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表2

能力別分類
体力・競技技術

チームワーク・協調性・仲間

努力・忍耐力・精神力

人間関係・上下関係・礼儀作法

人文科学、理学・工学・農学

人文科学

社会科学、人文科学

医学・保健・薬学・看護

図2・10種目

サッカー、バレーボール

硬式テニス・バドミントン

弓道・卓球・陸上・水泳

陸上・弓道・水泳

図3・性別競技

男性・団体、女性・団体

女性・団体、男性・団体

女性・個人、男性・個人

女性・個人、男性・個人

男性・個人・大学から

男性・団体・大学から

女性・個人・中学高校
女性・個人・小学生以下

女性・個人・大学から

図1・専攻

図4・12区分
傾向

団体競技・男性に多くみられる

Ⅴ

個人競技・女性に多くみられる

考察

（1）体育会運動部活動を通して習得していること
「体育会運動部活動で習得していること」
について、自
由記述回答を分析した結果、
「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れた。これらには、いわ
ゆる非認知能力も含まれている。
そして、
「体育会運動部活動で習得していること」と
「性別・競技スタイル・スポーツを始めた時期」との関
係について詳細に分析を行った結果、性別、団体競技か
個人競技という競技スタイル、取り組んできた時間的な
経過に影響を受けていることが明らかとなり、大学での
体育会運動部活動を通して習得していることを傾向を
示して分類することができた。そして、習得していると
認識している多くのことは、就職の際、企業が求める人
材要件として挙げられている能力、すなわち、コミュニ
ケーション能力、主体性、協調性などと合致するもので
あった。
以上から、大学における体育会運動部活動には、社会
人として活躍していくための力が涵養される教育機会
として大きな意義があることが確認できた。また、
「体
育会系は就職に有利」という言説に象徴されるとおり、
従来から「体育会系」として一括りに論じられてきたが、
体育会系といっても、大学の専攻、スポーツ種目、性別
などにより、体育会運動部活動を通して習得していると
認識していることがいくつかの傾向に分類されること
が明らかとなった。

（2）大学における正課外活動としての体育会運動部活
動の意義
大学での体育会系活動については、
「有望な高校生ア
スリートを学生として受け入れ、大学4年間でその競技
能力をさらに高めさせ、企業スポーツやプロスポーツへ
と送り出す重要な役割を果たしている」
（大野・徳山、
2015）という知見や、それを踏まえて、
「競技スポーツの
特性に偏っている傾向にある」
（松田・田村、2017）と
いう指摘のとおり、体育会運動部活動を最優先に大学生
活を送っている学生がいる。一方で、一般学生の中には
勉強やアルバイトなどと両立しながら体育会運動部活
動を行っている者も多数存在している。また、現在のス
ポーツを幼少期や中学・高校から大学まで継続している
者もいれば、大学入学後に取り組んでいる者もおり、体
育会運動部活動と一概に言っても多様なメンバーで構
成されている。本調査では体育会運動部で習得してい
ることに対し、
「特になし」に分類される回答をした者
は5％に過ぎず、大多数はそれぞれに習得していること
に自覚的で意義を見出して活動を行っていた。
高等教育における体育会運動部活動は「正課外活動」
であり、自由と自治の価値に基づいている。それゆえに、
暴力問題や勝利至上主義などの課題も多々あり、このよ
うなことは厳に慎まれるよう対処されるべきである。し
かし、大半の学生にとっては、
「競技スポーツによる人
間形成」
「部活動による人間形成」
（関根、2016）を通し
た人格の陶冶がなされ、大学時代の体育会運動部活動
だからこそ先輩や部内の人間関係などを通して得られ
るものがあり、それらに大きな意義が存在すると考えら
れる。そして、大学における正課外活動は、学生にとっ
ては大学生活の重要な一部であり、体育会運動部活動
を通して習得していることには、さまざまな非認知能力
も含まれている。
「体育会系は就職に有利」という言説
は、目標の競技記録を達成するためにコツコツ努力した
経験、仲間と切磋琢磨して毎日練習に励んだ経験、勉
強との両立で限られた時間を有効に使うことを覚えた

― 52 ―

大学における正課外活動としての体育会運動部活動の意義

た。このことは、図3のレーダー図によっても、女性の
個人競技は、
「努力・忍耐力・精神力」が残差分析によ
る1％水準で有意に多く、また、
「人間関係・上下関係・
礼儀作法」が5％水準で有意に多いことからも特徴的で
あることがわかる。競技別の人数差に大きな隔たりはな
いため、女性の個人競技において、
「努力・忍耐力・精
神力」が残差分析1％水準で有意に多いという点から、
女性の個人競技は、
「努力・忍耐力・精神力」をより強
く認識する傾向にあることが推測される。
この点について、金森（2018）において、大学時代に
正課外活動を行っていた社会人に対する分析で、女性
には、
「忍耐力がある方だ」
「努力することは大切だと考
えている」という点が、男性や他の項目と比較してより
明瞭で得点が高く、女性は忍耐力を有し努力を大切だと
考える傾向にあることを明らかにした。本研究では、女
性の団体競技の「努力・忍耐力・精神力」は多くないた
め、詳細な分析が求められるものの、女性に「忍耐力」
や「努力」を重視する傾向がみられている。それが体育
会系に所属している女性に限定される特性なのか、それ
とも女性の一般的な特性なのかについての分析は今後
の課題である。

ことなど真摯な活動を通じて獲得した能力として、社会
から認められてきた結果であると推測できる。本研究で
は、質的研究でカテゴリーに分類する都合上、各自一つ
ずつの回答を用いた分析となったが、実際には複合的な
能力を習得していると考えられ、大学における正課外活
動としての体育会運動部活動は、社会に貢献できる人材
の輩出として有益な活動を行っているといえる。
（3）女性は「努力・忍耐力・精神力」「人間関係・上
下関係・礼儀作法」を強く認識する傾向にある
「体育会運動部活動で習得していること」と「性別・
競技スタイル・スポーツを始めた時期」との関係につい
てコレスポンデンス分析を行った結果から、性差による
違いがより明確となった。顕著な特徴は、図4の E の女
性で団体競技を中学・高校から始めている者は、
「主体
性・リーダーシップ」と位置関係が近かった点、さらに、
D の女性で個人競技を大学から始めている者は、
「人間
関係・上下関係・礼儀作法」と位置関係が近かった点で
ある。
まず、E について、女性の団体競技トップ3はバドミ
ントン（13人）
・バスケットボール（12人）
・バレーボー
ル（4人）であり、これらをはじめとする団体競技を中
学・高校から現在まで継続している女性は、多くのメン
バーとともに団体競技を大学まで継続して行うことを
通して主体性・リーダーシップを習得していると認識し
ている。一般的に、主体性やリーダーシップはどちらか
といえば男性的なイメージがあるが、団体競技を長期間
継続することで、メンバーをまとめチームを引っ張って
いく力を涵養していると推測できる。
次に、D について、女性の個人競技トップ3は陸上
（10人）
、弓道（9人）
、水泳（8人）であり、これらをは
じめとする個人競技は競技成績向上に自己研鑽が求め
られるスポーツである。大学から体育会運動部におい
て厳しいトレーニングを始める以上、運動部内部では人
間関係・上下関係・礼儀作法の重要性を認識し、真摯に
取り組んでいると推測できる。
また、A は女性の個人競技を小学生以下または中学高
校から大学まで継続している者の集団であり、こちらは
「努力・忍耐力・精神力」を習得していることに位置関
係が接近していた。これは個人競技を幼少期や中学・高
校から大学の体育会運動部活動まで継続していること
で、日々自己研鑽に励み競技成績を向上させることを通
して、
「努力・忍耐力・精神力」を習得していると認識
している人が多いと考えられる。
以上から、女性には、男性と比較して取り組むスポー
ツの競技スタイルと始めた時期により、習得していると
認識していることが顕著に異なることが明らかとなっ

Ⅵ

結語

本研究の目的は、大学の正課外活動としての体育会
運動部活動に着目して、現役大学生は体育会運動部活
動を通してどのようなことを習得していると認識して
いるのかについて明らかにし、大学における正課外活
動としての体育会運動部活動の意義を考察することで
あった。そして、体育会運動部に所属する現役大学生に
対する自由記述回答を質的に分析し、
「体育会運動部活
動で習得していること」として9つのカテゴリーに分類
した上で、大学生活に関連する変数を用いてコレスポン
デンス分析を行った。その結果、得られた知見は以下の
3点である。
まず、体育会運動部に所属する現役大学生は、その活
動を通して、
「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
とに大別されることを習得していると認識していた。こ
れらには、非認知能力も含まれている。
次に、
「体育会運動部活動で習得していること」
と、大
学の専攻、取り組んでいるスポーツ種目、性別、スポー
ツを始めた時期などを単独もしくは組み合わせて変数
としたコレスポンデンス分析から、それらはグループに
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分類でき、それぞれに特徴があることが明らかとなっ
た。とりわけ、体力、チームワーク、協調性は、団体競
技を行っている男性に、努力、忍耐力、人間関係構築
力は、個人競技を行っている女性に多くみられる傾向が
あった。
さらに、
「体育会運動部活動で習得していること」は、
就職において企業が求める人材要件であるコミュニ
ケーション能力、主体性、協調性などと合致するもので
あった。そして、それらは高等教育における教育改革で
涵養すべきとされるいくつかの力とも重なっていた。
以上から、従来、一括りで「体育会系」と解釈されて
きたが、体育会運動部活動を通して学生が習得している
と認識していることを具体的に提示でき、また、いくつ
かの傾向に分類できることを明らかにして、高等教育に
おける正課外活動としての体育会運動部活動の意義を
確認することができた。
しかし、本研究は体育会運動部に所属する大学生の
みを対象としており、体育系サークルや文化部・文化
系サークルに所属する者、正課外活動に参加していな
い者などに対象を広げて比較検討する必要がある。ま
た、本人の認識に基づく回答を質的研究により分析して
いるため、客観的に測定できる指標を用いた分析を重
ね、認知能力との関係で精度を上げた分析を進めていく
ことが必要である。さらに、女性には「忍耐力」や「努
力」を重視する傾向がみられていることについて詳細な
分析を進めることが今後の課題である。
［注］
（1）文部科学省「生きる力」（2017.11.3閲覧）
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/1383986.htm
（2）文部科学省「人間力」（2017.11.3閲覧）
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/016/
siryo/05112802/005/003.htm
（3）文部科学省「学士課程教育の構築に向けて」（2017.10.22
閲覧）
http://www.mext.go.jp/component/b_menu/shingi/toushin/__
icsFiles/afieldfile/2008/12/26/1217067_001.pdf
（4）一般社団法人日本経済団体連合会「2016年度新卒採用に
関するアンケート調査」（2017.11.12閲覧）
http://www.keidanren.or.jp/policy/2016/108.html
（5）文部科学省学科系統分類表（2017.9.20閲覧）
http://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/001/05122201/006/
004/001.htm 等
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