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教員の働き方における部活動の問題については，現

1 ．問題の所在

行の制度設計が不十分であるがゆえに，部活動顧問を

本稿の目的は，過去の部活動経験との関連から，部

担う教員に多大な負担が強いられていることが問題視

活動指導において教員の主体的過熱が生起するメカニ

されてきた。例えば，内田（2017）は，部活動に関す

ズムを明らかにすることである。

る従来の議論が，教員ではなく生徒により強く視点を

現在，学校の働き方改革の旗印のもと，公的に，ま

向けてきたことを指摘したうえで，
「自主的な活動」で

た学術レベルでも教員の働き方をめぐる議論が活発に

あるはずの部活動が，
「自主的」であるがゆえに，生徒

行われている。文部科学省が2016年に行った「教員勤

だけでなく教員も含めて過熱していることを論じてい

務実態調査」では，小学校教員の33.4％，中学校教員の

る。そして，こうした労働環境が，教員自身に多くの

57.7％が「過労死ライン」を超える勤務状況にあるこ

負担と困難をもたらしているとし，さまざまな教員の

と，中学校教員の土日における部活動・クラブ活動の

声を紹介しながら，その問題性を論じている。

時間が大幅に増加していることが明らかにされた。日

しかし，これまでの研究では，部活動の問題性が指

本の学校教員の働き方を考えるうえで，部活動が重要

摘される一方で，主体的に過熱する教員の実態につい

であることは，国際比較調査の結果からも示唆されて

ては十分に検討されてこなかった。内田（2017）は，

おり（国立教育政策所編 2014など），現在の働き方改

部活動指導の負担を抱える教員の語りを踏まえつつ，

革の行方を考えるうえでも部活動に着目する必要があ

部活動が「自主的な活動」だからこそ過熱すると論じ

る。

ているが，そのメカニズムについては詳細に検討して
いない。
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こうした中で，部活動指導における教員の主体的過
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熱について扱った数少ない研究として中澤（2011）が
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あげられる。中澤（2011）は，これまでの研究を，運
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動部活動に関わる動機付けとしての教育的意義に着目

第二に，都道府県間の学校数・教員数の違いに配慮

した研究と，顧問教師の消極的なかかわりを規定する

した。まず各都道府県の学校基本調査の結果から都道

要因に着目した研究に分けたうえで，運動部活動に積

府県ごとの教員数の比率を求めた。そのうえで，予算

極的にかかわる教員が，部活動指導に伴う困難をどの

の関係上調査が可能と考えられた300校を，各都道府

ように乗り越えているのかという問いを導出する。そ

県の教員数の規模に合わせて配分した。具体的には，

して，分析結果として，部活動指導に伴う困難に対し

教員の多い都道府県からは多めの学校を抽出し，教員

て，教員自身が教育的な意味づけをしていること，そ

数の少ない都道府県からは少なめの学校を抽出するよ

れによって主観的に困難を乗り越えながら積極的に部

うにしている。これにより，調査対象校が特定の地域

活動指導に関与していることを指摘した。

に偏ることを避け，得られるデータができるだけ全国

言うまでもなく，部活動問題に直面する教員の声を

的な縮図となることをめざした。

拾い上げ，改革へと結び付けていく取り組みは評価さ

第三に，調査対象校の学校規模が偏らないように配

れるべきである。また，これまでの部活動研究が，暗に

慮した。まず，『2017年度版 全国学校総覧』に掲載さ

部活動の意義を前提とし，その効能を指摘してきたこ

れた各学校の生徒数から，各都道府県の学校規模の分

とに鑑みれば（例えば，大竹・佐々木 2009：黒澤・横

布を確認した。その後，その分布に沿って，各都道府

山 2015など），部活動が持つ負の側面に照準を合わせ

県の学校規模ごとの抽出校数を決定した。たとえば，

ることも必要な作業である。しかし，部活動問題を含

大規模校の多い都道府県では大規模校が多く抽出され

めた働き方改革を実現するためには，現在の働き方に

るように，小規模校が多い都道府県では小規模校が多

積極的な意義を見出している教員が，なぜ主体的に部

く抽出されるようにした。

活動へと引き込まれていくのか，その背景とメカニズ

第四に，対象校に勤務する教職員全員に質問紙を配

ムを明らかにする必要がある。これらの論点が検討さ

布した。学校単位で調査対象を選ぶ場合，①対象校の

れなければ，教員の働き方を改善するための施策が，

中から一部の教職員を抽出する方法と，②対象校の教

教員自身の反対によって阻まれてしまう可能性が十分

職員全員を調査対象者とする方法の二つがある。①の

にあるからである。

場合，対象校から無作為に対象者を選ぶことができれ

そこで本稿では，中澤（2011）の関心を引き継ぎつ

ば偏りを避けることができる。しかし今回の調査で

つ，教員が部活動指導に主体的に過熱するメカニズム

は，人員，準備期間の観点から，調査対象校から対象

を検討する。具体的には，教員個人の過去の部活動経

者を無作為抽出することは困難であった。そこで，②

験に着目して，過去の経験が現在の部活動指導の過熱

対象校に勤務する教職員全員に質問紙を配布すること

にいかに関連しているのかを明らかにする。

で，回答者が特定の立場の教職員に偏ることを避けよ
うと試みた。

2 ．調査の概要

以上の手続きを経て，全国22都道府県の計284校の

2 ．1 ．使用するデータ

中学校に勤務する教職員計8112名を対象に，質問紙調

本稿では，
「中学校教職員の働き方に関する意識調

査を実施した。うち221校（77.8％）から回答があり，

1

回収できた個票の総数は3,982票（回収率：49.1％）で

の計284校（教職員数は計8,112名）を対象に，2017年

あった。本稿では，そのうち，部活動顧問を主に担っ

11月から12月にかけて実施した。

ている「主幹教諭」（N=110），
「教諭」（N=2787），
「常

査」のデータを使用する。調査は，全国22都道府県

調査の実施に際しては，基本的に次のような手続き
で調査校・対象者の抽出を行った。

勤講師」（N=285）の回答データを使用する。本稿で使
用する主な変数の記述統計を表 1 で示す。

第一に，全国でできるだけ多くの都道府県を選定し
た。予算等の制約があったものの，半数近くの22都道

2 ．2 ．分析の視点―年代・過去の部活動経験

府県にまで調査範囲を拡げた。

本稿では，教員の年代に着目して分析を行う。これ
までの各種調査（連合総研 2016：文部科学省 2018な

1

調査対象となった都道府県は次のとおりである。北

ど），および先行研究（久保田 2013：神林 2017など）

海道，岩手県，秋田県，山形県，茨城県，千葉県，東

において，教員の勤務状況や多忙化の度合いは年代に

京都，神奈川県，新潟県，石川県，山梨県，静岡県，

よって大きく異なることが示されているからである。

大阪府，兵庫県，奈良県，岡山県，広島県，徳島県，

また，教員研究においては，教員の年齢や教員歴に

福岡県，佐賀県，大分県，沖縄県。

よって直面する困難が異なることが示されている（紅
― 110 ―

名古屋大学大学院教育発達科学研究科紀要（教育科学）

第65巻第 2 号（2018年度）

表 1 ：使用する変数の記述統計
変数名
年齢

N

平均値

標準誤差

最小値

3,119

41.4

11.5

20

最大値
67

（中学校での部活動が）楽しかった

2,940

1.8

0.9

1

4

（高校での部活動が）楽しかった

2,494

1.7

0.8

1

4

部活動の顧問は楽しい

2,973

2.3

0.9

1

4

週あたり部活動立会時間（単位：分）

2,805

643.5

375.2

0

2400

林 1999）。よって，教員の年代に着目することで，よ

質問項目に加えて，過去の部活動経験を尋ねる質問項

り多面的に多忙化の実態を検討できると考える。

目として「（中学校での部活動が）楽しかった」「（高校

また，本稿では，部活動指導の主体的過熱の背景を

での部活動が）楽しかった」（いずれも 4 件法）を設け

検討するにあたって，教員個人の過去の部活動経験に

ている。これらの質問項目を用いて，過去の部活動経

着目する。ここで参照するのは，過去の学校経験に着

験における評価が，現在の部活動顧問における評価と

目して教員の職業的社会化を論じた太田（2012）であ

いかなる関係にあるのかを検討する。

る。太田（2012）は，教員志望者と他職希望者とを弁

併せて，本調査では現在顧問をしている部活動の種

別する学校経験として，生徒時代におけるリーダー経

類のほかに，中学・高校時代に参加していた部活動の

験を指摘し，それが「教職適性の自覚，教師的な視点

種類を尋ねている。加藤（2018）によれば，中学・高

の獲得など教職志向を高める契機」（p.183）になって

校時代に，現在顧問をしている部活動の経験がある教

いることを明らかにした。教職への志向性が，過去の

員ほど，顧問をすることによるストレスが小さく，来

学校経験と密接につながっていることが示唆されてい

年度も顧問をしたいと答えていた。過去に参加してい

るのである。

た部活動の種類と現在顧問をしている部活動の種類が

この知見を本稿に援用するならば，教職志望者が，
過去に予期的社会化の効果を成す学校経験を積んでき

一致するか否かによって，教員の部活動指導に対する
取り組み方に違いが生じていると予想される。

たように，現在，部活動指導に過熱する教員も，そうな

以上から，本稿では，教員の年代に着目して，より

るように方向付けられるような部活動経験を蓄積して

具体的には教員の年代間および年代内の差異に着目し

2

きたのではないだろうか。中澤（2012） や内田（2017）

て，部活動指導が過熱するメカニズムを，「楽しさ」

をはじめ，先行研究の多くが，自ら部活動指導にのめ

という主観的評価と，過去と現在の部活動の種類の一

り込んでいくという主体的過熱のメカニズムを現在の

致／不一致という観点から検討する。分析は，以下の

地平で捉えてきたとすれば，過去の部活動経験との連

方針で進めていく。まず次節では，より多くの時間を

関のうえで主体的過熱を論じる本稿は，これまでとは

部活動指導に費やしている教員が誰なのかを，年代別

異なる多忙化の側面を明らかにすることができると考

に検討する。結論を先取りすれば，若手教員で主体的

える。

過熱の状況にあることが示される。 4 節では，そうし

教員個人の過去の部活動経験として，本稿で取り上

た若手教員の内部においても，部活動指導へのコミッ

げるのは，
「楽しさ」という主観的評価と部活動の種類

トメントに差があることを指摘し，その分化を説明す

である。本調査では，現在の部活動に対する肯定的評

る要因として，過去の部活動経験に対する評価に着目

価を尋ねた「部活動の顧問は楽しい」（ 4 件法）という

する。続く 5 節では，過去に経験した部活動の種類と，
現在顧問をしている部活動の種類の一致／不一致に着

中澤（2012, p.32）は，部活動指導に消極的ながらも

目して，部活動指導における過熱のメカニズムを検討

関与を続ける教員を説明する際に，「個人的志向」と

する。最後に 6 節では，本稿の知見をまとめ，主体的

して「個人的な趣味・志向の次元で運動部活動へかか

に過熱する教員の問題性を改めて指摘するとともに，

わることを望んでいた教師」について「例外的ケース」

その問題解決にあたって，大学教育が果たすべき役割

と留保をつけながら指摘している。本稿は，こうした

を考察する。

2

個人の次元における過去と現在との関連性に焦点を置
いて，現在における部活動指導の過熱を，量的調査の

3 ．年代別にみる部活動指導の実態
分析を始めるにあたり，本節ではまず，現在の部活

結果を用いて詳細に検討するものである。
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表 2 ：年代別週当たり部活動立会時間（単位：分）

動指導の実態について明らかにする。表 2 は，教員の
年代別に，週当たりの部活動立会時間の平均値を示し
ている。表からは，より若手の教員で，部活動立会時
間が長くなっていることがわかる。20代と30代の教員
では，週当たり700分（約12時間）を超えるのに対し，
40代以上では600分（約10時間）を下回っている。部活
動顧問による負担は，立会時間という客観的側面に着

平均値

標準誤差

730.4

14.1

30代（N=699）

713.2

15.1

40代（N=657）

599.9

14.2

50代以上（N=769）

546.7

12.7

20代（N=645）

目した場合，若手教員に偏っているといえる。

0%
教材研究・授業準備

それでは，時間的負担を伴う部活動指導に対し，教
員はどのような意識をもっているのだろうか。図 1 ・
図 2 では，部活動指導を含めた 6 つの業務に対し，教
員が「増やしたい」（「増やしたい」+「どちらかとい

20%

自主研修

（「減らしたい」+「どちらかといえば減らしたい」），
「担当していない」と答えた割合を，教員の年代別に示

30 代（N=744）

67.1

40 代（N=755）

62.1

22.7

60.3

25.7

46.8

30 代（N=744）

51.6

36.1
37.7

学級経営

37.9

3

増やしたい

が（図 2 ）位置付けられる。

10.1 1.3
9.5 11.6

40.5

15.0

39.8

18.0

40.3

今のままでよい

19.1

23.3

** ：p<0.01 * ：p<0.05

減らしたい

6.5
12.0

18.4

*** ：p<0.001

業務には，「授業時間」，「部活動指導」，「生徒指導」

11.9 0.4

36.8

29.0

1.5

15.1 0.4

50.9

*** 50 代以上（N=921）

経営」，「自主研修」が（図 1 ），「減らしたい」が多い

13.5 0.4
14.8

40 代（N=756）

40 代（N=748）

14.7 0.5

33.3

42.1

0.5

15.7 0.0

37.0

51.2

30 代（N=738）

100%
17.8

17.2

50 代以上（N=938）

**

20 代（N=672）

たい」が多い業務には，「教材研究・授業準備」，「学級

80%
18.3

** 50 代以上（N=938）

した。
まず，業務によって回答傾向に違いがある。
「増やし

60%

63.5

20 代（N=671）

えば増やしたい」），「今のままでよい」，「減らしたい」

40%

20 代（N=674）

† ：p<0.1

担当していない

図 1 ：年代別にみる業務増減の希望①
（増＞減 単位：％）

また，教員の年代に着目するならば，「自主研修」
を除いた 5 つの業務のいずれにおいても，若手教員で
「増やしたい」とする教員の割合が多くなっている。例

0%
20 代（N=674 ）
授業時間

えば，業務別に見たときに「増やしたい」が多かった
「学級経営」では，20代教員の42.1％が「増やしたい」
と答えているのに対し，50代以上教員では，18.0％ま

生徒指導

一方，全体の傾向では「減らしたい」が多数派であっ

部活動指導

「部活動指導」でその傾向は顕著であり，
「増やしたい」
と答えた教員の割合は，20代・30代教員では15％を超

0.0

12.3

50.9

36.3

0.5

30 代（N=744 ）
40 代（N=754 ）

30 代（N=742 ）
40 代（N=756 ）

1.9

47.7

40.9

0.3

45.5

35.5

18.7
15.2

1.3

44.4

39.0

15.3
9.5

0.9

39.4

42.7

16.9

3.3

30.1

43.9

22.8

0.5

43.8

45.9

9.8

0.8

55.5

28.4

6.9

30.6

60.1

2.5

*** 50 代以上（N=939 ） 6.4

32.2

57.4

4.1

増やしたい

である。

0.7

40 代（N=755 ）

*** ：p<0.001

えるのに対し，40代・50代以上教員ではその半分以下

100%

28.3
35.8

20 代（N=673 ）

教員の割合は若手教員で多くなっている。とりわけ，

80%

53.0

*** 50 代以上（N=935 ）

た 3 つの業務いずれにおいても，
「増やしたい」とする

60%

57.1

11.3

20 代（N=672 ）

かだが多くなっている。

40%

30 代（N=744 ）

*** 50 代以上（N=937 ）

で減少し，また「減らしたい」という教員の方がわず

20%
13.8

今のままでよい

** ：p<0.01 * ：p<0.05

減らしたい

† ：p<0.1

担当していない

図 2 ：年代別にみる業務増減の希望②
（増＜減 単位：％）

以上をまとめるならば，部活動指導における時間的
負担が大きい若手教員において，部活動指導を「増や
神林（2017）は，日本の公立小・中学校教員に負担

したい」とする教員が多くなっているのみならず，か

をもたらす業務として，従来指摘されてきた周辺的な

れらは他の業務に対しても「増やしたい」とする意識

業務のほかに，生徒指導などの本来的な業務が，教員

を有しているといえる。酒井（1998 p.246）は，教員

の時間的・心理的負担になっていることを指摘してい

の多忙化の要因として，「指導という名の下に生徒の

る。本調査結果において生徒指導が「減らしたい」業

あらゆる側面への働きかけが教育的に意味づけられて

務に含まれたのは，こうした時間的・心理的負担によ

いること」を指摘しているが，あらゆる業務に取り組

るものと推察される。

もうとする志向性は若手教員で顕著に確認できるので

3
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ある。
0%

しかし，ここで改めて着目したいのは，「部活動指
導」に対して，年代別にみれば，たしかに若手教員で

20 代（N=571）

「増やしたい」が多くなっているが，年代内において

30 代（N=585）

は，半数近くの教員（45.5％）が「減らしたい」と答え

40 代（N=532）

ていることである。野村（2018）は，若手教員が年配

50 代以上（N=657）

教員に比べて，部活動に対する積極的な意義づけから

50%

45.7

23.1 10.0 21.2
14.6

29.6

19.2

15.6

35.7

22.1

23.8

15.4 17.3

43.4

44.1

19.2

p<0.001

部活動指導によりコミットしている可能性を指摘した

中高楽しい

が，若手教員内部においても，部活動に対するコミッ

中学のみ楽しい

高校のみ楽しい

中高楽しくない

図 3 ：年代別にみる中高時代の部活動経験

トメントの度合いに差がみられるのである。次節で
は，部活動指導をめぐるこの年代内の差異を生み出す

0%

要因を，教員個人の部活動経験に着目して検討する。

20%

40%

20 代

高校のみ楽しい（N=98）

50 代以上

4 ．1 ．年代別にみる過去の部活動経験における
楽しさ
本節で使用するのは，中学および高校時代の部活動
経験に対する評価である。すなわち，中学・高校での

***

部活動について「楽しかった」かどうかを尋ねた質問

68.7
70.2

*** ：p<0.001

項目を使用し，過去の部活動経験が，現在の部活動に

楽しい

35.7

64.3

中高楽しい（N=131）

中高楽しくない（N=273）

13.1
22.6
40.7

59.3

中学のみ楽しい（N=84）
高校のみ楽しい（N=116）

80% 100%

77.4

中学のみ楽しい（N=84）

*** 中高楽しくない（N=135）

60%

86.9

中高楽しい（N=244）

4 ．過去の部活動経験の楽しさと部活動指
導の過熱

対する意識や活動状況（＝部活動立会時間）といかな

100%

54.3
45.1

31.3
29.8
45.7
55.0

** ：p<0.01 * ：p<0.05

† ：p<0.1

楽しくない

図 4：年代別にみる過去の経験と現在の楽しさの関連性

る関係にあるのかを検討する。
まず，上記の質問項目を用いて，
「中高楽しい」，
「中
学のみ楽しい」，
「高校のみ楽しい」，
「中高楽しくない」
という 4 つのカテゴリーを作成し，年代別にその分布

4 ．2 ．過去の部活動経験における楽しさと現在
の部活動顧問における楽しさの結びつき

4

を確認する 。図 3 からは，若手教員で「中高楽しい」
と答えた者が多く，それとは逆に年配教員において
「中高楽しくない」が多くなっていることがわかる。

図 4 では，年代別に，過去の部活動経験に対する評
価と，現在の部活動指導に対する評価との関連を示し
ている。図からは，次の 3 点がわかる。第 1 に，いずれ

それでは，こうした過去の部活動経験における「楽

の年代においても，「中高楽しい」と答えた者で，「部

しさ」は，現在の部活動顧問における「楽しさ」とど

活動の顧問は楽しい」と答えた者が多くなっている。

のような関係にあるのだろうか。以下では，煩雑さを

50代以上教員では，
「中高楽しい」よりも「中学のみ楽

避けるために，最も若い20代教員と最も年配の50代以

しい」のほうが，現在の顧問を「楽しい」とする割合

上教員を取り上げ，両者を比較検討することで年代間

が多いが，その差はわずかである。「中高楽しくない」

の差異を明らかにする。また，それぞれの年代内の差

と答えた者との差をみると，いずれも20％以上の開き

異についても言及する。

が確認でき，20代教員では27.6％，50代以上教員では
23.6％の差がみられる。つまり，過去の部活動経験に

4

「（中学での部活動は）楽しかった」「（高校での部活

動は）楽しかった」という質問項目に対し，
「とてもあ

おいて楽しさを享受できている者ほど，顧問として部
活動に楽しさを見出せていると言える。

てはまる」のみを「楽しい」に，
「どちらかといえばあ

第 2 に，年代間の差異に着目するならば，過去の部

てはまる」「どちらかといえばあてはまらない」「まっ

活動経験における楽しさは，若手教員ほど，現在の顧

たくあてはまらない」を「楽しくない」として集計し

問の楽しさと密接に結びついている。例えば，
「中高楽

た。このように処理することで，部活動に対しより強

しい」者で，現在の部活動顧問を楽しいと答えた者の

く肯定的な意識をもっている者とそうでない者との差

割合は，20代では86.9％であるのに対し，50代以上で

異が確認できる。以下の分析でも，同じ変数を使用し

は68.7％となっている。過去の部活動経験における楽

ている。

しさの享受と，現在の部活動顧問としての楽しさの享
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5

受は，若手教員で顕著に確認できるのである 。

0%
20 代

しかし，第 3 に，20代教員の内部においても，部活
動顧問を「楽しくない」ものとして認識している教員
が一定数存在していることがわかる。特に「中高楽し

楽しくない（N=166 ）

30 代

教員と比べると，
「楽しくない」の割合は全体的に少な
いが，20代教員においても，部活動顧問に積極的に関

***

26.7

楽しい（N=440 ）

楽しくない（N=382 ）
中位

29.6

43.4

42.7
23.6

5.1
19.9

44.3

7.8
29.0

41.8
45.8

*** ：p<0.001

上位

2.9
5.4

46.7
48.8

楽しくない（N=307 ）

100%

48.2

33.3

楽しい（N=387 ）

40 代

「楽しくない」ものと捉えている。たしかに，50代以上

80%
41.4

65.3

楽しくない（N=261 ）

***

60%

46.4

***

50 代以上

つ教員においては， 4 割の教員が現在の部活動顧問を

あるだろう。

40%
55.7

楽しい（N=449 ）

くない」と過去の部活動経験にネガティブな認識を持

与できていない教員がいることは指摘しておく必要が

†

20%

楽しい（N=485 ）

15.5
30.6

** ：p<0.01 * ：p<0.05

† ：p<0.1

下位

図 5 ：部活動顧問の楽しさと部活動立会時間の関連性

以上の検討から，過去の部活動経験を「楽しい」と
評価している者ほど，現在における部活動顧問を「楽

時間の関係をみたのが図 5 である。図からは，いずれ

しい」と評価していることがわかった。もちろんここ

の年代においても部活動顧問を楽しいと思っている

では，部活動をめぐる評価の相関関係を示したのであ
り，明確な因果関係を指摘したわけではない。しかし，

層で部活動立会時間が長くなっていることがわかる。
「上位」の割合に着目すれば，その差は30代で最も大

教員集団において，過去から現在に至るまで部活動を

きく，部活動顧問を「楽しい」とする教員の65.3％が

「楽しい」ものとしてポジティブに評価し続けている者

「上位」に位置づく一方で，「楽しくない」と答えた教

と，部活動を楽しいものとは認識していない者がいる

員では33.3％に過ぎない。部活動顧問を楽しんで行っ

ことは確かである。それでは，こうした現在における

ている教員ほど，部活動立会時間は長時間化している

部活動顧問の楽しさは，部活動立会時間とどのような

と言える。

関係にあるのだろうか。次項でこの点を確認する。

さらに年代別にみれば，「楽しい」「楽しくない」い
ずれにおいても，若手教員であるほど「上位」が多く

4 ．3 ．部活動顧問の楽しさと部活動立会時間の
関連性
まず，使用する変数について説明する。本稿では，部

なっていることがわかる。このことは表 1 の結果と一
致するが，「楽しい」層と「楽しくない」層とで「上
位」の割合が多いことの意味は大きく異なる。

活動立会時間をカテゴリー変数に変換して使用する。

つまり，
「楽しい」層に関しては，それが部活動立会

すなわち，部活動立会時間を，その多寡に応じて三分

時間を有意に増大させているという点で，部活動指導

割し，最も時間の長い層を「上位」，最も時間の少ない

における主体的な過熱を示している。かれらは，楽し

層を「下位」，その間の層を「中位」として使用する。

さを感受できている点でそうでない教員と比べてより

年代別に，現在の部活動顧問の楽しさと部活動立会

望ましい状況にあるようにみえるが，それが「上位」
の割合の大きさ，つまり，部活動指導の長時間化に結

このほかに，中学での部活動経験と高校での部活動

び付いている点で，過労死などの労働問題に直面する

経験の違いに着目すると，中学での部活動経験のほう

リスクも大きいのである。そして，この現在における

が，現在の部活動顧問における楽しさと強く結びつい

楽しさと密接に関連していたのが，過去の部活動経験

ていることがわかる。いずれの年代においても，「中

における楽しさであった。前項の分析と併せて考察す

学のみ楽しい」と答えた教員のほうが，「高校のみ楽

るならば，中学・高校時代において部活動に楽しく取

しい」と答えた教員に比べて，現在の部活動顧問を楽

り組んでいたと答えた教員において，それが現在の部

しいと答えている。この関連については，より詳細な

活動顧問の楽しさへとつながり，部活動立会時間の相

検討が必要であるため，ここでは仮説的に考察する

対的な長さに結実していると考えられるのである。

5

が，通常，部活動への本格的な参加が中学校から開始

次に，
「楽しくない」という教員の立会時間の分布に

され，かつ全員参加の原則によって，ほとんどすべて

は，主体的な過熱とは別の問題が指摘できる。すなわ

の者が部活動に巻き込まれていることから，記憶とし

ち，部活動顧問が「楽しくない」にもかかわらず，若手

て残りやすく，これまでの学校経験にない新しい活動

教員は長時間部活動顧問を担わされているのである。

としてポジティブに想起されやすいのではないかと考

年代別に，「楽しくない」と答えた教員のなかの「上

えられる。

位」の割合をみると，20代では46.4％とおよそ半数の教
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表 3 ：部活動の種類の一致／不一致に関する変数

員が部活動に強くコミットさせられている一方で，30
代では33.3％，40代で26.7％，50代以上では23.6％にす
ぎない。若手教員においては，部活動指導を強いられ
る側面が少なからず存在しているといえる。
部活動における時間負担の問題は，一方で，過去の
経験から楽しさを引き継ぎ，主体的に過熱する教員の
問題でありながら，他方で，楽しさを見出せていない

N

％

1,877

59.5

中高どちらかで経験

570

18.1

中高いずれも経験

709

22.5

3,156

100.0

未経験

合計

にもかかわらず，過度なコミットメントを強いられる
教員の問題でもある。しかも，この相反する 2 つの問

分析の前に，部活動の種類の一致／不一致につい

題が，若手教員の内部でともに確認できるのである。

て，それぞれのカテゴリーがどれほどの規模を占める

ここに年代内の差異に注視する意義が見出せよう。

のかを確認する（表 3 ）。最も規模が大きいのは，「未

以上，本節では，教員個人の過去の部活動経験にお

経験」であり，59.5％と半数以上を占める。ここから

ける楽しさに着目して，それが現在の部活動顧問の楽

は，半数以上の教員が，これまでに経験したことのな

しさや部活動立会時間とどのように結びついているか

い部活動の顧問を現在担っていることがわかる。次

を検討してきた。その結果として，第 1 に，部活動に

に，
「中高いずれも経験」
（22.5％），
「中高どちらかで経

おける主体的過熱は，教員個人の過去の部活動経験と

験」（18.1％）が続く。こうした部活動の種類の一致／

密接につながっていること，第 2 に，その過熱は，確

不一致は，教員の働き方にどのような影響を与えてい

かに若手教員において顕著だが，同時に部活動顧問を

るだろうか。

強いられている者も存在していること，の 2 点が明ら
かとなった。年代内に内包された，この 2 つの問題を
同時に制度改革の射程に据えることが肝要となる。

5 ．部活動の種類からみる過熱のメカニズム
前節では，過去の部活動経験に対する評価の観点か

5 ．1 ．部 活動の種類の一致／不一致に着目し
た部活動指導の実態
はじめに，年代別に部活動の種類の一致・不一致を
みる。図 6 からは，教員の年代によって，部活動の種
類の一致度に大きな違いがあることがわかる。まず，

ら，部活動指導が過熱する背景を検討した。その結果

「未経験」は，年配の教員ほど多くなっている。20代で

を受けて，本節では，教員が中学・高校時代に経験し

は49.6％であるのに対し，50代以上では69.2％と大きな

た部活動の種類と，現在顧問をしている部活動の種類

差が確認できる。一方，
「中高いずれも経験」の割合に

の一致／不一致という観点から，教員の過去の部活動

着目すると，若手教員ほどこれまで経験してきた部活

経験が現在の部活動指導にいかなる影響を与えている

動の顧問を担っているといえる。20代では33.7％であ

のかを明らかにする。

るのに対し，50代以上では12.9％にすぎない。以上の

まず，本節で使用する部活動の種類に関する変数に

傾向からは，自らが経験してきた部活動の顧問を担う

ついて説明しておこう。本調査では，中学時代に加入

若手教員，自らが経験してこなかった部活動の顧問を

していた部活動の種類，高校時代に加入していた部活

担う年配教員という対比がうかがえよう。

動の種類，現在顧問をしている部活動の種類をそれぞ

次に，部活動の種類の一致／不一致別に現在の顧問

れ尋ねている。この 3 つの質問項目を用いて，部活動

の楽しさの状況（図 7 ）と部活動立会時間の分布（図

の種類の一致／不一致について，次の 3 つのカテゴ

8 ）を確認する。まず，現在の顧問の楽しさについて

リーを作成した。以下の分析では，この変数を用いて

みてみると，
「楽しい」と答えた者が最も多いのは「中

分析を行う。

高いずれも経験」であり，85.4％となっている。逆に
最も少ないのは「未経験」で47.8％と半数に満たない。

①未経験（現在顧問をしている部活動を，中高時代に
いずれも経験していない）

つまり，これまで一貫して同じ種類の部活動に関与し
てきた教員ほど，部活動顧問を「楽しい」と認識して

②中高どちらかで経験（現在顧問をしている部活動を，
中高時代のどちらかで経験している）

おり，そうでない教員は「楽しくない」と認識しやす
い。この知見は，常識の範囲内であろう。

③中高いずれも経験（現在顧問をしている部活動を，
中高時代にいずれも経験している）

続いて，部活動立会時間についてみると，
「上位」が
最も多いのは「中高いずれも経験」（62.6％）であり，
逆に最も少ないのは「未経験」（32.2％）となっている。
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20%

40%

20 代（N=667 ）

49.6

30 代（N=738 ）

51.2

40 代（N=756 ）

80%

16.6

未経験（N=320）

18.8

17.5

17.8
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楽しくない

下位

にはどのような違いが認められるだろうか。次項で，
この点を検討し，どのような教員が主体的に過熱しや
すいのかについての知見を得たい。

5 ．2 ．年代別にみる部活動の種類の一致／不一
致と部活動指導の関連

25.5

まず，年代別，部活動の種類の一致／不一致別に，部

10.0

活動顧問の楽しさをみたのが図 9 である。ここでも煩

32.3 5.0

げ，年代間の比較を行う。全体の傾向として指摘でき

p<0.001

しい」の割合が最も少なく，
「中高いずれも経験」で最

41.3

48.7

28.2

ことを指摘した。それでは，年代によって関連の仕方

p<0.001
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32.2

35.3

14.6

図 7 ：部活動の種類の一致／不一致別にみる部活動顧
問の楽しさ
0%

100%

図 9 ：年代別，部活動の種類の一致／不一致別にみる
部活動顧問の「楽しさ」
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80%
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未経験（N=571）
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図 6：年代別にみる部活動の種類の一致／不一致の分布
0%
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0%

100%

33.7

19.4

63.8

50 代以上（N=935 ）
未経験

60%

20 代

0%

雑さを避けるために20代教員と50代以上教員を取り上
ることは，いずれの年代においても「未経験」で「楽

図 8 ：部活動種類の一致／不一致別にみる部活動立会
時間

も多くなっていることである。年代別に見ても，経験
ある部活動の顧問であることが，よりポジティブに部
活動指導に関与することにつながっているといえる。
次に，年代間の差異に着目するならば，20代で全体

併せて，「下位」の割合は「未経験」（25.5％）で最も

的に「楽しい」という教員が多くなっていることがわ

多く，
「中高いずれも経験」（5.0％）で最も少なくなっ

かる。具体的にみると，20代ではたとえ「未経験」で

ている。経験のある部の顧問をしている教員ほど立会

あったとしても，64.7％の教員が部活動顧問を「楽し

6

時間が長くなっているのである 。

い」と答えており，また「中高いずれも経験」に至っ

以上，中高時代および現在と一貫して同じ部に関与

ては89.3％の教員が「楽しい」と答えている。とりわ

している教員で，部活動顧問が「楽しい」ものとして

け，前者（＝「未経験」）の傾向は他の年代には見ら

認識され，さらに部活動立会時間が長時間化している

れないものである。図は省略するが，30代では53.1％，
40代では57.8％，50代以上では56.2％と，「未経験」で

「中高どちらかで経験」の割合が，
「未経験」と「中

は「楽しくない」が半数以上を占めている。最も若い

高いずれも経験」のちょうど中間であることも，中高

20代教員では，他の年代とは異なって，たとえ未経験

時代に経験のある部活動の顧問をすることが，楽しさ

の部であったとしても楽しく顧問を担当できる素地が

という主観的側面，および部活動立会時間という客観

あると推察できる。また，後者（＝「中高いずれも経

的側面に影響を及ぼしていることを示している。

験」）に着目するならば，過去の部活動経験が，現在

6
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動顧問を楽しく感じており，長時間にわたる部活動指
導をしていることが分かった。そして，この傾向は若
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47.5

55.0

の結果，経験ある部の顧問をしている教員ほど，部活
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5.7
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47.5

況にあると考えられる。

0.9
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67.1
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33.0
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手教員で顕著であった。しかし，同時に，若手教員の

13.8

内部において，
「未経験」の部活動を担当する者で，顧

14.2

問が「楽しくない」にもかかわらず長時間の指導を強

† ：p<0.1

下位

図10：年代別，部活動の種類の一致／不一致別にみる
部活動立会時間

いられる者がいることが示唆された。部活動立会時間
が最も長く，他の年代と比べて，より積極的に部活動
指導に関与していると思われる若手教員の同一世代内
部に，主体的に過熱している教員と，強制された状況

の部活動顧問へと直接的につながることで，「楽しさ」
が引き起こされていると考えられる。
そして，ここで押さえておくべきは，各年代内にお

の中で関与させられている教員がいるのである。

6 ．まとめ・考察

いて部活動顧問を「楽しくない」とする教員が一定の

本稿では，教員の年代間・年代内の差異に着目しな

規模で存在していることである。確かに，年代間の比

がら，部活動指導において過熱している教員を特定

較では，20代における「楽しい」とする教員の多さは

し，過熱する背景を過去の部活動経験に対する評価と

指摘できる。しかし，例えば「未経験」では35.3％の

部活動の種類の一致／不一致という観点から検討して

教員が「楽しくない」と答えている。もちろん，その

きた。知見は次の 3 点である。

割合は50代以上の56.2％と比べると少ないが，未経験

第 1 に，部活動指導の時間的負担は，若手教員ほど

ゆえに部活動顧問を「楽しくない」とする教員が，若

大きくなっていた。しかしその一方で，部活動指導を

手教員内部にも存在することは指摘しておきたい。

はじめとするあらゆる業務において，若手教員で増加

それでは，部活動立会時間ではどうだろうか。図10
をみると，全体の傾向として，
「未経験」で「上位」の

を望む割合が多く，多忙化を自ら招き寄せる様子が看
取された。
第 2 に，多忙な状況にある若手教員について，年代

割合が最も少なく，逆に「中高いずれも経験」で最も
多くなっていることがわかる。図 8 で示した傾向は，

間の差だけでなく，年代内の差にも注視して，中高時

年代別に見ても確認されたといえる。このことは，過

代の部活動経験の楽しさという観点から検討したとこ

去の部活動経験が現在の部活動指導に引き継がれるこ

ろ，若手教員ほど中高ともに部活動が楽しかったとす

とによって，長時間労働が生じていることを意味して

る教員が多いこと，過去の部活動経験を楽しいと評価

いる。

する教員ほど，現在の部活動顧問を楽しいと認識して

加えて，年代間の差異に着目するならば別の問題が

いること，現状の部活動顧問を楽しいと認識している

浮かび上がる。つまり，若手教員において，「未経験」

教員ほど部活動立会時間が長くなっていることを示し

でも「中高いずれも経験」でも，
「上位」の割合が大き

た。しかし，一方で，特に中高ともに部活動が楽しく

くなっている一方で，年配教員では逆に「下位」の割

なかったとする教員においては，現在の部活動指導を

合が多くなっているのである。例えば，「未経験」で

楽しくないとする教員が多いこと，にもかかわらず，

は，20代の「上位」の割合が42.0％，
「下位」の割合が

若手教員では楽しくない中で，長時間に及ぶ部活動指

9.6％であるのに対し，50代以上では，それぞれ24.3％，

導が強いられていることを指摘した。部活動問題は，

35.6％と，若手教員では未経験であったとしても部活

一方で楽しさの連鎖の中で主体的に過熱している教員

動指導における過大な負担が背負わされていることが

の問題でありながら，他方で，楽しさを見出すことが

わかる。「未経験」で，部活動顧問が「楽しくない」と

できない中で長時間労働を強いられる教員の問題でも

する割合が高かったことを踏まえれば，若手教員は，

あるのである。こうした問題の二重性が若手教員の内
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部でともに見られたことは，今後の働き方改革のあり
方を構想する上で重要だと考える。

それでは，こうした過熱状態はどのようにして解決
できるだろうか。ここで再度注目したいのは，主体的

第 3 に，中高時代に経験した部活動の種類と現在顧

な過熱状態にある教員が，過去の部活動経験の楽しさ

問をしている部活動の種類の一致／不一致の観点か

や，経験そのものを教員になってからも引き継いでい

ら，部活動に関する主観的側面（＝楽しさ）と客観的

ることである。つまり，過去の部活動経験が，現在と

側面（＝部活動立会時間）を検討した。その結果，若

直接的に結び付いていることこそが，主体的な過熱状

手教員で中学から現在まで一貫して同じ部活動に関与

態を惹起していると考えられるのである。ゆえに，過

している教員が多いこと，そうした教員ほど，部活動

去の経験を相対化するような機会や経験を教員に提供

指導を楽しいと感じており，また部活動立会時間が長

することが必要であると考える。

くなっていることを指摘した。しかし，同時に若手教

本田（2018）は，文系大学教育のレリバンスについ

員では，特に中学・高校時代に経験した部活動とは異

て，学部の違いに注視して，その「役立ち感」を検討

なる部の顧問を担当した場合に，楽しくないとする教

する中で，教育学部が，将来の職業に対して内容的に

員が多くなる一方で，にもかかわらず長時間の部活動

レリバンスの高い教育と教員と学生との双方向的授業

指導が強いられていることがわかった。ここでも，世

をより多く行っていること，そうした教育実践が，仕

代内において，主体的に過熱している層と強制的に関

事に必要なスキル獲得に資していることを明らかにし

与させられている層がいることが明らかとなった。

た。しかし，加藤（2018）も述べるように，部活動に関

本稿の知見において，特に重要なのは，過去の部活

して教員養成課程で学習する機会は少ない。今後，部

動経験が現在の部活動顧問としての関与の仕方や程度

活動指導における主体的過熱を未然に和らげるために

に密接に関連していることである。部活動を楽しく経

も，特に教員養成系の教育学部の授業において，過去

験してきた者，同じ種類の部活動に関わってきた者

の部活動経験を相対化できるような機会や知識を提供

で，部活動指導における主体的な過熱が見られたので

することが必要ではないだろうか。教員養成系の大学

ある。

教育において，どのような教育を行えば，自らの部活

こうした主体的な過熱がなぜ問題なのか。それは，

動経験を相対化できるのか。また，すでに教員となっ

教員の部活動指導に対する自発的な「やりがい」が，

て働いている者に対してはどのような機会を設けるこ

多忙化状況において容易に搾取され，主体的にのめり

とが可能なのか。これらの具体的な問いに対し，本稿

込むうちに過労死といった帰結を招き寄せかねないか

の検討では十分な回答を提示できない。今後，分析を

らである。本田（2011, p.99）は，「やりがい」といっ

精緻化させつつ，現実的な対応策を考えていきたい。

た労働者の自発性が，働かせる側の仕掛けによって巧
妙に搾取される構造を「〈やりがい〉の搾取」として問
題化した。本稿の議論にひきつければ，特に中学・高
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Why Teachers Actively Participate in the Coaching of Extracurricular Club
Activities in Japan; A Relationship to Past Experiences
Hayao NOMURA*, Kazusa OTA*, Koto KAMIJI*, Kazuaki KATO**, Ryo UCHIDA***
This paper uses the viewpoint of a teacher’s past experience to reveal the mechanism that relates
to a teacher’s subjective feelings when coaching extracurricular club activities.
Currently in Japan, there is much discussion of work-type reforms regarding the way teachers work
in public and at academic levels. Various investigations show the situation of teachers in contemporary Japanese society as one of excessive overwork. In particular, for junior high school teachers,
the temporal and psychological burden of monitoring club activities has been regarded as a problem.
Although previous studies have pointed out problems due to extracurricular club activities, the
problem of a teacher’s subjective feelings – over-reacting, acting out, or passionately involved – has
not been sufficiently studied. Therefore, in this paper, we examine the mechanism by which teachers
experience subjectively the coaching of extracurricular club activities.
The results of this paper are as follows. Firstly, the temporal burden of coaching of extracurricular
club activities falls hard on younger teachers. However, in all tasks, including club activities, young
teachers express a desire for increased work, making it appear s though they were inviting themselves to be busier.
Secondly, from the viewpoint of subjective enjoyment experienced from recalled participation
their own junior high school and high school club activities, young teachers who found enjoyment
from participating in current school club activities were those who had evaluated their own past club
experiences positively, so tended to contribute a longer time to overseeing these activities as teachers. However, those teachers who recall their past club activities as not having been so enjoyable do
not find the current participation in club activities as teachers so positively. Yet due that fact that
they are young teachers, they are forced to instruct a club activity for a long time.
Thirdly, there are many young teachers who have been involved in the same club activities consistently from their own junior high school years up through the present time; they derive pleasure from
coaching the club activities so their time commitment for coaching is longer. At the same time among
young teachers, there are many who do not enjoy being in charge of club activities they have themselves not experienced previously and dislike being forced to commit a long time for such guidance.
In this paper, we have analyzed the issue of teachers’ subjective feelings regarding responsibilities toward club activities and point out the necessity to set up opportunities during the pre-service
teacher training stage for each pre-service teacher to express his/her own experience of past club
activities.
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