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Ⅰ.　研究目的

本研究は東京女子体育大学の学生を対象に高校
時代の課外活動の実態について質問用紙による調査
を実施し、調査結果より考察をおこなったものである。
学校教育への選択制の導入により、本学学生の
高校時代に受けた保健体育の授業や部活動等の実
態は様々になってきている。そこで、平成27年度に
東京女子体育大学一年生に対し、東京女子体育大
学女子体育研究所が実施した質問用紙調査の結果
を受け、高校時代の部活動等の実態を把握し、今
後の本学の教育に役立てようとするものである。

Ⅱ.　研究方法および内容

調査対象者：東京女子体育大学　一年生374名
調査内容： 競技レベル毎に練習量、指導者の熱

意、支援、施設、技能向上の成果、
進路及び人間的な成長に与えた影響
についての結果から考察をおこなう

競技レベル分けは下記のとおり（Q24）
競技レベル4： 県・地区レベルの大会への出場

経験が5回以上
競技レベル3： 県・地区レベルの大会への出場

経験が3～4回
競技レベル2： 県・地区レベルの大会への出場

経験が1～2回
競技レベル1： 県・地区レベルの大会への出場

経験なし

競技レベル毎の人数下記のとおり
競技レベル4は275名、競技レベル3は31名、
競技レベル2は38名、競技レベル1は29名
　

Ⅲ .　究結果及び考察

1） 練習時間について
毎日3～5時間の練習をしていたという回答が最も
多く全体の61％であった。週0～5日の活動であった
と回答した者は全体の14.9％であった。県・地区レ
ベルの大会に5回以上の出場経験を持つ競技レベ
ル4では毎日5時間以上練習していたと回答した者が
14％、3時間未満12％、3～5時間65％であった。県・
地区レベルの大会に経験を持つ者の中に毎日練習を
していなかった者は16％いた。しかしながら、競技
レベル4では週3日以下の練習と回答した者はいな
かった。競技レベルが高いところをキープして活動
していた者は練習に費やした時間が多かったことを
示す結果となった。（表1）

高校時代の保健体育授業や課外活動等の実態調査：
部活動やクラブチームでの活動についての一考察
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競技レベル高 13.5% 64.6% 12.4% 8.8% 0.0% 0.7%

競技レベル低 5.2% 50.5% 13.4% 25.8% 4.1% 1.0%

表1．競技力と練習時間
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2） 指導者が教育や指導に熱意を持っていたか・
学校側の理解や支援について・指導者への
相談のしやすさについて
指導者が教育や指導に「熱心であった」「とても熱
心であった」と高い評価の回答した者は全体の92％
であった（表2）。学校側の理解や支援については
「あった」「とてもあった」の高評価を示したのは全
体の75％であった。高評価回答の内訳は競技レベ
ル4が熱心さについて75%、支援理解について79％
が高評価回答を示している結果であり、競技レベル
が高いほど指導者の熱意や学校側の支援が強力で
あったことを示す結果となった（表3）。指導者に何
でも相談が出来たかについては高評価回答した者
は全体の56％と前項目に比べて若干少なめであった
が、やはり競技レベル4が63％と高評価群が多かっ
た（表4）。クラブ指導において競技力向上を目指す

上で指導者の熱意や支援体制は大きな影響があり、
高校生にも十分にそのことが伝わっていることが明ら
かになった。
相談のしやすさは活動力をつける弾みにつながる

ので今後指導者の課題として取り上げていくべき課題
として特記しておきたい。
本学においての平成23年度卒業生に対する満足
度調査では「尊敬はできるが相談はしづらい教員」と
しての傾向がやや強くみられるとの報告があげられ
ている。尊敬はしていても，クラブでの悩みなどを相
談するには気が引けるということであろう。（平成23
年度東京女子体育大学卒業生に対する満足度調
査）大学生になり更に感じる力を持っていることを理
解し、高校時代との比較をした時にも満足できる体制
を整える必要があるのではないかと思うところである。
襟を正した指導者の姿勢や温かさのある支援を提供
していかなければならないと感じる結果となった。

3） 施設の充実について
「充実していた」「とても充実していた」という高評
価回答をした者は65％であった。競技力レベル4が
80％を占めている。本学平成23年度卒業生に対す
る満足度調査において「専門大学としての施設の充
実度」「クラブ活動での使用施設の充実度」において
いずれも満足度が低値であったことがと報告されてい
る。「練習するグランドがない」、「練習場所が交代
制で十分確保されていない。調整が大変であった」、
「陸上トラックが自由に使用できない」、「部活動の
人しか施設を使えない（自由に使えない）」、「プール
が1日使えない。昼は使いづらい」、「陸上トラックが
400mない」、「近隣とのトラブル回避のため活動に
制限があり残念」との意見が報告されていた。時間
経過に伴い改善されていることもあると思うが、本学
は体育大学であることから、必然的に競技レベルが
高い学生が入学してくることが多い。その為、施設環
境も整った中で過ごしてきた学生が多くなることは言う
までもない。限られたスペースの中で工夫した使用
の仕方が必要であることは言うまでもないが，施設の
拡充に努めていくことは急務であると感じる。
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表2．競技力と教員の熱心さ

表3．競技力と施設の充実度
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4） 大学で高校時代と異なる課外活動に所属をし
ている理由について
理由は様々であったが、「様々な種目経験を積み

たいと思ったからである」が一番多く59％であり、「自
身の成長につながりそうだったから」が43％であった。
高校時代の競技レベル別の内訳でみると競技レ
ベル4では56％、競技レベル3では20％が「様々な
種目経験を積みたいと思ったからである」を理由にあ
げている。
「自身の成長につながりそうだったから」の内訳は
競技レベル4では75％、競技レベル3では10％であっ
た。競技レベル3では「雰囲気がよさそうだったから」
の理由をあげているものが13％と「自身の成長につな
がりそうだったから」を若干上回っている結果であっ
た。

5） 高校時代に十分に専門技術を伸ばすことが出
来たかについて

「伸びた」「とても伸びた」の高評価回答は全体の
86％であった。そのうち競技レベル4では77％が高
評価回答をしている。他のレベルでは7～10％のも
のしか高評価回答をしなかった。
しかし、低評価回答のうち53％の者もまた、競技レ
ベル4であった。「伸びなかった」ともっとも低評価の
回答した人数が4人で一番多かったのは競技レベ
ル2であった。
やはり、競技力レベルが高いほど自身の技術の成
長を自覚し、逆もまた自覚があるようだ。

6） 進路・人間的な成長に影響したかについて
進路にどのくらい影響を受けたかについての問い

に対し、「まあ影響を受けた」「とても影響を受けた」
との高評価回答が83％であった。うち、競技力レベ
ル4が75％、他のレベルでは7～9％であった。（表5）
人間的な成長にどの程度影響を受けたかについて

の問いに対しては全体の95％が「まあ影響を受けた」
「とても影響を受けた」の高評価回答であった。うち、
75％が競技レベル4であった。また、競技レベル4
では「影響を受けなかった」「あまり影響を受けなかっ
た」との回答をした者はいなかった。他のレベルに

おいても「影響を受けなかった」が競技レベル1～3
において各1名ずつの計3名、「あまり影響を受けな
かった」が競技レベル2で1名という結果であった。
課外活動は人間的な成長に大きな影響を与えている
という結果となった。（表6）

Ⅳ．まとめ

どの項目においても競技レベルの高い群の反応が
強く出ており、いずれも高評価であることから、経験
の高さは様々なことについての実感の強さにつながっ
ていると感じた。高校時代の課外活動がその後の活
動に大きな影響を与えている。関わる指導者や支援
者はとても重要であるという結果であるのではないだ
ろうか。高校時代の経験を生かし、課外活動の及ぼ
す力に期待をし、更に自身の成長を目指して体育大
学に進学をしてきている学生が満足のできる十分な
研究や指導が出来ているかを問うきっかけになった。
競技レベルの高い経験者は高校時代の所属クラ

ブでは自己の能力にある程度の自信を持って進学を
してきていると思うが、レベルの高い者達が集まって
きている本学の中では「ある一定以上の力」を持ちな
がらも自信を持ちつづけるには相当の能力が必要とさ
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表5．競技力と課外活動の進路への影響

表6．競技力と課外活動による人間的な成長

有意差なし

0.1%水準で有意差あり
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れることは容易に想像できる。その時に自己の能力を
更に引き上げる知識や力を身につけさせることや助け
合いの精神鍛錬がなされ、人間的な成長につながっ
ていくのではないだろうか。指導者になっていく準備、
社会貢献できる力をつける、大学という学府では社会
に出る十分な準備をする場所としてのサポートが必
要であることをあらためて感じた。高い目標に向かっ
ている中から出た喜びや失意、反省や課題は大きく、
価値あるものであると信じたい。学生達が自信を持っ
て卒業していけるように、良い人材育成の為、今回
の調査が本学を良い方向へと改善を重ねていく際の
参考となることを期待したい。
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