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本研究の概要

浅見・奥野・大石・渡辺・若山・今丸・中本（２００７）「東

京女子体育大学学生のライフスタイルと健康に関す

る調査報告：その１（以下，「その１」）」に引き続き，東

京女子体育大学（以下，本学）の全学生を対象に

行われた質問紙調査の分析結果を報告する．本稿

では，精神的健康に関する諸指標の集計結果を報

告し，本学学生の精神的健康の様態について検討

する．まず，精神的健康に関する５つの指標の内容

と，それらを取り挙げた意義を紹介する．

大学生活不安尺度（藤井，１９９８）：この尺度は，

大学生の精神病理的な問題点を検討するために作

成された．本尺度は，大学生活における不安を「日

常生活不安」「評価不安」「大学不適応」の３つの要

素（下位尺度）に分けて測定するものである．「日常

生活不安」は，大学内での人間関係，授業につい

てゆけるか，生活費が足りるか，将来就職が決ま

るか，留年しないか，などの項目からなる．「評価

不安」は，主として授業の成績や単位の取得，卒

業論文などに関する不安をさす．「大学不適応」は，

在学している大学が自分に合わない，その大学を

やめたい，その大学にいては自分がだめになる，な

どの項目から構成されている．

今日の大学入試は，ごく一部の難関大学を除い

ては「広き門」になったといわれている．受験生は，

「えり好みをしなければ，どこかの大学には入れる」

といわれるようになった．このような状況で，受験の

苦労を避け，「入りたい大学」よりも「簡単に入れる

大学」に，早 と々合格を決めようとする受験生が増

えている．そしてその「簡単に入れる大学」に入学

した後，こんなはずではなかったと後悔したり，この

大学はいやだと不適応に陥ったりするのである．こ

のような社会情勢の中で，多様化した学生をいかに

教育し，様々なトラブルをケアしてゆくかが，大学の

重要な使命となってきている．

本学体育学部の場合は，女子の体育大ということ

で，大学の特徴は鮮明で，各運動部の活動にも特徴

がある．そのため，他の一般大学の多くと比較すれ

ば，特に本学を目指して入学してくる学生も多い．

したがって，他大学よりも本学が置かれた状況はよ

いと考える．しかし今日の大学入試一般の状況を鑑

みて，今回大学生活不安を測定することとした．

対人恐怖心性尺度（堀井・小川，１９９７）：対人恐

怖の諸側面を測定する尺度である．対人恐怖の要

素としては，「自分や他人が気になる悩み」「集団に

溶け込めない悩み」「社会的場面で当惑する悩み」

「目（視線）が気になる悩み」「自分を統制できない悩

み」「生きることに疲れている悩み」を測定する．

成人と比較して青年期には，自己に焦点を当て

て物事を考えすぎる，いわば自意識過剰ともいえる
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傾向がみられる（西平，１９９０）．一般に青年期は，

成人に比べて認知的に視野が狭い傾向にあるとい

われる（Ｅｌｋｉｎｄ，１９６７）．青年は自他の視点の未分

化ゆえに，自分に自身に関する思考のうちどこまで

が他者からもみえる部分で，どこからが他者からは

見えない部分なのかを弁別できにくい．そのため，

自分のことを実際以上に他人に知られたり，注視さ

れていると感じたり，逆に自分は他人からは理解で

きない／されない特別な存在だと感じたりする．この

ような，自己と向かい合う際の“客観性のなさ”は，

青年に対人恐怖的な悩みを多く持たせることになる．

今日では大学においても長期欠席をする，すなわち

「不登校」の学生への対処が求められてきているこ

とを考慮すると，対人不安・恐怖の問題は重要な論

点といえる．

多次元自我同一性尺度（谷，２００１）：Ｅｒｉｋｓｏｎ

（１９５９）の自我同一性の４つの構成概念，すなわち

「自己斉一性・連続性」「対自的同一性」「対他的同

一性」「心理社会的同一性」からなる．

「自己斉一性・連続性」とは，過去の自分と現在

の自分に乖離がなく，両者が自然な形で継続して

おり，未来にむかってもそうであるという感覚である．

学校生活では，学業や部活動，受験等での挫折，

友人関係上の困難やいじめ問題など，“なかったこ

とにしたい出来事”に遭遇することもままある．この

ようなとき，新しく生まれ変わるように自己を構築し

たいとの思いから，過去の自分を置き去りにし，こ

れまでとは少し異なる自分を演出してみたりもする．

しかし，そのように過ごしているうちに“本当の自分

がわからなくなる”こともある．過去も本人の人生の

一部であり，過去の困難を受容できずに“なかった

こと”にしようとすると，自我同一性の重要な構成要

素を失うことになる．

「対自的同一性」とは，自分の特徴を明確に自覚

できているという感覚である．自分の中で，いつわ

りのない“本当の自分”をつかめているということを

指す．自我同一性全体におけるこの構成要素の位

置づけは，上述の「自己の斉一性・連続性」と関連

する部分が大きいといえる．

「対他的同一性」とは，自分自身からみた自分と

他者からみた自分が一致するという感覚である．

“本当の自分”をきちんと他者に理解してもらえてい

る，という感覚ともいえる．本当の自分をわかっても

らえていないという思いは，他者に対する不信感に

つながり，人間関係に好ましくない影響を及ぼす．

青年期の女子の友人関係の特徴は，チャム・グルー

プと呼ばれる，同質性と協調性が強く重視される仲

間集団を構成する点であるといわれる．グループ内

部での強い同調圧力に抗すると，すぐに仲間はず

れなどの報復を呼ぶため，メンバーはこの圧力に押

しつぶされそうになりながらも同調しようとする．この

同調の過程で“本当の自分”を抑圧し続けるうちに，

青年期の女子は“みんなは本当の自分をわかってく

れていない”という心境に達するのである．

「心理社会的同一性」とは，社会の構成員として，

自分の能力を十分に発揮して社会の役に立ち，自

己の存在意義を確かめるという感覚である．現在の

日本社会では，若者の就職活動の困難さとフリー

ター，ニートなどの増加が社会問題となっている．大

学生の就職活動は景気の動向に激しく左右され，

学生はどう努力すればよいのかもわからないまま，就

職できたりできなかったりする．このような社会情勢

の中で，若者は社会の中での居場所を確保できず，

自分が社会にとって有用な存在であるという自覚を

持つこともできにくくなった．現在の若者にとって，

「心理社会的同一性」の確立は，かつてにも増して

困難な発達課題となったのである．

Ｋｉｓｓ－１８（Ｋｉｋｕｃｈｉ’ｓＳｏｃｉａｌＳｋｉｌｌＳｃａｌｅ・１８項目版）（菊

池，１９８８）：人づきあいを円滑に行うスキルである「社

会的スキル（ソーシャルスキル）」を自己評定する尺

度である．Ｋｉｓｓ－１８は，ゴールドステインら（１９８６）に

よる社会的スキルの６要素（初歩的なスキル，高度

のスキル，感情処理のスキル，攻撃に代わるスキ

ル，ストレスを処理するスキル，計画のスキル）から

なっているが，各要素ごとに集計するわけではなく，

全項目の合計得点を算出する形で集計する．今日

では，少子化やテレビ番組，テレビゲーム，インター

ネット等の発達により，子どもから大人まで，人間関

係が希薄になってきているといわれている．しかし本

学の場合，体育大学であるという特徴から，幼い頃
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から運動クラブ等に所属し，中学校・高等学校では

運動部で活動してきた学生が多くを占めている．こ

のような特徴を持つ本学では，一般の大学の学生

よりも，人間関係を円滑に行う社会的スキルを身に

付けている程度が高いのではないかと考えられる．

集団同一視尺度（Ｋａｒａｓａｗａ，１９９１）：本学学生の

東京女子体育大学およびその学生（仲間）に対す

る同一視（ｉｄｅｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ）の程度を測定するもので，

７項目からなる．この尺度は，「所属集団自体への

同一視」を測定する５項目と，「所属集団の成員（仲

間）への同一視」を測定する２項目からなる．

先述のように，「広き門」となった大学入試では，

「簡単に入れる大学」として，学科試験の受験科目

が少ない大学や，指定校推薦で早期に確実に合格

できる大学という基準で進学先を決定する受験生が

増えた．大学の教育内容や校風などは，「入学しや

すさ」に比べると後回しにされる傾向があるようであ

る．そのような決め方で大学を選んだ学生は，進学

後も愛校心は持ちにくいと考えられる．大学への思

い入れが少ない学生が増えることは，学生の勉学

意欲の喪失やモラル低下にもつながる．このような

様々な理由から，学生の愛校心をいかに高め，大

学への思いの熱さを維持するかは，今後の大学の

健全な発展にとって重要な課題といえる．しかし本

学の場合は，日本で最初の女子の体育大学として

の１００年を超える伝統を誇り，運動部活動での実績

もあるため，一般の大学と比較して，大学への同

一視は高いのではないかと考えられる．

本研究の目的

本稿では，これまでに述べた精神的健康に関す

る５つの要素に関して，本学学生の学年別比較お

よび運動部所属形態別比較を行う．本来は他大学

との比較や，同年代の女子青年の平均値との比較

によって，本学の特徴が明確になるものである．し

かし現在のところ，他大学学生のデータや同年代女

子青年のデータはないため，本稿では本学学生の

中で，学年や運動部所属形態による比較を行う．

学年別比較に関しては，本調査は横断調査であ

り，同一の回答者による縦断調査ではないため，学

年の上昇による平均値の変化は擬似的なものとなる．

しかし学年別の比較からは，学年の進行による学生

の精神面での変化の概要を捉えることができる．

運動部所属形態別の比較からは，本学における

学内の運動部に参加している学生としていない学生

の特徴を弁別することができる．本学でも近年は学

内の運動部に所属しない学生が増えているが，学

内運動部所属者と無所属者の特徴を知ることで，

学内運動部活動の教育的効果を明確にできる．

まとめると，大学教育を取り巻く状況が激変する

中，本学がよりよい学生を募集し，学業や部活動な

どの大学生活を通じて心身の発達を促し，愛校心

を持ったより有能な卒業生を社会に送り出すための

基礎資料を得ることを，本研究の目的とする．

方法

調査回答者 東京女子体育大学体育学部学生

１５７５名（浅見ら（２００７）の「その１」と同一サンプル）．

調査時期 ２００５年１１月１日～３０日．

学年別内訳：１年生３８８名，２年生３８２名，３年

生４０２名，４年生４００名，無回答３名であった．

本学に合格した入試による区分（以下，入試区

分）：ＡＯ入試（Ⅰ期・Ⅱ期）５１８名，スポーツ推薦２８８

名，指定校推薦３５８名，公募推薦（Ａ方式・Ｂ方式）

１５１名，試験入試（Ａ方式・Ｂ方式）２３５名，その他

（他大学からの編入等）１８名，無回答７名であった．

運動部所属形態による区分：学内運動部所属者

１０９９名，学外運動部２所属者１６３名，無所属者３

２８１名，無回答３２名であった．

１．本学学生のライフスタイルに関する質問項目：

「その１」に紹介されている．

２．精神的健康に関わる諸指標：以下の各尺度

を用い，測定指標を作成した．個々の質問項目と

単純集計結果は，最後に付表として掲載した４．
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結果および考察

指標の作成

大学生活不安尺度について：３つの下位尺度

毎に項目の合計得点を算出し，「日常生活不安得

点」「評価不安得点」「大学不適応得点」とした．

対人恐怖心性尺度について：６つの下位尺度

毎に項目の合計得点を算出し，それぞれ「自他が

気になる悩み得点」「集団に溶け込めない悩み得点」

「社会的場面で当惑する悩み得点」「目（視線）が気

になる悩み得点」「自分を統制できない悩み得点」

「生きることに疲れている悩み得点」とした．

多次元自我同一性尺度について：４つの下位

尺度毎に項目の合計得点を算出し，「自己斉一

性・連続性得点」「対自的同一性得点」「対他的同

一性得点」「心理社会的同一性得点」とした．

社会的スキル尺度について：全項目の合計得点

を算出し，「社会的スキル得点」とした．

集団同一視尺度について：所属集団自体への

同一視を測定する５項目の合計得点を「東京女子

体育大学への同一視得点」とし，所属集団の成員

への同一視を測定する２項目の合計得点を「東京

女子体育大学学生への同一視得点」とした．

集団成員性意識について：集団同一視尺度に加

えて，日ごろ本学学生であることをどの程度意識し

ているかを尋ねる１項目を加えた．

条件別比較分析

上記の各指標に関して，学年別，入試区分別，

運動部所属形態別の比較を行った．学年に関して

は１～４年の４条件，各分析指標に対して，入試区

分に関しては“その他”を除外したＡＯ入試，スポー

ツ推薦，指定校推薦，公募推薦，試験入試の５条

件，運動部所属形態については学内運動部所属

者，学外運動部所属者，無所属者の３条件の間で

の多重比較（ＴｕｋｅｙのＨＳＤ検定）を行った．

学年別による比較

大学生活不安について（Ｔａｂｌｅ１）：大学における

日常生活への不安を表す「日常生活不安」に関し

ては，１年生が４年生よりも高く（P<.０１），２年生も４年

生より高かった（P<.００１）．また，２年生は３年生より

も高かった（P<.０５）．「評価不安」でも，４年生が最

も低かった．１年生・２年生・３年生は，４年生よりも評

価不安が高かった（順にP<.００１，P<.００１，P<..００１）．

「大学不適応」においても同様に，１年生・２年生・３

年生は，４年生よりも得点が高かった（順にP<.００１，

P<.００１，P<.０１）．

このように，大学生活不安尺度の３つの下位尺度

全体を通して，１・２年生よりも３・４年生の得点

の低さが顕著であった．とりわけ１年生の得点の高

さ，４年生の得点の低さが目立った．このような結

果になった理由として，年月を経て学生が大学生
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活に適応してゆくことと，大学生活に適応できない

学生は途中で退学してしまうことが考えられる．

対人恐怖について（Ｔａｂｌｅ２）：「自分や他人が気

になる悩み」は，１年生が２年生よりも高く，また１年

生は４年生よりも高かった（順にP<.０５，P<.００１）．１年

制は大学での人間関係にまだ慣れていないためで

あろう．「集団に溶け込めない悩み」でも，１年生が

４年生より高かった（P<.０１）．「社会的場面に当惑す

る悩み」と「視線が気になる悩み」，および「自分を

統制できない悩み」では，学年による差は見られな

かった．これらの要素は，大学生活への慣れや経

験の蓄積というよりも，本人の元来の性格に基づく

部分であるためと考えられる．「生きていることに疲

れる悩み」は，１年生は３年生・４年生よりも高得点で

あった（P<..０５；P<.００１）．１年生は大学生活における

課題そのものや人間関係にまだ慣れていないことと，

運動部の活動では上下関係の厳しさや下積みの仕

事等の負担があることが原因と考えられる．

対人恐怖心性に関しても，大学生活不安と同様

に，高学年では低い傾向が見られた．学年を追う

ごとに，他者の目を気にする傾向や集団に溶け込

めない傾向が減少してゆくことがわかった．しかしこ

の際もやはり，対人恐怖的な傾向を強く持つ者が途

中で退学することの影響を考慮する必要がある．

自我同一性について（Ｔａｂｌｅ ３）：「自己斉一性・

連続性」の次元については，４年生のほうが１年生

よりも高得点であった（P<.０１）．４年生のほうが，過

去・現在・未来の時間軸上での自己のあり方の一貫

性を実感しているといえる．「対自的同一性」に関し

ては学年による差はなかった．「対他的同一性」は，

４年生のほうが１年生よりも高得点であった（P<.０１）．

自分の人となりを他者に正しく分かってもらえている

という感覚は，４年生のほうが強いといえる．「心理

社会的同一性」は，４年生が１年生・２年生より高得

点であった（P<.０１，P<.０５）．４年生になると，進路の

決定や就職活動等により，社会の中での自分の居

場所を定めることへの意識が高まるため，このよう

な結果になると考えられる．

学年別の自我同一性の各要素の比較では，概し

て１年生が低得点すなわち未確立であり，４年生が

高得点すなわち確立が進んでいるという結果が得ら

れた．大学生活を送る中で確立が進んだという側
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面と，加齢による側面の双方が考えられる．

人間関係能力（社会的スキル）について（Ｔａｂｌｅ

４）：社会的スキルに関しては，学年の進行による変

化はなかった．今回の調査で用いた社会的スキル

の測定項目は，個々の社会的スキルの熟達度を測

るものというより，個人の性格特性としての側面を尋

ねるような項目であるといえるため，学年別比較に

よる差が見られなかったのではないかと推測される．

数年の間に性格が大きく変容することは少ないため

である．他の社会的スキル測定指標を用いたり，他

者評定による測定を用いれば，異なった結果が得

られた可能性もある．

愛校心（本学への同一視）について（Ｔａｂｌｅ４）：

本学に対する同一視や本学学生としての意識につ

いては，学年による差は見られなかった．しかし「本

学の仲間」への同一視だけは，１年生より２年生・３

年生・４年生のほうが強く（順にP<.００１；，P<.００１；P<.

００１），仲間への同一視は上級生になるにつれて強

くなることが示された．日々活動を共にする仲間に

対しては同一視を強めるが，大学自体に対する同

一視や本学学生としての意識は強くならないという

この結果は，本学学生の愛校心を高めるための新

たな試みの必要性を示唆するものである．

運動部所属形態による比較

以下に，運動部所属形態による各指標の得点の

比較を行った結果を報告する．結果の解釈におい

ては，学内運動部に所属して活動することの教育

的効果を検討するという方向で検討を行う．

大学生活不安について（Ｔａｂｌｅ５）：「日常生活不

安」は，学内運動部所属者が他の２群（学外運動

部所属者，運動部無所属）よりも高いことが示され

た（順にP<.００１； P<.００１）．学内運動部所属者で

は，大学の授業やクラスでの生活における不安に加

えて，学内運動部での日常生活でうまくやっていけ

るかという不安が生じる．しかし運動部に所属して

いなければ，大学生活は授業とクラスの仲間との関

係だけに限定され，不安を感じる場面自体が少な

いといえる．学外運動部所属者に関しては，学外

のサークル等では学内運動部と比べて規則等が寛

容である場合が多いことや，サークル等が自分に合

わない場合は脱退することも比較的容易であること

から，学内運動部よりも不安を喚起しにくいのでは

ないかと解釈できる．

しかしこのような結果がある一方で，「大学不適応

感」は，学内運動部所属者よりも運動部無所属者

のほうが高いことが分かった（P<.００１）．学内運動部

所属者は，日常生活で様々な不安を感じながらも，

体育大学において大きな役割を担っている学内運

動部で頑張ることに，やりがいを感じているといえる．

Ｅｒｉｋｓｏｎ（１９５９）のアイデンティティ論でも，青年期に
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迷い，悩み，苦労した末にアイデンティティが確立さ

れる形を望ましいものと考えている．その意味で，学

内運動部所属者は有意義な青年時代を送っている

ということができる．

対人恐怖について（Ｔａｂｌｅ６）：学内運動部所属者

は，運動部無所属者よりも「自分や他人が気になる」

傾向と「生きていることへの疲れ」が強いことが分か

った（順にP<.０１； P<.０５）．学内運動部においては，

何かと人間関係での気苦労や，身体的精神的疲

労もあることが推察される．しかし先述のように，青

年期のアイデンティティ確立においては，悩み苦しむ

過程が重視されている．Ｅｒｉｋｓｏｎ（１９５９）によれば，

様々なことをあまり考えず，悩まず，苦しまず，簡単

に自分の生き方を決めてしまうあり方は，「早期完了

（Ｆｏｒｅｃｌｏｓｕｒｅ）」と呼ばれている．早期完了の場合

は，親や世間の価値観を内面化し，自分自身の価

値観としてしまうことが多いといわれる．このようなあ

り方で問題がなければそれでもよいという主張もある

ので，一概にはいえないが，青年が悩み苦しむこと

には価値があるという考え方も重要である．

自我同一性について（Ｔａｂｌｅ７）：いずれの下位指

標も，運動部所属形態による差はみられなかった．

学内運動部での活動は学生の自我同一性の形成

に寄与するところが大きいと予測されたため，今回

の結果は少し意外であったといえる．このような結果

となった理由については，以下のように考察できる．

大学生活不安や対人恐怖に関して述べてきたよ

うに，学内運動部での活動は大きなやりがいを感じ

るものであると同時に，苦労を伴うものでもある．そ

の苦労の中には，部内の人間関係によるものや，練

習の負担の大きさ，努力が結果に思うように結びつ

かないことなど，様々なものが含まれる．部内の人

間関係の苦労は「対他的同一性」を引き下げるかも

しれない．また，本学の運動部で思うような結果を

出せない学生も，高校時代まではチームの中心とな

っていた者も少なくないと推測される．このような者

は，過去と現在の自分が連続していないと感じ，

「自己斉一性・連続性」が低いと感じている可能性が

ある．そうなると，自分らしさを自分で把握できなく

なり，「対自的同一性」が低くなり，それがさらに自

己の社会的な有用感である「心理社会的同一性」

を下げてしまうのかもしれない．学内運動部活動の

影響は，各回答者の部内での人間関係や競技成

績など，多様な要因を含むため，平均値としてみれ

ば他の群と差が見られなくなってしまったものと考え

られる．
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人間関係能力（社会的スキル）について（Ｔａｂｌｅ

８）：学内運動部所属者は，運動部無所属者より社

会的スキル得点が低い（P<.０１）という結果が得られ

た．これも自我同一性の場合と同様に，少し意外

な結果であったといえる．結果の解釈としては，学

内運動部活動は人間関係能力を育てると予測され

たためである．学内運動部で様々な人間関係の葛

藤やトラブルに遭遇するため，無所属者より自己の

社会的スキルを過少に評価するのではないかと考え

られる．密な人間関係がもともと存在しなければ，自

己の人間関係能力に悩むこともないため，「自分は

他人とうまくやれる」という自信が崩れることは少ない

のではないだろうか．また，学年別比較において述

べた今回の測定方法の問題点は，運動部所属形

態別の比較に関してもあてはまるといえる．

愛校心（本学への同一視）について（Ｔａｂｌｅ８）：

学内運動部所属者は，学外運動部所属者と比較

して，東女体大への同一視，東女体大の仲間へ

の同一視，東女体大生意識のすべてが高いという

結果が得られた（順にP<.００１；P<.００１；P<.００１）．ま

た学内運動部所属者は，運動部無所属者との比

較においても，上記３指標のすべての得点が高かっ

た（順にP<.００１； P<.００１；P<.００１）．この結果によ

り，学内の部活動で活動する学生は愛校心が高い

ことが非常に明確に示された．これまで述べてきた

ように，学内運動部での活動には苦労もあるが，学

内運動部所属者は大学適応感が高く，愛校心も高

いということがいえる．もっとも，部に適応できない学

生は退部するので，学内運動部所属者サンプルに

はこのような者は含まれなくなるため，いわゆる切断

効果の可能性も考慮する必要がある．

今後の課題

今回の調査では，他大学学生の調査資料がない

ため，他大学との比較はできない．今後は，他大

学における同様の資料がもしあれば，他大学と本学

の結果を比較することによって，本学学生の特徴を

より明確にすることができる．また，他大学の資料は

なくとも，１８歳～２２歳の青年女子における各測定項

目の平均値がもしあれば，その数値との比較により，

本学の特徴を鮮明にすることができるといえる．

また，今回の調査は２００５年１１月に全学学生に一

斉に行った横断調査である．横断調査の場合，学

年別比較では異なる回答者間の比較を行うことにな

る．仮に数年間をかけた縦断調査が可能であれ

ば，同じ学生の４年間の変化を検討することができ，

学生の大学生活による成長の足跡をより忠実に調

査結果に再現することができるといえる．加えて，横

断調査の場合，各年度の学生募集の状況により，

各学年の学生の特徴にばらつきが生じる可能性が

ある．

注釈
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１．本調査の実施には多くの本学教員の皆様，お

よび回答者の学生の皆様のご協力を得ました．

記して深く感謝します．また本稿は，第一回東

京女子体育大学・東京女子体育短期大学研究

フォーラム（２００７年１月２４日）における「本学体育

学部生のライフスタイルと健康に関する調査報告

その２：本学体育学部生の精神的健康について

（発表者：大石千歳）」に基づいたものです．

２．学外運動部とは，他大学の運動系クラブ・サー

クル，地域でのクラブ（ママさんバレーボールチ

ーム等）を指す．

３．ここでいう無所属者とは，運動部に所属してい

ないことを意味し，無所属者には文化系クラブ

所属者も含まれる．

４．付表３・付表４は部活動および日頃の人間関

係における「いやな仲間」への評価に関する項

目であるが，本稿の本文中ではこの部分の結

果は紹介していない．
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