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要約 本研究では,部活動に所属する中学生247名を対象として,部活動集団の特微か部活動への意欲を媒介とし

て学習意欲に及ぼす影響について検討した。その結果,運動部では部活動集団の部員主体性や集団凝集性,顧

問のやる気評価はいすれも部活動への意欲を高める効果を有しており,さらに部活動への意欲を媒介として学

習意欲も高めることが示された。文化部では部員主体性のみが部活動への意欲を媒介として学習意欲に影響し

ていることが示された。これらの結果から,部活動集団の特徴や部活動への意欲が学習意欲に及ぼす影響にっ

いて,運動部と文化部の違いを踏まえて議論した。
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である。これは,学習意欲に対して学習能力が強い影

問 題 響を及ぼすのと同様に,部活動への意欲にっいても部

学校生活においてクラブ活動や部活動が果たす役割 活動での技術や能力の高さが大きな影響を及ぼすと考

は大きい。小学校でのクラブ活動は特別活動の一領域 えられる。また部活動の多くが集団での活動を主体と

として必修とされており,望ましい集団活動を通じて することから,部員同士の関係や顧問との関係といっ

「心身の調和のとれた発達と個性の伸長を図ること」 た部活動集団の組織風土や特徴も大きな影響を及ぼす

「集団の一員としての自覚を深めること」「協力してよ と考えられる。樋口(1996)は,スポーツ集団におけ

りよい生活を築こうとする自主的,実践的な態度を育 るのびのびと挑戦的に行動できる風土が,自分を向上

てること」が目標とされている。一方,中学校では2002 させることに対する動機を高めることを報告している。

年の学習指導要領の改訂により,特別活動の一領域と また角谷・無藤(2001)は,･･部活動集団の特徴として

してのクラプ活動は廃止されたものの,課外活動とし 集団凝集性と顧問教師の指導性に注目し,顧問教師の

ての部活動は多くの中学校で実施されている。学年や 指導性が部活動の集団凝集性に影響を及ぼすことを指

学級を越えた集団で活動するクラプ活動や部活動は, 摘している。

教科学習では得られない教育的意義があると考えられる。 そこで本研究では,部活動集団の特徴として集団凝

吉村(1997)は,部活動が学校生活への適応感に及 集性と顧問教師の評価のあり方に注目し,これらの部

ぼす影響について検討し,部活動への満足感が高い部 活動集団の特徴が部活動への意欲を媒介として学習意

員は学校生活全体への満足感も高くなることを報告し 欲に及ぼす影響について, Figure 1 のモデルを設定

ている。また角谷・無藤(2001)は,クラスでの欲求 した。具体的な仮説については以下のとおりである。

満足度の低い中学生にとって部活動は学校生活への満

足度を高めてくれる要因となりうることを指摘してい 仮説1 部活動における技術・能力の高い生徒ほど,

る。さらに宮坂(1959)は,部活動で養われた興味や 部活動への意欲は高いだろう。

自信が教科学習への動機づけを高めることを指摘して 仮説2 部活動集団の特徴は,部活動への意欲に影響

いる。これらの知見から,部活動に対する積極的な関 を及ぼすだろう。

与は学校生活への活力となり,学業に対する意欲や関 仮説3 学習能力の高い生徒ほど,学習意欲は高いだ

心も高めることが予測される。 ろう。

そこで本研究では,学業に関する能力を考慮したう 仮説4 部活動への意欲の高い生徒ほど,学習意欲は

えで,中学校での部活動での意欲が学習意欲にどの程 高くなるだろう。

度の影響を及ぼすのかを明らかにすることを目的とした。

ところで,部活動への意欲に影響する要因にはどの 方 法

ようなものが考えられるだろうか。ます考えられるの 調査対象 愛知県下の公立中学校で部活動に所属する

は,部活動での技術や能力の高さといった個人差要因 中学2年生計247名(男子127名,女子119名,無記入
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1名)を分析の対象とした。この中学校では,部活動

への参加を強制ではなく任意的なものとしているもの

の,生徒の9割以上が部活動に所属している。また,

部活動の種類も野球,サッカーなどの運動系から吹奏

楽,コンピュータなどの文化系まで多岐にわたる,比

較的部活動が盛んに行われている学校である。

手続き 以下の調査を学級担任を通じて集団場面で実

施した。なお調査時期は2004年12月中甸であった。

(1)部活動への意欲

佐藤(1993)らの研究で用いられた学校モラールの

「学習意欲」に関する質問項目などを参考にして,部

活動に適用できるように作成した。“部活動はおもし

ろい"“練習に一生懸命取り組んでいる"“部活動に

対する自分なりの目標がある"などの10項目で構成さ

れ,各項目について「はい45ツ」から「いいえdツ」

の5段階で評定させた。

(2)部活動における技術・能力の評価

“あなたは,部活動において他の部員と比べて,ど

の程度の技術や能力があると思いますがという質問

について「高い〈5>」から「低い〈1>」の5段階で評

定させた。

O)部活動集団の特徴

角谷・無藤(2001)の研究で用いられた部活動の集

団凝集性や,吉村(1997)の研究で用いられたりーダー

シップ測定尺度の質問項目などを参考に作成した。尺

度構成に際しては,「集団凝集性」「部員主体性」「目

標志向性」「やる気評価」の4つの下位尺度を想定し,

それぞれ6項目計24項目を作成し(Table 1 参照),

各項目について「はい45ツ」から「いいえdン」の5

段階で評定させた。

(4)学習意欲

佐藤(1993)らの研究で用いられた学校モラールの

「学習意欲」に関する質問項目などを参考に作成した。

“勉強はおもしろい"“授業は熱心に聞いている"

“テストは目標を立ててのぞむ"などの10項目で構成

され,各項目について「はい45ツ」から「いいえdツ」

の5段階で評定させた。

(5)学習能力の評価

“あなたは,学習において他の生徒と比べて,どの
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Figure 1 部活動集団の特徴と部活動への意欲が学習意欲に及ぼす影響モデル

程度の成果を収めていると思いますがという質問に

ついて「高い〈5>」から「低い〈1>」の5段階で評定

させた。

結 果

1.尺度の構成

「部活動への意欲」と「学習意欲」については,因

子分析(主因子解)を行ったところ,いすれも強い一

因子構造が確認された。またすべての項目が｡35以上

の因子負荷を有していたため,すべての項目を採用し

10項目の単純合計を項目数で除した得点を算出し,そ

れぞれ「部活動への意欲」得点,「学習意欲」得点と

した。尺度の信頼性は「部活動への意欲」でα=｡86,

「学習意欲」でα=｡80であった。

「部活動集団の特徴」についても因子分析(主因子

解)を行った。その結果,固有値の減衰状況は5.78,

1.85, 1.70, 1.49, 1.28, 1.20, 1.15…であり一因子

性が高かったが因子の解釈可能性から4因子解を採用

した。 promax回転後の因子負荷を算出し,当該因子

のみに｡35以上の因子負荷をもっという基準を用いて

下位尺度を構成した。なお,当初設定した下位尺度に

ついては,項目の後ろに略して記載した(凝集=集団

凝集性,主体=部員主体性,目標=目標志向性,評価=

やる気評価)。結果をTable 1 に示す。

第1因子には,“部員のみんなは,顧問の先生がい

ないときでもしっかり活動している(｡87)"“部員の

みんなは,共通の目標に向かって一丸となって活動し

ている(｡85)"などが高い負荷を有し,当初想定した

「部員主体性」と「目標志向性」の項目で構成されて

いた。ただし,部員一人一人が目標に向かって努力す

るという「目標志向性」も,部活動に対する主体的な

取り組みである考えられるため,第1因子を改めて

「部員主体性」と命名した。

第Ⅱ因子には,“部員のみんなは,とても仲が良い

(82)"“部員のみんなは,お互いにとても親切であ

る(｡71)"などが高い因子負荷を有し,当初想定した

「集団凝集性」の項目を中心に構成されていた。そこ

で,第Ⅱ因子を改めて「集団凝集性」と命名した。

第Ⅲ因子には,“顧問の先生は,技術や能力の高い
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Table l 「部活動集団の特徴」の因子分析結果(主因子解, promax回転後)

項目

【第1因子:部員主体性(a =.77)】

24.部員のみんなは,顧問の先生がいないときでもしっかり活動している〔主体〕

4.部員のみんなは,共通の目標に向かって一丸となって活動している〔目標〕

6.部員のみんなは,自分たちが主体となって活動している〔主体〕

14.部員のみんなは,それぞれが目標をもってそれに向かって活動している〔目標〕

11.あなたの部活動には,部員の中にお互い上手くなろうとする雰囲気がある〔目標〕

16.部員のみんなは,与えられた練習をただこなしているだけである〔主体〕

【第1因子:集団凝集性(a =.69)】

12.部員のみんなは,とても仲が良い〔凝集〕

15.部員のみんなは,お互いにとても親切である〔凝集〕

1.あなたの部活動には,目分の意見をはっきりと言える雰囲気かおる〔主体〕

5.部員のみんなは,部活動以外でも一緒にいることが多い C凝集〕

【第Ⅲ因子:やる気評価(a =.70)】

10.顧問の先生は,技術や能力の高い部員ばかりを熱心に指導する〔評価〕

20.顧問の先生は,技術や能力が低くてもがんばっている部員を試合やコンター

ルに出してくれる〔評価〕

13.顧問の先生は,部員一人一人の努力を認めてくれる〔評価〕

21.あなたの部活動には,どんなにがんばっても無駄であるという雰囲気がある〔目標〕

【第lv因子および残余項目】

22.顧問の先生は,無断欠席や遅刻をしたら厳しく注意する〔評価〕

19.部員のみんなは,顧問の先生の指示がないと何をしたらよいかわからない〔主体〕

2.部員のみんなは,お互いのことをよく知らない〔凝集〕

3.顧問の先生は,部員の技術や能力よりもやる気を評価する〔評価〕

8.部員のみんなは,大会やコンクールの結果をあまり気にしない〔目標〕

9.部員のみんなは,それぞれの意思を大切にしながら活動している〔〕七体〕

17.部員のみんなは,大会やコンクールで入賞することなど成績を残すことを

大きな目標としている〔目標〕

18.部員のみんなは,いくつかのグループに分かれている〔凝集〕

23.部員のみんなは,よく部活動以外の話もする C凝集]

7.顧問の先生は,練習中にやる気のない部員を厳しく注意する〔評価〕

部員ばかりを熱心に指導する(-.82)"“顧問の先生

は,技術や能力が低くてもがんばっている部員を試合

やコンクールに出してくれる(｡60)"などが高い因子

負荷を有しており,当初想定した「やる気評価」の項

目を中心に構成されていた。そこで,第m因子を改め

て「やる気評価」と命名した。

第lv因子は,“顧問の先生は,無断欠席や遅刻をし

たら厳しく注意する(43)"の1項目にしか高い負荷

を示さす,信頼性に問題かおるため今回は採用しなかっ

ー

た.

尺度の信頼性を検討するために,下位尺度のα係数

を算出したところ,「部員主体性」でa =.77,「集団凝

集性」でa =.69,「やる気評価」でa =.70といすれも

高い内的整合性が確認された.

2。運動部と文化部における部活動集団の特徴と部活

動への意欲が学習意欲に及ぼす影響

運動部と文化部では部活動の内容や集団の特徴が異
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Table 2 運動部・文化部別の各指標の平均値

｢学習意欲｣

｢学習能力｣

｢部活動への意欲｣

｢部活動における技術・能力｣

｢部活動集団の特徴｣

・部員主体性

・集団凝集性

・やる気評価

運動部

3.15 (0.77)

2.58 (1.05)

4.05 (0.67)

2.93 (1.09)

3｡50 (0.77)

3,85 (0.78)

3.54 (0.98)

注:数値は平均値,( )内は標準偏差を示す。

なると考えられるため,ます被験者を運動部と文化部

に分類し各指標の平均値を比較した。なお運動部とし

て分類された部活動は,野球,サッカー,バスケット

ボール,バレーボール,ハンドボール,ソフトボール,

テニス,陸上,水泳,柔道,剣道部で計198名の被験

者が該当した。文化部として分類された部活動は,吹

奏楽,美術,コンピュータ部で計46名の被験者が該当

した。運動部・文化部別の各指標の平均値をTable 2

に示す。

運動部と文化部の各指標の平均値を乙検定により検

討したところ,「学習意欲JO(242)=2.52,pく｡05)

と,部活動集団の特徴における「集団凝集性」( t (242)

= 3.77, pく｡01)で有意差が認められ,運動部が文化

部に比べて有意に高いことが示された。その他の指標

においては有意な差は認められなかった。

次に,「部活動集団の特徴→部活動への意欲→学習

意欲」という本研究における仮説モデルを検討するた

めに,運動部と文化部のそれぞれについて,2段階の

階層的重回帰分析(強制投入法)を行った。部活動へ

の意欲については,部活動への意欲を基準変数とし,

部活動における技術・能力,部活動集団の特徴を目的

変数とする重回帰分析を行った。また,学習意欲につ

いては,学習意欲を基準変数とし,学習能力,部活動

への意欲,部活動における技術・能力,部活動集団の

特徴を目的変数とする重回帰分析を行った。運動部,

文化部のそれぞれの分析において,標準偏回帰係数

(β)が5%以上の水準で有意になったものを取り上

げ,重決定係数(沢2)とともにパス図に示したもの

が, Figure 2 とFigure 3 である。

(1)運動部について

部活動への意欲については,部活動における技術・

能力から有意な正のパスが示された(β=｡23, p<｡01)。

-

文化部

2.84 (0.72)

2.57 (1.05)

3.82 (0.99)

3.00(0.㈱

3｡37 (0.86)

3.35 (0.86)

3.64 (0.90)

また部活動集団の特徴から部活動への意欲に及ぼす影

響については,「部員主体性」,「集団凝集性」,「やる

気評価」からそれぞれ有意な正のパスが示された

(「部員主体性」:β=.31,p<.01 ;「集団凝集性」:β=.

24, p<.01 ;「やる気評価」:β= .14, pく.05).こ

れらの結果から,運動部での部活動への意欲にっいて

は,部活動における技術・能力とともに,部活動集団

の特徴が大きな影響を及ぼしていることが示された.

一方,学習意欲については,学習能力から有意な正

の八スが認められるとともに(β= .42, p<.01).部活

動への意欲からも有意な正のパスが認められた(β= .36,

pく.ODoただし,部活動集団の特徴や部活動におけ

る技術・能力からの直接的なパスは認められなかった.

このことから,部活動集団の特徴は,学習意欲に直接

的に影響を及ぼすのではなく,部活動への意欲を媒介

として間接的に影響を及ぼしていることが示された.

(2)文化部について

部活動への意欲については,部活動における技術・

能力からのパスは認められす(β= .02, ns.),また,

部活動集団の特徴から部活動への意欲への影響につい

ては,「部員主体性」からのパスのみが有意となり

(β= .31, pく.01),「集団凝集性」(β=-.10, ns.),

「やる気評価」(β= .10, ns.)からの有意なパスは示

されなかった.

一方,学習意欲については,学習能力からの正の

ぺスが示されるとともに(β= .36, pく.05),部活動

への意欲からも有意な正のパスが示された(β= .54,

P <.01)oただし,部活動集団の特徴からの直接的な

パスは認められす,部活動集団の特徴が学習意欲に及

ぼす影響は,部活動への意欲を媒介とした間接的な影

響であることが示された.
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考 察

本研究では,中学校の部活動に着目し,部活動集団

の特徴や部活動への意欲が学習意欲に及ぼす影響につ

いて検討した。以下,運動部と文化部の違いを考慮し

ながら,その影響過程について検討する。

1。部活動への意欲に及ぼす部活動集団の特徴と部活

動における技術・能力の影響

運動部においては,部活動における技術・能力から

有意な正のパスが認められた。この結果から,部活動

における技術・能力が部活動への意欲に影響を及ぼし

ていることが示され,仮説1は支持されたといえる。

しかしながら,文化部においては有意な影響は認めら

れす,仮説1を支持する結果は得られなかった。

この結果については,部活動における技術・能力の

評価が,運動部と文化部では大きく異なることが関連

していると思われる。運動部では,試合に出られる選
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Figure 2 部活動集団の特徴と部活動への意欲が学習意欲に及ぼす影響(運動部)

Figure 3 部活動集団の特徴と部活動への意欲が学習意欲に及ぼす影響(文化部)

手が限られており,部員は部活動における技術や能力

によって評価されている。技術や能力の高い部員は選

手として試合に出られ,また部活動において中心となっ

て活動することで,部活動への意欲が高くなる。それ

に対して,技術や能力の低い部員は試合に出られない

ことが多く,そのことで部活動への意欲が低くなると

考えられる。また運動部ではほとんどの活動が試合に

向けられており,選手として試合に出る部員たちの技

術向上に多くの時間が費やされがちである。そのため

技術や能力の低い選手は,練習の場さえ限定され選手

として選ばれた部員のサポートに回ることも多い。こ

のような運動部での技術や能力重視の体制が,部活動

への意欲に影響を及ぼしていると考えられる。

一方,文化部では,選手や補欠といった区別はあま

りなく,部活動における技術や能力に対する評価が運

動部に比べて行われにくい。そのため,部活動におけ

る技術や能力が部活動への意欲に影響を及ぼさなかっ

たのではないかと思われる。
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技術や能力評価における運動部と文化部の違いにつ

いてはいすれが望ましいかは一概には言えないが,少

なくとも運動部において技術や能力の低い部員の部活

動への意欲を高めるためには,すべての部員に平等に

練習の機会や技術や能力以外の点での評価を与えるな

どの配慮も必要だろう。

部活動集団の特徴が部活動への意欲に及ぼす影響に

ついては,運動部では「部員主体性」「集団凝集性」

「やる気評価」から部活動への意欲に及ぼす正のパス

が認められ,文化部では「部員主体性」から部活動へ

の意欲に対して有意な正のパスが示された。この結果

から,運動部と文化部で違いは見られるものの,部活

動集団の特徴が部活動への意欲に影響を及ぼす要因で

あることが示され,仮説2は支持されたといえる。

「部員主体性」は,部活動に対して主体的に取り組

もうとする集団の雰囲気のことであり,このような集

団の雰囲気が部活動への意欲に影響を及ぼすことは想

像に難くない。そしてその影響は,運動部よりも文化

部において強いという結果が示されていた。本研究で

調査対象とした文化部には,美術部,コンピユータ部

が含まれており,これらの部活動では試合に勝つこと

といった集団としての明確な目標がなく,個人で練習

や活動に取り組んでいることが多い。そのため,部員

一人ひとりが目標をもって活動に取り組むことが,運

動部以上に必要となる。このような文化部での活動の

あり方が関連しているのではないかと推察される。

このことから考えると,文化部の顧問教師は部活動

への意欲が「部員主体性」に大きく関わっていること

を理解する必要がある。その上で「目標をもってそれ

に向かって活動する」というような部員の主体性を高

める指導をすることが,部活動への意欲を高めるため

に有効であるといえるだろう。

部活動集団の「集団凝集性」については,運動部に

おいてのみ,部活動への意欲に影響を及ぼすことが示

された。運動部では,集団として活動する必要が多く

集団内のまとまりが求められるのに対し,文化部では

個人での活動が多く集団してのまとまりが必要となる

機会は少ない。このような違いが関連しているものと

考えられる。

顧問教師が部員のやる気をどの程度評価するかとい

う「やる気評価」については,運動部においてのみ,

部活動への意欲に影響を及ぼすことが示された。仮説

1の検討において,技術・能力の低い部員は部活動へ

の意欲が低くなることを指摘したが,「やる気評価」

に関する上記の結果は,技術・能力の低い部員もやる

気を認められることで部活動への意欲が高まる可能性

を示している。一方,文化部では先述したように選手

や補欠といった区別がないため,部員を技術・能力に

よって評価することもなければ,やる気によって評価

することも運動部に比べて行われにくい。これにより,

部活動への意欲に対する影響が見られなかったのでは

ないかと考えられる。

2。学習意欲に及ぼす学習能力と部活動の意欲の影響

学習意欲に及ぼす学習能力の影響については,運動

部と文化部の双方で有意な正のパスが示された。この

結果から,仮説3は支持されたといえる。

本研究では,学習能力を実際の学業成績ではなく,

自己評価で測定したため,本研究での学習能力の高さ

は自分の学習能力に対する評価の高さを表している。

このことから,学習に対して生徒が“できる"“わか

る"などの自信を持つことは学習意欲の向上につなが

ることが示唆される。教師は生徒に対してできだ

“わかったという自信を与えられるような指導を心

がける必要があるだろう。

また学習意欲に対しては,運動部と文化部のいすれ

においても,部活動への意欲から有意な正のパスが示

された。この結果から,部活動への意欲が学習意欲に

影響を及ぼす重要な要因であることが示され,仮説4

は支持されたといえる。

先述したように宮坂(1959)は,部活動での養われ

た興味や自信は教科に対する動機づけにもつながるこ

とを指摘している。また吉村(1997)は,部活動に対

して意欲的に取り組むことのできる生徒は,部活動以

外の事にも意欲的に行動することができるようになる

ことを示唆している。本研究の結果はこれらの知見を

支持するものといえるだろう。

本研究の結果では,部活動への意欲が学習意欲に及

ぼす影響は,運動部よりも文化部の方が大きかった。

これは,文化部での活動が運動部での活動に比べて教

科の学習に近いことを反映していると思われる。しか

しながら,運動部での意欲にっいても,学習意欲に影

響を及ぼしていた点は教育的に意義のある知見と思わ

れる。近年では,学校における部活動が社会体育へ移

行される傾向にあり,部活動のもつ教育的意義が軽視

されているが,本研究の知見を考慮すると,部活動は

単なる技術・能力の向上だけではなく,それ以上のも

のが得られる非常に意義のある活動であるといえるの

ではないだろうか。

本研究においては,学習意欲への影響しか検討して

いないが,一般的に人間関係を構築する能力や,目標

に向かって努力する姿勢や忍耐力を身につけるなどの

有用性が指摘されている。このことからも,学校にお

ける部活動の社会体育へ移行する傾向を改め,もう一

度,学校教育における部活動に目を向ける必要がある

と思われる。部活動と学業の両立ができないために,

やむを得す部活動を断念することを間違っているとは

言えないが,部活動への参加が学校生活に充実感を与

え,学業への意欲的な取り組みにもつながる可能性が

あると考えられるのである。
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3。本研究の問題点と今後の課題

本研究では,部活動集団の特徴→部活動への意欲→

学習意欲という因果関係を仮定しパス解析を行った。

しかしながら,このパスについては逆の方向,すなわ

ち学習意欲が部活動への意欲に影響を及ぼす可能性も

ある。そのため本研究の結果のみでは,因果的な関連

を明言することはできない。本研究の結果をより確か

なものにするためには,縦断的な調査を行うなど,さ

らなる検討が必要だろう。

また本研究では,部活動集団の特徴として「部員主

体性」「集団凝集性」「やる気評価」の3つの下位尺度

を構成したが,部活動集団の特徴には「娯楽重視」や

「勝利至上主義」などさまざまな特徴が存在する。ま

た尺度構成に際しては10個の残余項目が生じた。今後

は,予備調査を行うなどしてより実際の部活動集団の

特徴を反映した尺度を作成して検討する必要があるだ

ろう。

さらに文化部についてはサンプル数が少なかったた

め,サンプル数を増やして再検討する必要もあるだろ

う。

- 225 -


