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部活動の経験が大学生活に与える影響について

*

金琄淑
<要

約>

本研究は、中学・高校の部活動の経験が学力、人間関係、体力などの面及び、大学生
活においてどのような影響を与えているのかを大学生への質問紙調査を通して明らか
にしたものである。部活動は現在多くの中高生において部活動は根強く浸透してい
て、約8割以上の生徒が部活動に加入している。部活動は生徒たちにどのような影響
を与えているのだろうか。本研究では、部活動の経験は、学力、人間関係、体力、
大学生活にどのような影響を与えているか、という課題を設定し文献研究や日本のI
大学、S大学の教職を取る学生、計514名への質問紙調査を行った。調査の分析の
結果、部活動は学力の面では「一過性的な学習」になってしまう傾向がみられた。
また、人間関係の面では「コミュニケーション能力」が身につくこと、体力の面では
｢忍耐力」が身につき、肉体的にも精神的にも強くなることが分かった。一方、大学
生活では人間関係の部分に最も影響を与えていて、実習や友達関係を築いていく上で
活かされていた。また、部活動の有用感が高い学生は、当時の仲間を大切にしている
傾向がみられた。最後に、部活動は人と関わることで仲間と支え合うことを学び、豊
かな人間性を育むことができることが分かった。これは決して教科の学習だけでは身
につけることのできないことであり、その後の大学生活にも良い影響を与えていた。
ただ、学力の面でみられた「継続的な学習習慣」を身につけることは、今後の課題で
あろう。
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Ⅰ．問題の所在と研究の目的
本研究の目的は中学・高校の部活動の経験が学力、人間関係、体力などの面及
び、大学生活において、どのような影響を与えているのかを明らかにするもので
ある。その際に、大学生に質問紙調査を行い分析していく。
日本では中高生において部活動は根強く浸透している。Benesseが2007年に行
なった「調査データクリップ、子どもと教育」によると、中高生の部活動への参
加状況は中学生では9割超、高校生では約8割の生徒が何らかの部活動に参加し、
毎日1時間半以上を練習時間にあてているという。部活動は中高生にとって生活の
一部であるといえる程、大切な活動であるといえる。
部活動は主に放課後に活動するものとして扱われてきて、自主的に同好の者が
集まり運動系の活動、文化系の活動をするものである。1968年度の学習指導要領
の改訂において小学4年生以上のクラブ活動必修化、中学校・高等学校においての
全員参加である必修クラブの設置の伴い、改訂前まで生徒が自主的に行っていた
クラブ活動は主に放課後に行われていたため、「課外クラブ」として分類された。
この「課外クラブ」こそが、現在に至っても部活動として続いている。
部活動の種類は主に運動部、文化部に分けられる。運動部には団体で行うもの
や個人で行うものがあり、文化部には個人で行うものがほとんどであるが吹奏楽
や軽音楽といった団体で行うものもある。その中から、吹奏楽部での活動を事例
として挙げる。吹奏楽部に中高6年間所属していたAさん（S大学4年生）へのイン
タビュー（2016年6月3日実施）によると、「吹奏楽部の練習内容は主に、個人練
習、合奏練習、パート練習である。個人、パートで合わせたことを活かし、部員
全員で合わせ音楽を創り上げていく。吹奏楽部の練習は音合わせが命であり、こ
の練習がその学校の音となり伝統を引き継いでいくことにも繋がっていく。当た
り前のように毎日朝早くから夜遅くまで練習が続き休日もほとんどない。だから
こそ休日が本当に嬉しく思い切り遊ぶことができる。つらい練習でも仲間がいた
からこそ乗り越えることができた。また、自分たちの演奏を聴いて喜んでくださ
るお客様の笑顔を見られることも吹奏楽部ならではの良さである。」という。
部活動は中高生にとって特別なものであると考えられる。それはつらい練習を
ともに励ましあった仲間の存在や、厳しくも温かく指導をしてくれる顧問の先生
の存在があるからであろう。また、日々の練習を乗り越えたからこそ人並み以上
の体力はつくが、部活に没頭しすぎたあまり学力面においては疎かになりがちで
もある。部活動での経験は、人間関係、体力、学力などの面において、また大学
生活においてどのような影響を与えているのだろうか。
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そこで本研究では、以上の問題意識に基づいて、次の2つの課題を設定する。①
部活動の経験は、学力、人間関係、体力などの面においてどのような影響を与え
ているか、②部活動の経験が大学生活にどのような影響を与えているのか。本研
究ではこれらの課題を明らかにしていくために、文献研究や大学生への質問紙調
査を行い、分析していく。

Ⅱ．部活動に関する先行研究の検討
部活動に関する先行研究は、CINIIで「部活動」をキーワードに1990年代から現
在（2016年10月1日）に至るまでの先行研究を検索してみると、5914件ヒットされ
る。それらの先行研究は、主に生徒同士の人間関係に関するもの、教育課程の位置
づけに関するもの、生徒への長期的効果に関するものの、大きく3つに分類できる。
まず人間関係に注目した研究としては、小野・庄司（2015）があるが、ここで
は部員にとっての部活動をひとつの小さな社会と捉え、その中で部員は様々なこ
とを経験し成長していくことに着目した。また、上下関係をひとつの規則として
捉え、組織の強化、集団づくり、組織の運営などに効果があるとしている （ 449
頁）。上下関係の厳しさの面から見ると、具体的な目標がある部活動はない部活
動に比べ厳しさに違いがあることが分かった。試合やコンクールがない部活動は
目標が無い、あるいは競い合うことを目的としていないので明確な上下関係がな
く、フラットな関係であるからだろう。特に高校生の場合は、全国レベルの学校
になると上下関係も厳しくなる傾向にあることを示した。全国大会常連の学校は
代々受け継がれてきた、全国大会優勝、全国大会金賞、などといった全国大会常
連校ならではの伝統というものがあり、その伝統を自分たちの代で途切れさせる
わけにはいかないという思いがある。それを守るためにも日々練習に励みよい結
果を残そうと奮闘する。メンバー争いや、勝利に対する追及が強いため部活動集
団の厳しさにつながり得ることも考えられる。メンバー争いを通して、お互いが
認め合うことを学び、生徒にとって自分自身のことについて知る機会にもなるだ
ろう。このことを踏まえるとより高いレベルの中で行われる部活動では求める結果
のレベルも高く、勝利への追及の姿勢が上下関係にも反映していると考えられる。
また人間関係と関連させて、吉村（1997）、岡田（2009）は部活動のタイプや
生徒の積極性に注目して、心理的にも良好であると分析している。部活動の中
で、自己主張をすることや、積極的に取り組むことは活動に対して満足感を得ら
れ、さらに学校生活全体への満足感にもつながることを示した。岡田 （ 2009 ：
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423）部活動に消極的な生徒は、教師との関係や進路や校則に対しての意識が低い
傾向にあり、また運動部においては、文化部より技術力が求められる傾向にある
ため、教師との関係が近いという。そのため、近すぎる関係になってしまうため
反社会的傾向も懸念されるという。横井（2011：126）は部活動の種類や取り組
み方によって、自己効力感に違いが見られることを明らかにした。レギュラーメ
ンバーや部の役職に就くなど、部に貢献できる能力がある生徒は、それを周りに
認められることも多く自己効力感を高める要因として挙げられた。ただその能力
を発揮することのみが自分自身への自信になるのではなく、部活動に参加しお互
いが認め合うことで自信につながるといえるのではないだろうか。文化部では顧
問教諭から認められることが自己効力感を高める要因であるとした。文化部の種
類は多種類であるため、同じ文化部というくくりの中でも活動内容に差が出るの
である。そのため、勝ち負けの場面が少ない文化部にとって自己効力感が得られ
る場面は、顧問との日頃の関係の中であることが考えられる。自己効力感は、あ
らゆる達成場面においてや、上下関係や顧問との関係など異年齢の人間関係よっ
て形成されるといえるのではないだろうか。
次に、部活動の教育課程における位置づけに関しては、清水 （ 2011 ） や水口
（2014）らが示した。部活動には教育的効果があると考えられているのにも関わ

らず、現在に至るまでの学習指導要領の改訂において教育課程の中に組み込まれ
ることはなかった。水口 （ 2014 ： 35 ） その中でいくつかの問題について指摘し
た。まず指導する教師についてである。教育課程外の活動のため、放課後の練習
や休日の練習はほぼボランティア状態にあり、顧問を務める教師には、教師の立
場とコーチの立場があり指導をする際に、困難な面に直面することもある。教師
の立場から考えると、授業の準備などの他の職務がある。コーチの立場では担当
する部活動の専門的な指導が求められる。この２つの立場で教師は葛藤し、指導
上の困難となり部活動の顧問になることに対して、消極的になる要因であるので
はないだろうか。実際のところ、活動経験のない部活動の顧問になることも多
く、教師たちにとって想像以上のストレスになっていることが考えられる。
一方、教師の抱えている問題として挙げられることは時間的な負担についてで
ある。ベネッセ総合研究所が文部科学省に委託されて行った教員勤務実態調査
（2006）によると、中学校教員においての休日の残業の内訳を見てみると成績処

理など他の項目に比べ、圧倒的に部活動の勤務時間が多いことが分かる。また、
文部科学省初等中等教育局初等中等教育企画課による学校や教職員の現状につい
ての調査（2015：15）の、教職員のストレス要因について職種別に表わしたもの
を見ると、部活動の指導についてストレスを常に感じると答えた中学校の教員は
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8.1％であり、ときどき感じると答えた教員は25.4％であった。また、高校の教員
を見てみると、ストレスを常に感じていると答えた教員は10.4％、ときどき感じ
ていると答えた教員は37.2％であった。高校になるとストレスを感じる教員の割
合が多いことが分かった。水口（2014：35）は現場の声として「平日は毎日6時
半まで部活動、その後に教材研究やその他の校務の仕事を始める。土日も練習
か、練習試合があり夏休みもない。部活動から解放されるのは、試験期間中しか
ないがその期間は試験問題作りに励み、テスト期間が終了したら採点、成績処理
などがあり想像を絶する忙しさである。」とあるように、部活動の指導は顧問教師
にとって大きな負担になっていることが考えられる。これらの教師の負担は、現
代の部活動に関する問題であるブラック部活動と関連するのではないだろうか。
ブラック部活動というものは、生徒らに暴言や暴力に頼った指導をしてしまうこ
とや、長時間に及ぶ練習をする部活動のことであり、ニュースでも取り上げられ
ている。その要因として挙げられるのが、専門的な指導が思うようにできず、そ
の結果、暴言や暴力に頼った指導をしてしまう点にあるとされている。また、ク
ローズアップ現代 （ 2016 ） では、達成感を得るために根性論で指導をしてしま
い、それを乗り越えなければ達成感を味わえないという部内の雰囲気があること
も暴言や暴力につながる要因であると指摘している。
次に長期的効果に注目した研究としては、野崎（2003）長谷川（2011）の研究
がある。長谷川（105頁）によると、大学二年次以降に高校での部活動の経験が活
かされるとし、野崎（112頁）は、部活動は生きる力の育成に大きな効果があると
いう。生きる力とは、これからの社会を生きていくために「確かな学力」「健康・
体力」「豊かな人間性」の3つをバランスよく育てていくということである。
以上の先行研究の検討を通して、部活動は特に人間関係を築き上げていく上で
効果があることが分かった。上下関係や、顧問との関わりを通し基本的なマナー
や協調性を養うことができる。異年齢という集団の中で、多様性に気づき認め合
うことは自己を肯定する力を養い、仲間を思いやる気持ちを持つことへつながる
だろう。また、部活動を通して養われた力は、将来への長期的効果もあることが
分かった。

Ⅲ．調査の概要
質問紙調査は、I大学の2、3年130名、S大学の2、3、4年384名、合計514名の教
職をとる学生を対象に行った。なお、調査時期と方法としては、2016年7月～10
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月に教職の授業時間を利用して質問紙を配布し、回答後その場で回収した。質問
紙については、5つの項目、全56問で詳細な内容は以下の通りである。

① 諸事項（9問）
② 部活動における学力・人間関係に関する項目（20問）
③ 部活動における体力面・生活習慣に関する項目（8問）
④ 部活動における性格面の変化に関する項目（9問）
⑤ 大学生活で役立った場面に関する項目（10問）

回答の仕方としては、①の項目については、それぞれ当てはまるものに○をつ
けるよう求めた。また、 ② 、 ③ 、 ⑤ の項目については、「 とても当てはまる 」、
「まあ当てはまる」、「あまり当てはまらない」、「全く当てはまらない」の４件法

で、 ④ の項目については、「 よくできた 」、「 まあできた 」、「 あまりできなかっ
た」
、
「全くできなかった」の４件法で回答を求めた。
調査対象者の特性は、表1の通りである。
＜表 1＞ 調査対象者の特性

学年

GPA（Grade Point Average）
平均

部活動の種類

もう一度部活動を経験したい

2年生

153(29.8)

3年生

174(33.9)

4年生

186(36.2)

2.0未満

21(4.2)

2.0～2.4

102(20.6)

2.5～2.9

180(36.4)

3.0～3.4

156(31.5)

3.5以上

36(7.3)

運動部

286(55.8)

文化部

113(22.0)

音楽関係

99(19.3)

無所属

15(2.9)

はい

405(79.1)

いいえ

107(20.9)
注) (
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調査は、I大学では教職をとっている2～3年生を対象に、S大学では教職を取る
2～4年生を対象に調査を行った。S大学の場合、実習を一回以上経験している教職
を取る学生である。成績は75.2％の学生がGPA2.5以上である。経験した部活動の
種類を見てみると、運動部を経験した学生が全体の半数以上である。音楽関係は
通常文化部に入る部活動であるが、吹奏楽部を中心とする音楽関係の部活動は団
体の活動である特性を考慮し、本研究では別の種類として分類した。もう一度部
活動を経験してみたいと考えている学生は約8割で、部活動を肯定的に考えている
学生が多い。
次に、S大学とI大学の特色についてまとめると、まず、千葉県にあるS大学は児
童学部、心理・福祉学部、文学部、人間栄養学部、看護学部、音楽学部からなる
女子大学である。中でも幼児教育に力を入れており、幼稚園教諭と保育士を養成
する分野において全国でも有名である。調査対象校としてS大学を選んだ理由は、
2015年度の幼児教育分野においての就職率が100％であり、保育士採用数は10年
連続全国1位、さらに幼稚園教員採用数3年連続1位と実績があるからである。S大
学は、「和」の精神を建学の理念として掲げ、創立以来「人間教育」という一本の
大きな柱を守りながら、幼児教育を核として女性の教育に努めている。将来子ど
もを育てるよき母親として、世界を舞台に活躍できる女性としてふさわしい、思
いやりや、慎み、いたわり、やさしさ、ゆとり、協調性といった「心」を育て、
芯のある多くの女性を社会に送り出したいと考えている。
一方、実践的な専門性を身につけるために重視しているのがピアノ教育であ
る。年間30回の授業を4年間続けることで幼稚園教員や保育士に必要な技術を身に
つけ、実践しながら学んでいく。
教育実習は2段階に分けて行われる。幼稚園教員コースの場合、1年次には附属
幼稚園、3年次には外部の幼稚園で2回目の実習を実施し、段階的なスキルアップ
を促している。その際に事前指導として先輩からアドバイスを受けたり、相談に
のってもらうなど学生同士で学び合う場が多いこともS大学の特徴である。
次にI大学についてである。I大学は茨城県の国立大学であり、教育・研究を通じ
た優れた人材の育成を目標としている。現代の世界がグローバル化など急速に変
化していく中で、国内でも人口減少や高齢化、防災や環境問題など大きな課題が
ある。そのような激しい社会の変化の中で、卒業後も成長を続け、活躍できるよ
うな学生を育成している。アクティブ・ラーニングを通した実践力を養う主体的
学修や、広い視野を養う教養教育を重視し、「教える」ことから「主体的に学ぶ」
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ことへの教育転換を図っている。またI大学のもう一つの特色は、地域に根ざし、
持続可能な地域社会づくりに貢献していることである。これまで、地域企業との
共同研究、環境保全と自然エネルギーの開発、防災、自治体のまちづくり支援な
どの実績もある。
I大学は人文学部、教育学部、理学部、工学部、農学部の5つの学部からなり、
「I大学で身に付く5つのチカラ」として①世界を見渡す、②道を究める、③とも

に答えを導く、④社会人として生きる、⑤地域と向き合うことの5つ挙げている。
現代社会をたくましく生きるための5つの「I大学型基礎学力」を身につけるため
のサポートを、どの学部・学科でも行っている。教育学部は、「学校教育教員養成
課程」、「養護教諭養成課程」、「情報文化課程」、「人間環境教育課程」の4つの学科
から構成される。中でも「学校教育教員養成課程」では、論理力、実践力、表現
力を培い、魅力ある人づくりに力を入れ、各教科の専門性、あるいは特別支援学
校の教師として必要な専門性を育むことができる。将来、小学校や中学校の教師
として自信をもって教壇に立つことができる実力のある教師を育てるために、
「学校教育コース」と「特別支援教育コース」に分け教員免許取得や資格取得に

向けた取り組みがされている。また教育学部に限らず、他の学科でもそれぞれの
分野における、各教科の教員免許や各学部ならではの資格を取得できることも特
徴である。
また「学生地域参画プロジェクト」という、学生主体の活動も行われている。I
大学の学生が地域社会と連携し、地域の抱える課題の解決に向けた取り組みや、
地域の活性化に寄与する活動を積極的に行うことを目的としている。2005年から
2015年の10年間で約100件のプロジェクトの実施をしている実績もある。そのプ
ロジェクトの内容は、東日本大震災の写真展を通して被災地の現状を伝え、もう
一度震災について考えを深めるプロジェクトや、障害のある人への就労支援を考
え、企業に制作した動画の上映や、学生に向けての勉強会、地域イベントへのボ
ランティア参加など、障害のある人への就労支援を支えるプロジェクトが行われ
た。また地域の教育委員会や役場と連携をし地域の子どもたちを招き、キャンプ
を実施するなど地域活性化を目的としたプロジェクトなど幅広い。学生らしい斬
新で多彩な発想を大切にし、学生の主体性や行動力を養う取り組みがあることもI
大学の特徴である。
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Ⅳ．結果の分析
1. 学力の面にみられる影響
部活動は学力の面でどのような影響を与えていたかをまとめたのが表2であ
る。
＜表 2＞ 学力面での影響に関する項目－部活動別－
部活動別
total

運動

音楽

文化

①主にテスト前に集中して勉強した

85.8

86.4

83.9

86.8

②部活と勉強を両立することができた

75.8

76.1

74.8

80.5

③部活の友達と勉強を教えあった

62.8

68.2

64.3

49.6

④学校生活は、勉強より部活動が優先だった

51.9

57.9

58.5

30.9

⑤部活のために赤点や補習にならないように勉強した

44.7

47.5

47.5

34.5

⑥疲れていて授業に集中できなかった時が多かった

41.9

46.7

48.5

25.7

注) 数値は「とても当てはまる」＋「まあ当てはまる」の百分比

表2を見ると6項目あるうちの4項目が50％以上であり高い肯定率を示している
ことが分かる。部活動の種類ごとに見てみると、文化部は運動部や音楽関係に比
べて学習面に対する意識に違いがあることが考えられる。
部活動ごとに見てみると、「 部活と勉強を両立することができた 」 ではどの部
活動においても高い肯定率を示している。また4件法の数値を示したものが図1で
ある。

[図 1] 部活動と勉強の両立
注）数値は百分比。左から「全く当てはまらない」、「あまり当てはまらない」、「まあ
当てはまる」
、「とても当てはまる」の順
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図1を見ると、両立できたということに対して「全く当てはまらない」としたの
が7.0％と大変少なく驚きである。「まあ当てはまる」としたのが49.5％と一番多
かった。部活動を経験してきた多くの学生が、主にテスト前に集中して勉強した
とし、この図を見るとどちらかというと両立できたという肯定的な評価をしてい
ることが分かる。両立の基準は人によって異なるため、この結果だけで両立でき
ていたと言い切ることは難しい。集中力をもって目標に向かう力が勉強などにも
活かされたと感じた学生が多かったのではないだろうか。そのため、両立できて
いたとしたのではないだろうか。部活動の種類で見てみると、文化部は80.5％と
高い肯定率である。文化部は運動部や音楽関係に比べて、時間的や活動内容的に
余裕があるため、両立できたと回答した割合が高いことが考えられる。
「学校生活は、勉強より部活動が優先だった」では運動部・音楽関係と文化部で

は約半分の差が見られる。それは運動部・音楽関係と文化部での意識の違いにあ
るからではないだろうか。「部活動より勉強」という意識が文化部にはあり、運動
部・音楽関係には、「勉強よりも部活動」という違いである。運動部・音楽関係の
ほうが「部活を頑張りたい」という気持ちが高かったということではないだろう
か。「部活の友達と勉強を教えあった」でも文化部に比べ、運動部・音楽関係のほ
うが高い。運動部・音楽関係では「部活を頑張りたい」という同じ気持ちを持っ
た者同士が、協力して勉強に励んでいたのではないだろうか。
また表2を見ると、「疲れていて授業に集中できなかった時が多かった」ではど
の部活動においても肯定率は50％以下である。部活動を通して一つのことを熱心
に取り組む中で集中力が自然と身に付いたことが考えられる。その集中力も活か
し、切り替えを行えていたのではないだろうか。
次に、「部活のために赤点や補習にならないように勉強した」では、どの部活動
において50％以下の肯定率である。運動部と音楽関係は文化部に比べると高い。
運動部や音楽関係の部は団体活動が中心なので、赤点になって他の部員に迷惑を
かけたくないという気持ちが「部活のために赤点や補習にならないように勉強し
た」と一要因になったと考えられる。
また「主にテスト前に集中して勉強した」ではどの部活動においても80％以上
であり高い肯定率を示している。テストは重要なものとして捉えられていたこと
が考えられる。成績は進路に関わる重要なものであり将来に関わってくるもので
もある。いくら部活動で良い成績を残したからといって部活動の成績では卒業は
できない。そのため「主にテスト前に集中して勉強した」ではこのような結果に
なったことが考えられる。また4件法の数値を示したものが図2である。約半分の
学生がテスト前に集中して勉強していることが分かる。これは部活動を経験して
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きたほとんどの学生がテスト前に詰め込みで集中して勉強していたといえるだろ
う。いわゆる短期集中型ということである。部活動で疲れていても授業には集中
することはできていたとされているが、自宅学習をするなど積み重ねる学習習慣
は、身につかなかったかもしれない。その理由としてやはり部活動での疲れが影
響していることが考えられる。学習面において集中して勉強するといった点では
部活動で得た集中力は発揮することができるかもしれないが、部活動の疲れで
日々の積み重ねは行われず、質の悪い学習習慣が身についてしまったことが考え
られる。

[図 2] テスト前の集中力
注）数値は百分比。左から「全く当てはまらない」、「あまり当てはまらない」、「まあ当
てはまる」
、「とても当てはまる」の順

では次にGPA別に見ていこう。以下の表10は学力に関する項目をGPA別に表し
たものである。
表3を見てみると、主に2.0未満の値が低く3.5以上の値が高いことが分かる。
＜表 3＞ 学力に関する項目－GPA別－
GPA別
2.0

2.4～

2.5～

3.0～

3.5

未満

2.5

2.9

3.4

以上

①主にテスト前に集中して勉強した

76.2

82.3

82.3

88.5

94.5

②部活と勉強を両立することができた

61.9

63.7

80.6

82.1

83.3

③部活の友達と勉強を教えあった

38.1

64.8

67.8

61.3

52.7

④学校生活は、勉強より部活動が優先だった

28.5

55.9

48.7

55.2

58.4

⑤部活のために赤点や補習にならないように勉強した

9.5

46.1

45.6

44.2

66.7

⑥疲れていて授業に集中できなかった時が多かった

28.6

47.1

41.4

43.0

36.2

注) 数値は「とても当てはまる」＋「まあ当てはまる」の百分比
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GPAが高い学生に効果があることが考えられる。
「主にテスト前に集中して勉強した」ではどのGPAにおいても50％以上である

ことからほとんどの学生が、テスト前に集中して勉強に励んでいたことがわか
る。それは現在の大学生活にも活かされているのではないだろうか。やはり大学
生活でもテストは大切なものとして扱われているのだろう。「部活の友達と勉強を
教えあった」はGPAが2.5～2.9である学生が一番高かった。3.0以上ある学生と比
べると教えあいをすることが多かったことが考えられる。ほとんどの学生はテスト
前になると部活動の友達と勉強を教えあう経験をしたことがあることが分かる。

2. 人間関係の面にみられる影響
ここでは部活動が人間関係の面に与える影響について考察していく。表4は人間
関係と関わる項目を高い順でまとめたものである。
＜表 4＞ 人間関係面での影響に関する項目－部活動別－
部活動別
total

運動

音楽

文化

①いろいろな人に支えられていることを実感した

84.2

88.5

87.9

72.6

②部活で上下関係を学んだ

78.6

82.5

83.8

65.5

③部活で濃い人間関係が築けた

75.8

81.4

81.8

54.8

④部活ではお互いを高め合う雰囲気があった

72.8

78.3

78.8

53.9

⑤部活で分からないことは、気軽に先輩に聞けた

72.0

74.5

75.7

61.0

⑥部活を通して、色んな人と付き合える自信がついた

71.9

77.8

73.7

54.4

⑦部活には憧れの先輩がいた

60.4

62.9

70.7

43.4

⑧部活の後輩に悩みなどを相談されたことがある

57.4

60.9

69.7

40.7

⑨部活の先輩に悩みなどの相談をしたことがある

43.9

43.5

57.6

32.8

⑩部活以外の学校生活でも先輩との関わりが強かった

42.4

45.8

47.5

31.8

注) 数値は「とても当てはまる」＋「まあ当てはまる」の百分比

表4を見ると10項目あるうちの8項目が50％以上となっており、部活動において
人間関係は密接に関連していることが考えられる。「部活の後輩に悩みなどを相談
されたことがある」と「部活の先輩に悩みなどの相談をしたことがある」のtotal
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に注目して見ると自分が後輩の立場だった時は相談をすることができなかった
が、自分が先輩の立場になった時は後輩の相談にのることができるようになった
ということが分かる。このことから、人として成長したということがいえるだろ
う。部活動に所属していると、先輩の立場と後輩の立場を両方経験することとな
る。そういった経験の中で、より相談しやすい先輩になれるよう心がけていたこ
とが考えられるのではないだろうか。後輩は優しく面倒見のよい先輩に心を開く
だろう。しかし優しすぎても良くない。ある程度厳しさもなければ後輩は成長し
ないからである。先輩に求められることは、後輩の成長を信じ共に乗り越えてい
くことではないだろうか。先輩も後輩のことを見守っていく過程で自分自身新た
な課題に気づいたりと、後輩から学ぶこともあるだろう。後輩が成長していく姿
を一番近くで見守ることができる存在は先輩である。そのような先輩と関わって
いく中で後輩は憧れを抱き、いずれ自分が先輩の立場になった際に活かすことが
できたのではないだろうか。それは人として成長できたといえるのではないだろ
うか。
「いろいろな人に支えられていることを実感した」では、84.2％と人間関係にか

かわる項目の中で一番高い肯定率を示した。4件法の数値を見てみると図3のよう
になる。

[図 3] いろいろな人から支えられた経験
注)

数値は百分比。左から「全く当てはまらない」
、「あまり当てはまらない」、
「まあ

当てはまる」、
「とても当てはまる」の順

図3を見ると圧倒的に「とても当てはまる」の割合が高い。部活動を経験してき
たほとんどが部活動には様々な人からの支えがあってこそ成り立つといえるので
はないだろうか。それは家族や部活動の仲間、顧問教諭などが主に挙げられる
が、場合によってはクラスの仲間や担任の先生など挙げればきりがないだろう。
それ程多くの人に支えられていることを実感し、感謝の気持ちを持つことは大切
なことだろう。また部活動の種類ごとに見ても高い肯定率を示していることか
ら、どの部活動でも共通していえることであるだろう。特に運動部と音楽関係に
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おいてはtotalよりも高い数値である。練習が文化部に比べて忙しいため家族の支
えが必要不可欠であろう。また大変な練習を共に乗り越える仲間がいるからこそ
支え合うということが自然と成り立っていたのではないだろうか。
次に「部活で上下関係を学んだ」では78.6％と高い肯定率である。4件法の結果
を見てみると図4のようになる。図を見ると「とても当てはまる」が45.1％と非常
に高いことから、部活動で上下関係を学べるということが言えるだろう。また表4
の運動部と音楽関係を見てみると80％以上を示しており、部活動と上下関係は深
く結びついていることが考えられる。

[図 4] 部活動での上下関係
注) 数値は百分比。左から「全く当てはまらない」、
「あまり当てはまらない」、「まあ当ては
まる」、
「とても当てはまる」の順

上下関係は主に2つの側面があることが考えられる。1つ目は先輩が後輩に対し
て指導をしたり、面倒を見たりする面、2つ目は挨拶を交わしたり先輩に対する言
葉づかいなど、礼儀をきちんと行う面である。運動部・音楽関係に比べて文化部
には厳しい上下関係がないのではないだろうか。上下関係をあまり気にせず和気
あいあいとした活動が行われていたことで、このような値を示したのではないだ
ろうか。それに対し運動部や文化部は勝利に対する欲求があるだろう。部を強い
組織にするためには、規律やマナーなどといったことも大切であるのではないだ
ろうか。筆者の経験の中でもそういった上下関係の厳しさというものを味わった
経験がある。そのため勝利への欲求も上下関係に影響することが考えられる。ま
た先輩だけでなく顧問の先生や外部から招く先生など、目上の方に対しての礼儀
もあるだろう。そのため挨拶や返事、言葉づかいなど基本的なマナーを身に着け
ることができるのではないだろうか。以下の図5は「 基本的なマナーが身につい
た」について部活動ごとに示したものである。図を見ても分かるように、「基本的
なマナーが身についた」は、どの部活動においても高い肯定率を示している。中
でも音楽関係においては93.9％と高い。それほど部内における上下関係がはっき
りしているということがいえるだろう。
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[図 5] 部活動で身についたこと－部活動別－
注）数値は「とても当てはまる」＋「まあ当てはまる」の百分比

音楽関係の部活動は女子部員の割合が高いことも、上下関係が重視される要因
のひとつであることが考えられる。上下関係が学べる反面、挨拶など本来であれ
ば自ら進んで行うことも、挨拶をしないと先輩に怒られるといったことを理由
に、挨拶が半強制的になってしまうことも考えられる。そのようにならないよう
正しい上下関係を形成できるよう注意することも大切なのではないだろうか。厳
しくも温かい上下関係は、良い集団づくりや組織の運営などの基礎をとなり、組
織を強化することにつながるといえるだろう。
次に 「 部活ではお互いを高め合う雰囲気があった 」 では運動部と音楽関係が8
0％と高い肯定率を示した。運動部・音楽関係と文化部の差は約30％以上である。
運動部と音楽関係では、勝ちたい気持ちや、良い賞を取りたいなどといった勝利
的欲求があることが考えられる。それに比べて文化部では、一概には言えないが
運動部や音楽関係の活動に比べ、比較的穏やかな活動であることが考えられる。
そのため勝ちたいという欲求というより、「 みんなで良い作品を仕上げたい 」 や
「みんなで絵を描くことや作品の制作活動を楽しみたい」などといった欲求のほ

うが強いのではないだろうか。このように文化部においての「高め合う雰囲気」
と運動部と音楽関係においての「高め合う雰囲気」の感じ方に違いがあることが
考えられる。運動部と音楽関係では、良い結果を共に望む仲間として部活動に励
んでいたのではないだろうか。
「部活には憧れの先輩がいた」では、運動部と音楽関係との差は約10％ではある

が音楽関係のほうがやや高いということが分かる。この差はなぜ生じたのであろ
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うか。音楽関係は吹奏楽部、合唱部、軽音楽部などが主に挙げられる。このよう
な部活動では大人数によってよい演奏を創り上げるといった特徴があるだろう。
運動部にもチームで行う競技もあるが人数の面などから考えると、音楽関係とは
違った雰囲気である。そのため音楽関係の部活動は団体として活動しているとい
う意識が運動部と比べて強いのではないだろうか。良い演奏を目指していく中で
周りにいる部員同士の距離が近くなり、毎日活動していくうちに身近に感じるよ
うになるからこそ、先輩への憧れも抱きやすい傾向にあるのではないだろうか。
またこの項目について、憧れに対する意識は性差によって違いが見られることも
明らかとなった。
また部活動を経験してきた学生の75.8％が「濃い人間関係が築けた」としてい
る。4件法で行った詳細で見てみると以下の図6のようになる。

[図 6] 部活動での人間関係
注）数値は百分比。左から「全く当てはまらない」、「あまり当てはまらない」、「まあ当ては
まる」、
「とても当てはまる」の順

「とても当てはまる」が44.6％と高いことから部活動を通して濃い人間関係が築

けるということがいえる。また 「 濃い人間関係 」 であったからこそ 「 悔しい思
い」や「嬉しい思い」を仲間同士で共有することができ、お互いを高めあう雰囲
気にもつながったのではないだろうか。「部活動を通して達成感を味わった（85.
4％）」、「部活で悔しい思いをしたことがある（80.7％）」の結果は、部活動を経験
した多くの学生が悔しい経験や達成感を味わっていることが分かる。悔しい思い
というのは仲間がいるからこそ芽生える感情であるだろう。悔しい思いとは人そ
れぞれであり、例えばある目標に達することができず葛藤することやライバルと
切磋琢磨する中でなかなか上達しない場面などが挙げられるだろう。それは同じ
部活動に所属しているからこそであり、高めあう雰囲気があるからこそお互いが
刺激し合い頑張るのである。悔しい思いは努力することへの原動力となり達成感
にもつながる。「悔しい思い」をすることで自分の新しい課題に気づき克服するこ
とで、自分自身への自信にもなるだろう。また「お互いを高め合う雰囲気であっ
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た」と「いろいろな人に支えられていることを実感した」の項目と関連させて考
えてみると、部活動を通して 「 支え合う 」 ということも学んだことが考えられ
る。先輩や後輩、同級生といった異年齢の関わりの中での支えあう経験は自己効
力感を芽生えさせるのではないだろうか。部員同士の多様性の中で自己効力感が
芽生えることで集団の一員という意識を持つようになり居場所となるだろう。つ
まり、部活動はただ個人のスキルを上げるための場所だけではないということで
ある。「支え合う」ことでお互いの良いところや悪いところをみつけ信頼関係や安
心感を得るのではないだろうか。
では部活動の種類別に見てみるとどうだろうか。図7は「部活動を通して達成感
を味わった」、「部活で悔しい思いをしたことがある」の2つの項目を部活動の種類
別に示したものである。

[図 7] 部活動の経験から感じたこと－部活動別－
注) 数値は「とても当てはまる」＋「まあ当てはまる」の百分比

図7を見てみると「部活で悔しい思いをしたことがある」では、運動部・音楽関
係と文化部において大きな差がみられることが分かる。大会に向けてのメンバー
選抜などの機会が多くある運動部と音楽関係はやはり悔しい経験をする機会が多
いのではないだろうか。その反面文化部にはそのような機会が少ないためこのよ
うに大きな差が出たことが考えられる。部活動に参加していれば誰しもが活躍し
たいと思い、良い結果を残したいと思うだろう。そういった思いをひとり一人が
持つことは、部活全体を高めあう雰囲気にし、良いチームとして良い団体として
成長し強くなるだろう。中でも「達成感を味わう」では音楽関係が圧倒的に高い
肯定率を示している。音楽を創り上げることは簡単なことではない。音楽を創り
上げることはひとりでは決してできないことだからである。その団体として、ひ
とつの良い音楽にするには個人のスキルも大変大切である。全員が同じ音形や音
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程を意識することは団体で演奏した時にまとまり良い音楽となる。努力した結果
は演奏を聴いてくれるお客さんの反応や、大会などでの審査員の評価によって分
かる。日々の練習は地味であり、成長しているかは日々の練習の中ではあまり感
じることができない。大会で良い賞をとることができたり、お客さんの喜ぶ笑顔
を見たときに初めて大きな達成感を味わうのである。運動部も88.8％と高いが音
楽関係と差が出たのはなぜだろうか。それは活動する期間の違いにあるだろう。
運動部は主に夏の大会を目途に引退をする。大会では決勝進出に向けて勝ち進ん
でいくが、そこで負けてしまえば全てが終わる。それに比べて音楽関係は全国大
会出場まで至らなくても、コンサートや地域の行事への参加など活動の幅が広
い。そのため活動期間も運動部に比べ長く引退も遅い。その分達成感を味わう機
会も多いことが考えられる。そのため、このように差が出たことが考えられる。
また「達成感を味わった」に関連させてもう少し考えていきたい。以下の表5は部
活動で得た力についてまとめたものである。
＜表 5＞ 部活動で得た力
total
スキルが習得できた

87.7

諦めずに最後までやろうとするようになった

81.8

負けず嫌いになった

71.5

注）数値は「よくできた」＋「まあできた」の百分比

表を見ると、「スキルが習得できた」では87.7％と高い肯定率を示している。部
活動を通して何かスキルを得ることができるといえる。そのスキルを獲得してい
く過程で最後までやり遂げる力を身に着けていくのだろう。表の「諦めずに最後
までやろうとするようになった」を見てみても81.8％と高い。スキルを獲得する
までの過程が大切だということが分かる。
では部活動別に見てみるとどうだろうか。図8は「何かスキルが習得できた」、
「諦めずに最後までやろうとするようになった」、「負けず嫌いになった」の3つの

項目を部活動別に示したものである。
図8を見ても分かるように、文化部においては「負けず嫌いになった」は47.3％
と低く、文化部と負けず嫌いにはあまり関連性がないことが考えられる。これは
やはり活動内容によるものであることが考えられる。また3つの項目のうち音楽関
係がすべてにおいて高い値を示している。音楽関係においてこれだけの高い値が
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[図 8] 部活動で得た力－部活動別－
注) 数値は「よくできた」＋「まあできた」の百分比

出るということは音楽に夢中になれたということではないだろうか。夢中になれ
たからこそ諦めずに最後まで取り組み、その結果達成感を味わうことができたと
いうことである。「達成感を味わう」の項目でも音楽関係が3つの部活動の種類の
中で一番値が高かったということにも結び付くだろう。仲間と共に良い音楽を創
り上げていく上で励まし合い、時にはライバルになることで悔しい経験や嬉しい
経験をしていく。こうした経験があってこそ素晴らしい達成感を仲間と共に味わ
うことができるのではないだろうか。同じ目標を持った仲間と喜び合えることは
どの部活にとっても良いことであるし、成長したことを喜び合うことにもなるだ
ろう。

3. 体力の面にみられる影響
部活動は体力の面にどのような影響を与えているのだろうか。表6は体力と関わ
る項目を高い順でまとめたものである。
表6を見てみると、まず「学校を欠席することがなかった」が全体で78.4％と、
部活動に関係なく、基本的な学生生活を送れていた人が、とても多いということ
がわかる。そしてそれと同じ数値の項目として「親が部活動に協力的であった」
がある。部活動というのは厳しく忙しい部活であるだけ、親のサポートというの
がとても大切になってくる。そして自分の子どもが部活動に所属していれば、親
もそれをサポートするために早起きをして、お弁当を作ったり、夜も疲れて帰っ
てきた我が子の身の回りの世話をする親が多い。親のサポートなしでは続けられ
ないかもしれない。そして大会には必ず足を運び、熱心な応援に加え、差し入れ
をする。このように親の熱心なサポートがあったからこそ、部活動を続けられた
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＜表 6＞ 体力面での影響に関する項目－部活動別－
部活動別
total

運動

文化

音楽

①学校を欠席することがなかった

78.4

83.5

70.8

73.8

①親が部活動に協力的であった

78.4

81.5

65.4

84.9

③規則正しい生活をしていた

64.7

68.4

50.4

70.7

④人並み以上の体力がついた

60.9

77.3

27.5

55.6

⑤忙しくて疲れているときが多かった

55.4

62.3

31.9

62.7

⑥もう少し自分の時間がほしかった

48.5

54.2

29.2

53.6

⑦引退してから太った

44.7

58.7

22.1

32.3

⑧部活以外の時間の過ごし方が分からなかった

28.8

33.6

17.7

29.3

注) 数値は「とてもあてはまる」+「まああてはまる」の百分比

という人は多い。また 「 忙しくて疲れているときが多かった 」 と答えた人が55.
4％もいるのにも関わらず、「規則正しい生活をしていた」と答えた人が64.7％も
いるということも、親のサポートが大きく関わっていると考えられる。
体力的な部分への影響を部活動別にみると、運動部や音楽関係の割合が高い。
これは部活動の種類に関係なく、練習の量をチームでの活動が一つの要因になっ
ていると考えられる。部活動を行っていれば、普段の授業の他に、運動部なら朝
練や、他の部活動でも大会前になると忙しくなったりと、運動をしていなくて
も、体力勝負のようなところがある。忙しい部活動を続けながらも、しっかりと
学校に通っており、さらに規則正しい生活まで送れていた人が多いということが
分かる。
次に、「忙しくて疲れているときが多かった」を見てみると、運動部62.3％、音
楽関係62.7％なのに対し、「規則正しい生活をしていた」が運動部68.4％、音楽関
係70.7％となっている。このことから、運動部や音楽関係など忙しい部活動で、
規則正しい生活を送れていた人は多いことが分かる。部活動が忙しいというと、
放課後遅くまで練習し、帰宅するのが遅く、それに加え翌日も朝練などで早起
き、といったように家にいる時間が短く、不規則な生活を送っていたのではない
かと考えに至ることが多いだろう。またそのような普段の生活に加え大会前など
になると、朝練や放課後練習の量、時間が増え、更に不規則な生活になりがちで
ある。しかし数値を見てみると、そこまで大きな差はないものの、「忙しくて疲れ
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ているときが多かった」と答えた人より「規則正しい生活をしていた」と答えた
人の割合の方が、運動部も音楽関係も高いことが分かる。では、なぜ部活動で忙
しく疲れていたのにも関わらず、規則正しい生活を送れていたのだろうか。
それは親の部活動への協力があったからであろう。
次に、運動部といえば他の部活動に所属していた人と比べて、体力があるとい
う考えが多いのではないだろうか。図9は学校生活においての体力面の項目の部活
動別の肯定率を表している。

[図 9] 学校生活においての体力面－部活動別－
注) 数値は「まあ当てはまる」+「とても当てはまる」の百分比

図9を見てみると、「部活動中心の学生生活だった」は運動部と音楽関係がとて
も高い。このことから、部活動中心の生活を送っていたから、人並み以上の体力
がついた、と言えるのではないだろうか。また運動部は「人並み以上の体力がつ
いた」の肯定率は77.3％と他の部活動と比べて、高いことがわかる。しかし人並
み以上の体力があるから、その分、疲れにくいのかということで見てみると、
「忙しくて疲れているときが多かった」の肯定率は音楽関係とほとんど変わらな

いという結果になっている。つまり運動部の人は、人並み以上の体力は持ってい
るが、その分疲れにくいかといえば、そういうことではないことがわかる。運動
部の人は、他の部活動に所属している人など周りの人と比べれば、体力はある方
かもしれない。しかし、そのような体力が付くということは、その分、他の部活
動と比べて、たくさん体を動かしており、疲れるようなことは人並み以上に行っ
ているであろう。だからこそ、人並み以上の体力はあるが、疲れているときが多
いという結果になるのではないだろうか。
またこの人並み以上の体力は大学生活において、教職を取る時に活かされてい
ると考えられる。教職を取るとその分単位取得も多くなるし、実習も必要となっ
てきて、忙しい大学生活になる。特にS大学の場合、4年間5回の実習を行うので、
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体力的にはもちろんのこと、精神的にも辛い場面が多い。しかし、それを全て乗
り越えることが出来るのは、一緒に支え合う仲間の存在であり、部活動の経験で
培った人並み以上の体力も、教職を熟すのに大いに影響を与えていると考えられ
る。

4. 大学生活に与える影響
部活動が大学生活に与える影響についてみていく。表7は部活動での経験が学習
の面で役に立った場面をGPAごとに示したものである。大学生活においては、
「 実技、実験などへの有用感 」 が一番高く、「 成績を高める 」 項目への有用感は

31.4％と低い。講義系の授業よりは実技系の授業において活かされることが考え
られる。また、部活動で培われた集中力を活かして学習にも励むことが考えられ
たが、やはり勉強を積み重ねる習慣が身についていないため、大学生になっても
そのような習慣はついていないことが考えられる。部活動の中で「継続的な学習
習慣」を身につけることは課題の一つになっていることが分かる。
＜表 7＞ 大学生活に部活動の経験が役に立った場面－GPA別－
GPA別
total

2.0

2.0～

2.5～

3.0～

3.5

未満

2.4

2.9

3.4

以上

実技、実験などの授業の時に役に立った

58.2

42.8

55.8

54.4

68.4

52.7

授業などでのグループ活動の時に役に立った

53.1

38.1

53.0

47.7

64.1

40.0

成績を高める時に役に立った

31.4

28.6

24.5

28.4

39.2

36.1

注）数値は「とても当てはまる」＋「まあ当てはまる」の百分比

一方、成績別にみると、GPAが3.0以上の学生の有用感が一番高い。やはり成績
を高めること自体には部活動での経験はあまり関係なく、それよりもグループ活
動や実技の面において自分の意見を述べたり、実技の技術を上げるために練習を
するなどといった面に効果が表れている。部活動を経験してきたことが成績を高
めることに直接的が効果はないが、グループでの学習や実技などの授業において
には効果があることが分かった。教職を取る学生には大事な授業でもある。さら
に、「授業などでのグループ活動の時に役に立った」を学年別にみると、2年生が
45.8％、3年生が56.3％、4年生が56.2％と学年によっても差がみられた。S大学で
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は3年生以降からより授業の内容が実践的になり、演習科目が増える。I大学も学
年が上がるごとに実践的な授業が増えてくるためこのように学年によって差がみ
られるだろう。部活動という団体の中で身についた、まとめる力やひとつのこと
を継続する力をグループでの学習や実技の面で活かすことができたと考えられ
る。一方、GPAをみると、どの項目においても3.5以上あるからといって高い割合
を示していない。特に「授業などでのグループ活動の時に役に立った」では全体
で2番目に低い値に位置している。「成績を高める時に役に立った」ではGPAが高
い、低い関係なしにすべてにおいて50％以下を示しており、部活動は成績を高め
るためには活かされないことが分かった。
さらに、部活動別でみるとどうだろうか。図10は部活動での経験が役に立った
場面について部活動の種類ごとに示したものである。図を見ると、どの項目にお
いても音楽関係が一番高い値を示し、続いて運動部の順である。「実技、実験など
の授業の時に役立った」では、楽譜が読めるからであろう。S大学にはピアノの授
業があるため、その際に役立っているといえるのではないだろうか。また表現な
ど、全員で合わせてひとつの作品を創り上げるということは、音楽を全員で創り
上げることと似ているため、音楽関係が一番高い値を示した理由であることが考
えられる。「授業などでのグループ活動の時に役立った」では文化部が一番低い。
運動部や音楽関係は比較的チームで行うが、文化部はどちらかというとそうでは
ない。運動部は個人の能力があってこそのチームプレイであるが、特に音楽関係
の部活動では、ほとんど個人として活躍する場面はない。そのような点から考え
ると、音楽関係は他の部活動に比べて、団体の中で過ごすことに慣れていること

[図 10] 部活動での経験が役に立った場面－部活動別－
注) 数値は「とても当てはまる」＋「まあ当てはまる」の百分比
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が考えられる。そのような中で自己主張する力が身につき、グループ活動などで
活かされる場面が多く、このような結果になったのではないだろうか。「成績を高
める時に役立った」ではどの部活動においても50％以下であり、成績を上げるこ
とには効果はそれほどみられない。
先述したように、部活動での疲れが影響し勉強を積み重ねる意識が低いため、
成績を高めることつながらないと考えられる。
大学の授業において、講義を聞いてただ授業を受けるよりも、みんなで意見を
出し合いながら進めていく授業のほうが、部活動を経験してきた学生にとっては
取り組みやすいことが分かった。それは、部活動で身に着けた人間関係力を発揮
できる授業形態だからであろう。そういった場面ではまとめる役割や一人一人の
自己主張が必要である。部活動を経験していれば、まとめる力や自己主張をする
力は自然とつくだろう。大学での授業を通してグループ活動や、表現などの実技
系の授業をこなしていく中で、部活動と同じような雰囲気を楽しみながら授業を
受けることができていると考えられる。
＜表 8＞ 大学生活において活かされた場面－部活動別－
部活動別
total

運動

音楽

文化

人とコミュニケーションを取る時

79.3

82.2

82.7

70.0

大学での友達関係

60.1

61.2

68.4

48.6

アルバイトでの人間関係

51.6

53.0

54.6

45.6

注）数値は「とても当てはまる」＋「まあ当てはまる」の百分比

次に、部活動が大学生活の人間関係に与える影響をまとめたのが表8である。約
8割の学生がコミュニケーションの場面で有用感を感じている。部活動ごとに見て
みるとどの部活動においても有用感が高い。部活動はコミュニケーションの基礎
を築くにあたって重要な場であることが明らかになった。部活動を通して人間関
係を築く基礎が培われていて、それが大学になって一番活かされている。その主
な内訳として実習の経験などが挙げられるだろう。実習では態度や、振る舞いな
ど実習生として気をつけなければならない点が数多い。担任の先生と日々コミュ
ニケーションをとっていく中で、言葉遣いや目上の方に対する態度など部活動で
の上下関係で学んだことが活かされる場面が多い。また挨拶や助言を真摯に受け
止める姿勢も実習では大切である。児童、生徒の手本になるためにも元気よく挨

- 116 -

部活動の経験が大学生活に与える影響について

拶をすることや、実習先の先生方から頂く助言を活かせるよう努力していくこと
が必要である。部活動を経験してきた学生は、部活を通して様々な人と関わって
きたことで、コミュニケーション能力の基礎が身についたと考えらえる。部活動
別に見てみると68.4％と音楽関係の有用感が高い。それは、運動部や文化部に比
べて、集団の中で過ごすことで、人と関わるのに慣れているからであろう。
アルバイトにおいても人間関係で学んだことは活かされるのではないだろう
か。「バイトでの人間関係に役立った」では51.6％と部活動を経験した半数がそう
感じていることがわかる。やはり言葉遣いや挨拶などの基本的な礼儀の面で部活
動での上下関係で学んだことが活かされると考えられる。しかし、そこまで数値
が伸びなかったのは、アルバイトという場面で社会人としての人間関係の築くこ
との難しさが影響しているからであろう。すなわち、部活動では共通の目的や興
味をもった集団の中だったからこそ濃い人間関係が築けて、コミュニケーション
が取りやすかったことが伺える。

Ⅴ．結 論
以上の分析の結果を序章で設定した研究課題に沿ってまとめると、次のように
なる。
部活動に関するこれまでの先行研究は、主に生徒同士の人間関係に関するも
の、教育課程の位置づけに関するもの、生徒への長期的効果に関するものの、大
きく3つに分類され研究が進められていることが分かった。
部活動の経験は、学力の面では継続的な学習習慣が身についていないため、一
過性的な学習になっている。特に運動部や音楽関係の部活動でその傾向が顕著で
ある。また部活動で養われた「集中力」を日頃の授業やテスト前の勉強に活かせ
ていたことが明らかになった。
次に、人間関係の部分に関しては、コミュニケーション能力」が身につくこと
が明らかになった。また、部活動の種類によって活動環境に違いがあり、運動部
や音楽関係の部活動に悔しい経験や達成感を得る場面が多く見られた。部活動を
通して先輩後輩の立場を両方経験することで人としても成長させていることが考
えられる。
一方、体力の面に関しては、「忍耐力」がつき、肉体的にも精神的にも強くなる
ことが分かった。最後に、部活動の経験が大学生活にどのような影響を与えてい
るのかについてである。大学生活には人間関係の部分が最も影響しているといえ
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る。それは実習や友達関係を築き上げることに活かされている。実習では上下関
係を通して学んだ、基本的な礼儀役に立っているようである。また部活動で得た
忍耐力は実習中に一定の影響を与えている。部活動も支えあいながら乗り越えて
きたように、実習中も友達同士で励ましあいながら取り組んできたようである。
部活動を通して、人と関わることで仲間と支え合うことを学び、人として成長
することができる。それは決して各教科の授業だけでは学ぶことはできないこと
であり、その後の大学生活にも良い影響を与える。南（2016：35）が指摘してい
るように、日本が提示している「21世紀型能力」では、知徳体を構成する資質・
能力から思考力を中核にこれを支える基礎力と使用方法を方向づける実践力の構
造へ進んでいる。このような学力観の変化の中で、部活動で培われた力はこれか
らの日本の学校教育の中でさらに力を発揮できるだろう。ただし、学力の面で見
つかった「継続的な学習習慣の不在」という課題は、部活動で身についた「継続
力」を学習面にも活かしていくことが望ましい。
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[Abstract]

Effects of Extracurricular activities on University life

Kim, Hyun-Sook
(Seitoku University)

This study aimed to verify how individual’s experiences in extracurricular activities in
secondary education have influenced each student’s academic and physical skills or human
relationship in their university life.
Extracurricular activities are recently deeply penetrated among majority of students in
secondary education in Japan. This study aims to verify the effects by the activities,
through the literature studies and a statistical analysis of a questionnaire survey, conducted
among 514 students in Teacher-training Course at University of S and University of I.
As a result, the activities proved its effects on academic skills as “temporary”. The
activities also provided “Communication skills” in human relationship and “Endurance” in
physical skills. In addition, the activities greatly influenced human relationship, especially
through the practical job training and university-life. The higher the importance a student
felt, the stronger bonds obtained with the peers of the activities.
As a conclusion, extracurricular activities provide opportunities of mutual support with
peers through an interactions, leading to an enriched humanness, which cannot necessarily
be obtained through curriculum learning. It has also led their lives highly enriched.
However, acquisition of “continuous habit in studying” shall be the challenges for the
future.
Key Words: Extracurricular Activities, Effects of Extracurricular Activities, Questionnaire
Survey, Japanese University Students, Communication Skills
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