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余暇活動としてのスポーツーデーヘの参加動態  

萩原武久1），平川武仁2），成瀬和弥3）  

比較対象となった他の国立大学と比べて歩数  

が少ないこと∴運動不足と感じていない学生  

は運動不足と感じている学生よりも歩数が少  

ないこと（鍋倉・尾崎・吉岡・中枢，2005）が  

明らかになった－1この結柴は∴大学′巨が比較  

的健康な年代であるために∴健康を意識した  

り，健煉に関心を払うことが［】噴から少ない  

こと（太［H・佐伯・太目，1994）から∴筑披大  

学の学生もl三1常的に基礎的な運動が少ないこ  

とを示しているn これまでに∴女子大学生  

の運動の実施状態が悪く，健康状態の悪い学  

生は良い学生に比べ∴情緒的に安産していな  

いこと，社会的適応能力が高くないこと，思  

考的には外交的でないという報告（加藤，  

1996）もみられるしノまた，将来的に，身体活  

助の少ない者は心臓痛や死亡率が存意に高い  

こと（mrj・中村・久保川・Paffenbarger．  

1993）を懸念すると，連動活動を［l常的に取  

り入れていくことが肝要であり，長期間にわ  

たる余暇時間でのレクリエーション的な運動  

でも，加齢に伴う体力の低下が抑えられる  

（高木・横井・佐藤・和泉・久島，1997）という有  

効性を学生に教育していくことが重要であ  

る。これらの問題点を改首する方策と，社会  

で求められる学生を育成するための教育とし  

て．萩原（2007）は教育活動における体育の意  

発と方向性を新人生への講義において伝達す  

ることを試みてきた。そこでは，体力的攻寄  

のみのための体育ではなく，「主体性」，「運  

動」，「社会力」，「知りの4つの観点を総合した  

「スポーツカ」による全人教育としての新たな  

体育・スポーツの意義を述べてきた。また，  

この「スポーツカ」は．授業における体育とい   

Ⅰ．はじめに  

文部科学省では，1954年以来．「体力・運  

動能力調査」を実施することで，同氏の体力  

および運動能力を把捉し．体育やスポーツ晴  

動の指導と行政上の基礎資料として役立てて  

きたrl昨年に′実施された文部科学省の体力・  

運動能力調査では，6威から79歳までの男女  

約7万人を対象にして実施した結果、小学生  

の体力・運動能力が約20年前の1986年噴を  

ピークに年々低下していること（読売新聞．  

2007a）が明らかとなった。一方で，最近10年  

では，子どもの体力・遊動能力の低下が下げ  

ILまり傾向にあることがわかった。この結果  

は，これ以L体力や運動能力が低下しないと  

いう水準まで至っていることを示しているだ  

けでなく，非常に深刻事態となってきたこと  

を意味するり この低下▲の原図として推測され  

る点は，子どもの運動不足状態がライフスタ  

イルの中に定着したこと（誠′義朗間．2007b）  

である。下げlヒまりが始まった当時，小学生  

であった世代は，おおよそ現在，大学に在学  

する学生に成長している〔′つまり，今後．約  

10年間、下げ止まりとなった体力・運動能力  
水準の世代が∴筑波大学にも学生として入学  

してくるのである。   

近年の筑波大学に通学する学生は．通学時  

間15分以内の自転車通学できる下宿生活とい  

う住居形態と通学スタイルの特異性があり，  
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2．調査の実施   

調査対象は，標準年次で本学の共通科目  

「体育」を履修する学生5112名であった。調査  

期間は2006年10月21EIから22日の2日間に開  

催された秋のスポーツ・デーの翌日カ、ら約2  

週間であった。調査は農本的に，共通刊脹  

「体育」を担当する教員が授業時間中に配布  

し，授業終了後に回収した」、回収数は3947件  

であり，学顆，学年，性別．年齢が末記入の  

調査用紙を除いた有効回答数は3803件であっ  

た（回収率74．4％）L。  

3．分析   

分析を始めるにあたり∴共通科目「体帝」を  

機修する学年は学類によって異なることを踏  

まえ，全学類で共通した履修学年である1年  

生と2年生を分析対象としたL．それゆえ分析  

対象は，3年生以．〉L二の恒1答を除いた2901件  

（男子学生1591件，女子学生1310件）であっ  

た。回答が得られた各学類の1年生の男子学  

生数と女子学生数，各学類の2年生の男子学  

生数と女子学生数を素点とした相関係数は  

．94であり∴有意であった（F（1，32）＝242．9，  

p＜．01）。説明率は88％であり，学生数の関  

係は強い相関がみられた。この結果から，今  

回の分析対象（1年生と2年生の回答データ）  

を用いることで，今回の調査目的を達成する  

ための筑波大学の各学顆の代表値として扱え  

ると判断された。   

調査項目は，主に名義尺度で構成されている  

ため，統計的検定には方2検定を用い，有意水  

準を5％とした。自由記述欄に記述された内  

容に関しては，回答内容を分類し，その件数  

を累計することによって質的に検討したこ 

Ⅱ．結果   

1．参加者数の傾向  

1）参加者数   

2006年の春と秋のいずれか，あるいは両方  

のスポーツ・デーに参加した学生は863名で  

う意味だけではなく，余暇時間における運動  

活動の意義とも密接な関係があり，スポーツ  

を通じた人格形成，健康的な生活活動の獲得  

をも意味していた。   

これまでにも体育センターでは，筑波大学  

内で実施されている余暇時間におけるスポー  

ツ活動の1つであるスポーツ・デーを通じ  

て，学生の運動実態を調査してきた（山川・  

寄金・大木・小原・西藤・本間・萩原・倉  

木・田崎・功力・阿江・進藤・田崎・小俣・  

河村・中村・高木，1990）。この調査は，正  

課体育の教育方法を改尊することを狙いとし  

て実施されたが，約20年経過した近年におい  

ては∴生活様式や余暇活動の内容に大きな変  

化があると予想され，再度調査を実施し現状  

を把握しておく必要がある。今回の調査で  

は，学生の余暇活動に対する態度という視点  

を含め，筑波大学が提供する余暇活動である  

スポーツ・デーヘの関心と関与を改めて調査  

し，今後の体育スポーツの意義と方向性を提  

案することを目的としたL 

I．方法   

1．調査項目   

調査用紙は，学業凱学年，性別，年齢を問  

うフェイスシート，1）スポーツ・デーヘの  

参加の有無，2）参加した種目，3）スポー  

ツ・デー参加に関する項目（参加の理由，参  

加の動機，参加のきっかけ，参加のための練  

習，参加に際する問題点，満足度），4）日常  

生活での運動・スポーツ活動，5）日常生活  

での運動の頻度，6）スポーツ・デーに対す  

る希望（年間開催回数，期間，開催種目，充  

実・発展のためのアイディア），7）不参加の  

理由，で構成された（項目内容の詳細は資料  

を参照）。今年度の第30回スポーツ・デーへ  

の参加者は1）から6）まで，不参加者は1）  

と4）から7）までを回答する形式であった。  
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あり，全体の約29．8％であったい 一一万，不参  

加者は2038名であり，全体の70．2％であっ  

た、、このことから，回答者のうち，おおよそ  

3から4人に1人がスポーツ・デーに参加し  

ていることが認められた。   

2）男女別   

匝11は性別による参加者の割合を示してい  

る。参加率では，男子が35．4％（563名），女  

子が22．9％（300名）であり．不参加率では，  

男子が64．6％（1028名），女子が77．1％（1010  

名）であった。参加・不参加と男・女をそれ  

ぞれ独立変数にして，方ご検定をした結果，  

人数の偏りは有意であった（ズ2（1）＝53．6．  

p＜．01）∫、桟差分仰の結果，男イのほうがス  

ポーツ・デーに参加する傾向にあることが認  

められたい  

曲参加  □不参加  

0％  25％  50㌔  75qb lOO％  

亡妻12 学年別の参加l者の割合   

4）学類別  

l封：うはゃ類別の参加者の割合をホしてい  

るり 全体の参加率（29．8％）よりも多い学粕の  

順に，Li引算総命（39．1％），勺二物資源（3臥8  

％），人文（37．4％），社会工学（37．4％），1二学  

システム（34．8％），l≡Ⅰ本言声＝三l本文化（33，3  

％），生物（32．6％），自然（32．0％）となってい  

ることが認められた1。  
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図1 男女別の参加者の割合  

3）学年別   

図2は学年別による蓼朝I省の割合を示して  

いる。参加率では，1年生が24，8％（528  

名），2年生が24．2％（335名）であった．イく参  

加率では，1年生が65．2％（991名）．2年生  

が75．8％（1047名）であった。参加・不参加は  

学年を独立変数にして．莞∵検定をした結  

果，人数の偏りは有意であった（ズご（1）＝  

38．3，p＜．01）。残差分析の結果，1年生のほ  

うがスポーツ・デーに参加する傾向にあるこ  

とが認められた。  
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図3 学類別と性別の参加率  

2．スポーツ・デーへの参加理由と動機およ   

び満足度  

1）参加理由と不参加理由   

図4はスポーツ・デーに参加した主な理由   
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の割合を示しているし、最も多かった理由は，  

「スポーツが好き」（325名）であり，次に「交友  

関係の拡大」（176名）であった。無回答を除  

き，参加理由を独立変数にして，ス∵検定を  

した結果，人数の偏りは有意であった（ズご  

（6）＝595．9，p＜．01）。ライアンの多重比較に  

よる残差分析の結果，特に上記の2つの理由  

が高いことが認められた。参加の理由につい  

て「その他」に回答した109件のうち，自由記  

述で最も多かったのは「サークル関係の理由」  

（サークルの恒例行事，団結力など）（29件）で  

あり，次いで「友達に誘われた」（23件），「ス  

ポーツ・デー委員だったから」（18件）などが  

みられた。   

図5はスポーツ・デーに参加ルなかった主  

な理由の割合を示している。最も多かった理  

由から順に「他の活動と重なったこと」（638  

名），「他の催しに参加lしたこと」（181名），  

「運動がきらい」（168名），「－一緒に参加する  

仲間がいない」（164名）などが挙げられた。無  

回答を除き，不参加理由を独立変数にして，  

方2検定をした結果，人数の偏りは有意で  

あった（ズ2（17）＝3377．8，p＜．01）。｝ ライアン  

の多重比較による残差分析の結果，特に上記  

の4つの理由が高いことが認められた。不参  

加の理由について「その他」に回答した126件  

のうち，自由記述で最も多かったのは「多  

忙，用事，アルバイト，部活動などの他の活  

動と日程が重なった」（32件）であり，次いで  

「スポーツ・デー委員だったから」（22件），  

巨ほ スポ岬ツ・デーヘの不参加の主な理由  

「関心・興味がない」（13件）などが見られたr1   

2）参加の動機   

図6はスポーツ・デーに参加した際の主な  

動機の割合を示している。最も多かった動機  

から順に「友人からの誘い」（534名），「自発的  

に」（150名）などが挙げられた。無回答を除  

き．参加動機を独立変数にして，ズ2検定を  

した結果，人数の偏りは有意であった（γご  

（6）＝1777．0，p＜．01）。ライアンの多重比較  

による残業分析の結果，特に上記の2つの理  

由が高いことが認められた。「その他」に回答  

した50件のうち，自由記述で最も多いのは  

「サークル関係の理由」（サークルの恒例行事  

など）（27件）であり，次いで「スポーツ・デー  

委員だ ったから」（6件），「部活の関係」（5  

件）などがみられた。  

交友関係を広げるため  
28月ヽ   

図4 スポーツ・デーヘの参加の主な理由  図6 スポーツ・デーヘの参加の動機   
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3）参加した後の変化   

図てはスポーツ・デーの参加後に変化した  

ことの割合をホしている。′最も多かったこと  

から順に「交友関係の広がり」（297名），「ス  

ポーツの楽しさ」（147名）などが挙げられた 

無瀬1答を除き，参加儲の変化内容を独慮変数  

にして，Ⅹ∵検定をした結架，人数の偏りは  

有意であった（ズ2（11）＝1133．0．p＜．01）し、ラ  

イアンの多重比較による残差分析の結栄，特  

に上記の2つの理由が高いことが認められ  

た（、「その他」に回答した43件のうち，撮も多  

いのが「特になし」（19件）であり，次いで  

「サhクル・部内の結束力」（9件）などがみら  

れたrJ  

問題点を独立変数にして，ズご検定をした結  

果，人数の偏りは有意であった（ズ2（13）＝  

1207．6，p＜．01）し ライアンの多重比校による  

残差分析の結果，他の回答に比べて上記の5  

つの理由が高いことが認められた。「その他」  

回答した28件のうち，「特になし」（4件）が最  

も多く，次いで「怪我で出場できなかった」  

（3件）などがみられた。  

メンバー敷の不足  
t→4㌔   

図8 参加に際しての問題点   

6）満足度  

l裏I9は，スポーツ・デー参加における満足  

度の割合を示している∴参加学生のうち，非  

将に満足している学生の割合が17．5％（151  

名），やや満足している学生が38．6％（333名）  

であり，全体の56．1％を占めてい束。一方，  

やや不満が5．2％（45名）．不満が2．4％（21名）  

であった。この結果から，参加した学生の満  

足度が高いことが認められた〔ユ  

図7 スポーツ・デー参加後の変化   

4）練習の頻度   

練習をせずに参加している人が全体の56．2  

％であり，2～3日前から練習をした人が  

16．2％，1週間前以上から練習をした人が  

14．6％，日ごろから練習しているので特別に  

しないという人が13．0％であった 

5）参加に際しての問題点   

図8はスポーツ・デーに参加に際して閉篭  

と感じた点の割合を示している「ノ最も多かっ  

た回答から順に「特にない」（294名）、「練習巌  

や回数の不足」（168名），「メンバー数の不足」  

（158名），「時間の余裕」（134名），「練習のた  

めの施設・用具」（128名）などが挙げられた。  図9 参加における満足度   
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3．学生の課外・余暇活動について   

図10は，スポーツ・デーに参加した学生と  

不参加の学生における日常的な運動活動の実  

態を割合で示している。未回答を除き，活動  

内容を独立変数にして，ズ2検定をした結  

果，人数の偏りは有意であった（ズ2（4）＝  

154．079，p＜．01）。残差分析の結果，参加者  

では不参加者に比べて体育系の課外活動団体  

に所属している，さらには余暇で運動活動に  

取り組む学生が多く，不参加者では体育系の  

課外活動団体に所属しておらず，余暇に運動  

活動に取り組む学生が少ないことが認められ  

た。  

由未回答  

国年に1～2度  

ぬ3～4ケ月に1～2度  

旧月に1～2度  

3日に一度  

：んど毎日  

参加  不参加  

図11日常的な運動の頻度   

5．開催に関する要望  

1）年間開催回数   

図12は，スポーツ・デーに参加七た学′l二と  

不参加の学生におけるスポーツ・デーの年間  

開催回数に関する意見の割合を′j】iしているレ  

この結果から，参加I省と不参加偶の両方にお  

いて．現行のままで良い，という回答が多い  

ことがわかる。そこで，未回答を除き，開催  

回数の要望を独立変数にして，ズ∵検定をし  

た結果，人数の偏りは有意であった（方ご（3）  

＝89．5，p＜．01）。残差分析の結栄t参加者で  

は不参加者に比べて，もっと多くすべきであ  

る（参加11．4％，不参加3．3％）という蔑見が多  

く，不参加者では参加者に比べて現行のまま  

（参加80．1％，不参加87．5％），あるいはもっ  

と少なくても良い（参加2．8％，不参加4．8％）  

という否定的な意見をもつ学生が多いことが  

認められた。「そ・の他」に回答した69件のう  

ち，最も多いのが「どちらでも良い」（24件）で  

あり，次いで「開催は不要」（8件），「よくわ  

からない」（6件），「特になし」（5件）などが  

みられた。  

白餅外運動団体析餌・余嘲躍動議勤なし  
■探外題勤団体紡罵・商戦遠凱暴動あり  
○余恥運動活取むし  
口余魔葦動議勤あり  
増澤外賓勤団体輌且  
日東l卦許  

参加 不参加   

図10 学生の課外・余暇活動  

4．日常的な運動の頻度   

図11は，スポーツ・デーに参加した学生と  

不参加の学生における日常的な運動頻度の実  

態を割合で示している。未回答を除き，活動  

頻度を独立変数にして，ズ2検定をした結  

果，人数の偏りは有意であった（ズ2（5）＝  

53．2，p＜．01）。残差分析の結果，参加者では  

不参加者に比べて2～3日に1度の頻度で運  

動活動に取り組む学生が多く（参加28．3％，  

不参加18．3％），不参加者では参加者に比べ  

て週に1～2度の頻度で運動活動に取り組む  

学生が多いこと（参加42．8％，不参加55．5％）  

が認められた。  

■乗回奄  
ロその他  
ロもっと多くすべきである 
窄もっと少なくても良い  

個現行のままで良い  

参加 不参加  

図12 年間開催回数の割合   
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2）開催期間   

図13は，スポーツ・デーに参加した学生と  

不参加の学生におけるスポーツ・デーの開催  

期間に関する意見の割合を示している。この  

結果から，参加者と不参加者の両方におい  

て，現行のままで良い，という回答が多いこ  

とがわかる。そこで∴未回答を除き，開催期  

間の要望を独立変数にして，方ゴ検定をした  

結果，人数の偏りは有意であった（ズご（3）＝  

69．7，pく01）。残差分析の結果，参加者では  

不参加者に比べて，もっと多くすべきである  

（参加胤6％，不参加2．6％）という意見が多  

く，不参加者では参加者に比べて現行のまま  

（参加83．ユ％，不敏狛弧5％），あるいはもっ  

と少なくても良い（参加1．5％，不参加3．3％）  

という否定的な意見をもつ学生が多いことが  

認められた。「その他」に回答した70件のう  

ち，「どちらでも良い」（28件），「時期の変更」  

（春はやどかり祭，秋は学園祭と近い時期な  

ので，日程の変更を望んだもの）（7件），「よ  

くわからない」（7件），「平日開催」（6件）な  

どが見られた。  

31．3，p＜．01）。残差分析の結果，参加者では  

不参加者に比べて，もっと多くすべきである  

（参加け6．5％，不参加9．8％）という意見が多  

く，不参加者では参加者に比べて現行のまま  

で良い（参加72．5％，不参加82．0％）という意  

見をもつ学生が多いことが認められた。「そ  

の他」に回答した104件のうち，最も多いのが  

「わからない」（27件）であり，次いで「春と秋  

で同一種目の開催」（20件），「どちらでも良  

い」（17件），「種目の復活・追加」（12件）など  

がみられた。「もっと多くすべきである」に回  

答した340件のうち．「卓球」（28件），「バス  

ケ、パ、ボール」（16件）．「ニュースポーツ」（10  

件），「野球」（9件），「テニス」（6件），「水  

泳」（5件）などがみらゎた。  

1
－
ヽ
㌔
 
 

け
0
 
 
 
7
5
 
 
 
5
0
 
 
 
2
5
 
 
 
n
 
 

欄弄個腐  
厄その他  
□もっと多くすべきである  
周もっと少なくてよい  
と竪選宣享卑垂茎竺虹「   

不参加   

図14 開催種目  

参加  

山東回苓  
ロその他  

ロもっと多くすべきである 4）スポーツ・デーを発展させるためのアイ  

ディア   

図15は，スポーツ・デーに参加した学生と  

不参加の学生におけるスポーツ・デ叫を発展  

させるためのアイディアに関する意見の割合  

を示している。この結果から，参加者と不参  

加者の両方において，学頬・学郡単位の対抗  

試合（参加27．8％，不参加25．8％）と有名チー  

ム・個人によるエキシビジョンゲーム（参加  

14，8％，不参加17．2％）の回答が多いことがわ  

かる。そこで，未回答を除き，各種アイディ  

アを独立変数にして，ズ2検定をした結果，  

人数の偏りは有意であった（ズ2（7）＝23．7，  

p＜．01）。残差分析の結果，参加者では不参  

加者に比べて，表彰制度を充実させて欲しい   

牒もっと少な〈てよい  

庭雛担坦且捏  

参加  不⑪加  

図13 開催期間  

3）開催種目   

図14は，スポーツ・デーに参加した学生と  

不参加の学生におけるスポーツ・デーの開催  

種目に関する意見の割合を示している。この  

結果から，参加者と不参加者の両方におい  

て，現行のままで長い，という回答が多いこ  

とがわかる。そこで，未回答を除き，開催種  

目の要望を独立変数にして∴㍗検定をした  

結果，人数の偏りは有意であった（ズ2（3）＝  
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（参加11．2％、不参加8．7％）という意見が多  

く，不参加者では参加者に比べて有名スポー  

ツ選手による講演会（参加4．6％，不参加17．9  

％）と各種サービスの充実（参加10．4％，不  

参加14．7％）という意見をもつ学生が多いこ  

とが認められた．一「その他」に回答された50件  

のうち，「運営」（スムーズな選営，試合時間  

と日程の工夫，審判の判定の統一など）（6  

件），「特になし」（6件），「どちらでも良い」  

（5件），「よくわからない」（4件）．「広報の  

工夫」（広告と参加寄集の仕方，開催内容の明  

瞭性など）（3件）などが見られた。  

ルを除いて，各種目を独立変数として，ス∵  

検定をした結果，チ岬ム数の偏りは有意で  

あった（ズご（10）＝32．7，p＜．01）。ライアンの  

多重比較による残差分析の結果，ソフトバ  

レーボール（38チーム）とサッカー（30チーム）  

への参加チームが多いことが認められた。   

ソフト′ルーポーノ…）： 

サッカーイ71 

′ルーポール（8） 

バスケットポーノい5）∴  

オリエンテーノンケ（t）「  

刀トポール‖伊   

バドミントン〔2〕   

ドッジポ＿ル㈲ 

駅伝（恥女4）：  

キソウベース、6、  

テニス（2） 

ソフトテニス（2〕師   

ハンドポ＿ル‥7）忘  

O 10 20 30 40   

図16 正式種目の参加チーム数。各種目の括  

弧内は1チームに必要な人数を示して  

いる。淡色は春機目であり，濃色は秋  

種目を示している。  

3）スポーツフィールド   

図17はスポーツフィールドの各種目への参  

加者数を示している。各種目を独立変数とし  

て，ズ2検定をした結果，チーム数の偏りは  

有意であった（ズヱ（7）＝45．4，p＜．01）。ライ  

アンの多重比較による残差分析の結果，スト  

ラックアウトへの参加者が多く（91名），チャ  

レンジザランキングヘの参加者が少ない（21  

名）ことが認められた。   

けl＝一一  

Irlヽ  

111ゝ1  

ハ■．  

】  

い＼二  

口千の嘩  

壷≡芸芸：諾意附ほ玉柏  

■鯉米軍との交流粒食  
いm稲毛スカトツ凋平に止る論調食  

‾ム’…傘  

診J朋 不参加  

図15 発展させるためのアイディア  

6．参加種目の傾向  

1）種目カテゴリーによる参加者数   

2006年度に開催された春と秋のいずれか，  

あるいは両方に参加した1年生と2年生の学  

生数863名のうち，春の正式種目への参加者  

数は648名（75．1％），秋の正式種目への参加  

者数は547名（63．4％）であり，春秋の両方へ  

の参加者は332名であった。また，30周年記  

念企画である大人の運動会には58名（6．7  

％），大学生クイズには17チーム（51名，5．9  

％）が参加ルていた．さらに，スポーツフィー  

ルドには春秋併せて485名（56．1％），サーク  

ル企画には27名（4．0％）が参加していた。   

2）正式種目   

図16は正式種目の参加チーム数を示してい  

る。各種目の括弧内は各チームに必要とされ  

る人数を示しており，各種目のチーム数に括  

弧内の人数を乗ずると参加者数となる。参加  

チーム数の小さいソフトテニスとハンドボー  
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示す一山－・方で，不参加学生の55．5％が余暇に連  

動をしていないという実態を明示しており．  

運動をする学生と運動をしない学生の二極化  

が始まるカリキュラムになっていることが懸  

念される（1将来的にこの二極化が進むなら  

ば，身体活動の少ない老が将来的に心臓病や  

死亡率が打意に高くなる（Paffbnbarger，Hyde，  

Wing，andSteinmetz，1984；Paffenbarger，  

Hyde，Wing，andHsieh，1986；田口・（1I村・  

久保El］・Pa血nbarger，1993）可能性が十分に  

あり，将来健康な生活を営むためにも，今  

後，体育を高学年のカリキュラムに組み込ん  

でいく必要がある（ 

2．参加の理由，動機，参加後の変化につい  

て   

参加矧軸こおいては，スポーツが好きな人  

の参加が投も多い（325名）という結栄は．ス  

ポーツへのコミットメント（Scan1anandSim－  

ons，1992）が確立している学生がスポーツ・  

デーに参加Iしていると考えられる「，川－・【・方で．  

その約半数（168名）にあたる不参加の学生が  

「運動がきらい」と回答していたし，また，「戊  

人から誘われて」参加したことやけl発的に」  

参加したという動機と関係づけると．コミリ  

トメントが形成されている学牛においては，  

上達に伴う有能感（達成的・内発的）．他者と  

の比較から得た有能悠（達成的・外発的），競  

争や動くことの楽しさ（非達成的・内党的）．  

他者との協力や協調（非達成的・外光的）によ  

り∴級動活動の楽しさを享受したいという傾  

向がみられる。〕他方，不参加者においては．  

苦痛の回避やそれに関わる情緒で生じる「恐  

怖」経験，運動に関する無力感や羞恥心など  

を経験した「能力」不足，恐怖や無力感から体  

育嫌いに「汎化」した経験（杉原，2003）から運  

動嫌いになったことが予想される1。これまで  

の筑波大学の体育における授業評価（橘．  

2005）では，総体的に身体活動の意義を学生  

が認識していることが明らかになった。それ  

4）サークル企画   

サークル企画への参加者については．体操  

部によるラートやGボール体験会に参加した  

学生が最も多く（10名）了次いでアーチェリー  

とライフル射撃部（各8名）の順であった「，   

Ⅳ．考察   

1．参加率について  

1988年時点の調査では，全体の36．4％が参  

加していたが，2006年時点では6．6％低下  

し，29．8％の参加率となった。男女別では，  

男子は1988年の39．5％から4．1％低下し，2006  

年では35．4％であった11女子は1988年の29．6  

％から6．7％低下し．2006年では22．9％であっ  

た。これらの傾向から，全体の参加率の低卜  

は，特に女子学生の参加率の低Fが大きく影  

響していると考えられる、1これまでにも，休  

日に運動する女子学生が少なく（宮嶋，  

1996），余暇利用のまずさ（加藤，1996）が指  

摘されている。また，非常に多くの女子学生  

が身体的な悩みを抱えているが，これらは美  

容やスタイルに関係したものが多く，廿苗的  

な健康管理について「特に気をつけていない」  

学生は全体の約3分の1もいる（宮崎1996）  

運助志向の低い女子学生は，栢二憤径行性∴ltiキ  

緒不安定性，抑鬱性においてはあまり良好で  

ない（宮崎，1994）ことが懸念されるため，今  

後∴運動と健康の重要な結びつきを認識させ  

る取り組みが必要である。   

学年別では，1年生よりも2年生の参加率  

が低いことが明らかになった．1この結果は，  

1988年と同様に，学年が進むにしたがって参  

加率が低下する可能性を示している。また，  

3・4年まで共通科目「体育」がカリキュラム  

に組み入れてある8学類（2006年度時点）のう  

ち5つの学額（国際総合，生物資源，社会工  

学，工学システム，日本語日本文化）の参加  

率が平均よりも高かかった。この結果は∴高  

学年で体育を受講する学類において，余暇活  

動に運動活動を取り入れる傾向があることを  
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ゆえ，今後，認識を行動に結実できるような  

授業となる取り組みが重要になってくるだろ  

う。   

次に，参加理由の2番目の理由として交友  

関係の拡大（176名）が挙げられていた。さら  

に，参加後の変化として，参加後に交友関係  

が拡大した学生が多い（297名）という結果で  

あった。これらの結果は，参加によって学生  

の狙いが達成されたと考えられる。しかしな  

がら，参加の動機として，経験のある種目に  

参加する人は少なく（2．7％），友達から誘わ  

れて参加する外党的な動機づけによる参加  

（61．9％）が多い。そして不参加者には，「一  

緒に参加する仲間がいない」（164名）という学  

生が多かった。体育・スポーツは主体的に取  

り組む姿勢（主体性）が重要である（萩原，  

2007）が，これまでに，学生間の「交友・協  

調」が実際に向上したという授業料日（梱・蓮  

田・土方，2003）や体育全般においても学生  

相互でコミュニケーションがあったこと  

（摘，2005）から，体育・スポーツに接する機  

会を増やす，つまり大学における体育授業の  

拡充により，交友関係の拡大を図ることが有  

効と考えられる。さらに，その汎化作用とし  

て，社会で必要とされている「社会力」で最も  

重要なコミュニケーションカを育成すること  

（萩原，2007）も可能になってくるだろう。   

また，不参加理由において．不参加者のう  

ち，31．3％が「他の活動と重なった」，8．9％が  

「他の催しに参加」であった。昨今の学生が連  

動しない理由として，時間の余裕がないこと  

（宮崎，1995）がわかっている。スポーツ・  

デーは週末開催のため，アルバイトなどの他  

の活動と重なる可能性は十分ある。しかし，  

参加者の満足度が高いことから，他の活動以  

上に，スポーツ・デーによる身体活動の楽し  

さを享受できる可能性は十分あり，今後，そ  

の魅力を不参加者に伝えていく取り組みが必  

要である。   

そして，練習をしないで参加している人が  

全体の半数を占めていること，参加に際して  

の問題点の結果から，練習量や練習回数の不  

足、メンバー数の不足，時間の余裕，練習の  

ための施設・用具などが挙げられた。この耕  

栄は，練習の施設を得ないため，練習量や回  

数を得ることができない ，また練習を計画す  

るに至らないため，メンバーを琴ることがで  

きない，という悪循環になっていると考えら  

れる。これまでに体育センターでは∴洛動施  

設の開放状況を誰でも閲覧でき，簡便に利用  

申請できる登録システムを構築してきた。こ  

の登録システムは，体育会系課外活動団体の  

学生には有効に活用されているが，今後，学  

生の余暇活動の拡大に結実するように，シス  

テムの存在と利便性を周知させていくこと  

で，これらの問題点を解決していくことが望  

まれる。．  

3．学生の課外・余暇活動について   

参加者は余暇に運動活動に取り組み，不参  

加者は運動活動に取り組む学生が少ないこと  

がわかった。大学生は健康・な年代であること  

もあり，健康を意識したり．健康に関心を払  

うことも少ないこと（太田・佐伯・太田，  

1994）もあるが，将来に健康であるために  

は，余暇時間におけるレクリエーション的な  

運動でも長期間にわたれば加齢に伴う体力の  

低下速度が抑えられること（高本■坂井・佐  

藤・和泉・久島，1997）や，運動の実施状況が  

健康状態との関連がある（岩井・岩田・地  

井，1996）ことからも，成人病予防の観点か  

ら健康的な生活習慣を確立するために，余暇  

時間における遅効活動への取り組みを促して  

いくことが肝要である。  

4，日常的な運動の頻度   

参加者は2～3日に1度，不参加者では過  

に1～2度，運動活動に取り組む学生がそれ  

ぞれ多かった。この結果と前項の余暇活動の  

結果から，参加者は体育以外で運動活劇に取  
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参加者の満足度の高さからも，今回の調査に  

おける不参加l者でもスポーツ・デーに参加す  

れば催しとしての意義や意味を認識する可能  

性は十分ある。）それゆえ，まず不参加者の誘  

引を先決し，身体活動によるスポーツ・デー  

参加だけでなく，運動・スポーツに必要とさ  

れる有り余る細から幅広い人間性と見識を生  

かす「知」の育成（萩原，2007）となる参加形態  

を取り入れていくことが必要であろう。  

6．参加種目の傾向   

今回の有効回答数の約11．4％の学生（332  

名）が蕗秋両方のスポーツ・デーに参加して  

いた己．これは10人に1名以】l二が横極的に参加  

していること．主に交友関係の拡大を狙いと  

して，チームスポーツ（主にソフトバレー  

ボールとサッカー）での参加形態が多くなっ  

た結果と考えられる。また，この結果は，ス  

ポーツ・デーを通じた「祉合力」の育成（萩  

蝶，2007）といえ，参加者においては．ス  

ポーツ活動を通じた余暇時間の有効利用と  

なっていると考えられる。   

Ⅴ．まとめ  

スポーツ・デーにおける今回の調査によっ  

て，スポーツ・デーに対する態度だけでな  

く∴学生の余暇時間における運動活動の取り  

組みも明らかになってきたrr 得られた結果  

は，運動活動への受動的な取り組みが多く，  

ライフスタイルの変化およびカリキュラム改  

正による運動不足の学生の増加が懸念される  

結架であった。このことに対処するために  

は，今後の大学生の教育・教養としての体育  

のカリキュラムを拡充していくことが必要で  

ある。そして，スポーツ活動を通じた「主体  

性」，「運動」，「社会力」，「知」をもってし  

て，「スポけツカ」を育成（萩原，2007）し，昨  

今大きく変化する社会へ適応し能動的に活躍  

できる学生を排出することが期待される。ま  

た，大学設置基準大綱化後のカリキュラム改  

り組んでいるが，不参加者は体育以外では遊  

動活動に取り組んでいない可能性がわかっ  

た。筑波大学に通学する学生は，自転車によ  

る通学時間15分以内という大学近隣の下宿生  

満という学生が多いという持襲的な住居形態  

や通学スタイル（鍋倉・尾崎・吉岡・中垣，  

2005）であるため∴賂動活劇に取り組まない  

学生はますます健康的な生活習慣を確立せ  

ず巨運動不足に陥ってしまう。特に，2008年  

度の授業カリキュラムの改正によりI高学年  

での体育を除いた学顆が増加し∴賂軌不足の  

学′圭二は健康状態が感化し．生活習慣病に結び  

つく確率が高まってしまうり例年，体育セン  

タ岬で′恩施してきた体力測定における身体測  

定では．1貯学年になるほど大学生の体重は増  

えているが，伸長はあまり変化がないことが  

わかったハ ニの結果は∴運動活動の実施状態  

が悪いことからも，運動不足による体重増加l  

を暗ホしており，近年，生活習慣病による内  

臓脂肪（メタポリ、ソク）症候群（財団法人循環  

器病研究振興財団，2008）への予備軍として  

懸念される。  

5．開催への要望   

参加l者は年間開催回数，開催期間，開催秤  

目の増加を，不参加者は開催回数と開催期間  

の現状維持か減少と開催種目の現状維持を望  

んでいたし．春はやどかり祭，秋は学園祭と開  

催期日が近いため，日程を変更することを望  

む学生もみられたっ また，極目増加を選択し  

た学生は．春秋通じて一計一種目に参加するこ  

と，特に卓球，バスケットボールの春秋の2  

度開催を望んでいることが明らかになったr〕  

発展のためのアイディアでは、参加者は自分  

たちで活動し，しかも自分たちの活躍を認定  

してくれる表彰を望み，不参加者は能動的に  

運動するというよりも．参加する仲間を求め  

なくても参加できるような講演会や，スポー  

ツ活動への付加的な要素である各種サービス  

の充実を求めていることが明らかになった。  
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正により，体育の履修学年数が減少の－－▲途を  

辿ってきた。それゆえ、余暇時間を含め∴学  

生の運動活動に接する機会は確実に減り，将  

来的な健康状態の維持が困難であること，生  

活習慣病へ至る可能性が十分あることは確か  

であるf。このことに対応するためにも，ス  

ポーツ・デーと共通科目「体育」の意義と価値  

を改めて再考し，教育に取り入れていくこと  

が望ましいといえる。そして，今後もより∬一  

層，学生の気質を変化させる力をもつ体育に  

よる教育の中核をなす筑波大学体育センター  

の貪削が重要な経となるであろう 
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