
多種多様なスポーツで楽しむ！
体育実技の種目数は45種目！(2016年度)。サッカーやバレーボールといった馴染みのあるスポーツだけでなく、ヨガ、アーチェ

リー、自動車といったこれまでにないスポーツも始められます。好きな種目を履修し続けることもできるし、まったく経験のない
種目に挑戦して大学デビューも可能です！
また、夏や冬は海へ山へ、新しい仲間と共に自然の中でスポーツ！自然の中でのスポーツは，普段のスポーツとひと味違う。自

然のエネルギーを上手く使いながら行うスポーツの奥深さをぜひ体感してください。

スポーツを知識として学ぶ！
体育は，するだけではなく，知識・学問としても学ぶことが出来ます。 各教員

が，最新の研究内容をまぜた授業を展開しています。スポーツをするとどのような
良いことがあるのだろう，スポーツと社会の関係，スポーツと心など教養をたかめ
ることができるし，自身のスポーツ活動にも活かすことが出来ます。

体育研究所では、様々なスポーツイベントを通して、主に塾生・塾員に対しスポーツ振興を行っています！２００８年にスポー
ツ棟が完成し、スポーツ・コーディネート・オフィスを拠点として様々な情報を提供しています。

主なスポーツイベント

【スポーツ大会】
塾長杯フットサル大会
塾長杯バレーボール大会
塾長杯バスケットボール大会
新春塾内卓球大会

【公開講座】
ヨガ教室
ピラティス教室

【その他】
スキー・スノーボードの集い
トレーニングルーム開放（トレーニングアドバイス）

塾長杯バレーボール大会塾長杯フットサル大会塾長杯バスケットボール大会

塾長杯は、塾生を対象としたスポーツイベントで毎年各大会200名以上の塾生が出
場しています。フットサルはレベル分けをしていませんが、バスケットおよびバレー
ボール大会は、初心者中心のエンジョイリーグ、経験者中心のチャンピオンリーグの
２リーグに分けて開催しており、経験・未経験、男女問わず、たくさんの塾生が参加
し、白熱した試合がいくつも展開される大会となっています！

新春塾内卓球大会は、塾生だけでな
く、卒業生、教職員らも参加する極
めてアットホームな雰囲気の大会で
す。シングルス・ダブルスの2種目
を、温泉・中級・上級の３レベルに
分け開催をしており、様々な人との
交流が生まれるのもこの大会の特徴
です！



体育研究所では、2011年12月に「慶應義塾の体育・スポーツを問い直す」と題し、研究所設立50周年記念シンポジウムを開催しました。大学の体育教育が担う課題として、「大学に

於ける体育はどうあるべきか」、「スポーツにおける大学と地域の連携」、「大学体育教員の使命」、そして「体育研究所は今後どのような活動をすべきか」について議論が行われま
した。このシンポジウムの議論がもとになり、体育研究所として明確にテーマをもって継続的な研究を展開する必要性がその後確認され、「基盤研究」という位置づけで継続的なプロ
ジェクトを展開することとなりました。「基盤研究」では、「体育」という視座を中心に研究を展開しようと三つのテーマを設定しました。それは、①FD実践としての体育授業プログ

ラムの在り方、②学生スポーツの行動と大学におけるスポーツ、③大学体育の教育理念とカリキュラム、です。「基盤研究」を「体育」という視座から展開するということは、体育研
究所が実施している授業やその他のサービスプログラムについて教育学的意義や効果の検討を進めることを意味しています。現在進行中のプロジェクトであり、具体的な成果を示すま
でには至りませんが、それぞれのテーマについてここで現状をご報告させていただきます。

基盤研究 コアテーマ①−２

『大学体育において教員は履修者の運動・スポーツに対する
内発的な動機づけに貢献するか？−大学体育における動機づけ
雰囲気の検討』
班長：山内賢
班員：佐々木玲子・加藤大仁・永田直也・近藤明彦
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図1．体育授業前後における運動やスポーツに対する動機づけの変化

基盤研究 コアテーマ①−１

『自己効力感及び社会的スキルの向上に寄与する体育実技プ
ログラムの開発』
班長：村松憲
班員：村山光義・板垣悦子・野口和行

体育実技が自己効力感や社会的スキルにどのような影響を及ぼすのだろうか？本グループのこれまでの研究成果を報告す
る。

【報告１】学生の成長に寄与する体育科目の再構築に向けた基礎的検
討〜一般性自己効力感、社会的スキルの変化に着目して〜（慶應義塾
大学体育研究所紀要第50 巻、2011 年）
自己効力感は行動の遂行可能性の認知を意味しており、心身の健康維持増進を考える上で重要であると考えられており、

変容可能と考えられるために教育の場でも重視されるようになりつつある。一方社会的スキルとは対人関係を保っていくた
めのスキルであり、社会心理学や行動分析学の分野で研究課題とされているものである。658名の学生を対象に、学期の初旬
と下旬にアンケート調査を行った。
図１はGSESの１回目と２回目の得点について、実技なし、個人種目、集団種目ごとに示したものである。実技なしでは１

回目と２回目の得点に有意差は見られなかったが、個人種目と集団種目では１回目に対して２回目の得点が有意に上昇した。
個人種目と集団種目を合わせた「実技あり」グループと実技なしの比較では、１回目には有意差が見られないが、２回目で
は実技ありグループが有意に高い得点を示していた。
図２は社会的スキルの１回目と２回目について、実技なし、個人種目、集団種目ごとに男女別で示したものである。実技

なし女子、個人種目男子および女子、集団種目男子においては１回目に対して２回目の得点が有意に上昇したが、実技なし
男子、集団種目女子においては有意差が見られなかった。また個人種目と集団種目を合わせた実技ありグループ全体では、
男女ともに１回目に対する２回目の得点の有意な変化は見られなかった。
これらの結果より、体育実技の履修によってGSESの向上が期待できることが示唆された。社会的スキルについては個人種
目・集団種目男子および、個人種目女子においては有意な上昇が見られたことから、体育実技の影響が示唆される結果と
なっていた。しかしながら女子においては実技なしグループでも得点が有意に上昇していることから、体育実技以外におい
ても他者との関わりや未知の授業体験なども、社会的スキルに影響を及ぼしている可能性が考えられる。

図1．GSESの1回目と2回目の得点および実技履修有無の比較 図2．社会的スキルの1回目と2回目の得点の比較

【報告２】体育実技履修学生の社会的スキルおよび自己効力感の水準
に関する基礎的検討（慶應義塾大学体育研究所紀要 第52巻、2013年）
本塾における体育実技履修者を対象に、KISS-18（社会的スキルの指標）およびGSESアンケートを実施し、特に年齢・学年

の差、得点分布の実態、春学期と秋学期の変化の有無に関して基礎的検討を行うことを目的とした。図3は社会的スキルと
GSES(自己効力感）の学年別得点を示す。全体として、学年が進むについれて得点が向上する傾向がみられた。図4は社会的ス
キルとGSESの体育実技実施に伴う変化を示す。1回目（春学期初旬）から4回目（秋学期下旬）に向けて得点が向上する傾向
がみられた。
本研究より、社会的スキルや自己効力感は経年による経験の影響、さらには体育実技の実施によりが高まり、しかもそれは

連続履修によって強められる可能性が示唆された。

【報告３】学生の社会的スキル向上を目指した体育実技実践の試み
（慶應義塾大学体育研究所紀要 第52 巻、2013 年）
本研究においては大学における体育実技実施の効果に関して対人関係能力の向上を意図し、コミュニケーションの促進を

図るプログラムを取り入れることによる社会的スキル及び自己効力感の変化を検討することを目的とした。プログラム群で
はこれまで実施してきた授業展開の中に、コミュニケーション作りやグループワークを意識した内容を毎時間加えた。図5は、
プログラム群において得点が有意に向上していることを示している。体育実技が学生のメンタルヘルスの維持や積極的な社
会参加に寄与できること、また授業内容を工夫することによってその効果をより高められることが示唆された。

【報告５】体育実技に伴ってライフスキルがどのように変化するか
（慶應義塾大学体育研究所基盤研究レポート , 2016年1月）

【報告４】体育実技履修学生の社会的スキル及び自己効力感の変容に
関する検討―授業形態の違いによる比較―（慶應義塾大学体育研究所
紀要 第54 巻、2015 年）
夏季または春季休業中に7 日間または3 泊4 日程度の合宿形式で行う集中授業（シーズンスポーツ）においては、受講者の

社会的スキルや自己効力感（GSES）の得点変化が通常の体育実技授業（ウィークリースポーツ）や講義授業と異なるであろう
か。
図６、７のように、講義科目とウィークリースポーツの間、および講義科目とシーズンスポーツの間に有意な差が見られた

が、ウィークリースポーツとシーズンスポーツの間には有意な差が見られなかった。

図3-1．KISS-18（男子）の学年別得点
（春学期1回目）実線p<0.01，点線p<0.05

図3-2．KISS-18（女子）の学年別得点
（春学期1回目）p<0.01

図3-3．GSESの学年別得点
（春学期1回目）実線p<0.01，点線p<0.05

図4-1．KISS-18（男子）の
体育実技に伴う得点変化

図4-2．KISS-18（女子）の
体育実技に伴う得点変化

図4-3．GSESの体育実技に伴う得点変化

図5-1．KISS-18（男子）のプログラム群と一般群の
体育実技受講に伴う得点変化

図5-2．GSESのプログラム群と一般群の体育実技受講に
伴う得点変化

図6．講義、ウィークリー、シーズンスポーツにおける
社会的スキル（KISS-18）の1回目と2回目のアンケート得点

図7．講義、ウィークリー、シーズンスポーツにおける
自己効力感（GSES）の1回目と2回目のアンケート得点

図8．ライフスキル得点 授業序盤と終盤での得点比較

「ライフスキル」は「日常生活で生じるさまざまな
問題や要求に対して、建設的かつ効果的に対処するた
めに必要な能力」とWHO が定義しており（1997）、
應義塾大学においてもSFC キャンパスの体育実技にお
いて，ライフスキルのアンケート調査により自己評価
を行っている。本班では2014 年度に、島本ら（2013）
のアンケートを用いて授業序盤と授業終盤の得点を比
較した。図8に示したように、10 項目中5 項目で、有
意に得点が増加していた。「体育実技の実施によって
ライフスキルが向上する」という可能性が示唆される
結果であった。もちろん、体育実技以外の要因による
向上も考えられるため、今後の調査が必要である。

はじめに
本班は，大学生の運動やスポーツ活動に対する動機づけを高める授業づくりに関する研究を行っている。運動やスポーツ活動
は，身体的な健康の維持・増進のみならず，メンタルヘルスやコミュニケーション力などの心理社会的な要因にも影響を与え
ている。そのため，運動やスポーツ活動に対する動機づけを高めることは，心身ともに豊かな生活のために必須である。運動
やスポーツ活動に対する動機づけと体育授業の関係は，小・中学校での体育授業，大学生の高校で受けた授業内容に関する研
究がある。これらの研究では，活動に対する「内発的動機づけ」，授業において内発的動機づけを高める「上達を重視する
（熟達志向的）雰囲気」の有効性に関する報告がなされている。そこで今回の報告では，授業における動機づけ雰囲気に注目
し，①大学の体育授業の現状分析，②塾生が考える動機づけを高める教師の指導・関わり方に関する調査，③新たな測定尺度
の作成を示し，今後の研究活動の展望を述べる。

①大学体育授業の現状分析
まず始めに，現在の体育授業は，履修者の動機づけにどのような影響を与えているか測定・分析した。測定結果は，図１で示
した。慶應義塾大学の体育実技では，履修者の授業前の動機づけは高く（内発的），授業後もその動機づけが維持されている
ことがわかった。また，種目によっては，授業後により高い動機づけとなることもわかった。しかし，どのような要因が動機
づけの維持・向上に影響しているのかは不明なままであった。

②塾生が考える動機づけを高める教師の指導・関わり方に関する調査
履修者の運動やスポーツ活動に対する動機づけを高める要因の検証のため，塾生に対して「運動やスポーツ活動に対する動機
づけを高める教師の指導や関わり方」を自由記述アンケートにて聴取した。動機づけ雰囲気には，教師が果たす役割が大きい
ことがわかっており，本研究ではその点に注目した。聴取内容の例を表１に示す。聴取内容をみていくと，大きく「塾生の取
り組みをどの要素（熟達か結果か）で評価しているか」，「塾生を適切に評価しているか」，「教員の塾生対してどのような
態度をとっているか」という要因が影響しているのがわかる。この調査を踏まえ，動機づけを高める教師の指導・関わり方を
評価する尺度の作成を実施した。

③新たな尺度の作成
現在，調査②の結果をもとに，塾生の運動やスポーツ活動に対する動機づけを高める教師の指導・関わり方を評価する尺度の
作成を実施している。作成中の尺度は，表２に示した。塾生に対する測定と因子分析の結果，「熟達への評価」，「熟達への
指導」，「成績の重視」，「生徒に対するひいき」という４つの因子に分類された。現在は，質問項目・因子名の再検討を実
施している。

今後の研究活動の展望
今後の研究では，まず始めに，作成した尺度を用いて履修者の動機づけが高まる要因を明らかにする。その上で，動機づけを
高める授業方法を考案していくこととなる。大学体育授業は，履修者が教育機関において受ける最後の体育授業となる可能性
が高く，運動やスポーツ活動を継続する態度を養う最後の機会かもしれない。そのような重要な機会において，教師・授業が
果たす役割は大きく，今後もより良い授業に資する知見が得られるように進めていく。
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図1．体育授業前後における運動やスポーツに対する動機づけの変化

基盤研究 コアテーマ①−１

『自己効力感及び社会的スキルの向上に寄与する体育実技プ
ログラムの開発』
班長：村松憲
班員：村山光義・板垣悦子・野口和行

体育実技が自己効力感や社会的スキルにどのような影響を及ぼすのだろうか？本グループのこれまでの研究成果を報告す
る。

【報告１】学生の成長に寄与する体育科目の再構築に向けた基礎的検
討〜一般性自己効力感、社会的スキルの変化に着目して〜（慶應義塾
大学体育研究所紀要第50 巻、2011 年）
自己効力感は行動の遂行可能性の認知を意味しており、心身の健康維持増進を考える上で重要であると考えられており、

変容可能と考えられるために教育の場でも重視されるようになりつつある。一方社会的スキルとは対人関係を保っていくた
めのスキルであり、社会心理学や行動分析学の分野で研究課題とされているものである。658名の学生を対象に、学期の初旬
と下旬にアンケート調査を行った。
図１はGSESの１回目と２回目の得点について、実技なし、個人種目、集団種目ごとに示したものである。実技なしでは１

回目と２回目の得点に有意差は見られなかったが、個人種目と集団種目では１回目に対して２回目の得点が有意に上昇した。
個人種目と集団種目を合わせた「実技あり」グループと実技なしの比較では、１回目には有意差が見られないが、２回目で
は実技ありグループが有意に高い得点を示していた。
図２は社会的スキルの１回目と２回目について、実技なし、個人種目、集団種目ごとに男女別で示したものである。実技

なし女子、個人種目男子および女子、集団種目男子においては１回目に対して２回目の得点が有意に上昇したが、実技なし
男子、集団種目女子においては有意差が見られなかった。また個人種目と集団種目を合わせた実技ありグループ全体では、
男女ともに１回目に対する２回目の得点の有意な変化は見られなかった。
これらの結果より、体育実技の履修によってGSESの向上が期待できることが示唆された。社会的スキルについては個人種
目・集団種目男子および、個人種目女子においては有意な上昇が見られたことから、体育実技の影響が示唆される結果と
なっていた。しかしながら女子においては実技なしグループでも得点が有意に上昇していることから、体育実技以外におい
ても他者との関わりや未知の授業体験なども、社会的スキルに影響を及ぼしている可能性が考えられる。

図1．GSESの1回目と2回目の得点および実技履修有無の比較 図2．社会的スキルの1回目と2回目の得点の比較

【報告２】体育実技履修学生の社会的スキルおよび自己効力感の水準
に関する基礎的検討（慶應義塾大学体育研究所紀要 第52巻、2013年）
本塾における体育実技履修者を対象に、KISS-18（社会的スキルの指標）およびGSESアンケートを実施し、特に年齢・学年

の差、得点分布の実態、春学期と秋学期の変化の有無に関して基礎的検討を行うことを目的とした。図3は社会的スキルと
GSES(自己効力感）の学年別得点を示す。全体として、学年が進むについれて得点が向上する傾向がみられた。図4は社会的ス
キルとGSESの体育実技実施に伴う変化を示す。1回目（春学期初旬）から4回目（秋学期下旬）に向けて得点が向上する傾向
がみられた。
本研究より、社会的スキルや自己効力感は経年による経験の影響、さらには体育実技の実施によりが高まり、しかもそれは

連続履修によって強められる可能性が示唆された。

【報告３】学生の社会的スキル向上を目指した体育実技実践の試み
（慶應義塾大学体育研究所紀要 第52 巻、2013 年）
本研究においては大学における体育実技実施の効果に関して対人関係能力の向上を意図し、コミュニケーションの促進を

図るプログラムを取り入れることによる社会的スキル及び自己効力感の変化を検討することを目的とした。プログラム群で
はこれまで実施してきた授業展開の中に、コミュニケーション作りやグループワークを意識した内容を毎時間加えた。図5は、
プログラム群において得点が有意に向上していることを示している。体育実技が学生のメンタルヘルスの維持や積極的な社
会参加に寄与できること、また授業内容を工夫することによってその効果をより高められることが示唆された。

【報告５】体育実技に伴ってライフスキルがどのように変化するか
（慶應義塾大学体育研究所基盤研究レポート , 2016年1月）

【報告４】体育実技履修学生の社会的スキル及び自己効力感の変容に
関する検討―授業形態の違いによる比較―（慶應義塾大学体育研究所
紀要 第54 巻、2015 年）
夏季または春季休業中に7 日間または3 泊4 日程度の合宿形式で行う集中授業（シーズンスポーツ）においては、受講者の

社会的スキルや自己効力感（GSES）の得点変化が通常の体育実技授業（ウィークリースポーツ）や講義授業と異なるであろう
か。
図６、７のように、講義科目とウィークリースポーツの間、および講義科目とシーズンスポーツの間に有意な差が見られた

が、ウィークリースポーツとシーズンスポーツの間には有意な差が見られなかった。

図3-1．KISS-18（男子）の学年別得点
（春学期1回目）実線p<0.01，点線p<0.05

図3-2．KISS-18（女子）の学年別得点
（春学期1回目）p<0.01

図3-3．GSESの学年別得点
（春学期1回目）実線p<0.01，点線p<0.05

図4-1．KISS-18（男子）の
体育実技に伴う得点変化

図4-2．KISS-18（女子）の
体育実技に伴う得点変化

図4-3．GSESの体育実技に伴う得点変化

図5-1．KISS-18（男子）のプログラム群と一般群の
体育実技受講に伴う得点変化

図5-2．GSESのプログラム群と一般群の体育実技受講に
伴う得点変化

図6．講義、ウィークリー、シーズンスポーツにおける
社会的スキル（KISS-18）の1回目と2回目のアンケート得点

図7．講義、ウィークリー、シーズンスポーツにおける
自己効力感（GSES）の1回目と2回目のアンケート得点

図8．ライフスキル得点 授業序盤と終盤での得点比較

「ライフスキル」は「日常生活で生じるさまざまな
問題や要求に対して、建設的かつ効果的に対処するた
めに必要な能力」とWHO が定義しており（1997）、
應義塾大学においてもSFC キャンパスの体育実技にお
いて，ライフスキルのアンケート調査により自己評価
を行っている。本班では2014 年度に、島本ら（2013）
のアンケートを用いて授業序盤と授業終盤の得点を比
較した。図8に示したように、10 項目中5 項目で、有
意に得点が増加していた。「体育実技の実施によって
ライフスキルが向上する」という可能性が示唆される
結果であった。もちろん、体育実技以外の要因による
向上も考えられるため、今後の調査が必要である。

はじめに
本班は，大学生の運動やスポーツ活動に対する動機づけを高める授業づくりに関する研究を行っている。運動やスポーツ活動
は，身体的な健康の維持・増進のみならず，メンタルヘルスやコミュニケーション力などの心理社会的な要因にも影響を与え
ている。そのため，運動やスポーツ活動に対する動機づけを高めることは，心身ともに豊かな生活のために必須である。運動
やスポーツ活動に対する動機づけと体育授業の関係は，小・中学校での体育授業，大学生の高校で受けた授業内容に関する研
究がある。これらの研究では，活動に対する「内発的動機づけ」，授業において内発的動機づけを高める「上達を重視する
（熟達志向的）雰囲気」の有効性に関する報告がなされている。そこで今回の報告では，授業における動機づけ雰囲気に注目
し，①大学の体育授業の現状分析，②塾生が考える動機づけを高める教師の指導・関わり方に関する調査，③新たな測定尺度
の作成を示し，今後の研究活動の展望を述べる。

①大学体育授業の現状分析
まず始めに，現在の体育授業は，履修者の動機づけにどのような影響を与えているか測定・分析した。測定結果は，図１で示
した。慶應義塾大学の体育実技では，履修者の授業前の動機づけは高く（内発的），授業後もその動機づけが維持されている
ことがわかった。また，種目によっては，授業後により高い動機づけとなることもわかった。しかし，どのような要因が動機
づけの維持・向上に影響しているのかは不明なままであった。

②塾生が考える動機づけを高める教師の指導・関わり方に関する調査
履修者の運動やスポーツ活動に対する動機づけを高める要因の検証のため，塾生に対して「運動やスポーツ活動に対する動機
づけを高める教師の指導や関わり方」を自由記述アンケートにて聴取した。動機づけ雰囲気には，教師が果たす役割が大きい
ことがわかっており，本研究ではその点に注目した。聴取内容の例を表１に示す。聴取内容をみていくと，大きく「塾生の取
り組みをどの要素（熟達か結果か）で評価しているか」，「塾生を適切に評価しているか」，「教員の塾生対してどのような
態度をとっているか」という要因が影響しているのがわかる。この調査を踏まえ，動機づけを高める教師の指導・関わり方を
評価する尺度の作成を実施した。

③新たな尺度の作成
現在，調査②の結果をもとに，塾生の運動やスポーツ活動に対する動機づけを高める教師の指導・関わり方を評価する尺度の
作成を実施している。作成中の尺度は，表２に示した。塾生に対する測定と因子分析の結果，「熟達への評価」，「熟達への
指導」，「成績の重視」，「生徒に対するひいき」という４つの因子に分類された。現在は，質問項目・因子名の再検討を実
施している。

今後の研究活動の展望
今後の研究では，まず始めに，作成した尺度を用いて履修者の動機づけが高まる要因を明らかにする。その上で，動機づけを
高める授業方法を考案していくこととなる。大学体育授業は，履修者が教育機関において受ける最後の体育授業となる可能性
が高く，運動やスポーツ活動を継続する態度を養う最後の機会かもしれない。そのような重要な機会において，教師・授業が
果たす役割は大きく，今後もより良い授業に資する知見が得られるように進めていく。


