
これからの部活動に変化を与えるための一考察
～体力・運動能力調査の結果から～

千葉県館山市立第三中学校 教諭 笹子竜侍

１ はじめに

本校は、房総半島の南端にある安房郡市という過疎化・高齢化の進む長閑な地域にあり、館山市

は人口４万人ほどの小さな市である。安房地区には、館山市の他に南房総市、鴨川市、安房郡鋸南

町がある。本校は館山市内中心部にあり全校４６０名ほどの中規模校であるが、安房地域の他の中

学校は全校１００名前後の小規模な学校がほとんどである。

そのため、各学校の部活動では、顧問となる教員や部員数の不足というどこの県でも抱えるマイ

ナス面もあるが、部員数が少ないことからの合同チーム編成や、『チーム安房』という言葉を合い

言葉に安房地区全体で取り組んだり活動したりする機会が多い。

平成３０年３月１９日にスポーツ庁から『運動部活動の在り方に関する総合的なガイドライン』

が示された。また、多忙な教員が社会問題化され、その解消に向けた働き方改革も部活動運営に変

化を与え始めている。これらを受け、各都道府県として方向性が示され、市町村教育委員会でもガ

イドラインが示され始めている。

このような動きから、各学校でもこれまでの部活動運営からの変化が必要となってきている。例

えば、ガイドラインでは『平日１日、休日１日は部活動休養日を設定すること』や『平日２時間、

休日３時間程度の活動時間』がクローズアップされたが、実際に部活動をする学校として可能かど

うかを考えていかなければならないだろう。

このようなことから、教員として気持ちよく部活動を進めるために、また生徒が気持ちよく部活

動に参加できるようにするためには何が必要で、どのように改善をしていくことが良いのかを各都

県の皆さんと考えてみたいと思う。

２ 研究のねらい

平成２９年度の全国体力・運動能力調査の結果から、千葉県の中学校での１週間の部活動活動時

間が全国で１番長いと報告された。

教員の勤務時間の長さが社会問題として取り上げられているが、毎日当たり前のように部活動に

取り組んでいる公立中学校教員として、特別に長い活動であると感じたことがなかった。そのため、

結果が公表され、他県と比較して本県が 1番長いとされたことに驚いた。
そこで、全国的な調査の結果から、まず関東学校体育研究協議会に出席されている都県の調査結

果や安房地区の各中学校の実施状況を調査し、全国規模の調査と比較・検討してみようと考えた。

その結果からこれからの課題を把握し取り組みを考えたい。

また、運動部活動に関するガイドラインが示されたことにより、各学校ではどのような変化や工

夫をしているのか、今後どのように対応しようとしているのかを調査し、これからの部活動運営に

役立てたいと考えた。

３ 研究の概要

まず、全国体力・運動能力調査の中から、部活動に関する項目で各都道府県の結果を調査する。

また、安房地区各学校へのアンケート調査を実施し、各学校での部活動への取り組み状況を把握す

る。この全国的な調査と地区での調査を比較し、さらに県の結果と比較することで、支部での問題

を明らかにし、新たな取り組みを考えたい。

特に今回は、部活動の休養日や活動時間の長さが新聞やテレビで大きく取り上げられ、対応を求

められている。そのため、各学校での活動時間や休部日の設定について調べることとする。また、

それぞれの部活動顧問が抱える問題点やガイドラインが出される前とその後の部活動への変化や対

応について調査し、よりよい部活動運営を目指した取り組みを考えていきたい。



４ 研究の実践

（１） 全国体力・運動能力調査の結果

① 関東学校体育研究協議会参加都県の結果

グラフ１【部活動所属率（男子）】 グラフ２【部活動所属率（女子）】

グラフ３【曜日別部活動実施率(男子)】 グラフ４【曜日別部活動実施時間(男子)】

グラフ５【曜日別部活動実施率(女子)】 グラフ６【曜日別部活動実施時間(女子)】

グラフ７【1週間の活動時間（男子）】 グラフ８【1週間の活動時間（女子）】
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グラフ１とグラフ２から、男子の運動部活動への所属率は８０％前後でほぼ同じであるが、

東京都の学校では、部活動への所属率は他の県と比べると低いが、反対にスポーツクラブへの

所属率が２０％以上と高くなっている。山梨県では部活動への所属率は他の県とほぼ同じであ

るが、スポーツクラブへの加入率も高い。女子の運動部への所属率は、６０％前後であり、男

子よりも２０％程度低い。また、スポーツクラブも含めた運動部・スポーツクラブよりも文化

部を選ぶ率が３０％～４０％であり、男女での差が顕著である。

グラフ３とグラフ５から、曜日別の部活動実施率を見てみると、茨城県の月曜日の実施率は

他の都県と比べて非常に低く、埼玉県の実施率は高い。また、栃木県と東京都の水曜日の実施

率は低い。また、全体的に見ると、東京都の部活動実施率は各曜日で低くなっている。

グラフ４とグラフ６から各曜日の実施時間は、上記の各曜日の実施率と同じように、月曜日

と水曜日で部活動の実施時間に差が生じている。また、平日の実施時間は各都県ごとに多少の

差がある。その中でも、千葉県は他の県と比べると各曜日とも実施時間が長い。特に、休日の

実施時間を見ると、実施時間の少ない東京都や山梨県と比較すると、１時間以上の差がある。

グラフ７とグラフ８からは、１週間の部活動の合計活動時間の大小が分かるが、千葉県は男

女ともに実施時間は一番長い。実施時間が短い東京都と比較すると、男子で１７０分、女子で

１２０分という差になっている。

② 考察

運動部活動への入部状況を見ると、男子が約８０％と女子が約６０％と２０％の男女差があ

るが、その活動実施率にも実施時間にも男女差はない。これは、生徒一人一人の興味関心の差

に男女差があるからではないかと考える。しかし、実施時間の差がないことから、興味関心に

沿った活動には男女差がなく、それぞれの目標に向かって取り組んでいると考える。

ほとんどの都県では、月曜日の部活動実施率が低いが、各校で部活動を実施しない日を設定

していたり、会議等で実施できない日になっているのではないかと考える。

（２） 安房地区のアンケート結果

体力・運動能力調査の千葉県の結果と安房地域の現状とを比較したり、ガイドラインが示さ

れてどう変化してきているのかを各学校の運動部活動顧問に対するアンケート調査を実施し

た。

① 部活動顧問の年齢 安房地区 (H30)３８．５歳
② １日の活動時間（平日）千葉県１３９分 安房地区(H29)１１６分 (H30)１１５分
③ １日の活動時間（休日）千葉県２４７分 安房地区(H29)２３７分 (H30)２２３分
④ １週間の活動日 千葉県 － 安房地区(H29)５．７日 (H30)５．１日
⑤ １ヶ月の活動日 千葉県 － 安房地区(H29)２３．８日 (H30)２１．６日

ガイドラインを受けて次の項目でアンケートを実施した。

⑥ ガイドラインが示される前後での変化はあるか。

・学校全体で、平日１日、休日１日の休養日を設定するようになった。

・月曜日がノー部活動デーだったが、他の曜日に移動した。

・休日の部活動時間を短くした。

・まだ変更はしていない。（市教委から方針が出されていないため）

⑦ 部活動は教育的効果があると思うか。

・思う。（全員）

⑧ 部活動で大切にしていることは何か。

・挨拶、礼儀、社会性 ・大会成績 ・技術向上 ・体力向上

⑨ 今後の部活動の変化について何か意見はあるか。

・休養日が増えることで他のことに時間が使えるので良い。

・体力低下や生徒指導面で不安がある。

⑩ 部活動顧問をして負担感はあるか。

・ある（１５％） ない（８５％）



（３） （１）と（２）の結果から

千葉県の平日の活動時間が１３９分であるのに対して、安房地区は１１６分であった。平日

に２時間を越えて活動を行う県は半数有るが、１４０分を越えることもある千葉県全体からす

ると、２時間弱という活動時間は他県とほぼ同じだった。また、ガイドラインに関係なく１日

の活動時間が同じだった。休日の活動時間は、ガイドラインが示されてから短くなっている。

これは顧問が積極的に効率の良い練習をしようとしている結果ではないだろうか。同様に、１

週間の活動日も５．７日から５．１日に減っている。これは、ガイドラインに沿って週２日休

養日を設定しようという学校が増えている結果といえる。

ガイドラインが示されてから多くの学校で変化があった。２日間の休養を設定するだけでな

く、それまで月曜日を設定していた学校が、土日のいずれかと合わせるために水曜日や木曜日

に設定し直したりしている。これは、単に部活動をするだけでなく、休養日の設定を含めて効

果的なトレーニングを実践している証だと考える。

また、学校教育の一環として行う部活動でああり、全員が教育的意義があると答えたことは、

これからも安房地区の部活動運営に影響を与えていくと思う。そして、部活動で大切にしてる

ことが、礼儀や挨拶、チームワーク、人間関係といった部活動以外でも大切にしなければなら

ないことを顧問が意識していることは、学校教育の一環として行われている部活動の良さであ

り、これまでもこれからも大切にし続けていくべきことであると考える。

５ 研究のまとめ

（１） 成果

全国体力運動能力調査の結果から関東地区の他県や千葉県の結果と安房地区の結果を比較し

てみることにより、自分たちにこれまでの活動を顧みることができた。その中でも活動時間が

１番長い千葉県が変化しなければならないことが分かったことはこれからの活動に生かすこと

ができる大きな成果だと感じた。

部活動の運営では、この夏の暑さからもこれまでの当たり前が当たり前ではなくなりつつあ

るので、それぞれの部活動で変化が必要となる。この研究協議会で他県の取り組みなどを知り、

これからの活動に生かすことでより成果あるものにできると思う。

また、安房地区の各校からのアンケート結果から、県全体の取り組み、全国の取り組みの結

果と比較しての安房地区全体の方向性をみることができた。

（２） 課題

全国的な傾向や方向性を知ることはできたが、各学校や各部活動で、実際に生かせるような

具体的な取り組みを考案するところまでは達成できなかった。しかし、今回のこの発表をもと

に協議し、各学校や各部活動に合った形で生かされれば、よい変化につながると考える。

ガイドラインが示されたことで、部活動に変化を与えることは分かったが、ただ休養日を増

やすだけではなく、練習計画、練習内容の工夫の仕方についても今後研究していく必要がある

と感じた。


