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体育実技授業における社会人基礎力育成を意図した
介入効果の検証
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Effect of the intervention aimed at improving fundamental competencies for
working persons in the college physical education class
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Abstract
“Fundamental competencies for working persons”, which has been proposed by Minister of Economy, Trade and
Industry since 2006, has been one of important content in academic education. In general,“Fundamental competencies
for working persons”consists of three competencies, i.e.“Ability to step forward (action),“Ability to think through
(thinking)”and“Ability to work in a team (teamwork)”. Moreover, each competency is included in 3 〜 6 competency
factors, respectively. Recently, developmental programs of“Fundamental competencies for working persons”, e.g.
Project Based Learning and career education, have been promoting in higher education. On the other hand, the
education effect of regular class such as physical education classes on“Fundamental competencies for working
persons”remains unclear. This study examined the changes of“Fundamental competencies for working persons”
score in the college students who selectively participated in regular physical education classes, and then tried to
reveal the education effect of regular physical education on improvement of“Fundamental competencies for working
persons”. Moreover, this study investigated whether education intervention in physical education can induce further
promotion of Fundamental competencies for working persons”. In this study, the questionnaire investigation about
“Fundamental competencies for working persons”was performed at both first and final round of classes. As a result,
the score of“Ability to think through (thinking)”in final round of classes was significantly increased than that in first
round of classes (p<0.05). Likewise, the score of“Ability to work in a team (teamwork)”was significantly increased
compared with that in final round of classes (p<0.05). Moreover, the score of“Creativity”,“Ability to deliver
messages”,“Flexibility ”and“Ability to grasp situations”were significantly increased in final round of classes as
compered of that in first round of classes, respectively (p<0.05). These factors were competency factors that compose
three competencies of“Fundamental competencies for working persons”. On the other hand, further promotion of
“Fundamental competencies for working persons”by education intervention was not observed in this study, and thus
further studies must be attempted to improve procedure of education intervention to promote further“Fundamental
competencies for working persons”. Therefore, this study indicates that“Fundamental competencies for working
persons”score is increased by the regular physical education classes in higher education, and thus it was suggested
that regular physical education classes may have the inherent educational effect for the improvement of“Fundamental
competencies for working persons”.
キーワード：大学体育、社会人基礎力、授業介入
Keywords ; higher education, Fundamental competencies for working persons, education intervention

緒

育成や評価の指針となる「職場などで要求される能力」の明

言

確化が求められていた．経済産業省を中心にこれらの解決策

近年，若者が学校卒業後に職場への定着が困難となる要

が模索される中で，2006 年，経済産業省により「人との関

因の一つとして，職場や地域社会で必要とされる能力の不足

係を作る能力」
，
「課題を見つけ，取り組む能力」
，
「自分をコ

が指摘されている．一方，産業社会では，企業などでの人材

ントロールする能力」を軸に「職場や社会の中で多様な人々
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とともに仕事を行っていく上で必要な基礎的な能力」に対す

社会人基礎力とライフスキルとの直接の関連性は不明であ

る概念として「社会人基礎力」が提唱された（経済産業省，

るが，社会人基礎力の 12 の能力要素の項目とライフスキ

2006；社会人基礎力に関する研究会 ,2006；辰巳，2006）
．

ルを構成する 10 の主要能力の項目の間に類似性がみられ

2006 年に経済産業省に「社会人基礎力」が提唱されて以来，

ることから，我々は大学の体育実技授業には，社会人基礎

企業の人事評価，特に新卒採用現場で社会人基礎力が重要

力を育成できる潜在的教育効果を有している可能性がある

視されるにつれて，社会人基礎力の向上を目指した大学教育

と考えた．さらにライフスキルと社会人基礎力の構成要素

の重要性が増してきている（経済産業省，2006・2010）
．

の間に概念的類似性は認められるが，企業の新卒採用現場

一般に社会人基礎力は，
「前に踏み出す力（アクション）
」
，

や入社後の人事評価において社会人基礎力が重要視されて

「考え抜く力（シンキング）
」
，
「チームで働く力（チームワー

きている現状では（経済産業省，2006・2010）
，大学教育

ク）
」という 3 つの力で構成されている．さらにこれら 3 つ

や研究成果の社会還元という観点から考えた場合，社会人

の力は合計 12 の能力要素からなる．つまり，
「前に踏み出

基礎力育成に着目した研究は，より汎用性が高く有意義な

す力（アクション）
」は「主体性」と「働きかけ力」と「実

ものであると考えられる．しかし，我々の知る限り，既存

行力」
「
，考え抜く力（シンキング）
」は「課題発見力」と「計

の体育実技授業が社会人基礎力の育成に及ぼす影響につい

画力」と「創造力」
，そして「チームで働く力（チームワー

ては未だに不明瞭であり，効果的な社会人基礎力の向上に

ク）
」は「発信力」と「傾聴力」と「柔軟性」と「情報把握力」

つながる教育プログラムに関する報告もない．

と
「規律性」
と
「ストレスコントロール力」からそれぞれ成る．

本研究は，大学の通常の体育実技授業が社会人基礎力を

近年，大学の教育現場において，社会人基礎力の育成

向上させるのか，さらに，体育実技授業内で社会人基礎力の

に有効であると報告されている授業形式は，主に Project

育成を目的とした介入授業を実施する事で，より一層の社会

Based Learning（PBL）型実践教育やキャリア教育など社

人基礎力の向上が引き起こされるのかを検討することで，効

会人基礎力の育成に特化した授業形式である（藤井・平尾，

率的な社会人基礎力の向上を目指した体育実技授業の教育プ

2010；平尾，2014；中野ほか，2010）
．または，キャンプ

ログラムの開発につながる基礎知見を得ることを目的とした．

実習やインターンシップ実習など非日常体験により「主体
性」
「実行力」
「計画力」
「創造力」
「発信力」
「傾聴力」
「状
況把握力」などの社会人基礎力の構成要素における向上が
報告されている（青木ほか，2012；深津ほか，2012；築

方

法

1）調査対象者

山ほか，2008）
．その一方で，大学で日常的に行われてい

本研究は，関西地区における私立大学の工学部に所属

る教養基礎科目や専門科目の中で社会人基礎力育成も並行

し，2 〜 4 年生対象の選択科目である共通体育実技系科目

実施できる教育プログラムは未だに確立されていない．

を履修した者（98 名）から，より一層の社会人基礎力向

大学の体育実技授業は，スポーツ技術の習得やチームプ

上を目的とした介入授業を実施した介入授業実施群（以

レーを通じて，主体性や協調性を育むことのできる実践型

下，I 群）と介入授業非実施群（以下，N 群）の 2 群を設

教育である．さらに大学の体育実技授業は，コミュニケー

けた．体育実技系科目受講者 98 名はバスケットボール
（34

ション能力等の社会的スキルの向上や生活習慣の改善など

名）
，テニス（12 名）
，バレーボール（7 名）
，バドミント

体育実技の専門教育以外に多様な教育効果が期待できるこ

ン（21 名）
，
サッカー（24 名）の５コースの合計人数となり，

とが報告されている（橋本，2012；木内ほか，2008；木内

バスケットボールとテニスとバレーボールを I 群（53 名）

ほか，2009；西田ほか，2009；西田・橋本，2009）
．その

とし，
バドミントンとサッカーを N 群（45 名）とした（表

中でも特に大学の体育実技によりライフスキルの獲得につ

1）
．また，工学部の 2 〜 4 年生を対象としかつ共通体育実

ながることを報告した先行研究（東海林ほか，2012；島本・

技系科目受講者が誰も履修していない講義系科目の男子受

石井，2007）に我々は注目した．ライフスキルとは，世界

講生（37 名）を対照群とした（以下，C 群）
．

保健機関（WHO）によれば，10 の主要能力（1 意思決定

授業初回（以下，プレ）並びに最終回（第 15 回目，以

能力，2 問題解決能力，3 創造的思考，4 批判的思考，5 効

下ポスト）
，計 2 回のアンケート調査を実施した男子学生の

果的なコミュニケーション能力，6 対人関係の構築と維持

みを最終的な解析対象者とした．最終的な解析対象者の人

能力，7 自己認識，8 共感する能力，9 感情を制御する能力，

数，年齢は表 1 に示した．本研究では女子学生の受講者が

10 緊張とストレスに対処する能力）により構成される「日

9 名と僅少であったため，最終的な解析対象から除外した．

常の様々な問題や要求に対し，より建設的かつ効果的に対

本研究は，2014 年度前期授業期間（4 月〜 9 月）に調

処するために必要な能力」とされている（WHO，1997）
．

査を行った．なお本研究計画は，大阪工業大学のライフサ
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イエンス実験倫理委員会より承認されている．

3）調査内容
①社会人基礎力に関するアンケート調査

2）手続き

本研究で実施した社会人基礎力に関する調査は，先行研

各群とも授業初回と最終回に調査を実施した．調査実施

究（石道ほか，2015）にもとづいたアンケート方式で実

時には，
内容や結果の公表に関して口頭と文書で説明した．

施した．社会人基礎力を構成する 12 の能力要素に関して，

その後，
同意書に署名した対象者のみに調査票を配布した．

視覚的評価スケール（Visual Analog Scale：VAS）を用

なお，本調査への参加に際し，謝金等の報酬は一切無く，

いて回答させた（表 2）
．なお，アンケート調査を実施す

成績にも一切関係の無い旨の説明も行った．

るにあたり使用した教示文は以下の通りである「アンケー

表１

調査対象者のプロフィール

表２
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ト用紙の各項目に対し“全くない”を“Min”
，
“最高に高

とした 10 cm の直線上で自己評価した任意の位置に垂線

い”を“Max”とした場合，現在の自分に最も当てはま

を記入することにより回答させた．調査用紙の回収後，左

る状態の線上に（│）
」で記入して下さい．ひとつひとつ

端から垂線の位置までの距離を測定した．その後，1cm =

の質問には深く考え込まず，第一印象を大切にありのまま

1 ポイントに換算し VAS スコアとして評価した．

の様子をお答え下さい．
」

さらに VAS での質問項目の中で，
「1. 主体性」
，
「2. 働

大学での教育効果，特に実習のように自己の経験とい

きかけ力」
，
「3. 実行力」の平均値を「前に踏み出す力（ア

う主観的要素が教育効果に反映される授業形態における

クション）
」
，
「4. 課題発見力」
，
「5. 計画力」
，
「6. 創造力」

評価方法として従来の 5 段階評価による順序尺度法に加

の平均値を「考え抜く力（シンキング）
」
「
，7. 発信力」
「
，8. 傾

え，VAS による評点尺度法の有効性が示されてきてい

聴力」
，
「9. 柔軟性」
，
「10. 状況把握力」
，
「11. 規律性」
，
「12.

る（成橋ほか，2003，2006；相良ほか，2007；渡邉ほか，

ストレスコントロール力」の平均値を「チームで働く力

2011）
．そこで，本研究では受講前後の社会人基礎力の評
価方法として VAS を用いた．本研究で用いた質問項目は，
経済産業省のキャリア教育事業の一環として公開されて
いる社会人基礎力レベル評価基準表（経済産業省，2008）

（チームワーク）
」とし，それぞれ評価した．
②社会人基礎力のより一層の向上を目的とした体育実技授
業への授業介入
介入群では，受講生に対し「活動記録シート」
（図 1）を

における 12 項目をそのまま援用した．現在 , 社会人基礎

配布した．活動記録シートは，授業ごとに社会人基礎力の

力の評価方法が確立されていないため，
多くの先行研究
（青

各能力要素を 1 つのテーマとして取り組み，授業後の「ふ

木ほか，2012；築山ほか，2008；深津ほか，2012；北島

りかえり」と自己評価を行う事で , 半期 15 回の授業を通じ

ほか，2011）がこの社会人基礎力レベル評価基準表をも

て社会人基礎力の 12 の能力要素を網羅できるように本研

とにした調査や評価を行っている．また経済産業省により

究室で独自に開発したものである．具体的には，授業毎に

企業での社会人基礎力の評価方法のモデルとしても推奨さ

積極的に取り組む「ふるまい」を具体的に設定することで，

れている．したがって，学術的及び社会的汎用性の高さか

取り組む課題に対する学生の理解が深まり，より社会人基

ら，本研究ではこの評価基準にもとづいた調査方法を用い

礎力の育成に貢献できると考えたため，経済産業省による

た．VAS は，左端を「全くない」
，右端を「最高に高い」

社会人基礎力レベル評価基準表（経済産業省，2008）で各

図１

介入授業で用いた教材
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能力要素の定義として記述されている「ふるまい」を各テー
マとして設定した．さらに授業後の自己評価や「ふりかえ

結

果

り」が教育効果の促進につながることから（和栗，2010）
，

本研究調査に参加した受講生の平均年齢及び大学でのス

授業毎の自己評価及び「ふりかえり」
の自由記述欄を設けた．

ポーツ系課外活動指数に，各群間での統計的有意差は認め

授業毎の具体的な取り組みとして，担当教員が授業開始

られなかった（表 1）
．

時に活動記録シートに記載されている分類 / テーマ欄（裏

共通体育実技系科目を選択的に受講した学生の特徴を検

面）からその日のテーマを 1 つ設定し，学生に説明及び該

討するためにプレの社会人基礎力の特徴を各群で比較した

当テーマが含まれる体育実技授業場面において，各自がよ

（表 3）
．その結果，C 群に対し N 群並びに I 群で「1. 主体

り社会人基礎力が高いふるまい（行動や言動）を積極的に

性」が有意な高値を示した．また「2. 働きかけ力」におい

するように指示をした．その後，活動記録シートに授業終

ては C 群に対し I 群で有意な高値を示した（p<0.05）
．さ

了時に設定されたテーマを中心とした授業の振り返りの記

らに社会人基礎力を構成する 3 つの能力については，
「前

述及び自己評価を行わせた（表面）
．活動記録シートは毎

に踏み出す力（アクション）
」において N 群及び I 群の方

回の授業終了時に学生に提出させ，次回の授業開始時に学

が C 群よりも有意な高値を示した（p<0.05）
．

生に返却した．介入群の担当教員に対しては，授業前に本

ポストにおける社会人基礎力の特徴を各群で比較した

研究目的と活動記録シートの活用方法及び授業運営に関す

結果（表 4）
，C 群に対し N 群並びに I 群ともに「1. 主体

る話し合いを十分に行っている．その上で種目や受講者数

性」と「3. 実行力」と「4. 課題発見力」と「6. 創造力」と

の違いを考慮して，必ず全てのテーマを実施することだけ

「7. 発信力」において有意な高値を示した（p<0.05）
．加え

を共通のルールとした以外は，実施する順番等の授業運営

て，N 群は C 群に対し「5. 計画力」と「12. ストレスコン

に関しては各担当教員の裁量に委ねた．非介入群は，活動

トロール力」
，I 群は C 群に対し「2. 働きかけ力」と「9. 柔

記録シートは用いず，通常の体育実技授業を実施した．こ

軟性」においてそれぞれ有意な高値を示した（p<0.05）
．

の際，本研究の調査対象である 5 コースの体育実技授業は

さらに社会人基礎力を構成する 3 つの能力については，C

全て担当教員が異なるため，非介入群の担当教員に対して

群に対し N 群並びに I 群ともに
「前に踏み出す力
（アクショ

は，社会人基礎力のより一層の向上を目的とした介入授業

ン）と「考え抜く力（シンキング）
」において有意な高値

を行っているコースが設けられていることは伝えず，受講

を示した（p<0.05）
．加えて，I 群は C 群に対し「チーム

生に対しても社会人基礎力を特に意識させるような言動を

で働く力（チームワーク）
」においても有意な高値を示し

控えるように周知した．

た（p<0.05）
．

③大学でのスポーツ系課外活動調査
本研究では，大学でのスポーツ系課外活動経験の有無を
各群で調査した．部活動，クラブチーム，サークルなどで
スポーツ活動を行っている場合は調査用紙に「1」
，何も

一方，社会人基礎力を構成する 3 つの能力に関して，N
群と I 群との間には，プレ並びにポストのいずれにおいて
も両群間に統計的有意差は認められなかった（図 2）
．
また，社会人基礎力を構成する 3 つの能力について，各

行っていない場合は
「0」
と記入させた．調査用紙の回収後，

群でプレとポストとの間をそれぞれ比較した結果，C 群で

各群で算出された平均値をそれぞれ大学でのスポーツ系課

は，いずれの項目においても有意差は認められなかった（図

外活動指数とした．

2）
．一方，N 群では「考え抜く力（シンキング）
」と「チー
ムで働く力（チームワーク）
」
，
I 群では「前に踏み出す力（ア

4）統計処理
結果は全て平均値±標準偏差で示した．各群の平均年齢

クション）と「考え抜く力（シンキング）
」においてポスト
がプレに対しそれぞれ有意な高値を示した（p<0.05）
（図 2）
．

及び大学でのスポーツ系課外活動指数に対する比較は，一
元配置分散分析を行い，ポストホック検定には Scheffe 法を
用いた．社会人基礎力の値の比較には．反復測定の二元配
置分散分析［群（C 群，N 群，Ｉ群）×時間（pre，post）
］

考

察

社会人基礎力が 2006 年に経済産業省によって提唱され

を行った後，Bonferroni 法を用いて下位検定（多重比較

て以来，社会人基礎力の育成は大学教育の主要課題の 1 つ

検定）を行った．なお，全ての統計処理は，STATVIEW

となっており，育成を目的とした教育プラグラムや評価方

for Windows（SAS institute Inc, Cary, NC）を用いて行っ

法の開発が促進されてきた
（社会人基礎力に関する研究会，

た．有意水準は全て 5％未満とした（p<0.05）
．

2006；教育再生実行会議，2013）
．本研究では，大学の通
常の体育実技授業により社会人基礎力が向上することを初
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表３

表４
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授業初回（プレ）の社会人基礎力の特徴

授業最終回（ポスト）の社会人基礎力の特徴
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能力の中でも特に「前に踏み出す力（アクション）
」に対
する自己評価の高い学生が共通体育実技系科目を選択履修
していたことが先行研究との結果の不一致の要因であると
示唆される．
その一方で，先行研究では，大学体育実技授業によって
「コミュニケーション能力の向上」や「チームプレーの重要
性の理解」といった主観的恩恵が得られることが報告され
!"

#"

$"

ている（西田ほか，2015）
．さらに大学の体育実技により他
者協力など円滑な人間関係の形成や維持に必要な社会的ス
キルの獲得が報告されていることから（野口ほか，2013・
2015；西田・橋本，2009）
，体育実技授業の受講により「考
え抜く力（シンキング）
」と「チームで働く力（チームワーク）
」
のスコアが向上した本研究結果は妥当である．したがって，
体育実技授業は，集団活動の中で自己表現の仕方や他者と
の関わり方などの社会的活動を体験できる側面をもつため，
「考え抜く力（シンキング）
」及び「チームで働く力（チー

!"

#"

$"

ムワーク）
」の有意な増加は，体育実技授業に潜在的に含ま
れる特異的な教育効果である可能性が示唆される．
したがっ
て，体育実技授業により社会人基礎力が向上するという本
仮説は，一定の支持を得たものと考えられる．しかし，本
研究では，体育実技授業のどのような要因が社会人基礎力
のこれらの項目の向上に寄与したかを特定するには至って
おらず，今後のさらなる研究が必要である．
本研究では，既存の体育実技授業における社会人基礎力
の促進的育成を目的とした介入授業を実施した．授業毎に
社会人基礎力の 12 の能力要素の中からテーマを 1 つ選定

!"

#"

$"

し，学生への説明と該当テーマが含まれる体育実技授業場
面において，各自がより社会人基礎力が高いふるまい（行

図2

社会人基礎力を構成する３つの力の受講前後の比較

動や言動）を積極的にするように指示し，さらに授業後の
振り返りと自己評価を行った．本研究では，プレの調査結
果において，全ての項目で N 群と I 群との間に有意差が認

めて明らかにした．その一方で，体育実技授業による社会

められなかったことから，群分けは適切であったといえる．

人基礎力育成のより一層の向上を目指した介入授業の有効

一方，ポストに行った調査結果では，いずれの項目におい

な教育効果は示されなかった．

ても両群に統計的有意差は認められなかった．したがっ

先行研究により大学の体育実技によるライフスキル獲得

て，本研究で実施した介入授業では社会人基礎力のより一

の主たる要因である自己開示の改善が報告されている（島

層の向上に対し有効な教育効果は認められなかったと考え

本・石井，2007）
．しかし，本研究では , 共通体育実技系

られる．我々の知る限り，社会人基礎力育成を目的とした

科目を選択履修した N 群の調査結果から，プレに対しポ

体育実技授業への介入手法に関する先行研究がないため，

ストにおいて，
「前に踏み出す力（アクション）
」のスコア

本研究で実施した介入授業の妥当性を直接検証することは

に有意な上昇はみられなかった．さらに，プレの N 群と

困難であるが，本研究において授業への介入自体が十分に

C 群のアンケート結果を比較したところ，
「前に踏み出す

行えていなかった可能性は無視できないものである．本研

力（アクション）
」のスコアで N 群が有意に高値を示した．

究では，担当教員に対して授業前に本研究目的や活動記録

同様に I 群のプレにおいても，
「前に踏み出す力（アクショ

シートの活用方法や授業運営に関する説明を行った．しか

ン）
」
のスコアが C 群に対し有意な高値を示した．したがっ

し，研究終了後の反省会では，担当教員から社会人基礎力

て，本研究では , もともと社会人基礎力を構成する 3 つの

育成に対する教育経験の不足から社会人基礎力育成に効果
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的な授業内容の展開が困難であったことや授業中の学生へ
の指示や指導が効果的に行えなかったとの意見が多数あっ
た．このように体育実技授業で社会人基礎力育成を意図し
た効果的な指導方法を模索しながらの授業運営であったこ
とが，本研究結果に影響を及ぼした可能性は無視できない
ものである．社会人基礎力の育成に関する知識や経験をも
つ教員の育成が体育実技授業を通じて社会人基礎力の育
成を目指す上で解決するべき課題の 1 つであると考えられ
る．一方，近年，専門科目の授業内における専門知識の教
育と社会人基礎力の育成の並行は，グループワーク導入に
より実現可能であることが報告されている（神谷，2012）
．
本研究の調査対象である体育実技授業は，体育実技という
授業の性質上，グループワークに近い授業展開が行われて
いる．したがって，本研究では，元々のグループワーク型
授業展開による教育効果が強く反映され，実施した介入授
業による教育効果が顕在化されなかった可能性がある．ま
た「授業のふりかえり」として，教員と学生による双方向
コミュニケーションツールである「大福帳」に授業後に学
生が講義内容に関するコメントを記入し，教員がそれに対
し返信を記入することで体育実技授業により対人コミュニ
ケーションスキルが向上する可能性が示唆されている（西
田ほか，2009）
．本研究でも I 群では授業のふりかえりを
実施していたが，学生による記述のみであった．これらの
「授業のふりかえり」に対する手法の違いが，本研究結果
に影響を及ぼしていた可能性がある．既存授業の体育実技
において社会人基礎力の向上に有効な授業介入の手法は確
立されておらず，今後より一層の研究が必要である．
本研究では，体育実技授業の受講による社会人基礎力の
向上を明らかにすることで，既存授業である大学体育実技
授業の新たな教育効果の可能性を示した．一方，本研究で
実施した介入授業では，社会人基礎力のより一層の向上が
期待できる有効な教育効果は示されなかったため，授業介
入の手法については検討課題が残った．
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英文抄録の和訳
2006 年に社会人基礎力が経済産業省により提唱されて以来，社会人基礎力の育成は主要な大学教育の 1 つとなっている．
一般に，社会人基礎力は，
「前に踏み出す力（アクション）
」
，
「考え抜く力（シンキング）
」
，
「チームで働く力（チームワーク）
」
という 3 つの力で構成されている．さらに各力は，それぞれ 3 〜 6 の能力要素によって構成されている．最近，課題解決型
学習やキャリア教育など社会人基礎力の育成を目的とした教育プログラムが大学教育において促進されている．その一方で，
体育実技授業などの既存授業が社会人基礎力に及ぼす教育効果は不明瞭なままである．本研究では，体育実技授業が社会人基
礎力の向上に及ぼす教育効果を明らかにするために，
大学の既存の体育実技授業の受講による社会人基礎力の変化を検討した．
さらに，体育実技授業への介入授業を実施し，社会人基礎力がより一層向上するか検討した．その結果，授業最終回の「考え
抜く力（シンキング）
」のスコアは，授業初回のスコアに比べ有意に増加していた（p<0.05）
．同様に，
「チームで働く力（チー
ムワーク）
」のスコアも授業初回に対し授業最終回で有意に増加していた（p<0.05）
．さらに，社会人基礎力の 3 つの力を構
成する能力要素である“創造力”
，
“発信力”
，
“柔軟性”及び“状況把握力”において授業初回に対し授業最終回でそれぞれ
有意な増加を示した．一方で、授業介入による社会人基礎力のより一層の向上は認められず，介入手法の改善など今後の検討
がさらに必要である．本研究は，大学での体育実技授業により社会人基礎力が向上したことを示すと同時に，既存授業である
体育実技授業には社会人基礎力の改善を促す教育効果が本来的に備わっている可能性が示唆された．
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