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学外活動を伴う集中型の大学体育授業が受講学生の
社会人基礎力におよぼす影響：ゴルフ種目を対象に
金田晃一 1），引原有輝 1）

The effect of physical education class including off-campus activity of golf
on the fundamental competencies for working persons in college students
Koichi KANEDA1）and Yuki HIKIHARA1）
Abstract
The purpose of this study was to investigate the effect of physical education class of golf on the fundamental
competencies for working persons in college students. The target classes were semester class which the aim of the
class was set to acquire golf swing technique and block class which included off-campus activity such as playing golf
on private course with camp in addition to golf swing technique acquisition. The student number of both classes
were 18 and 21 in the semester class and block class, respectively. The both classes constructed active learning and
problem- or project- based learning for acquisitioning golf swing by group working consisted of three people. Also, the
students were used iPadmini and M-Tracer devices to analyze their golf swing which intended to stimulate discussion
of group working. The students answered questionnaire of the fundamental competencies for working persons at
pre and post period of the class, and 12 elements of ability were evaluated. As a result, an independence, an ability of
influence, an ability of activeness, an ability of detecting issues and an ability of delivering opinion showed significantly
higher value at the post compared to the pre in the semester class, while the all 12 elements were significantly
higher at the post compared to the pre in the block class. It was suggested that the golf class constructed by active
learning and problem- or project- based learning for acquisitioning golf swing by group working have a possibility to
improve student’s independence, ability of influence, ability of activeness, an ability of detecting issues and an ability
of delivering opinion. However, it was also considered that the off-campus activity including playing golf on private
course with camp in addition to golf swing technique acquisition in a block class affect the student’s fundamental
competencies for working persons very positive.
キーワード：ゴルフ，通常授業，集中授業，学外施設，社会人基礎力
Keywords: golf, semester class, block class, facilities of outside school, the fundamental competencies for working
persons
あるいは教養教育ではなく，学位を授与する過程（プログ

1. 緒言

ラム）
，Diploma Policies に則ったプログラムの提供を強

1991 年の大学設置基準の大綱化によって大学体育を必

調し，4 つの学士力の育成，さらに能動的学習（アクティ

修科目とする法的根拠がなくなって以来，
「大学体育のあ

ブラーニング）を導入することの重要性が指摘された．ま

り方」について様々な議論が展開されている．特に，当時

た，2012 年の中央教育審議会答申「新たな未来を築くた

の大学体育に向けられた批判の一つに「高等学校の繰り

めの大学教育の質的転換に向けて」では，
引原ほか（2016）

返し」というものがあり（篠田，2003）
，これをいかに改

の記述を参考にすると，様々な社会現象に対してそこに存

善し大学体育の存続意義を持たせるか，というのが課題

在する問題を自ら発見し，それを解決するための道筋を見

となった．その中で，2008 年の中央教育審議会答申「学

定める能力を育成することが，学士課程教育において急

士課程教育の構築に向けて」では，森田ほか（2016）の

務である，としている．森田（2014）は，大学体育の理

記述を参考にすると，従来の学部・学科といった専門領域

念の上位に位置する健康，体力，生涯スポーツといった項
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目は高等学校の繰り返しであり，さらにスポーツクラブで

奥行きが深く話題性に富んでいる，プレーヤー間のコミュ

も実施可能であると批判しており，森田ほか（2016）は，

ニティーの形成がはかられる，
などのことを踏まえると
（関

大学体育は高等学校やスポーツクラブでは実施できない内

口，2001）
，ゴルフの授業を集中授業として行い，かつラ

容であることが必要である，としている．このようなこ

ウンド実習を兼ねた授業構成は，受講する学生に対して人

とから，今後，アクティブラーニングや課題探究（解決）

間的成長，ひいては社会人基礎力に対して良い影響を与え

能力養成型学習（PBL: Project-based learning あるいは

る可能性が推察される．

Problem-based learning）といった取り組みの効果的な導
入に期待が置かれている（溝上，2007）
．

そこで，本研究ではゴルフを題材にした大学体育授業が
社会人基礎力に対してどのような影響をおよぼすのかを検

ここで，全国大学体育連合「大学生のスポーツ経験と意

討するために，週 1 回の学期授業として学内施設のみを用

識に関する調査報告書」
（2017）では，
「スポーツ活動を

いて実施されるゴルフ授業と，集中授業として宿泊を伴う

通じて身につけたり経験したりしたこと」の回答の上位 3

ラウンド実習を含んだ学外施設も利用して実施されるゴル

つが，
「チームワーク力」
「コミュニケーション力」
「自己

フ授業を対象として比較・検討を行うことを目的とした．

管理能力」であり，これらはいずれも社会人基礎力の構成
要素であり，スポーツ活動が社会人基礎力を向上させる経
験となっている，と報告した．経済産業省（2006）では，
社会人基礎力を「職場や地域社会で多様な人々と共に仕事

2. 方法
1) 対象者

をする上で必要な基礎的な能力」とし，
前に踏み出す力（ア

本研究の対象となったのは，著者らの所属する大学にお

クション）
，
考え抜く力
（シンキング）
，
チームで働く力
（チー

ける一般教養体育授業であるスポーツ科学「ゴルフ」お

ムワーク）の 3 つの能力と，それをさらに合計 12 の能力

よび集中スポーツ科学「ゴルフ」を受講した，それぞれ

要素に細分化している．このようなことから，大学体育授

18 名（男性 10 名，女性 8 名）および 21 名（男性 17 名，

業における社会人基礎力への影響についていくつかの報告

女性 4 名）の学生であった．スポーツ科学「ゴルフ」は

が見られ，大学体育授業の教育的価値について論じられて

2014 年度の後期学期（9 月～ 1 月）に開講され，
集中スポー

いる（石道ほか，2015，2016，2017；吉松，2015；引原

ツ科学「ゴルフ」は 2014 年度 2 月の春休み集中授業期間

ほか，2016）
．しかしながら，大学体育授業が社会人基礎

中に開講された．男性 1 名のみ両授業を受講し，その他の

力の育成に寄与することを確固たるものとするには，まだ

受講生は各授業において異なる学生であった．

まだ多くの報告が必要であると考えられる．
ところで，大学体育授業の特徴として，高等学校までと
は異なる多様な種目構成が挙げられる．文部科学省「大学

本研究はヘルシンキ宣言の精神に沿い，スポーツ実施時
の安全確保ならびに対象者の個人情報の管理など人権擁護
に配慮して実施された．

スポーツの振興に関する検討会議最終とりまとめ」
（2017）
では，
多様な種目構成の一つに「ゴルフ」が取り上げられ，

2) 授業の目的および内容

スポーツ人口の拡大に寄与していると報告した．また，
「ス

本研究で対象となった 2 つの授業は 1，2 年次必修科目

キーやゴルフ等の授業を合宿による集中講義として行うこ

である．いずれの授業においてもゴルフの種目を題材にし

とは，大学による地方創生や社会貢献にもつながる有効な

た学生による主体的な教え合いと学び合いよるグループ

取組と考えられる」と記載されている．実際，三幣ほか

ワークを基本としたアクティブラーニングおよび PBL 型

（2010）による報告では，大学生のゴルフ授業への興味は

の授業であり，シラバスには「自ら課題を見出し，いかに

約 77% が「非常にある」または「比較的ある」と回答し

その課題を解決するかを「考え，実践すること」を重視し

ており，さらに約 77% の大学がゴルフの授業を過去およ

ます」と明記されている．それぞれの授業内ではグループ

び現在に実施している．八田ほか（2015）は，宿泊を伴

ワークを活性化するためおよび課題の発見や設定，解決方

うゴルフ授業において，
「自己開示」
「他者協力」
「挑戦達成」

法の設定を促進すべく，iPadmini を用いたスイング撮影・

「楽しさ実感」といった経験が学生のライフスキルに好ま
しい影響を与えると報告した．他にも，
平木ほか
（2014）
は，

分析や，M-Tracer（EPSON 社製）を用いたスイング分
析を取り入れた．

学生の自由記述感想文から，ゴルフ実習は仲間との交流や

両授業ともグループワークは 1 グループ 3 名で構成し

ラウンド実践を通して技術の上達が得られて楽しい授業で

た．各グループは学部，学科に関係なくランダムに構成し

ある，と述べている．ゴルフの種目特性として，エチケッ

た．各回の授業ではグループのリーダーを選出し，リー

トやマナーを守る，審判は自分自身で行う，技術や思考に

ダー役は毎回グループ内で順番に交代していくことで，必
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ず全員が 1 度はリーダーを経験するようにした．グループ

は，グループディスカッションおよび担当者の専門領域で

リーダーの役割については，引原ほか（2016）を参考に，

ある応用健康科学や疫学研究に関する講義を行った．9 回

1）グループ活動の指揮，2）ディスカッション時の意見の

の実技（演習）ではショートアイアンからロングアイアン

取りまとめ，3）授業教具の管理責任，とした．受講学生

までのクラブを使用して屋外施設（陸上競技場）にて打

のほとんどは初めてゴルフグラブを持つような学生であっ

撃練習を行った．特に，実技（演習）の 4 ～ 6 回目では

た．しかし，中にはゴルフコースをラウンドした経験のあ

iPadmini を用いてスイングの撮影・分析を行い，7 ～ 9

る学生が集中スポーツ科学の受講生には 2 名存在した．ス

回目では M-Tracer を用いたスイング分析を行った．集中

ポーツ科学の受講生にはゴルフコースをラウンドした経験

スポーツ科学「ゴルフ」では，合計 5 日間の行程で，初日

のある学生は存在しなかった．

に講義と屋内練習場でのパターおよび屋内練習場に設置さ

2014 年度の後期学期に開講されたスポーツ科学「ゴル

れたゴルフゲージでのショートアイアンの打撃練習，2 日

フ」および 2014 年度の春休み集中期間中に開講された集

目は屋外施設でショートアイアンを用いた打撃練習および

中スポーツ科学「ゴルフ」の実際の授業の概要は，表 1 の

iPadmini で撮影したスイング映像を用いてグループディ

通りである．
スポーツ科学および集中スポーツ科学ともに，

スカッションを行った．3 日目には午前中にショート〜ミ

実際の打撃練習ではグループワークとしてお互いのスイン

ドルアイアンを用いた打撃練習を行い，午後は民間の打

グを観察し，アドバイスなどコミュニケーションをとりな

ちっ放し練習場にてロングアイアンおよびウッド系クラブ

がらお互いのゴルフスイングの技術の向上を目指す取り組

での打撃練習を行った．4 日目は屋外施設でのショート〜

みを行うため，表 1 では実技（演習）と明記した．

ミドルアイアンを用いた打撃練習および屋内練習場のゴル

スポーツ科学「ゴルフ」は，週 1 回で行われ，6 回の講

フゲージでのロングアイアンおよびウッド系クラブを用い

義および 9 回の実技（演習）を行った．講義の主な内容

た打撃練習を行った．3 日目および 4 日目では M-Tracer

表１
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を用いたスイング分析も行った．4 日目の午後には千葉県

リップに取り付けたデバイスと iPadmini にインストール

御宿町にある著者が所属する大学の研修センターに移動

したアプリケーションソフトが Bluetooth を介して接続す

し，
講義として翌日の民間ゴルフ場での過ごし方やマナー，

ることで，スイングの軌跡やヘッドスピード，ボールイン

ラウンドルールの解説などを行い，さらに M-Tracer で

パクト時のヘッドの向き，ナチュラルアンコックなど，通

取得したデータを用いてグループディスカッションを行っ

常，肉眼や映像で確認することが非常に難しい項目を解析

た．5 日目は午前中に民間ゴルフ場にて練習場を使用して

でき，数値およびアニメーションにてアプリケーションで

グリーンでのパター練習，バンカー，アプローチ練習場，

表示する．加えて，スポーツ科学では 6 回目，集中スポー

打撃練習場にてそれぞれ練習を行い，午後にラウンド実習

ツ科学では 5 回目に相当する，iPadmini を用いたスイン

を行った．今回行ったラウンド実習は，一般の利用者が全

グ撮影・分析をはじめて行う授業の際には，初心者におい

員スタートした後に 9 ホール限定，日没までの条件にて利

ても理解しやすい視覚的にわかりやすいポイントとして，

用できるアフタヌーンラウンドであった．ただし，アフタ

スイング中の「頭部の位置と目線」
，
「腰部のスウェイ」
，

ヌーンラウンドは当該ゴルフ場から提案された特例的な方
法である．
両授業とも，iPadmini を用いたスイング撮影・分析では，

「バックスイング時の肘の角度」といった項目を，受講学
生に全体集合させた上で教員による口頭および模倣により
教えた．

フリーのアプリケーションソフトである Ubersense をイ
ンストールさせ，このアプリケーションソフトを用いて撮
影した映像の分析を実施した．Ubersense アプリケーショ

3) 社会人基礎力の評価
スポーツ科学では 2 回目（pre）および 13 回目（post）

ンソフトは，動画のスロー再生，2 つの動画の重ね合わせ，

の授業時に，集中スポーツ科学では 1 回目（pre）および

アノテーションの付加などが可能であり，スイング動作を

15 回目終了時（post）に，NPO 法人日本インターンシッ

細かく分析できる．M-Tracer は EPSON 社が販売してい

プ推進協会が提供している社会人基礎力評価シートを参照

るゴルフスイング解析デバイスであり，ゴルフクラブのグ

した質問紙を用いて授業の受講学生自身の社会人基礎力を

表2

社会人基礎力の各評価項目，能力要素および質問項目
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評価した（表 2）
．この社会人基礎力評価シートは，NPO

項目については，各授業における pre-post の比較は，pre

法人日本インターンシップ推進協会が 2008 年に経済産業

および post の評価点がともに正規性が認められた場合に

省の指導のもと作成した評価シートである．本研究で用い

は対応のある t 検定を，一方または両方に正規性が認めら

た社会人基礎力の評価質問紙は，各能力要素（計 12 要素）

れなかった場合には Wilcoxon 符号順位検定を用いて比較

における質問項目が 3 つずつ，合計 36 項目の質問で構成

を行った．各授業における変化（post から pre の評価点

されており，5 段階（100，80，60，40，0 点）で評価す

を差し引いたもの）についても，正規性が認められた場合

るものである．この 5 段階評価では尺度間隔が不均一なた

には対応のない t 検定を用いて授業間の比較を行い，正規

め，本研究ではそれぞれ 5，4，3，2，1 点として評価した（引

性が認められなかったものについては Mann-Whitney U

原ほか，2016）
．そして，各能力要素を構成する 3 つの質

検定を用いて比較した．全て有意水準は 5% 未満とした．

問項目の合計点数を算出した．

3. 結果

4) 統計処理
得られた評価点に関しては全て平均値± SD で示し

表 3 に，pre および post における社会人基礎力の評価

た． 各 授 業 に お け る pre と post の 評 価 点 に つ い て，

得点を示す．スポーツ科学では主体性，働きかける力，実

Kolmogorov-Smirnov 検定を用いて正規性を確認した．各

行力，課題発見力，発信力が post で pre と比較して有意

授業の pre および post に正規性が認められたのはストレ

に高い値を示した
（p<0.05）
．また，
集中スポーツ科学では，

スコントロール力のみであり，これについては二元配置分

12 の能力要素全ての項目において post が pre と比較して

散分析を用いて交互作用について確認したところ，交互作

有意に高い値を示した（p<0.05）
．post から pre を差し引

用は認められなかったため，各授業における pre-post の

いた社会人基礎力の各能力要素における評価得点の変化量

比較を対応のある t 検定を用いて行った．また，その他の

については，創造力，傾聴力，柔軟性，状況把握力，規律

表3
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性，ストレスコントロール力がスポーツ科学と比較して集

自分自身およびグループメンバーのスイング技術の向上に

中スポーツ科学の方が有意に高い値を示した．

対する課題を発見するために役立ったと考えられる．特に
両授業において，スイング中の「頭部の位置と目線」
，
「腰

4. 考察

部のスウェイ」
，
「バックスイング時の肘の角度」といった
項目を，ゴルフスイングの注意すべきポイントとして受講

本研究は，著者が知る限り，ゴルフを題材にした大学体

学生に全体集合させた上で教員による口頭および模倣によ

育授業が社会人基礎力に対してどのような影響をおよぼす

り教えている．これらの項目は，初心者においてスイング

のかを検討したはじめての研究である．本研究では週 1 回

を分析する際に視覚的にわかりやすいポイントであると思

の学期授業として学内施設のみを用いて実施されるスポー

われる．また，iPadmini による映像分析においてはフリー

ツ科学「ゴルフ」と集中授業として宿泊を伴うラウンド実

のアプリケーションソフトである Ubersense をインス

習を含んだ学外施設も利用して実施される集中スポーツ科

トールさせ，このアプリを用いて撮影した映像の分析を実

学「ゴルフ」を対象として比較検討を行った．その結果，

施した．Ubersense アプリは，動画のスロー再生，2 つの

主体性，働きかけ力，実行力については，両授業ともに

動画の重ね合わせ，アノテーションの付加などが可能であ

pre と比較して post で高い値を示した．これらの能力要

り，
スイング動作を細かく分析できる．
映像を使ったフィー

素は，社会人基礎力のうち，前に踏み出す力（アクション）

ドバックは身体運動における技術向上に有効であり（村山

を構成する能力要素である．これらがスポーツ科学および

ほか，2007）
，何故できないか，どこに違いがあるか，な

集中スポーツ科学ともに post で向上したことは，本研究

どを分析し，運動イメージを再構築することに役立つ（松

の対象となった両授業が実施したアクティブラーニングや

坂，2014）
．さらに，M-Tracer はスイング軌跡やヘッド

PBL 型授業を，グループワークを用いて行ったことが効

スピード，ボールインパクト時のヘッドの向き，ナチュラ

果的であったことを示していると考えられる．実際，引原

ルアンコックなど，通常，映像で確認することが非常に難

ほか（2016）も，卓球，ビーチバレーボールおよびトレー

しい項目を数値および映像にて表示する．
これらのことが，

ニングの授業において，グループワークを中心としたアク

ゴルフスイングの技術向上のための課題を発見するために

ティブラーニングおよび PBL 型授業を実施した結果，こ

役立ったと考えられる．しかし，スポーツ科学では，課題

れらの能力要素が授業前後で有意に改善したと報告してい

の解決に向けたプロセスを明らかにし準備する力である計

る．したがって，前に踏み出す力（アクション）を構成す

画力と，新しい価値を生み出す力である創造力は pre と

る能力要素については種目に関係なくグループワークを中

post で変化を見せなかった．また，集中スポーツ科学ゴ

心としたアクティブラーニングや PBL 型の授業展開が良

ルフでは，創造力において pre から post への変化量がス

い影響をおよぼすものと考えられる．また，
堤ほか（2000）

ポーツ科学と比較して有意に高い値を示した．これは，集

は，グループの構成人数を 6 人または 4 人にした場合の学

中スポーツ科学で設定された民間の打ちっ放し練習場での

習効果を評価し，少人数の方が学生のコミットメントの増

実技（演習）や，最終目標である民間のゴルフコースでの

加が期待されると述べている．鈴木（2007）においては，

ラウンド実習が影響していると考えられる．すなわち，民

特に 3 人のグループにおいて対話が活発になると報告して

間の施設でプレーするという明確な目標設定が授業参加へ

いる．本研究では両授業におけるグループの構成人数は 3

のモチベーションとなり，自分自身を含めグループのスイ

人であり，このことが，前に踏み出す力（アクション）を

ング技術の習得に積極的であった可能性が考えられる．特

構成する能力要素に良い影響をおよぼしたと考えられる．

に本研究の対象者はほとんどがコースラウンドの経験はな

しかし，考え抜く力（シンキング）およびチームで働く

く，そのために未知の経験であるコースラウンドという最

力（チームワーク）を構成する能力要素については，集中

終目標に向けてどのように自身およびグループの課題を解

スポーツ科学では全ての能力要素が post で pre と比較し

決すれば良いのかを考え，また，そこに新しい価値を生み

て有意に高い値を示したのに対し，スポーツ科学では課題

出していたと思われる．北ほか（2013）は，
ゴルフ場でコー

発見力と発信力のみ post で pre と比較して有意に高い値

スラウンドを実施したクラスはそうでないクラスと比較し

を示した．課題発見力は現状を分析し目的や課題を明ら

てゴルフに対する関心やイメージ，用具や施設の満足度，

かにする力であり，課題発見力が両授業で post において

主観的なゴルフの上達度およびエチケットやマナーの知識

pre と比較して高い値を示したのは，グループワーク促進

習得度が高かったと報告している．
本研究においても，
コー

のための学習教材として利用した iPadmini を用いた映像

スラウンドを最終目標とした集中スポーツ科学ではこれら

撮影・分析や，M-Tracer によるスイング分析によって，

の項目への影響が大きかったと推察される．一方，スポー
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ツ科学はスイング技術の改善が目標ではあるものの，授業

働く力（チームワーク）を構成する能力要素のいくつかの

の到達目標は実技能力や体力の獲得ではないことから，学

項目において，集中スポーツ科学とスポーツ科学で異なる

生自身の技術習得に対する意欲およびそれに対する価値が

傾向がみられた．集中スポーツ科学で設定した学外の民間

集中スポーツ科学ほど高くなかったのではないかと推察さ

のゴルフ施設を利用した授業，中でも特に最終日に行うラ

れる．加えて，ゴルフコースをラウンドしたことがある学

ウンド実習は，これまでの練習成果を発揮する成果発表の

生が存在せず，ゴルフコースをラウンドするイメージが持

機会とも捉えることができる．英（2008）は，工学部に

てなかったこともさらに影響を大きくさせた原因であるか

おいて，あるプロジェクトに関する成果発表を行うことを

もしれない．

義務づけることおよびその評価を行うことは，プロジェク

スポーツ科学ではチームで働く力（チームワーク）を構

トに対する意識および取り組み姿勢を向上させると述べて

成する能力要素である発信力のみが post で pre と比較し

おり，また，英ほか（2003）は，プレゼンテーションに

て有意に高い値を示した．これも上記と同様の理由であっ

よる評価法は，学生が本来持つべき自立的学習能力を高め

たと推測できる．つまり，松坂（2014）が示したように，

ていくと述べている．このことから，集中スポーツ科学に

グループワークで映像分析を用いることで，グループ内で

おける成果発表にあたるラウンド実習という機会があるこ

の教え合い，学び合いが発生し，グループ全体の発言は活

とが，受講生のゴルフに対する意識および取り組み姿勢に

発になる．これは発信力であるが，それ以外の項目につい

変化をもたらし，考え抜く力やチームで働く力のいくつか

てはやはり集中スポーツ科学のような民間の施設でプレー

の項目においてスポーツ科学では見られなかった変化を見

するという高い目標設定に対して，スイング技術習得に対

せた可能性が考えられる．このように，スポーツを対象と

する意欲がスポーツ科学では集中スポーツ科学と比較して

した授業においても，なんらかの形で成果発表を行う場を

高くなかったのかもしれない．このことは両授業間の変化

提供することは，受講生の授業に対する取り組み姿勢に良

量に差が見られた傾聴力や柔軟性といった能力要素にもあ

い影響を与えると思われる．

らわれていたと考えられる．加えて，ゴルフが持つ特殊性
として，エチケットやマナーを守る，審判は自分自身で行
う，
技術や思考に奥行きが深く話題性に富んでいる，
プレー

5. 本研究の限界

ヤー間のコミュニティーの形成がはかられる，などが挙げ

本研究で対象となった授業は，実際に著者らの大学で開

られる（関口，2001）
．このことから，傾聴力や柔軟性に

講されている授業であり，両授業は多々ある種目の中から

加え，スポーツ科学と比較して集中スポーツ科学で有意に

選択できる授業であるが，本学では 1，2 年次の必修科目

変化量が大きかった状況把握力や規律性，ストレスコント

であることから，授業の運営上，受講人数や受講学生の運

ロール力についても，ゴルフが持つ特殊性が影響したと考

動経験，運動の好き嫌いなどの条件は統一することができ

えられる．集中授業期間中に開講される授業の特徴は，民

なかった．他にも，受講学生のほとんどは初めてゴルフグ

間のゴルフ施設を利用できる点にある．ゴルフのラウンド

ラブを持つような学生であったが，中にはゴルフコースの

実習を取り入れた授業の効果は，仲間との交流が得られ，

ラウンド経験のある学生も存在した．グループワークにお

ラウンド実践を通した技術習得ができ（平木ほか，2014）
，

けるリーダーの役割は，1）グループ活動の指揮，2）ディ

さらに宿泊を伴うゴルフ実習では自己開示，他者協力，挑

スカッション時の意見の取りまとめ，3）授業教具の管理

戦達成，楽しさ実感などのライフスキルに好ましい影響を

責任，であったため，技術や体力要素が問われない項目で

およぼす（八田ほか，2015）
，といったことが報告されて

あることから，ゴルフ経験の有無がリーダーの役割に影響

いる．三幣ほか（2010）は，学外のゴルフ授業の実施は，

した可能性は低いと考えられるが，ゴルフ経験があること

本来の意味でのゴルフ体験ができるかどうかに関わってい

によって必然的にグループワークにおいて中心的存在とな

ると述べている．つまり，本研究においては，民間施設を

り，指導者的役割を担っていた可能性は否めない．加え

利用した授業を構成することによって，一般社会での環境

て，評価指標として用いた社会人基礎力のアンケート実施

においてエチケットやマナーを守る，スコアは自分自身で

日についても授業の構成上，同時期に行うことは不可能で

責任を持って管理する，ゴルフを題材にしてコミュニケー

あった．さらには，受講学生は本授業の他にも別の授業で

ションをとる，お互いを尊重し協力しながらプレーする，

グループワークを実施したり課外活動を行なっている者も

など学外活動を通した様々な経験が受講学生の社会人基礎

存在し，本授業以外の活動や日常生活の影響も受けている

力の向上に寄与したと推察される．

可能性がある．以上のことから，本研究の結果を正確に解

本研究では，考え抜く力（シンキング）およびチームで
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している可能性が否定できないため注意が必要である．ま
た，
知識や技能を活用した学習者個人の成果や振る舞い
（学
習者の授業内行動）は個人の性格に影響を受けやすいこと
も想定される（引原ほか，2016）
．しかし，本研究はこれ
らの限界を踏まえつつも，通常行われる大学体育授業を対
象にしたことに研究の意義があり，より実践的な教育的価
値を検討した報告であると考えられる．

6. まとめ
本研究は，大学体育授業のゴルフ種目を対象に，通常期
間中に開講される学内屋外施設を用いたショート〜ロング
アイアンでのスイング技術の習得を目標とする授業と，集
中期間中に開講される学内屋内外施設および宿泊を伴う民
間のゴルフ施設を利用しゴルフラウンドを最終目標とする
授業それぞれにおける受講学生の社会人基礎力を評価し
た．その結果，集中期間中に開講されるゴルフ授業はすべ
ての能力要素において授業後に学生の社会人基礎力が有意
に向上した．また，集中期間中に開講されるゴルフ授業は
通常期間中に開講されるゴルフ授業と比較して，特に創造
力，傾聴力，柔軟性，規律性，ストレスコントロール力と
いった能力要素において有意に向上が大きかった．
よって，
集中型の大学体育授業は，学生の社会人基礎力を向上させ
る可能性があり，特に宿泊を伴う学外施設を利用した授業
構成が効果的である可能性が示唆された．
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英文抄録の和訳
本研究では，ゴルフを題材にした大学体育授業が社会人基礎力に対してどのような影響をおよぼすのかを検討するために，
週 1 回の学期授業として学内施設のみを用いて実施されるゴルフ授業と集中授業として宿泊を伴うラウンド実習を含んだ学
外施設も利用して実施されるゴルフ授業を対象として比較・検討を行うことを目的とした．本研究の対象者は，学期授業とし
て開講されるスポーツ科学「ゴルフ」の受講学生 18 名と，集中授業として開講される集中スポーツ科学「ゴルフ」の受講学
生 21 名であった．いずれの授業においても 3 名でのグループワークを基本としたアクティブラーニングおよび PBL 型授業
を展開し，ゴルフスイングの技術習得を主な目的とした．また，授業中にはグループワークを活性化する目的で iPadmini お
よび M-Tracer を使用したスイング分析を実施した．受講生には授業の前後に社会人基礎力評価シートを用いてアンケート
を実施し，社会人基礎力を構成する 12 の能力要素について評価した．その結果，スポーツ科学を受講した学生は主体性，働
きかける力，実行力，課題発見力，発信力が授業前と比較して授業後に高い値を示し，集中スポーツ科学を受講した学生はす
べての能力要素について授業前と比較して授業後に高い値を示した．これらのことから，アクティブラーニングおよび PBL
型で展開されるゴルフスイングの技術習得を主な目的とした授業は，受講生の主体性，働きかける力，実行力，課題発見力，
発信力といった社会人基礎力を向上させる可能性が考えられた．さらに，宿泊を伴うラウンド実習を含んだ学外施設を利用し
て実施される集中授業として構成することは，受講学生の社会人基礎力を全般的に高める可能性があることが示唆された．
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