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本研究は、Action Socialization Experience（ASE）やキャンプ等の野外活動が、大学

女子バスケットボール選手の集団凝集性に及ぼす効果を検証することを目的とした。大学

女子バスケットボール選手 33 名を対象に ASE とキャンプを行い、その前後に「集団態度ス

ケール」を用いた量的調査を行った。また、集団凝集性についての詳細を検討するため、

ふりかえりシート等の記述データの収集と参与観察を行った。分析の結果、ASE 前から ASE

後にかけて、集団凝集性が向上する傾向が見られた。また、ASE 後からキャンプ後にかけ

ては、集団凝集性が安定していた。さらに、野外活動の実施により、選手はチームの対人

関係を肯定的に捉えたり、チーム内のコミュニケーションが活発化していた。以上の結果

から、野外活動は大学女子バスケットボールチームの集団凝集性を向上させる傾向があり、

継続的に野外活動を行うことで、その凝集性が安定するということが示唆された。 

集団凝集性、大学女子バスケットボール選手、野外活動、ASE、キャンプ 

競技スポーツにおいて、個人スキルが高いことは重要であるが、集団競技においては、

個人スキルに加えてチーム力も求められる。競技レベルが高くなるにつれ、また対戦相手

との実力が拮抗しているほど、チーム力は勝敗に影響する。それが、団体競技の面白さで

あり、難しさである。池田・内山１）は、団体競技でパフォーマンスの向上を図るには、選

手個々の能力や才能の集積だけでなく、「チーム・ワーク」などの集団に固有の要素に支え

られた、チームとして形成されるパフォーマンスが重要であると述べている。また、日高

２）は、チームスポーツにおける個とチームの繋がりの重要性について述べており、個の協

力によっては、単なる個の能力の総和以上に、化学反応が起きたようにとてつもない力を

出せるとしている。阿江３）も、団体競技のパフォーマンスの成功を得るためには、個人お

よび集団の技能が高いことは最も重要であるが、技能のみが高くなっても必ずしも良い成

績が得られないことを示唆しているように、集団競技において競技成績を向上させるため
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には、個人のスキルに加えて、集団のスキルを向上させる必要がある。 

バスケットボール競技は、ハンドボールのようにフィールドプレイヤーが入れない地域

が定められているわけでもなく、サッカーのようにオフサイドがあるわけではないため、

ゴールに近いエリアは敵と味方が密集するうえに、得点後もプレイが止まらず素早く攻撃

と防御が入れ替わる４）。そのため、試合中の味方との連携やコミュニケーションは非常に

重要である。福富５）は、個を生かすチームビルディングについてまとめており、競技その

ものに必要となるスキルを「直接的スキル」、集団活動を行う上で必要となるスキルを「間

接的スキル」とした上で、技術を出し切るためには「間接的スキル」を鍛えていく必要性

があると述べている。バスケットボールでも、ドリブルやシュートなどの直接的スキルに

加えて、間接的スキルを向上させることができれば、チーム内の連携プレイの質も高まり、

スクリーンプレイやサインプレイなどを用いることで、個人スキルが高い相手から得点を

奪うこともできる。団体競技における集団の心理的要因の重要性も指摘されており１)６)７)

８)、良い成績を得るためにはチーム内のコミュニケーションを活発化させ、チームとして

もまとまりをもたせなければならないと言える。 

集団競技で高めていくべきチーム力の要素の一つとして、集団の状態を表す指標である

「集団凝集性」があげられる。集団凝集性とは、集団メンバーの互いに対する好意と個々

のメンバーの集団への魅力のことである９）。他にも、集団成員を集団にひきつけるように

作用し、集団を破壊させる力に対して抵抗する成員個々の心理的力の総量３）、成員間のま

とまりの程度６）とも説明されている。競技志向のスポーツチームでは、凝集性がその後の

パフォーマンスに様々なメリットを与えるという報告もあり 10)11)、チームの集団凝集性と、

団体競技の成績やパフォーマンスと、チームの集団凝集性には因果関係があると考えられ

る。試合に勝利するためには集団凝集性の安定と増加が望ましい３)７)との報告もあること

から、チームを勝利に導くためには、体力や技術の他に、集団凝集性を高めるトレーニン

グが有効であるといえる。 

集団凝集性を向上させるための方法として、野外活動を用いたトレーニングが考えられ

る。その中の一つに Action socialization Experience （以下、ASE）があげられる。ASE

とは、個人では解決できない課題に対して、グループのメンバー同士が協力しながら課題

を解決していくゲームのこと 12）である。野外活動の先行研究を概観すると、ASE を行うこ

とによって円滑なコミュニケーションが取れるようになること 13）や、集団での活動の仕

方を学ぶことができること 12）が報告されている。それに加え、野外活動の集合体として

成り立ち、最も総合的な野外活動ということができるキャンプは、野外教育の教材として

多面的な教育効果が期待できる 14)とされている。キャンプを行うことで集団凝集性が有意

に向上した 15）、ASE を取り入れたキャンプ活動が集団の雰囲気を良くする 16）という報告

もある。また、野外活動が社会的スキルへの効果が期待できる 17）ことも、幅広く知られ

ている。以上のことから、ASE やキャンプ等の野外活動は、集団における対人関係に肯定

的な影響を与えるため、バスケットボールチームの一つのトレーニングとして導入するこ

とで、チームの集団凝集性を向上させる効果が期待できる。しかしながらこれまで、指導

者や小・中学生を対象に ASE やキャンプを行い、集団の心理的側面を検討した研究はある

ものの、大学スポーツチームの集団の状態に及ぼす効果を検討した研究は多くない。そこ

で、本研究では、集団凝集性を「班員を班に引き止める力の程度、あるいは成員間のまと
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まりの程度」６)と定義し、ASE やキャンプ等の野外活動が、大学女子バスケットボール選

手の集団凝集性に及ぼす効果を検証することを目的とした。 

 Ａ大学女子バスケットボール部に所属する選手 33 名を調査対象者とした。選手の学年の

内訳は、１年生６名、２年生 10 名、３年生９名、４年生８名であった。 

２．野外活動の概要 

（１）野外活動の目的 

チーム内の相互理解を促進させることに加え、他者との円滑なコミュニケーションの向

上を図ることを目的とし、プログラムの企画・運営を野外活動の専門家に依頼した。依頼

の際には、野外で仲間と一緒に共同生活する過程で、苦しいことや大変なことに班員ある

いは自ら挑戦する場面を必然的に作り、班員同士あるいは自己の葛藤を生起させるような

プログラムを企画することに留意してもらった。また、ASE は、屋内で実施可能なアクテ

ィビティであったが、本研究ではアクティビティの魅力を最大限に引き出し、より効果が

期待できる 12)とされている野外で行った。調査対象者は普段、屋内で活動・練習すること

が殆どであるため、キャンプの前に野外での活動に慣れることも ASE を行う目的の一つと

して実施した。 

（２）Action Socialization Experience 

平成 28 年７月に国立Ｂ青少年自然の家の施設にて ASE を行った（表１）。班編成は、各

班６名から７名の５班構成とし、学年やポジションが、どの班もある程度同質になるよう

に班分けを行った。また各班には、野外活動を専攻している大学院生及び大学生が直接指

導にあたった。自然の家にある施設を使用して、「ラインナップ」や「ターザン」、「蜘蛛の

巣」など 10 個のアクティビティを行った。また、キャンプにつなげるため、野外炊事を実

施し、基本的な野外活動技術の習得を図った。なお、チームの監督である筆者は、全体を

観察し、直接野外活動に参加したり指導に当たったりはしなかった。 

（３）キャンプ 

平成 28 年８月中旬に、民間団体のキャンプ場にて、二泊三日のキャンプを行った（表

２）。班編成は、ASE の班と同じであった。野外活動の企画・運営などを行う民間団体のリ

ードインストラクター１名とアシスタントインストラクター１名が指導を行った。その他

時刻 内容
9 国立B青少年自然の家到着
10 ASE　①　（1時間20分程度）
11 野外炊事
12 昼食
13 ASE　②　（1時間45分程度）
14
15 班ごとのふりかえり
16 国立B青少年自然の家出発

Ⅱ．方法 

１．調査対象者 

表１ ASE の活動内容 
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に、筆者を含み本部スタッフを３名配置した。 

キャンプの活動内容は、沢登り・テント設営・野外炊事・登山・ソロビバーク（一人で

シェルターを作り一晩を過ごす）であった。このソロビバークは希望者のみとし、それ以

外は、各班の人数に合わせて、２人から３人での共同ビバークを行った。 

（３）実施の時期 

調査対象者である大学女子バスケットボール部の年間予定を基に、７月中旬から８月中

旬という、合宿や大会などの特別なイベントがないオフシーズン期間に野外活動を実施し

た。また、この期間は、極力集団の状態に影響を与えないように、特別な練習は取り入れ

ず、ミーティングなども行わなかった。 

３．量的調査 

（１）調査内容 

野外活動が集団凝集性に及ぼす効果を検討するため、Evans & Jarvis が作成した「Items 

on Group Attitude Scale」を日本語翻訳した「集団態度スケール」９）を採用した。これ

は、集団凝集性を集団への魅力の観点から測定する尺度であり、信頼性と妥当性も検討さ

れたものである。20 項目９段階のリッカート法であり、回答方法は、極めて当てはまらな

い（１点）から、極めて当てはまる（９点）までとした。なお、質問項目には「集団」と

いう語句が用いられていたが、本研究の対象に合わせるため「集団」という語句を「チー

ム」に置き換えた（表３）。 

（２）調査の時期 

バスケットボールチームの集団凝集性の推移を測定するため、集団態度スケールによる

調査を、pre（ASE 一週間前）、middle（ASE 一週間後、キャンプ二週間前）、post（キャン

プ一週間後）の計３回行った。本研究では、ASE とキャンプの実施日が異なり期間が空い

ていたため、それぞれの効果を把握するために、ASE とキャンプの間（middle）にも集団

凝集性を測定した。 

時刻 1日目 2日目 3日目
6 起床
7 野外炊事 ビバークサイト出発
8 朝食 キャンプ場到着
9 登山準備 入浴・休憩
10 キャンプ場到着 ふりかえり
11 ガイダンス
12 沢登り出発 登山出発 パーティー準備
13 昼食パーティー
14
15 片付け
16 ビバークサイト到着　　
17 テント設営 ビバーク開始 キャンプ場出発　　
18 火おこし
19 野外炊事
20 夕食
21 ふりかえり
22 就寝

表２ キャンプの活動内容 
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表３ 集団態度スケールの項目 

（３）分析方法 

集団凝集性の推移を検討するため、調査時期（３水準）を要因とした一要因分散分析（被

験者内）を行った。多重比較には Bonferroni 法を用いた。統計処理には SPSS ver 19. を

用いた。 

４．質的調査 

（１）記述データ 

集団に対する心理的側面を把握するため、調査対象者が練習や自主練習の内容、試合結

果、その日の反省や出来事などを毎日記入している「バスケットボールノート」と、筆者

が作成した「ふりかえりシート」から、集団や人間関係についての記述を抽出した。 

（２）参与観察 

本研究では、チームの監督である筆者が野外活動のすべてのプログラムに帯同し、調査

対象者の活動している様子を観察した。プログラムの進行上、必要な時はサポートも行っ

たが、原則として観察に集中し、チームの変化や調査対象者の様子をフィールドノートに

記述した。また、キャンプ外での練習でも、調査対象者やチームの様子を観察し、野外活

動についての発言やその成果を把握するよう努めた。 

（３）期間 

 合宿や大会などの特別なイベントを避けるため、ASE 一週間前からキャンプ一週間後ま

での記述を、分析対象とした。記述データのバスケットボールノートについては、各自で

保管しているため、キャンプ終了２週間後に調査対象者の同意を得て回収し、データ化し

た後に返却した。 

一要因分散分析を行った結果、時期の効果に有意差が見られたため（F（1.76, 56.32）

＝3.94, p<.05）、多重比較を実施した（表４）。その結果、pre より middle、post におい

て集団凝集性が有意に高い傾向が見られた（図１）。 

番号 内容
1 私はこのチームのメンバーとしてとどまりたい
2 私は自分のチームが好きである
3 私はチームの練習に行くことを楽しみにしている
4 このチームに何が起ころうと私は気にならな（R）
5 私は私のチームに起こっていることに巻き込まれていると感じる（R）
6 もしこのチームから離れることができるのなら、私はそうしたい（R）
7 私はこのチームの練習に来るのが嫌だ（R）
8 このチームを今解散することができればと思う（R）
9 私はこのチームに満足していない（R）
10 今、他のチームに移ることが可能だったとしたら、私は移っただろう（R）
11 私は、このチームに関わっていると感じる
12 個人的相違にも関わらず、私のチームには統一感が存在する
13 私の知っている他のチームに比べて、私のチームは最高以上のものであると思う
14 私はこのチームの活動の一部であるとは感じない（R）
15 もし私がここにいなかったとしたなら、この集団は違ったものになったと思う
16 もし私のチームが時代に合っていないといわれたなら、私は悲しむだろう
17 このチームからは関係が遠いと感じる（R）
18 このチームがどうなるかによって私自身が変わることになる
19 私の欠席はこのチームにとって何の問題にもならないと思う（R）
20 このチームのミーティングを欠席しなければならなかったとしても、私は残念には思わないだろう（R）

（R）逆転項目

Ⅲ．結果 

１．集団凝集性の推移 
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表４ 集団凝集性の平均点と標準偏差及び検定結果 

 

 

図１ 集団凝集性の推移 

 

以上の結果から、大学女子バスケットボール選手の集団凝集性は、ASE 後に有意に向上

する傾向があり、それがキャンプ後まで維持されることが明らかとなった。 

 

２．記述データと参与観察の検討 

記述データと筆者による参与観察による記録から、対人関係の改善を示唆する記述を表

５にまとめた。ふりかえりシートから抽出した記述には「（Ａ）」バスケットボールノート

から抽出した記述には「（Ｂ）」を文末に示した。記述データの検討の結果、pre では「信

頼関係に不安がある（Ｂ）」や「先輩と上手くコミュニケーションが取れない（Ｂ）」など、

対人関係に対する不安についての記述が見られた。しかし、middle、post では「協力して

信じて行動できた（Ａ）」、「後輩があまり好きではなかったが、必要な存在だと思うように

なった（Ｂ）」、「チーム・ワークが増したように感じる（Ｂ）」など、対人関係に対する肯

定的な記述が増えていた。筆者による参与観察では、pre では上下関係がはっきりし、学

年間で対立関係も見られたが、middle、post では学年を越え二人組でストレッチを行うな

ど、コミュニケーションを取ることが増え、練習中には指摘する声や励ましの声などが聞

こえるようになった。練習後には練習メニューの復習を行う等、チームとしてまとまって

いる様子が把握できた。それに加え、特に下級生の表情が明るくなった印象を受けた。 

以上の結果から、大学女子バスケットボール選手は、野外活動によってチームの対人関

係を肯定的に捉えるようになり、コミュニケーションが活発化したと言える。 

  

Mean SD Mean SD Mean SD

集団凝集性 130.21 20.25 134.76 20.58 137.03 18.72 3.94 ✽

n=33

pre midlle post
F値

✽p<.05
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表５ 参加者の記述データと参与観察 

量的調査と質的調査の結果から、野外活動は大学女子バスケットボールチームの集団凝

集性を向上させる可能性があると言える。 

野外活動を行う前のバスケットボールノートには、「信頼関係に不安がある（Ｂ）」や「後

輩とあまり話さない（Ｂ）」等の記述が見られ、あまり対人関係が良い状態ではなかったこ

とが推測できる。筆者による参与観察においても、学年ごとに対立関係にあったことや、

練習中にミスをしても声を掛けない等、チームの雰囲気はあまり良くなかった。しかし、

野外活動後のふりかえりシート及びバスケットボールノートには、「学年関係なくコミュニ

ケーションをとることができた（Ａ）」や「他の人の意見を聞き入れることの必要性に気づ

いた（Ｂ）」、「雰囲気が良くなった気がする（Ｂ）」など、対人関係を肯定的に捉える記述

があった。「みんなの色んな一面を見ることができて良かった（Ｂ）」との記述もあるよう

に、バスケットボールの練習以外の時間を共有することによって、普段の練習では感じ取

ることができなかった自分や他人の存在意義に気づけたのではないだろうか。普段の練習

では、ポジションや学年など、レギュラーと非レギュラーなど、チームへの関わり方があ

る程度固定化されているが、野外活動という非日常的な環境において活動したことで、班

員の言動に視点を向け、情報交換や相互支援など対人的な活動が促進されたことが推測さ

れる。その結果、野外活動が選手にとって、普段の関係性を見直す機会になったと考えら

れる。 

本研究では、pre から middle にかけて、集団凝集性が向上する傾向が見られた。ASE 後

のふりかえりシートには、「一人で成功するより、みんなで成功する方が達成感が得られる

気がした(Ａ)」という、集団の成功体験が大きい達成感に繋がったという記述が見られた。

ASE では、どの班も全てのアクティビティをクリアし、毎回成功体験ができた訳ではなか

った。しかし、各アクティビティに試行錯誤しながら挑戦したことで、たとえクリアでき

なくてもその過程が、集団凝集性に繋がったと推測できる。一村 18）は、ASE プログラムは

結果を重視しているのではなく、それにいたる過程を重視しているのであって、人への理

記述 参与観察
・ 信頼関係に不安がある（B) ・ 学年ごとで対立関係にあった
・ 信頼や絆という部分で足りないものがあるような気がする（B) ・ 上下関係がはっきりしていた
・ 後輩とあまり話さない（B) ・ 練習中の雰囲気が悪かった
・ 先輩と上手くコミュニケーションが取れない（B)

ASE時 ・ 普段発言しない参加者が、発言していた
・ 下級生の表情がだんたんと緩みコミュニケーションが取れていた
・ 班員全員で協力して課題に挑戦していた

・ 学年関係なくコミュニケーションをとることができた（Ａ) ・ チームの雰囲気が明るくなった
・ 協力して信じて行動できた（Ａ) ・ 野外活動の班で、まとまっている様子があった
・ 先輩が後輩のために危険なことに体を張ってくれ、存在が大きく感じた（Ａ) ・ 班を越えて、情報交換を行っていた
・ 意見を出し合って成功できたとき、嬉しかった（Ａ) ・ 練習で指摘する声や励ましの声が増えた
・ 尊重し合って活動できたと思う（Ａ) ・ 練習後に学年を超えて二人組でストレッチしていた
・ 一人で成功するより、みんなで成功する方が達成感が得られる気がした（Ａ)
・ 学年ごとの距離感が縮まった気がする（B)
・ 他の人の意見を聞き入れることの必要性に気づいた（B)
・ 信頼関係が築けたと思う（B)
・ 雰囲気がよくなった気がする（B)
・ 後輩があまり好きではなかったが、必要な存在だと思うようになった（B)
・ 味方がいると信じて挑戦してみたいと思うようになった（B)

キャンプ時 ・ 飛び込みにも殆どが挑戦していて、励ましの声が多かった
・ 役割分担するなど協力して火起こしなどをしていた
・ 前日の反省を活かし、生活していた

・ 登山では、班員に迷惑をかけたけど、協力してもらえて助かった（Ａ) ・ 野外活動時のハプニングを話題に楽しそうに話をしていた
・ 助け合って、声を掛け合って、ゴールできて良かった（Ａ) ・ 練習時、指摘の声が増えた
・ 仲間を支えられるようになりたい（B） ・ 今まであまり一緒にいなかった者同士が一緒にいるようになった
・ みんなの色んな一面を見ることができて良かった（B） ・ 学年を越えて積極的にコミュニケーションを取っていた
・ チーム・ワークが増したように感じる（B）

（Ａ）：ふりかえりシートから抽出　　（Ｂ）：バスケットボールノートから抽出

ASE一週間前から
ASE前日

ASE翌日から
キャンプ前日

キャンプ翌日から
一週間後

Ⅳ．考察 
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解、協力性、リーダーシップなどが培われるとしている。また、課題の解決方法に正解や

間違いはなく、課題を解決していく過程で、班員同士が自分の意見を主張したり、他の班

員の意見に同意したりというようなやりとりが起こり、自分を表現することやお互いをよ

く知り合うこと、集団での活動の仕方を学ぶことができるとされている 12)。失敗したアク

ティビティもあったものの、「尊重し合って活動出来たと思う（Ａ)」や「信頼関係が築け

たと思う(Ｂ)」、「味方がいると信じて、挑戦してみたいと思うようになった(Ｂ)」という

記述があった。さらに参与観察において、普段発言しない参加者が発言している様子や、

班員全員で協力して課題に挑戦する姿が見られた。挑戦する過程の中で相互理解が促進さ

れ、さらに集団での活動の仕方を学ぶことができ、集団凝集性を向上させる結果に繋がっ

たのではないかと考えられる。また、集団凝集性が向上した要因の一つとしてふりかえり

の影響が考えられる。福富・平野 16）は、サッカーチームを対象に ASE を取り入れたキャ

ンプ活動を行い、チームの雰囲気が良くなることを明らかにしている。その中で課題挑戦

後に、ふりかえりに十分な時間を設け、自己開示を促したことや、相互理解を深めたり、

他者に称賛されたりする経験が雰囲気の向上に影響したと考察している。さらに高畑・岡

田 19）は、構造的なふりかえり活動を導入したキャンプにおいて大学生の集団凝集性が向

上したことを報告し、ふりかえり活動を行うことによって班員間で意志の疎通、意見の共

有が促進されたことや、体験したことを班のメンバーと言語化し共有することができたた

め、集団凝集性の向上に影響したと考察している。本研究においても、ASE・キャンプを行

った際、ふりかえりをしっかり行なった。そのため、意見や意思を共有したことによって

集団での相互理解が深まり、集団凝集性が向上したと考えられる。 

一方、middle から post にかけては、キャンプを行ったにも関わらず集団凝集性の有意

な向上が見られなかった。その原因は、キャンプでは集団での活動よりも個人や２・３人

での課題解決が多かったためであると推測できる。一日目の沢登りでは、シャワークライ

ミングに多くの時間を費やした。班ごとの活動ではあったものの、個人の挑戦要素が強か

ったのかもしれない。二日目は、登山後に山頂でソロビバークを行っている。登山までは

班で声を掛け合いながら登っている様子を筆者も確認しているが、キャンプ後の様子を見

ると、調査対象者にとってはビバークの印象が強かったようであった。ビバークは、１人

か２・３人でのチャレンジであり、ASE のようなグループ活動ではなかった。そのため、

集団についての効果が見られなかったのではないかと推測できる。記述データを見ても、

キャンプ直後である post では「集団」や「人間関係」についての記述が殆どなく、個人の

達成感やプログラムに対する反省に視点を当てた記述が多かった。さらに、ASE では班ご

とに指導者が一人ずつ付いていたのに対して、キャンプでは班付きの指導者がいなかった

ことも、要因の一つとして考えられる。一村 18）は、グループワークにおける指導者はメ

ンバー一人ひとりの言動に注意をはらい、お互いの関係性をよく観察し、ふりかえりを行

うことでグループ内に交互作用が起こると述べており、グループワークにおける指導者の

重要性を強調している。今回のキャンプでは、班付きの指導者がいなかったため、班内で

の関係性や相互作用に対する適切な支援が十分にできず、集団凝集性の向上に繋がらなか

った可能性が考えられる。しかしながら、middle から post にかけて、有意な低下も見ら

れなかったため、集団凝集性は安定していたと言える。野外活動の研究では、野外活動中

は対人関係能力に肯定的な影響を与えるが、野外活動終了後に継続的な効果が得られなか
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った報告 15)20)もある。本研究のように継続的に ASE やキャンプなどの野外活動を行えば、

ASE で得られた効果が安定・持続につながる可能性があるのではないかという期待が持て

る。団体競技においては、集団凝集性が安定することで、良い成績へ繋がるとされており

３)７)、本研究の結果は競技チームにおいて、継続的に野外活動を行うことの意義を示唆す

ることができたと言える。 

本研究の目的は、野外活動が大学女子バスケットボール選手の集団凝集性に及ぼす効果

を明らかにすることであった。本研究で得られた結果は以下の通りである。 

（１）大学女子バスケットボールチームの集団凝集性は、ASE を行うことによって向上す

る傾向が見られた。また、その後にキャンプを行うことによって、集団凝集性は安定した。 

（２）大学女子バスケットボール選手が野外活動を行うことによって、チームの対人関係

を肯定的に捉えたり、コミュニケーションが活発化していた。 

以上の結果から、野外活動は、女子大学バスケットボール選手の集団凝集性を向上させ

る有効な手段であると言える。団体競技のチームに対して野外活動を行うことによって、

普段の練習では見られない一面を発見することができ、集団の相互理解が促進されること

が期待できる。そのためには野外活動の中で、チームとして解決困難な課題に挑戦し、失

敗しても試行錯誤しながら挑むような体験が必要となる。 

また大学生は卒業後、社会を担う人材となる。社会に出た後の職場の同僚も集団の一つ

であり６）、集団のまとまりとも言える集団凝集性が必要となる。福富５）は、スポーツを通

じて集団活動スキルを高め、どんな社会に出ても活躍できる人材を育てるのも競技指導者

の役目としている。そのため大学スポーツチームの指導者は、チームの集団凝集性の向上

に加え、選手の社会的スキルや間接的スキルの向上を促す機会として野外活動をより多く

取り入れるべきである。 

本研究において、集団凝集性に影響を及ぼしそうな要因（試合・合宿）については、可

能な限り統制した。しかし、調査期間が 1 ヶ月程度あったことを考えると、調査期間中に

他の要因が集団凝集性に影響を及ぼした可能性は否定できない。それでも大学スポーツチ

ームにキャンプや ASE を継続的に導入することで集団凝集性を向上・安定させるという成

果を見出したことや、チームの監督による継続的な参与観察によって野外活動の効果を検

討したことは、意義のあることと言える。今後は、野外活動を行っていない群との比較や、

他の要因との関連性も検討する必要がある。また、野外活動が心理的側面以外（競技力等）

に及ぼす効果や、他競技・他分野における成果も検討する必要がある。 

の試み：バスケットボール競技を対象に」『体育学研究』第 57 号、2012、pp. 663-682. 

２）日高哲郎「スポーツ指導法の体系化に向けて（５）」『千葉大学教育学部研究紀要』第

53 巻、2005、pp.27-31. 

Ⅴ．結論 

Ⅵ．今後の課題 
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