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【要旨】

　本研究は高校運動部員の社会的スキルの現状及びそれに関連する要因を明らかにすることを目

的とした。高校生2,463人（男子1,287，女性1,176）を対象に社会的スキル及び運動部員の社

会的スキルに関連する要因について質問紙による調査を実施し，多重指標モデルによる共分散構

造分析で関連する要因の因果関係を分析した。その結果，以下のことが明らかになった。

　１）運動部所属群は無所属群および文化部所属群よりも有意に高い社会的スキルの得点を示し

た。また，男性は女性よりも有意に高い社会的スキルの得点を示した。

　２）有能感と学校生活適応感が社会的スキルを有意に規定していた。

　３）部活適応感は直接的に社会的スキルを規定しないが，有能感と学校生活適応感と強い相互

作用で影響を及ぼすことで間接的に社会的スキルに影響を与えていることが示唆された。

【キーワード】

　社会的スキル，運動部活動適応感，学校生活適応感，有能感，共分散構造分析

Ⅰ．はじめに

社会的スキルとは，「対人場面において，個

人が相手の反応を解読し，それに応じて対人目

標と対人反応を決定し，感情を統制したうえで

対人反応を実行するまでの循環的過程」（相川，

2000）（１）と定義される人間関係の技術であ

る。社会的スキルが対人や集団との関係の中で

発揮される相互作用の技能であるので，この技

能の不足は対人関係や集団との関係で不適応を

引き起こすことは容易に推察される。社会的ス

キルに関する先行研究結果によれば，社会的ス

キルの不足は，対人不安，孤独感，ストレス，

抑うつ状態やうつ病等を引き起こして，社会的

不適応や精神的健康の不調等を招くことが明ら

かにされている（例えば，相川ほか，1993（２）；

大迫，1994（３）；佐藤・立元，1999（４）；相川，

2000（１））。

一方，「少年非行問題等に関する世論調査」

（内閣府，2001）（５）や「低年齢少年の価値観

等に関する調査」（総務庁，2000）（６）によれ

ば，青少年が対人関係を作り深化させるための

機会や時間の不足，あるいは他者への共感や対

人関係能力等の不足が報告されている。また，
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桜井（2001）（７）は大学生を対象に基礎学力と

は何かを調査して，第１位が「人間関係・コミュ

ニケーション能力」であったと報告している。

こうした調査からは，青少年において社会的ス

キルが不足しており，かつ訓練する機会や時間

がないことが読み取れる。社会的スキルの習得

や成熟は社会的適応や精神的健康にとって必須

の技能である以上，社会的スキルを高める教育

や訓練は重要な課題と言える。実際，様々な対

象で，かつ多様な社会的スキルの訓練方法が実

施され，その成果や有用性が報告されている

（例えば，相川，2000（１）；藤枝・相川，2001（８）；

江村・岡安，2003（９））。しかし，社会的スキ

ルは日常生活という場での状況的・文脈的な対

人関係の中で習得され発揮される技能であり，

マニュアルや擬似的人間関係訓練では十分な社

会的スキルを習得するには限界があると考えら

れる。したがって，生きた現実の関係が絶えず

循環している学校生活や日常生活での活動その

ものに即して，社会的スキルの習得や発達を図

ることが望まれよう。そのためには，社会的ス

キルの発達や成熟に影響する学校生活活動や日

常生活活動に関する要因や条件を明らかにする

必要があろう。

ところで，運動部活動は明確な目標のもと

に，部員が相互作用を日々濃厚に交わしながら

切磋琢磨する集団活動であり，社会的スキルを

習得する場として相応しいと推察される。「中

学生・高校生のスポーツ活動に関する調査」（元

文部省体育局，1998）（10）によれば，運動部

に所属している生徒は中学校で73.9％（男子で
83.0％，女子で64.1％），高校で49.0％（男子
で56.3％，女子で41.1％）に昇り，運動部活
動の学校生活に占める役割は大きい。運動部活

動の教育的な意義を実証する上でも，運動部員

の社会的スキルの現状やその社会的スキルに影

響する要因を明らかにすることが必要である。

そこで，本研究は高校運動部員の社会的スキ

ルの現状を文化部所属や部無所属の高校生と比

較して明らかにし，併せて高校運動部員の社会

的スキルに関連する学校生活および運動部活動

の要因を明らかにすることを目的とした。

Ⅱ．方法

１．調査対象と調査方法

調査対象者の選定と調査実施に当たっては，

事前にＹ県高等学校体育連盟の役員会で，本調

査研究内容を含む『高校生の生活意識と部活動

に関する調査』について，その趣旨と詳細を説

明して賛同と調査協力を得た。Ｙ県下高等学校

体育連盟の協力の下に，Ｙ県下31高校の 1，2
年生，各１クラスの生徒を調査対象者として選

定し，各高校に調査協力を依頼した結果，29

高校の調査受諾を得ることができた。調査は各

学校のクラス担任あるいは高等学校体育連盟に

係わっている当該高校の教員の手によって，自

記式質問紙調査票による集合調査法で実施され

た。集合調査の実施に当たっては，事前に実施

担当者あてに詳細で具体的なマニュアルを届け

て，極力，マニュアルにそって，圧力がかから

ず客観的に行うよう依頼した。

その結果，調査時期における学校行事等で調

査がかなわなかった2高校を除き，27高校で調

査を実施し，2,709人の調査票を回収した。
2,709人の内，調査項目に対する応答の正確性
（虚偽項目）で問題がなく，かつ欠損値のなかっ

た2,463人（男子1,287，女子1,176）を分析
対象者とした。分析対象者の学年別，部所属別

の内訳を表1 に示す。

２．調査期間

2000年12月から2001年1月の2ヶ月間で

あった。

３．調査内容

本研究では，主として高校運動部員の社会的



26　国立オリンピック記念青少年総合センター研究紀要， 第５号， 2005年 青木：高校運動部員の社会的スキルとそれに関連する要因　27

スキルに関連する要因を共分散構造分析を用い

て明らかにすることを目的とした。そこで，ま

ず先行研究（菊池，1988(11)，1998(12)：上野・

中込，1998（13）；相川，2000（１）；飯田・石隈，

2002（14）；坂野・前田，2002 (15)；近森ほか，

2003（16）；ほか）を検討して，図1 のような多
重指標モデル（基本モデル）を著者が独自に作

成し，モデルに採用した変数を調査内容とし

た。この基本モデルは，まず「その存在を仮定

することによって複雑に込み入った現象を比較

的単純に理解することを目的として構成され

た」構成概念（豊田，1998）（17）として，運動

部活動適応感（以下，部活適応感と略す），学

校生活適応感，有能感および社会的スキルを命

名した。これら構成概念を取り上げた理由と因

果関係について，高校運動部員の高校生活は運

動部活動とそれ以外の学校生活により構成され

ており，それらへの適応が社会的スキルに影響

すると報告されている（上野・中込，1998；

青木・松本，1997；青木，2004；ほか）。次に，

運動部活動や学校生活での適応と双方向的に影

響を及ぼし合いながら，行動や気分や情緒的な

                                           無所属      文化部所属　　運動部所属         計

　　男　子　　１年生         128                78                458            664

　　　　　　　２年生         178                82                363            623

　　女　子　　１年生         152              217                230            599

　　　　　　　２年生         194              175                208            577

          計 　　　　                652              552                1259            2463

表１．分析対象者

図１．高校運動部員の社会的スキルに関連する要因の多重指標モデル（基本モデル）
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状態に影響して行動の活性化や修正に大きく関

連する個人特性として有能感を取り上げ，有能

感が直接的かつ間接的に社会的スキルに影響を

与える（青木・松本，1997；坂野・前田，

2002（15）；近森ほか，2003（16）；ほか）と推定

した。有能感を取り上げたのは行動の変容や活

性化に最も規定力のある個人特性であることが

明らかにされているためである（坂野・前田，

2002（15）；ほか )。さらに，運動部活動への参
加年数は運動部活動の行動様式や特性を内面化

し，社会化する要因であるので（池田・守能，

1998），社会的スキルを直接的に規定する要因

として運動部活動継続年数を取り上げ，基本モ

デル（多重指標モデル）に加えた。そして，基

本モデルの因果関係（矢印の方向），特に構成

概念の因果関係については先行研究結果に依拠

して仮定した。

調査内容は，基本的属性およびこの多重指標

モデルにおける観測変数（調査項目）を調べた。

それらの具体的な内容と点数化は以下のとおり

である。

１）基本的属性：性別，学年，文化部・運動

部所属の有無，部活動（種目）名，部活動経歴

等を調べた。

２）部活適応感に対する観測変数：青木

（2003）（18）によって運動部活動の適応感を測

定するために作成された「運動部活動適応感測

定尺度」４因子構造16質問項目を使用し，そ

の 4構成因子を観測変数として使用した。各質
問項目に対して「１.よくあてはまる（４点）」
から「４.全くあてはまらない（１点）」の ４
段階評定（逆転項目は点数が逆）に回答を求め，

４観測変数（①退部・不適応傾向，②部員への

満足度，③部活への満足度，④指導者への信頼

感）につき合計点を算出した。

２）学校生活適応感に対する観測変数：高瀬

ほか（1986）（19）によって，学校生活への適

応感を測定するために作成された「学校生活適

応感尺度」36質問項目を追試した後，同様の

６因子構造30質問項目よりなる短縮版を作成

し，その６構成因子を観測変数として使用し

た。各質問項目に対して「１.全くあてはまら
ない（１点）」から「５.非常によくあてはまる
（５点）」の５段階評定に回答を求め，６観測変

数（①学習意欲，②友人関係，③教師関係，④

進路意識，⑤規則への態度，⑥特別活動への態

度）につき合計点を算出した。

３）有能感に対する観測変数：運動部活動有

能感（以下，部活有能感）とセルフ・エフィカ

シーを観測変数とした。部活有能感は青木・松

本（1997）（20）が作成した「運動部活動有能感

測定尺度」の 1因子構造6質問項目を使用した。
各質問項目に対して，「１.あてはまる（４点）」
から「４.あてはまらない（１点）」の４段階評
定に回答を求め，合計点を算出した。セルフ・

エフィカシーは坂野・東條（1993）（21）による

「一般性セルフ・エフィカシー尺度」16質問項

目を使用した。各質問項目に対して「１.はい
（１点）」か「２.いいえ（０点）」の２段階評定
（逆転項目は点数が逆）に回答させ，合計点を

算出した。

４）社会的スキルに対する観測変数：菊池

（1988）（11）によって作成された社会的スキル

尺度である「Kiss-18」18質問項目を使用した。
本調査対象者によるデータを因子分析した結

果，３因子構造16質問項目であったので，そ

の３構成因子を①人間関係対処スキル，②コ

ミュニケーション・スキル，③課題対処スキル，

と解釈し注１），これを観測変数として使用した。

各質問項目に対して「１.いつもそうではない
（１点）」から「５.いつもそうだ（５点）」の５
段階評定に回答を求め，３観測変数につき合計

点を算出した。

５）運動部活動継続年数（以下，部活動継続

年数と略す）：小，中，高校までの運動部活動（競

技スポ－ツ活動）の継続年数を調べた。
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４．分析方法

社会的スキルの部所属別，性別と学年別の平

均得点の比較ついては，３要因（性別×学年別

×部所属別）の分散分析を行い，有意差が見出

された場合は Bonferroni の多重比較を行っ
た。次に，社会的スキルに関連する要因につい

ては，ＳＰＳＳ10.0ＪのＡＭＯＳ4 を用いて多
重指標モデルの共分散構造分析を男女別に行っ

た。

Ⅲ．結果と考察

１．高校運動部員の社会的スキルについて　　

社会的スキルにおける部所属別，性別と学年

別の平均得点と標準偏差，３要因分散分析（部

所属×性×学年）および Bonferroni の多重比
較の結果を表２に示す。

部所属別および性別に主効果が認められ，運

動部所属群は無所属群および文化部所属群より

も有意に高い社会的スキルの得点を示した。ま

た，男性は女性よりも有意に高い社会的スキル

の得点を示した。

上野・中込（1998）（13）は高校生を対象に運

動部活動への参加による生徒のライフスキル獲

得に関して調査研究を行い，運動部活動参加者

は一般生徒よりも対人スキルおよび個人的スキ

ルを獲得している程度が高いことを報告してい

る。本研究においても，運動部所属群は無所属

群および文化部所属群よりも有意に高い社会的

スキルの得点を示し，上野・中込の報告を追認

する結果であった。ただ，我が国では，運動部

活動参加と社会的スキルに関する実証的な研究

はほとんどなく，運動部活動参加が社会的スキ

ルを育成すると一定の結論を出すには累積的な

調査研究が必要であろう。しかし，Danish,et 
al.（1990，1993，2002）（22）－（24）は青少年の
発達に対するスポ－ツの影響に関する一連の研

究やレビューから，スポーツがライフスキルや

社会的スキルを育成させると結論づけている。

また，運動実施群が非実施群よりもストレス対

処スキルが高いことや，体育授業への適応度が

高いほど社会的スキルも高いことが報告されて

おり（近森ほか，2003（16）；佐々木，2004（25）），

運動実施や運動部活動がライフスキルや社会的

スキルを育成することを示唆していると言えよ

う。

次に，社会的スキルの性差については，女子

の方が男子よりも得点が高く個人差が少ないこ

とが報告されている（例えば，菊池，1988（11）；

庄司，1991（26）；橋本，2000（27））。一方，社会

的スキル尺度 Kiss-18の得点性差では，成人で

所属別 学年 男子 女子 分散分析結果　　　　　

平均得点 （±標準偏差）

無所属 １年 47.64( ±9.07) 46.76( ±9.15) 所属別：F＝7.16，p＜0.001   運 > 無，文

２年 48.10( ±9.24) 46.12( ±9.12) 性別　：F＝4.66，p＜0.05     男 > 女
学年　：F＝0.01,n.s.

運動部 １年 48.45( ±8.85) 48.03( ±8.00) 所属別×性別 :F ＝0.46,n.s.

２年 48.46( ±8.97) 47.58( ±9.00) 所属別×学年 :F ＝0.08,n.s.
性別×学年：F＝0.57,n.s.

文化部 １年 46.45( ±8.63) 46.03( ±8.50) 所属別×性別×学年 :F ＝0.08,n.s

２年 46.77( ±10.47) 46.06( ±9.55)

  n.s.:Non Significant
  運：運動部所属，文：文化部所属，無：無所属

表２．所属別、性別、学年別の社会的スキルの平均得点、標準偏差と分散分析
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は男性の方が女性よりも得点が高い報告もあり

（菊池，1998）（12），性差について一定の結論

を出すには代表性のある調査対象による研究結

果の累積が必要であろう。

２．運動部員の社会的スキルに関連する要因に

ついて

運動部員の社会的スキルに関連する要因をそ

の関連の強さや因果関係を考慮して明らかにす

るために，４構成概念と16観測変数（項目）

よりなる多重指標モデル（基本モデル，図１）

を作成し共分散構造分析を用いて分析した。こ

の基本モデルに調査データを適用したが，適合

度の高い解を得ることができなかった。そこ

で，図１の基本モデルを基に様々な試案モデル

を男女別に作成し調査データをあてはめた結

果，図２，３のモデルが最も調査データとの適

合性が高く，説得力のあるモデルであった。

男子運動部員の社会的スキルに関連する要因

の多重指標モデルは，「部活適応感」「有能感」

「学校生活適応感」「社会的スキル」の ４構成
概念と，「退部・不適応傾向」以下の15観測変

数より構成されるモデルであった（図２ ）．一
方，女子運動部員の多重指標モデルも同様に

「部活適応感」「有能感」「学校生活適応感」「社

会的スキル」の４構成概念と，「退部・不適応

傾向」以下の15観測変数より構成されるモデ

ルであった（図３）．これら男女のモデルは，

データとの適合性を示す指標である GFI 
（ Goodness of Fit Index）及び RMSEA （ Root 
Mean Square Error of Approximation）が男
子で GFI ＝0.910と RMSEA ＝0.077，女子
で GFI＝0.909と RMSEA＝0.078であり，共
にモデルを採用する基準を満たす妥当なモデル

であると評価した注２）（山本・小野寺，1999）
（28）。

まず，構成概念から各観測変数への影響指標

を見てみよう。

図２．男子高校運動部員の社会的スキルに関連する要因の多重指標モデル
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部活適応感，有能感，学校生活適応感及び社

会的スキルから各観測変数への影響指数は男女

ともにいずれも統計的に有意であり，一部やや

係数が低いもの（女子の進路意識，0.38）も
あるが概ね適切なものと推測される。すなわ

ち，各観測変数は構成概念を実質的に測定して

いると判断される。

まず，部活適応感から退部・不適応傾向変化，

部員への満足感，部活への満足度および指導者

への満足度への影響指標は男子で0.64－0.74
（p＜0.001）であり，女子で0.58－0.89（p＜
0.001）であった。男女ともに退部・不適応傾
向変化，部員への満足感，部活への満足度およ

び指導者への満足度が部活適応感を測定する項

目（変数）として適切であった。次に，有能感

から部活有能感とセルフ・エフィカシーへの影

響指標は男子で0.67（p＜0.001）と0.66（p＜
0.001）であり，女子で0.71（p＜0.001）と0.69
（ p＜0.001）であった。男女ともに部活有能

感とセルフ・エフィカシーが有能感を測定する

項目（変数）として適切であった。次に，学校

生活適応感から学習意欲，友人関係，教師関

係，進路意識，規則への態度および特別活動へ

の態度への影響指標は男子で0.44－0.80（ p＜
0.001）であり，女子で0.38－0.82（p＜0.001）
であった。男女ともに友人関係，教師関係，規

則への態度および特別活動への態度が学校生活

適応感を測定する項目（変数）として適切であっ

た。最後に，社会的スキルから人間関係対処ス

キル，コミュニケーション・スキルおよび課題

対処スキルへの影響指標は男子で0.40－0.82
（p＜0.001）であり，女子で0.44－0.74（p＜
0.001）であった。男女ともに人間関係対処ス
キルとコミュニケーション・スキルが社会的ス

キルを測定する項目（変数）として適切であっ

た。

次に，要因の因果関連を見てみると，男子で

は，部活適応感，有能感と学校生活適応感が相

図３．女子高校運動部員の社会的スキルに関連する要因の多重指標モデル
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互に有意に関連（r＝0.66－0.82，p＜0.001）
し，有能感（0.52，p＜0.001）と学校生活適
応感（0.32，p＜0.001）が社会的スキルを有
意に規定していた。すなわち，標準化された因

果係数から解釈すると，部活適応感，有能感と

学校生活適応感はそれぞれ双方向的に影響を及

ぼしており，部活適応感，学校生活適応感およ

び有能感が高いほどそれぞれ相互に高さを引き

出している。そして，有能感と学校生活適応感

は高いほど社会的スキルを高めている。

一方，女子については，男子と同様に，部活

適応感，有能感と学校生活適応感が相互に有意

に関連（ r＝0.69－0.73，p＜0.001）し，有
能感（0.40，p＜0.001）と学校生活適応感
（0.54，p＜0.001）が社会的スキルを有意に
規定していた。すなわち，標準化された因果係

数から解釈すると，男子と同様に部活適応感，

有能感と学校生活適応感はそれぞれ双方向的に

影響を及ぼしており，部活適応感，学校生活適

応感および有能感が高いほどそれぞれ相互に高

さを引き出している。そして，有能感と学校生

活適応感は高いほど社会的スキルを高めてい

る。

まず，注目すべきは基本モデルで仮定した部

活適応感と部活動継続年数が社会的スキルに有

意な関連（パス）を示さなかったことである。

これは運動部員の社会的スキルの高低に対し

て，部活適応感と部活動継続年数は直接的に関

連しないということである。

上野・中込（1998）（13）による高校生を対

象にした運動部活動への参加による生徒のライ

フスキル獲得に関する調査研究によれば，競技

状況で獲得されたスキル（個人的スキルと対人

スキル）が日常生活のスキル（個人的スキルと

対人スキル）として発揮される（般化）ために

は，指導者の働きかけが重要であることが明ら

かにされている。すなわち，競技状況で獲得さ

れた対人スキルや個人的スキルを日常生活のス

キルとして発揮（般化）するためには，指導者

によるスキルについての価値の指導や実践の指

導が必要であるという。また，相川（2000）（１）

は社会的スキルのトレーニング方法を紹介する

中で，トレーニングされたスキルがトレーニン

グ場面以外でも実践されるように促すという般

化の重要性をあげている。したがって，単に部

活動継続年数の長短や部活適応感の高低が直接

的に社会的スキルに影響するのではなく，部活

動継続や部活適応感で獲得した社会的スキル

（主に競技や運動部に関連する社会的スキル）

は介在要因や条件を経て般化されると考えられ

る。そのため，運動部員の社会的スキルの高低

に対して，部活適応感と部活動継続年数は直接

的に関連しなかったのであろう。ただ，部活適

応感は有能感や学校生活適応感との交互作用を

経て間接的に社会的スキルに影響を与えている

といえよう。

次に，男女ともに有能感が社会的スキルを中

程度の相関で規定していた。有能感は部活有能

感とセルフ・エフィカシーを観測変数としてい

るので，部活や日常生活で有能と感じるととも

に行動や課題への遂行可能感や達成可能性への

知識や能力の確からしさを意味している（坂野・

前田，2002）（15）。したがって，有能感は個人

の行動選択・遂行や行動変容に直接的に影響す

る。すなわち，社会的スキルの遂行や表出に影

響することは容易に推測される。実際，社会的

スキルにネガティブな影響を与える要因とし

て，セルフ・エフィカシーの低さがあげられて

おり，セルフ・エフィカシーの程度が社会的ス

キルの表出に強い影響を与えることが報告され

ている（矢嶋ほか，1993（29）；戸ヶ崎・坂野，

1997（30）；坂野・前田，2002（15））。注目すべき

は，有能感は部活適応感や学校生活適応感と強

く交互作用している。したがって，運動部活動

や学校生活において，有能感を高めるような制

御体験や成功体験を重ねることが必要である
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（Bandeura，1997（31）；坂野・前田，2002（15））。
次に，男女ともに学校生活適応感が社会的ス

キルを中程度の相関で規定していた。学校生活

適応感に対する観測変数として友人関係，教師

関係や特別活動への態度があり，これら観測変

数は社会的スキルの観測変数である人間関係対

処スキル，コミュニケーション・スキルや課題

対処スキルが日々駆使されて，対人関係が営ま

れる現実生活での適応度を反映している。した

がって，学校生活適応感は社会的スキル基づく

人間関係の適応感や満足度を強く含むとみなさ

れる。すなわち，学校生活適応感は主として人

間関係や学習・進路等の課題への適応感であ

り，日々の学校生活それ自体が実質的に社会的

スキルの訓練・育成の場であるといえる。よっ

て，学校生活適応感が社会的スキルを直接的に

規定することは首肯できよう。

Ⅳ．まとめ

高校生2,463人（男子1,287，女性1,176）を
対象に社会的スキルの現状及び運動部員の社会

的スキルに関連する要因について質問紙による

調査を実施し，多重指標モデルによる共分散構

造分析で関連する要因の因果関係を分析した。

その結果，運動部所属群が無所属群および文化

部所属群よりも有意に高い社会的スキルの得点

を示した。また，部活適応感は直接的に社会的

スキルを規定しないが，有能感や学校生活適応

感との交互作用を経て間接的に社会的スキルに

影響を与えていた。運動部活動で習得される社

会的スキルは主に競技場面や運動部という特性

や条件に根ざしたスキルであるために，

Kiss-18で測定された生活全般の社会的スキル
に影響をもつには介在要因や条件が必要である

と推察される。本研究では，部活適応感は有能

感と学校生活適応感と強い相互作用を示してお

り，運動部活動は有能感と学校生活適応感に影

響を及ぼすことで間接的に社会的スキルに影響

を与えているといえる。

社会的スキルは訓練し学習できる技能と考え

られている（相川，2000）（１）。したがって，

運動部所属群が無所属群および文化部所属群よ

りも高い社会的スキルを持つことは，運動部活

動が社会的スキルを育成する活動として重要で

あるとえいる。ただ，その機能が十分に発揮さ

れるためには，部活適応感を規定する要因であ

る①退部・不適応傾向，②部員への満足度，③

部活への満足度，④指導者への信頼感，を改善・

増大させることが必要である。最後に，本研究

の限界と今後の課題について述べておきたい。

まず，社会的スキルの測定で Kiss-18という自
己評価（報告）法を用いた。自己評定法は自分

のスキルに関する認知を測定をするには適して

いるが実際の行動（獲得）レベルでのスキルを

必ずしも測定していない。今後，行動（獲得）

レベルの社会的スキルを測定できる手法を併用

する必要があろう。次に，運動部員の社会的ス

キルに関連する要因を明らかにする多重指標モ

デルはもっと適合性の高いモデルに修正・改変

する必要がある。特に，運動部活動で獲得した

社会的スキル（主に競技や運動部に関連する社

会的スキル）の般化を促進する要因を組み込ん

だ多重指標モデルに基づく調査研究が必要であ

ろう。今後の課題としたい。
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