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自由研究７-③

教員養成大学における

大学運動部の在り方に関する一考察

「学習する組織」からみた
女子バスケットボール部の事例をもとに

桃山学院教育大学
栫井 大輔
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報告の概要

目的：大学運動部を学習する組織とするための基礎研究と
して知見を得るために，教員養成大学の大学運動部
の取り組みを「学習する組織」の５つのディシプリ
ンで分析し，大学運動部を「学習する組織」とする
ためのモデルを作成する。

結論：「学習する組織」として
大学運動部を組織するためには
システム思考を基盤とし，
メンタル・モデルまで
踏み込んだ活動が必要である。

2

１．問題と目的

大学運動部

社会人として活躍していくための力を涵養する教育機会
としての意義がある（金森・蛭田2018）

暴力問題や勝利至上主義などの課題

優秀な競技者を育成するだけでなく，優秀な学生を育成
例）UNIVASの設置（2019年3月～）
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１．問題と目的

大野（2018）
優秀な競技者と学生の養成を可能とするには，
個々の部員自らが考え，行動できる能力が求められる
⇒「学習する組織」が新たな大学運動部のマネジメント

の在り方

「学習する組織」
・ピーター・M・センゲが広めた考え方
・目的に向けて効果的に行動するために，
集団としての意識と能力を継続的に高め，
伸ばし続ける組織（小田2017）
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１．問題と目的

「学習する組織」をつくるための原則やプロセス
＝５つのディシプリンとして体系化

自己マスタリー
自分自身のビジョンや目的意識を明確にすること（中村2009）
学習する組織において学習することの基盤となる（センゲ2011）

共有ビジョン
自己マスタリーに基づいて構築されるもの（中村2009）
「上」から申し渡されるものという既成概念を捨て去ることが
共有ビジョンを築く第一歩（センゲ2011）

メンタル・モデル
どのように世界を理解し，どのよう行動をするかに影響を及ぼす，深く踏
み込んだ前提，一般概念，あるいは想像やイメージ（センゲ2011）

・「信奉理論」：頭の中で信じている価値観や規範
・「使用理論」：実際に自分が取っている態度や規範である

チーム学習
グループで一緒に探究，考察，内省を行うこととで，自分たちの意識と能
力を共同で高めるプロセスである（小田2017）

システム思考
複雑な問題を部分的に見るのではなく，パターンの全体を明らかにして，
それを効果的に変える方法を見つけるための概念的枠組（センゲ2011）
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１．問題と目的

5つのディシプリン ＝ チームの中核的な学習能力を伸ばす
理論と手法

図１ 学習する組織におけるチームの中核的な学習能力（センゲ2011）

⇒企業・組織だけでなく教育においても取り入れられる
（「学習する学校」）
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１．問題と目的

・学習する組織として大学運動部を実践している
事例は散見されない。

・学校の部活動運営において様々な課題
「運動部活動の在り方に関する総合的なガイドライン」

（スポーツ庁 2018)
⇒子ども時代の生徒としての経験が、教えること学ぶことの
強固な前概念を作り上げている（Linda 2005）

新たなガイドラインが出たとしても，自分の経験を踏襲した
指導が繰り返されることは想像に難くない。
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１．問題と目的

教員養成大学
これまでと異なる部活動の経験が重要

学習する組織として大学運動部を実践し知見を得ることは，
今後の運動部活動の在り方について一助になる可能性がある
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１．問題と目的

目的

大学運動部を学習する組織とするための基礎研究とし
て知見を得ることである。

そのために
教員養成大学の大学運動部の取り組みを
学習する組織の５つのディシプリンで分析し，
大学運動部を学習する組織とするための
モデルを作成する。 9

２．方法

対象：関西地方の教員養成大学である
A大学女子バスケットボール部（強化指定部）

学生 A B C D E F G H I J K
学年 3年 2年 2年 2年 2年 1年 1年 1年 1年 3年 1年
役割 主将

選手

選手 選手 選手 選手 選手 選手 選手 選手 マネー

ジャー

マネー

ジャー

希望
職種

特別支援 中学校

(体育)

小学校 スポーツ

指導関連

幼稚園 幼稚園 スポーツ

指導関連

小学校 小学校 中学校

(体育)

中学校

(体育)

表１-１ 調査対象者の属性
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２．方法

調査の手法：帝京大学ラグビー部の取り組みを
5つのディシプリンで分析した大野（2018）
を参考にA大学の取り組みから分析対象を選択。
表1のような観点で分析を行った。
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表１-２ 分析対象とした取り組み及び分析の観点

２．方法

自己マスタリー：勉強会・研修会

A大学バスケ部：勉強会の開催や研修会への参加

2019年10月5日：メンタルトレーニング講習
2020年2月25日：1年間の成長に関する勉強会

→感想の記述内容➡肯定的内容と否定的内容に着目
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２．方法

共有ビジョン：目標作成の手順

2019年度の目標は「二部昇格」

目標作成の過程

「学習する組織」における「共有ビジョン構築過程」

比
較
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２．方法

メンタルモデル：部活ノート

公式戦後の部活ノートの記述内容を分析対象
⇒メンタル・モデルに触れる記述が多いと判断

⇒練習や試合について記述

試合における特徴的な出来事（事実）をふまえ，
●どのような意味があるのか解釈
〇事実・解釈を経てどのような行動をすべきかの前提
◎認識・解釈・前提を経て自分なりの結論

「推論のはしご」とは認知行動に関するモデル
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２．方法

チーム学習：ミーティング

対象者：主将の学生A マネージャーの学生J・K
方法：質問紙

①ミーティングの雰囲気を「儀礼的な会話」
「討論」「内省的な対話」「生成的な対話」で
割合で示す

②自由記述
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２．方法

システム思考：1年間の総括（記述）

「氷山モデル」で分析
・対象化した出来事
・その出来事のパターン
・そのパターンが起こる構造
・上記に対する自分自身の

関わり方について

1年間の部活動の取り組みについて反省を記述
したものを対象

⇒1年間の出来事について部分だけではなく全体的な
記述を書きやすい内容と判断
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３．結果

自己マスタリー：勉強会・研修会

今までの私たちの考え方の間違いに気が付き、これまでの行動や
言動を見直す、良いきっかけとなりました。「楽しむ努力」を
チーム全体でしていきたいと思いました。また，目標を達成する
ために支えてくれている方々や先生方のことも考え、「おめでと
う」ではなく「ありがとう」といってもらえるようなチームにも
なりたいと思います。

研修会や勉強会について肯定的内容が多く，
研修会や勉強会の内容に対して否定的な記述は
見られなかった。
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３．結果

共有ビジョン：目標作成の手順
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表２ 目標作成の比較

３．結果

メンタルモデル：部活ノート

認識から解釈までの記述
（表3の●）が全体の

65％を占めていた。
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表３ 部活ノートの記述

３．結果

チーム学習：ミーティング

共通するのは
「本音の言えるミーティングの雰囲気ではない」 20

表４ ミーティングの印象



6

３．結果

システム思考：1年間の総括（記述）

9人中6人の学生がメンタル・モデルまで踏み込んだ記述を
していなかった。
また，氷山モデルの観点で記述していたのは主将である学生A
のみだった。
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表５ 1年間の総括の記述

４．考察

大学運動部に学習する組織を取り入れることで，
教員養成大学の学生がそれまでと異なる学びを得られる

〇学びに対して肯定的
・教員や指導者を目指している（表1-1）
・新たなことを学ぶことに抵抗がなく，
また今後の自分に役立つと考えているから
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ただし「信奉理論」が多い ⇒

ミーティングの
雰囲気（表４）

部活ノートの
記述（表３）

「使用理論」まで踏み込んだ
省察，対話が必要

４．考察

「使用理論」まで踏み込んだ省察，対話を可能にするために
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システム思考を取り入れる

〇チームを部分的に見るのではなく
集団（全体）としてみることが促される

主将のみが
氷山モデルの
観点（表５）

→教師や指導者になるために必要な力

４．考察

「使用理論」まで踏み込んだ省察，対話を可能にするために
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システム思考を取り入れる
〇「使用理論」を明確にするための手法となる
例）「推論のはしご」「氷山モデル」

自らのメンタルモデルを明確にする

自らの本当のビジョンを問い直す
＝自己マスタリーと関連

共有ビジョン チーム学習の
をもつ 必要性

「個人の習熟を図る自己マスタリー，
コミットメントによるビジョンの共有，
古いメンタル・モデルの克服，
チーム活動の洗練といった
相互に関係しあう4つの法則を
一つのまとまりとして前進させるのが
システム思考のアプローチである。」

上田（2004）
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４．考察
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５．課題

・モデルの妥当性を実践を通して確認する

・学生を追跡調査し，学習する組織としての大学運動部で
の学びについて明らかにする。
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