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ライフスタイル要因からみた運動経験者に関する研究
一過去の運動経験とライフスタイル要因との比較一
並河裕＊
RelationshipofLife-styleandanEｘｐｅｒｉｅｎｃｅ
ｔｏｈａｖｅｂｅｌｏｎｇｅｄｔｏａｎＡｔｈleticCIubs．
－ComparativelvAnalvsisofLife-styleFactorsandthePastExerciseExperience
ＹｕｔａｋａＮＡＭＩＫＡＷＡ＊

Abstract

Ｔｈｅｐｏｒｐｏｓｅｏｆｔｈｉｓｓｔｕｄｙｉｓｔｏｍａｋｅａchracteristico『life-styleofauniversitystudentwhohasan
experiencetohavebelongedtoanathleticclubs

Questionnairscontaining29itemsareadministeredtoatotal518students、Fourhundredsixty-two
questionnaireswerereturned，resultinginaresponｓｅｒａｔｅｏｆ８９１％・Factoranalysisisusedtoidentify

theoverallstructureofstudent，slife-style、Factorscoresarethencommparedfordifferencesingender
andmaritalstatus・Ｔｈｅｍａｉｎｒｅｓｕｌｔｓｗｃｒｅｓｕｍｍａｒｉｚｅｄａｓfollow：

１．Thereｅｘｉｓｔ「ourfactorsrepresentingdimensionsofstudent，ｓｌｉｆｅ－ｓｔｙｌｅＴｈｅｙａｒｅｎａｍｅｄａｓ

``TraditionalFamily''，“Positively，'，“LeadingFaction，,．‘`Cooperation，'、

２．Whengenderisconsidered，meanfactorscoresdiffersignificantlyfor3of4factordimensions
Thesefindingsconfirmthatlife-styleisanobservaleconstructanddi｢fersaccordingtogender、
３．WhenstudentisconsideredByagradeofanexersiceexperience,meanfactorscoresdiffer
significamlyfor2of4factordimensions．

ポーツ実践が展開されている。さらに、生活５カ

Ｉはじめに

年計画にみられるように、余暇時間を欧米並みに

現在の社会は、労働時間の短縮等に伴う余暇時

確保することが強調され、ゆとりのある生活の中

間の増大や生活に関する情報の多様化さらには、

でスポーツ活動を行なうこと、スポーツを文化と

価値観や生活意識の変化などにより人々の生活環

して生活にほど良く取り入れ、豊な生活をするこ

とが期待されている。さらに、最近の健康ブーム

境が著しく変化している。
生活スタイルが人々の価値観の多様，性によって

等にみられるように人々のスポーツに対する意識

大きく変化し、それに伴って、スポーツ活動も個

も年々高まってきているのが現状である。このよ

人の欲求や価値観の違いによって様々な形態が現

う著しい社会変化に伴って、スポーツ環境も大き

われてきている。例えば、民間のスポーツ施設や

く変化してきていると考えられる。一方、スポー

公共のスポーツ施設、あるいは学校のスポーツ施

ツ経営は基本的にはスポーツ行動に必要な条件と

設といったような様々な運動施設のなかで、個人

しての施設、プロクラム、スポーツ仲間を整える

あるいは集団でといったように、多種多様のス

ことであると考えられている。つまり、スポーツ
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行動のより良き発現の為のスポーツ環境を提供す

を規定する要因や態度及び動機に関する研究､そ

ることである。しかし、運動者を取り巻くスポー

して大学生や勤労青年を対象にスポーツ活動の実
態や意識を研究したものなど、6)･l2M7L18ﾊ'9)数多く

ツ環境は個人的要因、社会的要因、環境的要因等
によって様々である。それゆえに、連動者の意識
や実態を様々な角度から分析検討することによ

の研究がなされてきた｡しかし､荒井鋤は社会学的
立場から､スポーツ行動に関する研究について問

り、運動者にとってのより良いスポーツ環境を提

題を投げかけている。すなわち、従来の研究はス

供するための経営方針の立案が今日のスポーツ経

ポーツ活動を成立させる条件分析が主で、これか

営に求められている。

らの社会にはスポーツへの関わり方の分析が必要

最近のスポーツ環境は、民間のスポーツ施設の

であると述べている。つまり､現代人のスポーツ

増大にみられるように､従来の学校体育を中心に、

行動を分析するためには､スポーツへの関わり方
といった、従来とは異なった視点からの分析の必
要性を指摘している。このスポーツへの関わり方
分析にライフスタイル分析を応用する意味がある

そして地域における公共スポーツ施設等によって

行われていたスポーツ行動が、すこしずつ企業経
営としての民間スポーツ施設へ移行している。こ
のことは、今後民間スポーツ施設の重要性が増す
ことはあっても、けっして人々のスポーツ活動が
民間にすべて移行することを示してはいない。む
しろ、人々のスポーツ欲求に応じたスポーツ振興
に関わる方策を官民一体として進めていくことが

求められているのである。

このような著しいスポーツ環境の変化の中で
は、個々の運動者のスポーツ欲求を把握するため

のではないかと考える。それゆえに、大学生を対
象にライフスタイルと運動との関連を明らかにす
ることは意味があると考える。

そこで本研究では、大学生を対象に過去におけ
る運動経験の程度と運動者のライフスタイル要因
を比較検討することにより運動経験者のライフス
タイル的特性を明らかにすることを目的とした。

には、新しい視点による運動者の分類及び特性の
把握が必要である。社会学や経営の分野において
は、ミッチェルら１１)によるＶＡＬＳ調査や飽戸

Ⅱ研究方法

ら213)によるＮＪＷＬ調査にみられるように､人々

本学（琉球大学）の教育学部に在籍している学
生（１年次から３年次）を対象に質問紙法による
アンケート調査票を配布し1994年11月-1995年１

の行動原理の把握やマーケティングにおける市場
分析等にライフスタイル分析が用いられている。

一方､スポーツの分野におけるライフスタイル分
析を応用した研究は、菊池，)や原田5)による民間
スポーツクラブ会員を対象とした一連の研究、中
高年者を対象とした岩井ら7)の研究、ライフスタ

１．対象及び調査期間

月までに回収した（留置法)。

調査票は518名の教育学部所属の１年次から３
年次の学生に配布され462名からの回答をえた。
対象者の構成は表１に示したとおりである。

イル・セグメンテーションによるスポーツ消費者
の類型化を試みた中西ら'3)の研究がみられる。こ
のようにスポーツの分野においても、連動者の分
析にライフスタイル概念を用いた研究が徐々に行
われるようになってきた｡しかし､これらの研究は

対象者が民間のクラブ会員や中高年者といった比
較的年齢の高いものを対象に行われており、大学
生を対象にライフスタイル分析を応用した研究は
ほとんどみられない。これまでの大学生を対象に

した研究例をみると､金崎や多々納と徳永8八20)･２１）
のスポーツ行動の規定要因に関する一連の研究、

さらに丹羽らＭ１６１による女子大生のスポーツ参加
－３０４－

表１サンプルの構成
男子

女子

全体

1年次

44(30.8）

９９(69.2）

143(100.0）

2年次

５５(36.4）

９６(63.6）

151(100.0）

3年次

８１(48.5）

８６(51.5）

168(100.0）

全体

180(39.0）

281(61.0）

462000.0）

注）（）内は％を示す

３年次の全体は不明回答者１名を含む
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2.調査項目

Ⅲ 結果及 び考察

調査項 目は､個人のフェスシー トに関する 5項
目､現在及び過去における運動経験に関する 9項

1.調査結果の概要

目､ライフスタイルに関する1
5
項 目と合わせて29

まず､調査対象者の運動経験 と運動実施状況を

項目で構成 した｡なお､ライフスタイルに関する

調査結果か ら概観 してみる｡

項 目は飽戸のライフスタイルの 5次元尺度を援用

小学校か ら大学にいたるまでの期間にどのような

し､それぞれの項目は ｢そう思 う｣
､｢まあそう思

遊動経験が成されているのかを､運動部に所属 し

う｣
､｢あま りそ う思わない｣
､｢
全然そ う思わな

ていたかどうかとの関係か ら検討 してみるO表 2

い｣の 4件法による回答を求め､｢そ う思 う｣を

は､小学校か ら大学における運動部所属経験の状

4点か ら順に､ 3､ 2､ 1と得点を与え間隔尺度

況を示 したものである｡小学校では運動部所属者

を構成 しているものとした｡

(
49
.
4%) と非所属者 (
50
.
2%) にはほとんど差

はみ られない｡ しか し､中学校になると所属者が

3.分折方法

65
.2% と非所属者に比べかなりの比率で上回って

0ポイン トの差がみ ら
いるQそ して､高校では約 1

統計処理には､クロス集計によるカイ自乗検定
を用い､ライフスタイルに関する要因の分析には

れるが中学校よりも､所属者が減少 している｡ 大

因子分析を用いた｡

学になるとさらにその差は広がり運動部所属者は
4.1%である｡
全体の1

義 2 過去 と現在の運動部所属状況
所属の有触

は

い

いいえ

小学校

中学校

高校

大学

2
2
8(
4
9
.
4
)

3
0
1
(
6
5
.
2%)

2
0
6(
4
4
.
6
%)

6
5
(
1
4
.1
%)

2
3
2(
5
0
.
2
)

1
5
9(
3
4
.
4
%)

2
5
4(
5
5
.0
%)

3
9
5
(
8
5
.
5
%)

注)( )内は%を示す,不明回答者 2名を除 く

次に､大学生が学内及び地域社会におけるエ リ

施設の利用状況で もほぼ同様の傾向がみ られた｡

ア ･サービスやプログラム ･サービスにどのよう

一方､地域のスポーツ行事の参加状況は ｢
全 く参

に関わっているか｡ このことを大学や地域でのス

1
.
6%を占めている｡大学
加 しない｣が最 も多 く7

ポーツ行事への参加程度によって､その関わり方

に比べまだまだ地域のスポーツ行事‑の参加は少

を概観 していく｡ 表 3は大学及び地域でのスポー

ないと言える｡ しか し､運動施設の利用状況をみ

ツ行事参加程度を､衷 4は運動施設利用状況をそ

ると地域での利用者比較的多 く､約半数の学生が

れぞれ示 したものである｡大学におけるスポーツ

地域の運動施設を利用 しているという結果であっ

0
.3%)
､
行事参加状 況 は､｢
全 て に参加 す る｣(

た｡このことは公共スポーツ施設の充実が地域社

3
1
.0%) を合わせて3
1
.6%
｢たまに参加する｣(

会での運動をより促進 し､広 く一般にスポーツが

で､｢ほとんど参加 しない｣
､｢
全 く参加 しない｣

行われるようになってきていることを示 している

8%を大きく下回っている｡また､遊動
を合せた6

のではないかと考え られる｡

ー3
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表４運動施設の利用状況

表３大学及び地域におけるスポーツ行事

（大学及び地域）

酸化状況
カテゴリー

全てに参加する

大学

３（０．６）

たまに参加する

143（31.0）

ほとんど参加しない

121（２６．２）

全く参加しない

193（４１８）

無回答

２（０．４）

全体

462(100.0）

大学

地域

１３（２．８）

２２（４．８）

たまに利用する

134（２９．０）

217（４７．０）

ほとんど利用しない

121（２６．２）

８２（１７．７）

全く利用しない

188（４０．７）

138（２９．９）

無回答

６（１．３）

３（ｑ６）

全体

462(100.0）

462(100.0）

カテゴリー

地域
２（0.4）
４４（９．５）

８２（１７．７）
331（７１６）

３（0.6）

よく利用する

462000.0）

注）（）内は％を示す

注）（）内は％を示す

まあものにしていくという考え方、そして良いこ

２．ライフスタイル要因の分析
大学生のライフスタイルを把握するため、１５の

とは多少の反対は物ともせず実行して行くという

ライフスタイル項目について、主因子法によって

ように積極的に人生に取り組んでいく姿勢が伺え

固有値が１以上の４因子を抽出した。これら４因

るので積極性因子と名付けられた。第３因子は、

子の累積寄与率は47.8％であり、本調査に用いら

「小さい頃から、お山の大将に成るのが好きだっ

れたライフスタイル項目の全分散の約半分しかこ

た｡＿や、「リーダーになって苦労するよりは、の

の４因子で説明できない。このことはライフスタ

んきに人に従っている方が気楽で良い｡｣、さらに

イルが複雑な構造をもつものでありこれらの変数

は￣他人の面倒をみてやるのが好きで、他人から

でライフスタイル全体を説明できるものではない

頼られる方だ｡」という項目にみられるように主

ことを表しているといえる。これら４因子をバリ

流派因子と解釈された。さらに第４因子は、一人

マックス回転させ、それぞれの因子負荷量の大き

で頑張って何かをやり遂げる意識が弱く（得点は

い順に並べ替えたのが表５である。これら４因子

逆加算)、さらに物ごとに妥協をしないで、自分

の因子負荷量の大きさによって因子の解釈を試み

の考えを貫き、悪いことに対して社会的に罰則が

る。

与えられることはしかたがないという考え方には

まず、第１因子は、家族や仲間のつながりを大

賛同しない、つまり集団としての行動を大切に考

切にし、お互いの力を合せることによって相当の

え、自己主張は程々に協調性のたかい現在の若者

ことができるという考え方。さらに、昔から受け

世代を代表するような考え方を示していると考え

継がれてきた伝統を理解し、それを守っていこう

られるので協調性因子と名付けられた。

とする考え方を表しており伝統派家族因子と名付
けられた。第２因子は､｢すこし無理だと思われる

１）因子得点による男女の比較

位の目標を立てて頑張る方だ」という項目や「遊
びでも仕事でも、やりだすととことん熱中して、

次に、因子分析によって抽出された４因子の因
子得点をもとにして、男女間の差をみてみること

まあまあものlこするほうだ」という項目、さらに

にする。図１は男女別のライフスタイル因子得点

￣多少波風がたってもそれをおそれていては何も

をプロフィールしたものである。図からみても男

できない、多少の反対はあっても良いことは断固
実行すべきだ＝という項目にみられるように、人

女差はあきらかではあるが、ｔ検定の結果では１

生に目標を立てて、その目標に向って頑張りまあ

とめられ、２因子（積極性因子、主流派因子）に

因子（伝統派家族因子）に１％水準で有意差がみ

－３０６－

2．人間は一人では無ﾉﾉだが、みんなで力を合せれば相当なことができるものだ。、7839

⑬。『

4979

3630

15.ものごとに妥協するのはもっともよくない、自分の信念はできる限りつらぬくよう努力すべきだ｡．

5240

12．なにごとにもよらず、あまりガツガツやるのはきらいで、気ままにのんびりやる鞘義だ。

14．どんな小さな罪でも、犯したものは必ず罰するということでないと、法律は正しく運用できない。

3982

11．小さい頃から、お山の大将になるのが好きな方だった。

7857

5530

lo・他人の面倒をみてやるのが好きで、他人から頼られる万だ。

13．人生というものは結局一人ぼっちのものだから、ひとをたのまず、自分で頑張るしかないのだ。（逆加
算）

７１９５

7348

８．できるだけ新しいものをとり入れて、どんどん改革していく方だ。（逆加算）

９．リーダーになって杵労するよりは、のんきに人に従っている方が気楽でよい。（逆加算）

5041

6010

7585

7．遊びでも仕事でも、やりだすととことん熱'１』して、まあまあものにするほうだ。

すべきだ。

6．多少波風がたってもそれをおそれていては何もできない。多少の反対があっても良いことはだんこ実行

5．すこし無理だと思われる位の目標をたてて頑張る方だ。

4．社会には改革すべきことが多いが、改革は少しずつ徐々に気長にやるべきだ。-4106

方だ。、5938

3．古いものは、長い間ずっと受け継がれ残ってきたという良さがあるのだから、できるだけ残そうとする

パリマックス回転後の因子
第一因子第二因子第三因了第阿因子

だ。、7461

1．世の中でいちばん大切なことは輯家族や仲間で、みんなで仲良く力を合わせて協力していくということ

ライフスタイル項目

表５バリマックス回転後の因子負荷量

罵菖韓山へｕｘ、へ苧噌麗弓録軒汁健騨譲騨鋪戸亟斗が軍潴
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５％水準で有意差が認められた。男性は女性に比

とする意識が強いという傾向がみられた。反対に

べると、積極性因子と主流派因子の因子得点が高

女性は男性に比べ、家族や仲間を大切にし、伝統

く、反対に伝統派家族因子の得点が低い傾向を示

を重んじながらみんなで仲良くしていくことが重

した。つまり、男性は女性に比べると、遊びでも

要であると考える傾向がみられた。

仕事でもすこしぐらい無理な目標を立て頑張ろう
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因子得点による運動経験別プロフィール

２）因子得点による学年の比較

のが厳密に何を示すのか明らかではないが家族や

次に、ライフスタイル因子が年次別にみた場合

仲間を大切にし、集団で力を合せて何かを成し遂

どの様な関係をもつものなのかということを検討

げようとする意識が弱くなることはあきらかであ

してみる。図２は学年別にライフスタイル因子の

る。一方、積極性因子は伝統派家族因子とは異な

因子得点をプロフィルしたものである。年次に

り、１年次と３年次が同じ様な得点で２年次だけ

よって因子得点はまちまちであるが、ｔ検定の結

が低い得点を示した。一生懸命に何かを成し遂げ

果では伝統派家族因子において１年次と３年次と

ようとする積極性が２年次において一旦減少した

の間に１％水準で有為な差が認められ、積極件因

ものが３年次において取り戻したのではないかと

子においては２年次と３年次との間に１％水準で

いう推測はできるが統計的な根拠はない。その他

有為な差が認められた。つまり、３年次は１年に

のライフスタイル因子においては、主流派因子は

比べると、伝統派家族因子における得点が低く、

学年間に差はなく、協調性因子は統計的に有為で

逆に積極性因子において高い得点をえる傾向が伺

はないが年次の上昇につれ高い得点を示す傾向が

えた。グラフをみても伝統派家族因子は年次が上

伺える。

がるにつれて得点が低くなり、逆に積極性因子は

得点が高くなる傾向がみられた。伝統派家族因子

3．連動経験とライフスタイル因子との比較

の得点が１年次から３年次に成るにつれ低くなる

－３０８－

大学生のライフスタイル因子と過去における運

並河：ライフスタイル要因からみた連動経験者に関する研究
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動経験がどのように関係しているのかを検討する
ために、小学校から高校において運動部に所属し
た程度を基準に以下の２群に分けた｡ます最初に、
運動部経験が小学校、中学校、高校において２校
以上にまたがって経験した長期運動経験群(以下、
Ａ群とする）とし、それ以外のものを短期連動経
験者群（以下、Ｂ群とする）とした。
図３は、運動経験別にライフスタイル因子得点
をプロフィルしたものである。図３をみるとＡ群
とＢ群では、積極性因子と主流派因子においてか
なりの得点差がみられる。ｔ検定の結果では主流

派因子において１％水準で、積極性因子において
５％水準で有為な差が認められた。つまり、Ａ群
はＢ群に比べると積極性因子や主流派因子におい
て高い得点をえる傾向がみられた。このことは運
動経験が豊富なものは目標を立てて頑張ったり、
ものごとに熱中しやすく、さらに実行力もあると
いったことを示していると考えられる。

タイル因子との間には様々な関係がみられたが、

もう少し連動経験とライフスタイル要因との関係
を具体的に検討するために、１５のライフスタイル

項目と過去の連動経験とのクロス集計を行い、こ
れらの統計的検定にはｘ２検定を用いた。表６は

その結果を示したものである。まず、小学校から
大学までの運動経験とライフスタイル項目との関
連をみてみる。ライフスタイル項目４の「社会に
は改革すべきことが多いが、改革は少しずつ気長
にやるべきだ｡」において、中学校における運動
部経験者と非経験者との間に苑２検定の結果５％
水準で有為な関連がみられた。つまり、連動経験
者は非経験者に比べ「あまりそう思わない」と考
えるものが多く、非経験者は「まあそう思うＪと

考えるものが多いという関連がみられた｡次に、
ライフスタイル項目７の「遊びでも仕事でも、や

りだすととことん熱中して、まあまあ物にする方
だ｡」は、高校の運動部経験者は非経験者に比べ

このように、過去の運動経験の程度とライフス

肯定するものが多いという傾向がみられた｡さら

－３０９－
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図３因子得点による男女別プロフィール
に、高校運動部経験者はライフスタイル項目８
「できるだけ新しいものをとり入れて、どんどん

む、あるいはリーダー意識の強いものがスポーツ
を好むのではないかと推測される。

改革していく方だ｡」においても肯定するものが

さらに、運動経験（２群）とライフスタイル項

非経験者よりも多いという傾向がみられた。そし

目との関連を分析した結果、３項目（項目７、項

て、ライフスタイル項目11においては最も顕著な

傾向がみられ、x２検定の結果、すべての学校に

目９，項目11）と運動経験との間にそれぞれ有為
な関連が認められた。つまり、Ａ群がＢ群に比べ

おける運動部経験とライフスタイル項目１との間

それぞれのライフスタイル項目において肯定する

に有為な関連が認められた。つまり、運動部経験

意見が多いという結果であった。このことは、運

者は非経験者に比べ、ライフスタイル項目１１「小

動経験の豊富なものはものことに熱中しやすく、

さい頃から、お山の大将になるのが好きな方だっ

小さい頃はリーダー的な存在を好む。しかし、現

た｡」において、「そう思う｣、「まあそう思う」が

実にリーダーになって苦労することは好まないと

多く、非経験者は「あまりそう思わない｣、「全然

いう傾向を示しているとかんがえられる。以上の

そう思わない」多いという傾向を示した。つま

ことから、小さい頃のり一グーになりたいという

り、小学校から大学までの間に運動部に所属した

意識はスポーツとの関連を強めるが、徐々にリー

経験を持つものは「小さい頃から、お山の大将に

ダーになって苦労するよりは気楽にやっていきた

なるのが好きな方だった｡」という意識を非常に

いという考えに変化して行くのではないかと推測

強くもっていた、あるいは持っている傾向を示し

される。

ていると考えられる。このことから、連動経験者

は小さい頃は集団の中でのリーダー的な存在を好

－３１０－

￣
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CAD

注）＊＊＊…Ｐ＜0.001、＊＊…Ｐ＜0.01、＊…Ｐ＜0.05

15.ものごとに妥協するのはもっともよくない、自分の信念はできる限りつらぬくよ
う努力すべきだ。

く運用できない。

14．どんな小さな罪でも、犯したものは必ず罰するということでないと、法律は正し

しかないのだ。（逆加算）

13．人生というものは結局一人ぼっちのものだから、ひとをたのまず、自分で頑張る

12．なにごとにもよらず、あまりガツガツやるのはきらいで、気ままにのんびりやる
主義だ。

1Ｌ小さい頃から、お山の大将になるのが好きな方だった。

10．他人の面倒をみてやるのが好きで、他人から頼られる方だ。

（逆加算）

９．リーダーになって苦労するよりは、のんきに人に従っている方が気楽でよい。

８．できるだけ新しいものをとり入れて、どんどん改革していく方だ。（逆加算）

7．遊びでも仕事でも、やりだすととことん熱中して、まあまあものｌこするほうだ。

6.多少波風がたってもそれをおそれていては何もできない。多少の反対があっても
良いことはだんこ実行すべきだ。

5＿すこし無理だと思われる位の目標をたてて頑張る方だ。

4．社会には改革すべきことが多いが、改革は少しずつ徐々に気長にやるべきだ。

3．古いものは、長い間ずっと受け継がれ残ってきたという良さがあるのだから、で
きるだけ残そうとする方だ。

2．人間は一人では無力だが、みんなで力を合せれば相当なことができるものだ。

力していくということだ。

1．世の中でいちばん大切なことは、家族や仲間で、みんなで仲良くノノを合わせて協

ライフスタイル項目

８．９３審(3)

19.96…(3)８．６９．(3)23.35…(3)

12.33..(3)
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r２値(｡f）
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大学

小学校’'１学校高校

表６ライフスタイル項目（変数）と運動部所属の有無とのクロス集計の結果
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連動経験

鴬菖汕ｊＡＪｘ、へ守鵤園晉①出汁陰騨議露雌丙塞斗が睾掛
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11とに顕著な傾向がみられた。つまり、小学校

Ⅳまとめ

から大学までの間に運動部に所属した経験を持
本研究は、ライフスタイル概念を運動者分析に

つものは「小さい頃から、お山の大将になるの

応用し、大学生を対象に過去における運動経験の

が好きな方だった｡」という意識を非常に強く

程度と運動者のライフスタイル要因を比較検討す

もっていた､あるいは持っていると考えられる。

ることにより、運動経験者のライフスタイル的特

このことから、運動経験者は小さい頃は集団の

性を明らかにするために行われた。主な結果は以

中でのリーダー的な在を好む、あるいはリー

下の通りである。

ダー意識の強いものがスポーツを好むのではな

１．大学生のスポーツ行事への参加状況は､｢ほと

いかと推測される。

んど参加しない」と「全く参加しない」を合せ

ると約７割であった。運動施設の利用状況にお
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