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大学生における所属大学へのコミュニティ感覚

―測定尺度の開発と関連要因の検討―

井 上 麻 衣1)・久 田 満2)

Psychological sense of community in Japanese college students.
―Development of a new scale and examination of related factors―

Mai Inoue and Mitsuru Hisata

The purpose of this study was to develop a new scale of the psychological sense of community (SOC) for
Japanese college students. First, questionnaires were administered to a sample of 462 students from three
diŠerent universities in Tokyo to develop a new SOC scale. The results of factor analysis showed that the new
scale consisted of four factors, which we named ``unitedness'', ``attachment and contribution'', ``comfortabili-
ty'', and ``belongingness''. The results also showed acceptable reliability and validity for a psychological
scale. Using the same sample of the study, we utilized a multiple regression analysis to identify related factors
of SOC. Results indicated that among the factors we obtained, social support from the faculty member (s)
and their preference of university before entering were related strongly with a higher SOC score. It is hoped
that more data on students' SOC can create eŠective intervention programs and/or support systems for stu-
dents who have problems during their college life.
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問 題 と 目 的

｢大学全入時代」と言われる現在の日本では，大学生

の多様化が一つの大きな問題点として注目されている．

学力や適性に問題があったり，発達障害等で集団行動に

馴染めなかったりする学生が増加しているのである．と

りわけ新入生は新たな生活環境としての大学への適応に

困難を感じやすく，中途退学の問題にもつながりやすい

ことが指摘されている（山田，2006など）．事実，日本

における大学生の中途退学者数が年間約 5 万人にのぼ

っており（文部科学省，2009），日本の大学生を取り巻

く状況は年々厳しさを増している．中途退学の場合，目

標が他に見つかる進路変更などの積極的な理由によるも

のもあるだろうが，太田・桜井（2003）が指摘するよ

うに，表向きの理由として「経済的理由」などを挙げつ

つも，対人関係や学生生活に馴染めないことで生じる孤

立感や不適応感，つまりメンタルヘルスに関連すると考

えられる退学も実際にはかなりの割合で内在していると

思われる．学生側の申し出通りに事務手続きを行い，結

果として学業継続の可能性のあるケースを大学から放り

出してしまうことのないよう，学生の背景にある心理学

的な問題を把握し，適切に対応することが求められるだ

ろう．そうした点から，学生のメンタルヘルスの問題に

ついて縦断的に検討していくことの重要性が唱えられて

いる（大久保・青柳，2004など）．

大学生の中途退学の問題は，大学側や社会全体にとっ

ても大きな問題である．学校側にとっては，卒業までに

中途退学者が払う予定だった学納金が支払われないこと

になる．生き残りをかけて様々な改革に取り組んでいる

多くの大学にとって，こうした事態は経営上での大きな

ダメージとなることが容易に想像される．一方，社会に

及ぼす影響としては，中途退学者の正規雇用に就く割合

が低下することである．独立行政法人労働政策研究・研

修機構（2006）の調査によると，中退者の約 7が無職

になることが明らかとなっているが，こうした実態を踏

まえて日本中退予防研究所（2010）は，本来納税する

側の人間がそのまま社会保障の受給者となる可能性を危

惧している．社会保障という観点から考えると，本来支

える側であるはずの若者たちが無職のままでいると，労

働・納税を経ずに支えられる側となり，労働者の負担が

さらに増えることになるのである．

ところで，日本におけるこれまでの大学生のメンタル

ヘルスや中途退学に関する研究を概観すると，「適応」
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という概念を用いて学生を大学側に合わせようという視

点に立ったものが多い．それに対してコミュニティ心理

学では，人は家族，所属集団，組織，政治体系などとい

った様々なコミュニティという文脈の中でそれらと相互

に作用しながら存在している文脈内存在（person-in-

context）であるという視点を持つ（Orford, 1992）．こ

の考えの中では，「人と環境の適合（person-environ-

mental ˆt）」が高い状態が理想とされ，大学と学生との

間の適合（ˆtness）の向上を目指すことが目標となる．

欧米では，こうした「人と環境の適合」という概念を

基盤として，所属するコミュニティに対する態度を意味

するコミュニティ感覚（Sarason, 1974）の成員に及ぼ

す影響が注目されている．コミュニティ感覚研究の先駆

者である McMillan & Chavis (1986）は，Sense of Com-

munity Index: SCI と呼ばれる独自の尺度を開発し，コ

ミュニティ感覚は，1）メンバーシップ，2）所属感，3）

統合とニーズの充足，そして 4）情緒的結合の 4 因子か

ら成ることを示した．つまり，コミュニティ感覚は集団

への単純な所属意識ではなく，当該コミュニティの成員

が互いの相互作用をどのように認知しているか，成員間

の情緒的なつながりはどの程度かといった側面により重

きをおいた概念であるといえる（池田，2006）．

McMillan & Chavis (1986）以降，欧米では地域社会

や会社組織というような領域別のコミュニティ感覚尺度

が開発され，成員のメンタルヘルスの維持・向上に寄与

することが示唆されている．たとえば人生への満足感

（Prezza, Amici, Roberti & Tedeschi, 2001; Prezza &

Costanitini, 1998），孤独感の低さ（Pretty, Andrew and

Collett, 1994; Prezza, Amici, Roberti, & Tedeschi,

2001），ウェルビーイング（Chiessi, Cicognani & Sonn,

2010）などがコミュニティ感覚と正の相関を示すこと

が確認されている．

また，大学生や高校生を対象としたコミュニティ感覚

尺度の作成やその関連要因についても数多くの研究が行

われている．たとえば，高校生を対象とした Royal &

Rossi (1996）の研究では，自分の学校に対するコミュ

ニティ感覚の高い学生は，授業をさぼったり中退を考え

たりすることが少なく，授業の準備ができていないと不

快に感じ，教師が生徒のためによく働いてくれると感じ

る傾向が強いという結果が示されている．Lounsbury,

Loveland & Gibson (2003）では，「BIG FIVE」の 5 因

子すべてとコミュニティ感覚に関連があることが見出さ

れ，高校生ではこうしたパーソナリティ要因を含めて検

討した上でもコミュニティ感覚の高さが生徒の欠席を抑

制することが示唆されている．大学 1 年生を対象とし

て行った Jacobs & Archie (2008）では，彼らの大学に

残留する意思とコミュニティ感覚に有意な正の関連性が

あることが見出されており，強いコミュニティ感覚は大

学生の中退予防にも一定の効果があることが推測される．

日本においても，ウェルビーイングの高さ（池田，

2006笹尾・小山・池田，2003）やストレスの低さ

（山口・服部・中村・山本・小林，2002）といったメン

タルヘルスの指標との関係性が示唆されているが，コミ

ュニティ感覚の研究自体がまだ始まったばかりであり，

尺度開発の段階に留まっているように思われる．たとえ

ば，井上・久田（2012）では，大学生用のコミュニテ

ィ感覚尺度を作成しメンタルヘルスとの相関についての

検討を行っているが，その研究では東京都内の 1 つの

大学の学生を対象としており，サンプルも少なく，結果

に偏りがあることは否定できない．さらに，これまで述

べてきたように，コミュニティ感覚を高めることが精神

的な健康に望ましい影響を及ぼすことに関しては様々な

知見が蓄積されている一方で，コミュニティ感覚を高め

るための具体的方略が見出されていないことが問題点と

して指摘されている（植村，2012）．最近になって日本

でも，コミュニティ感覚を高めるための方略として加々

美・村岡・塩谷・山上（2014）は，大学 1 年生を対象

とした宿泊研修の効果を所属大学へのコミュニティ感覚

を指標として検討することの可能性について言及してい

たり，荒井・久田（2013）は，上司のリーダーシップ

スタイルがコミュニティ感覚に影響を与える可能性を指

摘している．しかしながら，コミュニティ感覚を高める

方略を立案するための基礎的データは，まだ十分とはい

えないのが日本の現状であろう．

そこで本研究では，対象者をそれぞれ特色の異なる複

数の大学に所属する大学生に拡大し，新たに大学生用コ

ミュニティ感覚尺度を作成することを目的とする．その

際，既に多くの研究で示されているメンタルヘルスとの

相関を検討することで妥当性を検証する．そして，作成

された尺度を用いて，大学生におけるコミュニティ感覚

の関連要因について検討する．

方 法

. 対象と手続き

2013年 6 月から 7 月にかけて，東京都内にある特色

の異なる 3 つの私立総合大学の学生を対象に質問紙調

査を実施した．1 つは仏教系大学，1 つはキリスト教系

大学，もう 1 つは非宗教系大学であった．それぞれの

大学で，授業時間を利用して質問紙を配布しその場で回

収した．対象者への倫理的配慮としては，質問紙の表紙

に，この調査の目的，匿名で実施すること，成績とは無

関係であること，回答は任意であることを明記し，回答
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をもって調査協力への承諾と見なした．その結果，462

名（性別男子176名，女子286名，学年1 年生26名，

2 年生244名，3 年生167名，4 年生19名）から有効な回

答を得た．

. 調査内容

1) コミュニティ感覚尺度Lounsbury & DeNeui

(1996), Chipuer & Pretty (1999), Albanesi, Elvira, &

Zani. (2004)，さらには井上・久田（2012）の尺度項目

を参考に独自に項目を作成して，筆者らを含む 3 名の

臨床心理士で内容的妥当性を検討し，合計33個の暫定

項目を設定した．それぞれの項目に対して「4. 強くそ

う思う」から「1. 全くそう思わない」までの 4 件法で

尋ねた．

2) メンタルヘルス主観的ウェルビーイングを測

定する，改訂いきいき度尺度の「満足感」，「ネガティ

ブ気分」，「チャレンジ精神」，「気分転換」の 4 つの下

位尺度を用いた．それぞれの項目に対して，「4. かなり

そう思う」から「1. そうは思わない」までの 4 件法で

尋ねた．この改訂―いきいき度尺度は，20歳代～60歳

代の一般人6,473名を対象として作成された簡便な尺度

で，十分な信頼性と妥当性を有している（田中・神宮・

津田，2006a, 2006b）．

3) 関連要因関連要因としては，1）入学時の志望

度，2）授業の面白さ，3）課外活動へのコミットメン

ト，そして 4）教員からのソーシャルサポートを取り上

げた．入学時点での所属大学への志望度については，

「5. 絶対に入りたかった」から「1. 入りたくなかった」

までの 5 段階で尋ねた．授業の面白さについては，所

属大学の授業全般についてどの程度面白いと思っている

かを「5. どの授業も面白い」から「1. どの授業もつま

らない」までの 5 段階で尋ねた．課外活動へのコミッ

トメントについては，所属大学内で行っている部活動や

サークル活動について，「6. とても熱心に活動している」

から「1. 参加していない」までの 6 段階で尋ねた．教

員からのサポートについては，久田・千田・箕口

（1989）の学生用ソーシャルサポート尺度の下位尺度で

ある「先生サポート」を使用した．

結 果 と 考 察

暫定33項目の天井効果と床効果を確認したところ，1

項目に床効果があり除外した．一方，部分―全体相関に

ついては，0.2以下のものは認められなかった．そこで

残りの32項目に対して因子分析（最尤法プロマックス

回転）を行った．その結果，4 因子解が妥当であると判

断された．再度因子分析を行い，因子負荷量 .40を基準

に二重負荷項目を削除した結果，4 因子24項目が選出さ

れた（Table. 1）．

第 1 因子は「私の大学の学生は，助け合いの精神で

あふれている」や「学生たちの間には，強い一体感が感

じられる」といった 9 項目から成り，〔一体感〕とした

（a＝.882）．第 2 因子は「私の大学が危機状態に陥った

ら，できるかぎりの手助けをしたい」や「この大学に強

い愛着を感じる」といった所属大学への貢献意欲や愛着

を示す 7 項目で構成されており，〔愛着と貢献〕とした

（a＝.891）．第 3 因子は「この大学は居心地がよい」や

「私はこの大学にいると落ち着く」といった大学での居

心地の良さに関する 5 項目で構成されていたため，〔居

心地の良さ〕とした（a＝.855）．第 4 因子は，「私はこ

の大学に所属しているという感覚が強い」や「私は，こ

の大学の一員なのだと強く感じる」という大学に対する

学生たちの所属感に関する 3 項目で構成されていたた

め，〔所属感〕とした（a＝.796）．以上の結果から，4

因子24項目からなる大学生用コミュニティ感覚尺度が

作成された．

所属大学へのコミュニティ感覚尺度の 4 つの下位尺

度ごとに平均値，標準偏差を算出した．それらに加え

て，項目数で割った平均値，歪度，尖度，最小値，最大

値も求めた．結果を Table. 2 に示す．全ての下位尺度

の a 係数は十分に高く，基本統計量のデータからも分

布に大きな偏りもないことから，本研究において作成さ

れたコミュニティ感覚尺度は心理尺度としての信頼性を

有しているといえよう．

このコミュニティ感覚尺度の妥当性に関しては，メン

タルヘルスとの関連性を検討した．先述したように，欧

米では，多くの研究によってコミュニティ感覚はメンタ

ルヘルスと関連していることが指摘されている．枠組み

としてのコミュニティをどこに設定し，その影響を受け

る個人を誰にするかという点でのバリエーションから，

研究によって因子構造が異なってはいるものの（高橋・

森田・石津，2010），コミュニティ感覚は，ポジティブ

な感情を増幅し，ネガティブな感情を抑制する効果を有

しているといえる．そこで本研究においても，メンタル

ヘルスを表す指標を用いて今回作成したコミュニティ感

覚尺度の妥当性の検証を試みた．

改訂―いきいき度尺度とコミュニティ感覚尺度の相関

をみたところ（Table. 3），〔一体感〕は満足感（ r

＝.309, p＜.001），チャレンジ精神（r＝.120, p＜.01），

気分転換（r＝.122, p＜.05）との間に有意な正の相関が

見られた．また，〔愛着と貢献〕では満足感（r＝.372, p

＜.001），チャレンジ精神（r＝.211, p＜.001），気分転

換（r＝.139, p＜.01）と正の相関が見られた．さらに，





Table. 1 コミュニティ感覚尺度の因子分析結果（Promax 回転後の最終的な因子パターン)

項 目 内 容    

一体感（a＝.882）
33 学生たちは，この大学が主催する様々な行事に強い関心をもっている .72 －.09 －.03 .10
19 私の大学の学生は，助け合いの精神であふれている .70 .17 .10 －.18
40 この大学では，学生が楽しめるイベントが多い .69 －.11 .00 .18
29 この大学の学生たちの間には，強い一体感が感じられる .65 .16 .04 －.03
36 この大学にはコミュニティ（共同体）としての要素が強くある .55 －.17 .11 .33
18 大学で何か事件や事故が起きたら，みんなで助け合うだろう .53 .35 .04 －.23
38 私がこの大学から期待するものと，他の学生が期待するものは似ている .50 .10 －.17 .26
34 この大学には，もし私が何かで困ったとしたら，助けてくれる人や機関が多い .49 －.11 .02 .34
2 この大学の学生は，同じ価値観を共有している .42 .09 .01 －.04

愛着と貢献（a＝.891）
15 他人が私の大学の悪口を言うと腹が立つ －.13 .77 －.13 .12
31 私の大学が危機状態に陥ったら，できるかぎりの手助けをしたい .30 .60 －.15 .02
30 将来社会人となっても，何らかの形で自分の大学に貢献したい .31 .58 －.04 －.03
27 私は，高校の後輩に自分の大学への進学を勧めたい .08 .56 .22 .02
17 この大学に強い愛着を感じる .06 .55 .19 .10
14 街で同じ大学の学生を見かけるとうれしくなる .06 .49 .11 .06
7 私は，この大学の学生であることを誇りに感じている .07 .47 .19 .13

居心地の良さ（a＝.855）
12 この大学は居心地がよい .05 －.10 .91 .04
5 私はこの大学にいると落ち着く .01 －.05 .91 －.01
9 大学に行くのがとても楽しい －.15 .30 .52 .09
4 大学のキャンパスには社交的な雰囲気が漂っている .36 －.12 .48 －.09

20 この大学は自分に向いていると思う －.10 .26 .44 .21
所属感（a＝.796）

22 私はこの大学に所属しているという感覚が強い －.06 .22 .03 .68
35 私は，「この大学の一員なのだ」と強く感じる .20 .27 .02 .49
23 大学の中にいると安全だと感じる .03 .09 .11 .48

因子間相関    

 .69 .61 .58
 .69 .62
 .63
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〔居心地の良さ〕では，満足感（r＝.427, p＜.001），チ

ャレンジ精神（r＝.246, p＜.001），気分転換（r＝.199,

p＜.001）との間に正の相関が見られた．最後に，〔所属

感〕では，満足感（r＝.373, p＜.001），チャレンジ精神

（r＝.176, p＜.001），気分転換（r＝.147, p＜.01）との

間に正の相関が見られた．全体として，コミュニティ感

覚とネガティブ気分との間には有意な相関がみられなか

ったものの，各下位尺度とその他のメンタルヘルス指標

の間には概ね予想されたような有意な相関が見られた．

とりわけ〔居心地の良さ〕と満足感との相関係数が高か

った．これらの結果は，従来より指摘されているコミュ

ニティ感覚の強さがポジティブな精神状態と関連がある

という結果と一致しており，今回新たに作成された大学

生用コミュニティ感覚尺度にはある程度の妥当性が備わ

っていることが示された．

次に，コミュニティ感覚に関連する要因について検討

するために，〔一体感〕，〔愛着と貢献〕，〔居心地の良さ〕，

〔所属感〕を目的変数とし，性別，学年，所属大学への

志望度，授業の面白さ，課外活動へのコミットメント，

先生サポートの 5 つの変数を説明変数として，強制投

入法による重回帰分析を行った．その際，性別について

男性を 1，女性を 2 とコード化した．結果を Table. 4





Table‚ 2 所属大学へのコミュニティ感覚尺度の基本

統計量（N＝）

項 目

下 位 尺 度

一体感
愛着と
貢献

居心地
の良さ

所属感

平均値（合計） 20.07 16.38 13.39 7.42
標準偏差 4.78 4.60 3.04 1.87
平均値
（項目数別） 2.23 2.34 2.68 2.47

歪度（SE) －.202
（.114)

－.122
（.114)

－.512
（.114)

－.148
（.114)

尖度（SE) .061
（.227)

－.384
（.227)

.192
（.227)

.391
（.227)

最小値 9.00 7.00 5.00 3.00
最大値 36.00 28.00 20.00 12.00

Table. 3 コミュニティ感覚尺度得点といきいき度の相

関

いきいき度 一体感
愛着と
貢献

居心地
の良さ 所属感

満足感 .309 .372.427 .373
ネガティブ気分 .013 －.033 .091 －.012
チャレンジ精神 .120 .211.246 .176
気分転換 .122 .139 .199 .147

p＜.05. p＜.01. p＜.001.

Table. 4 コミュニティ感覚に寄与する要因（N＝444)

説明変数
一体感 愛着と貢献

居心地
の良さ 所属感

b b b b

性別 －.026 .018 .042 .029
学年 －.068 －.057 －.012 －.013
志望度 .225 .336 .283 .317
授業 .175 .132 .246 .171
課外活動 .113 .146 .227 .151
先生サポート .342 .298 .189 .231

R2 .293 .328 .328 .291

n＝男性166名，女性278名 p＜.01. p＜.001.

大学生における所属大学へのコミュニティ感覚

に示す．

すべての下位尺度が，志望度，授業の面白さ，課外活

動，先生サポートとの間に有意な標準偏回帰係数を示し

た．特に，志望度と先生サポートについては比較的高い

数値が示され，これらがコミュニティ感覚を高める要因

としてある程度の影響力を有していることが推察され

る．一方で，性別や学年についてはコミュニティ感覚の

下位尺度との間に有意な関連は見られなかった．

性別や学年については，1 つの大学の学生を対象とし

た井上（2010）や久田・井上（2012）では，女子学生

の方が男子学生よりも高いコミュニティ感覚を有してい

ることや，学年によってコミュニティ感覚に差が生じる

可能性が指摘されている．個々の大学の特色によって，

その大学の学生のコミュニティ感覚に影響を及ぼす要因

が異なっており，今回は複数の大学が対象であったため

に相殺されたのかもしれない．

入学時の志望度は，〔一体感〕（b＝.225, p＜.001），

〔愛着と貢献〕（b＝.336, p＜.001），〔居心地の良さ〕

（b＝.283, p＜.001），〔所属感〕（b＝.317, p＜.001）と有

意な正の相関を示した．このことから，入学時の志望度

が高い学生ほど，入学後のコミュニティ感覚も高くなる

ことが示唆された．この結果は，希望する大学に入学し

たかどうかでコミュニティ感覚に差が生じる可能性を示

している．しかし一方で，入学時の志望度が入学後のコ

ミュニティ感覚に与える影響は，特に大きいとはいえな

かった．すなわち，入学時には志望度の低い不本意入学

者に対しても，何らかの介入を行うことでコミュニティ

感覚を高めることが可能であることを示唆している．浜

島（2003）は大学入学後の意識変化を調査し，第一志

望ではない学生でも肯定的な変化をすることが多いとし

ており，これを支持する研究も多い（伊藤，1995庄

司，2011など）．コミュニティ感覚の変化をもたらす他

の要因について明確になれば，たとえ不本意入学者でも

自分の大学に対するコミュニティ感覚を高めることがで

きるといえるだろう．

授業の面白さは，〔一体感〕（b＝.175, p＜.001），〔愛

着と貢献〕（ b＝ .132, p＜ .01），〔居心地の良さ〕

（b＝.246, p＜.001），〔所属感〕（b＝.171, p＜.001）と，

弱いながらも有意な正の相関を示した．すなわち，大学

の授業を面白いと感じている学生ほどコミュニティ感覚

が高いといえる．武内（2003）は，最近の学生が強い

勉学志向を有していることを指摘している．不況下での

就職難に備え，少しでも自分の付加価値を高めようと日

頃から努力する学生が多く，授業が面白いこと，あるい

は満足できるものであることは，学生のニーズとして高

いものであることが推察される．井上（2011）では，

授業に対する満足感が得られていない新入生が，半年の

期間を経てコミュニティ感覚が低下していた例が示され

ており，武内（2003）の見解と合わせると，学生のニー

ズに合った授業がコミュニティ感覚の維持・向上に寄与

する可能性が指摘できよう．

課外活動については，〔一体感〕（b＝.113, p＜.01），

〔愛着と貢献〕（b＝ .146, p＜ .01），〔居心地の良さ〕
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（b＝.227, p＜.001），〔所属感〕（b＝.151, p＜.001）との

間に有意な正の相関が見出された．学内の課外活動に熱

心に参加している学生ほど，高いコミュニティ感覚を有

しているといえる．Lounsbury & DeNeui (1996）も，

大学の社交クラブに入っている人の方がそうでない人よ

りもコミュニティ感覚が高いという結果を報告してい

る．また，Elkins, Forrester, & N. Elkins (2011）でも，

学内における課外活動への強い関与は，高いコミュニテ

ィ感覚をもたらすことが示唆されており，彼らは，学内

で行われるスポーツイベントが学生同士のポジティブな

相互作用を促進し，コミュニティ感覚につながると解釈

している．

教員からのサポートについては，〔一体感〕（b＝.342,

p＜.001），〔愛着と貢献〕（b＝.298, p＜.001），〔居心地

の良さ〕（b＝ .189, p＜ .001），〔所属感〕（b＝ .231,

p＜.001）との間に有意な正の相関が示された．教員か

ら支援を得られていると感じている学生ほど，コミュニ

ティ感覚が高いということである．Evans (2007）は，

リーダーシッププログラムに参加した学生がそのプログ

ラムのどのような側面からコミュニティ感覚を得られた

と捉えているのかを調査し，学生の発言に対して年配者

からの共鳴などが得られることがコミュニティ感覚の向

上に寄与していると考察している．こうしたことから，

大学コミュニティ内における年配者，すなわち教授等か

らの励ましやサポートが，若年層である学生のコミュニ

ティ感覚を高めることにつながる可能性が指摘できる．

今後は，教員からのどのようなサポートが学生のコミュ

ニティ感覚を高めることにより有効なのかについて，詳

細な検討が望まれる．

以上まとめると，本研究では，大学生の所属大学への

コミュニティ感覚の高低には入学時の志望度や教員から

のサポートが比較的大きく関与していることが示唆され

た．また，授業に対する満足度や課外活動へのコミット

メントの度合いも影響しているといえる．したがって，

大学側としては，学生の中退予防やメンタルヘルスの維

持・向上に関して，これらの要因を充実させていくこと

が一つの指針となるであろう．

とはいえ，本研究は横断的なデザインであり，以上の

ような要因がコミュニティ感覚を規定するものであると

は言い切れない．たとえば，元々コミュニティ感覚が高

い学生が授業を肯定的に評価するという可能性も否定で

きない．コミュニティ感覚を規定する要因を特定するた

めには，縦断的な研究が不可欠である．すなわち，入学

時点でのコミュニティ感覚が学年を経るにつれてどのよ

うに変化するのか追跡し，その変化にはどのような要因

が影響しているのかを解明する必要がある．そのような

研究が積み重ねられることによって，どの時点でどのよ

うな介入プログラムが有効なのかが具体化できるであろ

う．

冒頭にも述べたように，多様な背景をもった大学生が

増加している現在，大学側も入学を許可した以上は彼ら

の多様なニーズに応える努力が必要であり，その具体策

の立案に向けて日本でも大学生におけるコミュニティ感

覚に関する研究が蓄積されることを期待したい．
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