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Summary
The purpose of this research is to generate a cross tabulation of results from the new test
of physical fitness for elementary school students and measurements related to lifestyle and
exercise habits, physical confidence, and indefinite complaints,

to

see whether there

is a corre-

lation between test results and the other measurements.
Some correlation were found between test performances, especially that in the 50-meter
sprint and 2O-meter shuttle run, and exercise habits and physical confidence among boys in
the 4th, 5th, and 6th grades. However, there was no correlation between their test performances and indefinite complaints. Among girls, there was no clear relationship between test
performance and exercise habits, physical confidence, and indefinite complaints.
Overall, this analysis reveals a tendency for male elementary school students who perform
well in sprint and long-distance running to like sports, spend more time outside, go outside

more frequently, have a higher level of confidence
playing outside.

in physical ability, and be more

creative
i

研究 目的
文部省 は1999年 の小学校学習指導要領解説 (体 育編)の 改訂趣旨を、教育課程審議会の答申を受け、
次 のよ うに示 した。
「明 るく豊かで活力のある生活を営む態度の育成 を目指 し、生涯 にわたる豊かなス
ポーツライフ及び健康の保持増進を培 う観点 に立 って内容 に改善を図 る」
。 さらに体育授業 については、
「 自ら運動 をする意欲を培い、生涯 にわたって積極的に運動 に親 じむ資質や能力を育成するとともに基
礎的な体力を高めることを重視する」 とし、次 の点が特記 された。 1.児 童 の発達段階に応 じて、運動
を選択 し、体力の向上を計 るために内容 を重点化する。2.児 童 の体力の現状を踏まえ、 自分 の体 に気
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付 き、調子を整 えるなどして「体 ほ ぐ し」 の内容 を明確 にす る。3.戸 外 で身体活動 を行 う自然体験的
活動 を積極的に取 り入 れるようにする。
このよ うな観点 をふ まえて、体育科 は次 の方針 によ って改訂 を行 った。疇いと体 を一体 として とらえ、
体 を動かす楽 しさや心地 よさを味 わうことによって、 自分 や仲間 の体 の状態 に気付 き、体 の調子 を整え
ることがで きるようにす るとともに、体力 の向上 の内容 を重点化 し、自 ら進 んで体力 を高 めることがで
きるようにす る こと」。体力 の向上 0養 成 を これ まで以上 に意識 し色 々な運動領域 の授業内容 にも包含
させ構成す る ことを求 めた。
この背景 には、子 どもの体力・ 運動能力 は長期的 にみてみると、ほとんどの年齢段階で低下傾向 を示
してい るとの報告 (平 成 15年 度 (2003年 )の 体力・ 運動能力調査報告書 文部科学省)が あるか らだ と
思 われる。
また、文科省 は2000年 にな ってか ら、
「 総合型地域 スポー ツクラブ」 の育成 を推進 して きて いる。 そ
の根拠 は、子 どもの運動やスポーツ活動 は、学校体育 だけに頼 るのではな く、広 く地域社会 にあるスポー
「 スポー
ツ施設 や指導者 を取 り込 んで、地域 に根 ざ したスポー ツ活動 の拠点地作 りを展開 し、同時 に、
ツ振興基本計画 2001年 」 が告示 され、生涯 スポーツ社会 の実現 に向 けたスポーツ環境 の整備拡充、国
0こ れか らの社会的 ニーズに
際競技力 の向上、生涯 スポー ツと学校体育 との連携 などが掲 げられ、現在
対応 して い く方策 が立 て られ実施 されて きている。

0運 動習慣、運動
今回 の研究 目的 は、新体カ テス トで測定 された項 目の うち、 どの項目が児童 の生活
有能感 そ して不定愁訴 に関連性があるか どうかを探索す る ことにある。当研究室 では、児童 の 日常生活
における運動習慣 や運動 に対す る自信 を示す運動有能感 そ して身体的・ 精神的・ 生理的 な観点 か らみた
不定愁訴 の現状把握 を行 な ってきた。
引 き続 いて今回 の分析方法 では、新体カ テス トの測定結果 と上記 の生活 ̀運 動習慣 や運動有能感 そ し
て不定愁訴 の結果 とをクロス集計 し、各体力項 目の水準 の高低 によって生活・ 運動習慣、運動有能感 そ
して不定愁訴 の水準 に違 いがみ られるのかについての考察 を試みた。各体力項 目の水準 の高低 によ って
分類 された児童 の生活 0運 動習慣、運動有能感 そ して不定愁訴 の各項 目の水準 に有意 な違 いがみ られた
場合 は、 その体力が児童 の生活 0運 動習慣、運動有能感 そ して不定愁訴 に何 らかの影響 を与 えてい るの
かまたは、関連性 があるので はないか と思われるか らである。

研 究方法

1.新 体カ テス トについて
この新体カ テス トは、国民 の体位 の変化、 スポー ツ医 0科 学 の進歩、高齢化 の進展等 を踏 まえ、 こ
れまでのテス トを全面的 に見直 し平成 11年 度 (1999)か ら導入 されたものである (文 科省HP 2006)。
小学生児童用 の新体カ テス トは、次 の 8項 目か ら構成 され、 それぞれの体力 が測定 される。

1.握 力 (kg):筋 力 の指標。
2。 上体起 こし (回 ):筋 持久力の指標。
3.長 座体前屈 (cm):柔 軟性 の指標。 4.反 復横 とび (点 ):敏 捷性 の指標。
20mシ ャ トル ラ ン (回 ):全 身持久力 の指標。
6.立 ち幅 とび (cm):筋 パ ワー (瞬 発力)の 指標。
8。 ボール投 げ (m):筋 パ ワー (瞬 発力)の 指標。
7。 50m走 (秒 ):ス ピー ドの指標。
5。
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2.生 活実態、運動有能感、不定愁訴 の調査 について
1)調 査項 目内容 について
生活実態調査表 は2003年 に静岡県健康福祉部健康増進部 で行 った「 子 どもの生活実態調査」 を基
に、静岡県教育委員会が毎年行 っている「本県児童生徒 の体格・ 体力 の現状」 の報告書 を参考 に作
成 した。

2)生 活実態調査 の背景 について

(な ぜ このよ うな調査を行 ったのか)

これまでの児童 の体力 の調査では、体カ テス トの測定結果を経年的 に比較検討 し、体力 の指標 に
な っているい くつかの測定項 目の増加・ 減少傾向とか、 それ らが全国平均値 と比較 して優 れている
または、劣 って いるなどに焦点が当て られてきた。
今回 は、体力 の測定結果を経年的に比較を行 うのではな く、体力 の基 になっている生活・ 運動習
慣 の現状を把握 し、 また、児童 の運動 に対す る思 い、例えば、運動が好 き、得意、嫌 い、苦手 など
の意識、一緒 に遊ぶ仲間や友達が い る、友達が出来 ないなどの社会的な態度、 そ してがんばればな
ん とかなる、 や って も無駄 だと諦 めて しま うなどの思 いなどの児童 の内面的 な意欲 の程度、 そ して
日常生活 で体 の調子 で元気 がな くな った り、不調 を訴 えた りすること等が、児童 の体力 に大 きく影
響 を及 ぼ しているので はないかと考 えた。
そこで今回 の研究 では、児童 の生活 0運 動習慣 の現状把握、運動 に対す る運動有能感 そ して 日常
の生活 にお ける身体的・ 精神的・ 生理的 な不定愁訴 の現状把握をすることで、今後 の児童 の学校内
外 での運動生活 (体 育授業 も含む)の 見直 しの基礎資料 になることを試 みた。

3)運 動有能感 の測定 について
運動有能感 について、岡沢 ら

2003)は 、伊藤 (1987)ら の内発動機づ けに もとづいた研
究結果を踏 まえ、運動 に対す る有能感 の構造 を「 身体的有能 さの認知」、
「 統制感」、
「 受容感」 の三
つの因子 で構成 されて い ると報告 して い る。
「 身体的有能 さの認知」 とは「 運動能力 が優 れている
(1996、

と思 います。」「 たいての運動 は上手 にで きます」「 運動 の上手 な見本 として、 よ く選 ばれます。」
「運動 について 自信を持 っているほ うです。
」 などの下位尺度項 目で構成 され、 日頃か ら運動 は上手
にで きる、運動 には自信 があると認識 している状態を意味 してお り、今回 の研究 ではよ り平易 な命
名 を考 え、
「 自信」 として再命名 して用 いた。
「 統制感」 については、
「 練習すれば、必ず技術や記
録 は伸 びると思 います。」
「努力すれば、 たいていの運動は上手 にで きると思 います。
」
「 少 し難 しい
運動で も、努力すればで きると思 います。
」
「 できない運動 で も、 あきらめないで練習すればで きる
よ うにな ります。」 などの下位尺度項 目で構成 されてお り、 自分 の努力ややる気 さえ 出せばで きる
よ うになるとい う因子 であるとしてい る。今回 の研究 ではよ り平易 な命名 を考 え、 工 夫」 として
「
捉 え直 した。
「受容感」 については、
「 運動を しているとき、先生が励 ました り応援 して くれます。
」
「 運動を して い るとき、友達 がはげま した り応援 して くれます。
一
に
」
「 緒 運動を しよ うと誘 って く
れる友達 が います。」
「 一緒 に運動す る友達 がいます。」 などの下位尺度項 目で構成 されてお り、先
生や友達 か ら受 けいれ られて いるとい う意味か ら受容感 とされているが、今回 の研究 ではよ り平易
な意味 として「仲間意識」 として再命名 して用 いた。
今回 は、以上 の三 つの構成因子 か ら成 り立 っている有能感 について質問紙法を用 いて測定す るた
めに、各構成因子 の下位尺度項 目で、因子負荷量 の大 きい上位 2項 目を採用 し、合計 6項 目で簡易
有能感 の調査票を作成 し測定 した。

4)不定愁訴 の測定 について
田中 (2001)は 、半健康状態か ら来 るい くつか の 自覚症状(愁 訴)に よ って被験者 の健康状態を測
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定 し、 その構成概念「半健康状態」 の尺度 として、身体的、精神 的、生理 的愁訴 を中心 に次 の12項
「 めまいがす る」
「 生理 が
「気 がちる」
「 風邪 を引 く」
「体 がだるい」
「 食欲 がない」
目をあげている。
「 頭 が痛 い」。
「 便秘 をする」
「 肩 が こる」
「 眠 い」
「頭 がぼんや りす る」
「 根気 がない」
不規則 になる」
これ らは、女子大生を対象 に した もので、今回 は小学生 を対象 に してい る ことか ら、小学生 にとっ
、
「 便秘 をす る」 を「 う
てまだ実感 の湧 かない項 目「 生理 が不規則 になる」 を「 おなかが痛 くなる」
んちをす る」、「 め まいがす る」 を「 や る気 がない」 へ と置 き換え た。「 生理 が不規則 になる」 と
「便秘 をする」 はともに生理的健康度 の指標 であ り、 その ままその指標 の意味 を生かす ように言葉
を置 き換 えた。
「 めまいがす る」 は身体的健康度 の指標 として捉 え られて いるが、今回 は精神的 な
健康度 を示す項 目が身体的健康度 を示 す項 目よ り少 ないので、精神的 な健康度 を示す項 目を増 やす
意味で「 やる気 がない」 に置 き換えた。 これ らの操作 は、本来行 わず に、元 の調査票 を使用す るの
が望ま しい と考 えるが、今回 は小学生を測定 の対象 に してお り、予備的な調査 の性質 も兼 ねて い る
と判断 し、変更 して調査を行 った。

3.体 力水準 の グループ分 けについて
児童 の体力水準 を各新体カ テス トの各測定項 目 ごとに上位群 と下位群 の 2群 に分 けた。同様 に測定 さ
れた他 の運動習慣、運動有能感 や不定愁訴 などの調査項 目 も上記 と対応 して 2群 に分 け、 その 2群 間 を
一要因 の分散分析 で比較 した。上位群 と下位群 の分 け方 は、各種 目の記録 の平均値 (m)を 中心 にして、
標準偏差 (sd)の 1/2を 加 えた値 (m+1/2sd)以 上 の記録 を上位群 とし、 (m‑1/2sd)以 下 の記録 を下
位群 とした。

4.調 査対象者数 について
本研究 における調査対象者数 は以下 の通 りである。男子 は 4年 生57人 、 5年 生 118人 、 6年 生 140人 、
女子 は 4年 生36人 、 5年 生 118人 、 6年 生 106人 で総計 575人 あ った。 クロス集計 で上位群 と下位群 に分
けたので、今回の調査分析対象人数 は 4年 生男子35人 、女子22人 の計57人 、 5年 生 は男子69人 、女子 78
人計 147人 、 6年 生 は男子86人 、女子70人 の計 156人 で総計360人 であ った。

5.新 体カ テス トとクロス集計 をお こなった生活実態、運動有能感、不定愁訴 の調査項 目について
クロス集計 を行 った項 目は以下 の10項 目である。 (以 下 10項 目をまとめて調査項 目とい う。)表 1、

表

表 3に おいて学年別 の クロス集計結果 を示 した。 さらに静岡県が全 国 よ りも劣 っている傾向 にある
と言 われて い る走力 (50m走 )、 投力 (ソ フ トボール投 げ)の 両方項 目で有意差が見 られた項 目につい
2、

て、学年別 に詳 しく検討 した。

2.運
4.一
一週間 の外遊 び日数 について
5.運 動 に対する自信 について (運 動有能感) 6.運
1.体 型 について
3。

7.運 動 に対す る仲間意識 について
8。
10。

日の外遊 び日数 について
動 に対 す る工夫 について (努 力達成感)

(友 達親和感)

身体的側面 について (身 体的健康度)
生理的側面 について (生 理的健康度)

なお、表 4、 表 5、 表 6に ついて は有意水準
項 目を **、 *で 表 した。

動 の好 き嫌 いについて

9。
1%(pく

精神的側面 について (精 神的健康度)

0。 01)、

5%(Pく 05)で 、有意差 が見 られた
0。
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結果 と考察

1.4年 生男女 の クロス集計 か ら
男子 では、すべ ての体力項 目と調査項 目に有意 な関連 がみられた。運動習慣 の項 目で、運動 の好 き嫌
い、外遊 び日数、外遊 び時間が反復横跳 び (敏 捷性)、 20mシ ャ トル ラ ン (全 身持久力)に 大 きく影響
を与 えて い る事 が判明 した。女子 では外遊 び日数が長座体前屈 (柔 軟性)の みに関連性がみ られた。 こ
の事か ら、 4年 生 の男子 の柔軟性、敏捷性、全身持久性 の向上 には日頃 の外遊 びの多 さが有意 に貢献 し
ていると思われる。 さらに、児童 の運動 に対す る自信・ 工夫 0仲 間意識 の高 さはすべ ての体力項 目と関
連性がみ られ、運動有能感が高 ければ体力 も高 まっている事が判明 した。不定愁訴 の身体的側面 (体 が
だるい、肩 がこる)、 精神的側面 (気 が散 る、頭がぼんや りする等)、 生理的側面 (お 腹が痛 い、 よ く ト
イ レにい く)の 良 さが体力 の有 る無 しに関連性 がある事 が判明 した。体力があるか ら運動 が好 きになり、
外遊 び日数 や時間 が多 くな り、運動へ の 自信 や工夫、仲間が多 くなり、不定愁訴 も少 な くな ったのか、
逆 に運動習慣や体調 の諸条件 が整 って いたか ら体力が高 ま ったのかは、今回 の分析 か らはどちらの要因
が強 く影響 して い るのかを指摘す る事 はできない。
しか し、児童 の運動環境 の整備 (運 動習慣 の確立、運動 に対す る自信、不定愁訴 の管理)す ることが、
児童 自 ら元気で友達 と遊 び回 り、運動が上手 にな り、 それ らに伴 って体調 も整 って きた結果 体力 も向
上するとい う相互 の関連性 はあると推察 される。
女子 では、男子 の よ うな相互 の関連性 はみ られず、体力 の有無 と運動生活・ 運動 へ の意識・ 不定愁訴
間 との明確 な関連性 は読 み取 れなか った。
表

ソフトボ ー ル投 げ

立 ち幅 跳 び

外 遊 び 日 数
外 遊 び 時 間
**

**

**

**

**

**

**

身体的側面

**

* *

生理的側面

不定愁訴

不定愁訴

仲 間意 識
精神的側面

０
５ ｍ走

運動 の好 き嫌 い

**

運動有能感

運動有能感

夫

０
２ ｍシ ャ ト ル ラ ン

**

外 遊 び 時 間

工

反復横 とび

**

外 遊 び 日 数

信

長座体 前 屈

体 型 につ いて

運動 の好 き嫌 い

自

4年 生女子

上体起 こし

体型 につ いて

握力

ソ フト ボ ー ル投 げ

立 ち幅 跳 び

０ ｍ走
５

０
２ ｍシ ャ ト ル ラ ン

反復横 とび

長座体 前屈

上体起 こし

握力

4年 生男子

1 4年 生男女 の体力 と運動有能感、不定愁訴 の関連性

自

信

工

夫

仲間意識
身体的側面
精神的側面
生理的側面

2.5年 生男女 の クロス集計 か ら
。
男子 は 4年 生 と同様な傾向が見 られた。握力 を除 くすべての体力水準 の高低 と運動 の好 き嫌 い、外遊
び日数、運動 に対 す る自信・ 工夫・ 仲間意識 とに関連性 がみられた。 しか し不定愁訴 には関連性 はみ ら
れなか った。女子 では、 4年 生 よ りは、50m疾 走 の速 い遅 いが運動 の好 き嫌 い、運動有能感 と関連性 が
み られた。
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運動 の好 き嫌 い

* *
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**
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外 遊 び 日 数
外 遊 び 時 間

**
**

**

信

**

**

夫

**

**

**

運動有能感

運動有能感

外 遊 び 時 間

工

5年 生女子

体 型 につ いて

体 型 につ いて

自

握力

ソフトボ ー ル投げ

立 ち幅跳び

０ ｍ走
５

０
２ ｍシ ャ ト ル ラ ン

反復横 とび

長座体前屈

上体起 こし

握力

5年 生男子

5年 生男女 の体力 と運動有能感、不定愁訴 の関連性

０ ｍシ ャト ル ラ ン
２

表2

不定愁 訴

不定愁訴

身体的側面
精神的側面

信

工

夫

仲 間意 識

**

仲間意識

自

身体的側面
精神的側面
生理的側面

生理的側面

3.6年 生男女 のクロス集計 か ら。
男子 では、20mシ ャ トル ラ ンと50m走 の体力水準 と運動 の好 き嫌 い、外遊 び時間、運動 に対す る自信
や工夫 に関連性 がみ られた。女子 では上体起 こしと50m走 のみが外遊 び日数 と運動 に対 する自信 と関連
性がみ られた。

外 遊 び 日 数

自

信

**

工

夫

**

身体的側面
精神的側面
生理的側面

不定 愁訴

不定 愁訴

仲間意識

外 遊 び 時 間
運動有能感

**

運動有能感

外 遊 び 時 間

ソフトボ ー ル投 げ

外 遊 び 日 数

立 ち幅 跳 び

運動 の好 き嫌 い

０ ｍ走
５

運動 の好 き嫌 い

０
２ ｍシ ャ ト ル ラ ン

体型 につ いて

反復横 とび

体 型 につ いて

長座体前屈

6年 生女子

上体起 こし

握力

立 ち幅 跳び

０ ｍ走
５

０
２ ｍシ ャ ト ル ラ ン

反復横 とび

長座体 前屈

上体起 こし

握力

6年 生男子

6年 生男女 の体力 と運動有能感、不定愁訴 の関連性
ソフトボ ー ル投 げ

表3

自

信

工

夫

仲間意識
身体的側面
精神的側面
生理的側面

ま とめ
全学年男女 をまとめてみると、男子 は 4年 05年 生 までは体力水準 の高低 と日常生活 における運動習
慣、運動有能感 とは高 い関連性 がみ られた。 しか し女子 では明確 な関連性 はみ られなか った。 6年 生 に
なると体力水準 の高低 と関連す る運動習慣、有能感 との関連性 が少 な くなる傾向が見 られた。女子 では

4年 生か ら体力 の有 る無 しが、 日常 の運動習慣 や運動 に対す る有能感、体 の調子 に対 す る不定愁訴 など
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に明確 な因果関係 はみ られなか った。
さらに体力構成要因をみてみると、高学年共通 に運動習慣、運動有能感 と関連性 がみ られたの は、走
運動系 の20mシ ャ トル ラ ンと50m走 であ った。 これは、学校 の体育授業 で も放課後 の運動部活動や、地
域 のスポーツ教室や運動 クラブ活動 で も、 どんなスポーツで も準備運動 としてこの走運動系 の運動が よ
く用 い られてい る事 や体カ ア ップ トレーニ ングに も持久カ ア ップに長距離走 が、瞬発力、パ ワー養成 に
短距離疾走がよ く用 い られ ことがその基本 にあると思われる。 さらに、走運動系 の疾走がどのスポー ツ
の技能 の レベル ア ップに欠 かせない運動 として指導者 は認識 してお り、児童 自身 も速 く走れることが ス
ポーツ競技 で好成績 に結 びつ く事 を認識 してお り、 日常 の遊 びの中 に も自然 と取 り入 れ られていると思
われる。 さらにまとめてみると、短距離走 で も長距離走 で も走運動能力があると運動 が好 きにな り、外
遊び時間や日数 も多 く、運動 に対す る自信や工夫す る力 などが高 い傾向があるとい う仮説 の証明が一歩
進 んだと思われる。
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