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本学学生の体力状況の把握  

―児童期の運動嗜好との関連―  

Understanding the Physical Strength of Our Students 

(Relationship with Taste of Exercise in Childhood) 

 
原  まなみ   森﨑  陽子  

 

本稿では、本学学生の体力テストの実施と児童期の運動嗜好・運動経験の調査を行い、

本学学生の体力の水準を把握し、児童期の運動嗜好と現在の体力との関連を見ることを

目的とした。結果、本学学生の体力は全国平均より低い傾向であった。また小学校時代に

運動が好きな学生は、中学校・高等学校時代に運動クラブに加入した割合が高く、体力も

高いことが推測できた。この結果を生かし、学生に児童期における運動指導の意義、指導

法の重要性を伝えていきたい。  

キーワード：体力測定、運動嗜好、運動経験、教員養成、体育指導  

 

 

1 緒言 

文部科学省の令和元年度全国体力・運動能力、運動習慣

等調査結果（2019）から、2008 年度の調査開始以降の体

力・運動能力の推移をみると、2019年度は、各測定種目の

数値が小・中学生の男女とも全体的に低下している。女子

よりも男子が大きく低下しており、特に小学生男子は過去

最低の数値であった。また、児童生徒の運動時間別に体力

合計点を比較すると、一週間の運動時間が420 分以上の児

童生徒の体力合計点は、420 分未満の児童生徒の体力合計

点に比べて高い。 

運動時間が減少する原因の一つに、児童生徒のテレビ、

DVD、ゲーム機、スマートフォン、パソコン等を操作する

時間を表すスクリーンタイムが増加傾向にあることが影響

していると考えられる。すでに文部科学省（2019）の調査

からスクリーンタイムが長時間になると、体力合計点が低

下する傾向がみられると報告されている。 

また森（2010）は、運動経験が不足している環境的な要

因として、社会的な影響からくる環境の変化により安全を

優先する大人の意識や豊かで便利な暮らしがあると考えら

れる。その結果として、屋外で行うような動的な遊びが減

少し、屋内で行う静的な遊びが増えるといった遊びの質的

な変化が起こったため、全身を動かすような遊びをする機

会が減っていると述べている。 

さらに、教育現場だけではなく、成人（18歳～79歳）を

対象としたスポーツの実施状況等に関する世論調査でも、

18歳・19歳、20代を中心に各年代で前年度より低下して

いると報告している（スポーツ庁 2019）。子どもと関わる

成人の運動実施経験が減少することは、子どもの運動経験

の減少に繋がると考えられる。 

このような近年の子どもの運動時間の減少により起こる

問題は、単に体力の低下にとどまらない。文部科学省は、

幼児期運動指針（2012）に子どもを取り巻く社会の現状と

課題を挙げている。幼児にとって体を動かして遊ぶ機会が

減少することは、その後の児童期、青年期において、意欲

や気力の減弱、対人関係を上手く構築できない。身体の発

育だけでなく子どもの心の発達にも重大な影響を及ぼすこ

とにもなりかねないと述べ、運動時間の確保の重要性を大

きな課題としている。 

古田（2018）の報告でも、運動が苦手であることが、運

動面だけではなく、友人関係などの社会的関係性にも影響

を及ぼしていることが示唆されている。現在の子ども達の

運動時間の確保は、生涯にわたる健康維持だけのためでは
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なく、豊かな人間性の構築のためにも、急務であると言え

る。 

和歌山県教育委員会（2018 年）は、「県民一人一人が、

それぞれのライフステージにおいて、関心・ 適性等に応じ、

自主的・自発的にスポーツとふれあい、日常的にスポーツ

に親しむ、楽しむ、支えるなどの活動を通じて、生涯にわ

たり生活の質の向上が図れる社会の実現をめざす」という

目標のもと、『和歌山県スポーツ推進計画』を策定している。

（図1） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図1 学校と地域における子供のスポーツ環境の具体的な方針 

 

方針では、幼児期・児童期の教育現場での指導の充実が

重視されている。保育者や教員には、自由な遊びや体育授

業において、適切で効果的な活動を提供できる指導力の向

上が求められている。また、子どもにとってそれらの運動

経験が、身体機能だけでなく心の発達にも繋がることが示

されている。 

富本（2017）は、幼児期・児童期に「運動遊び」「体育」

が楽しいものであると自然と覚えさせることによって、身

体の発達や心の発達にもつながっていくことになると報告

している。多胡（2020）は、小学校時代、中高時代の運動

の好き嫌いと体力得点に相関がみられ、運動の好き嫌いが

その後の運動の継続性に関わっていると考え、就学前の運

動状況はその後のスポーツライフに繋がる土台となると述

べている。これらの取り組みや報告から、子どもの運動時

間の確保、長時間化を実現するためには、場所や時間とい

った環境を整える以上に、子どもにいかに主体的に運動に

向かわせるかが重要である。それには幼児期、児童期に関

わる指導者の指導力の必要性、重要性を再確認することが

できた。 

和歌山信愛大学（以下、本学）は、教育学部子ども教育

学科である。2 年次までは、小学校教諭一種免許状、幼稚

園教諭一種免許状、保育士資格に関連する基礎科目を全員

が学ぶ。その中で幼児期、児童期までの連続性が理解でき

る保育者・教育者を育成することを目指している。 

筆者らは、担当する科目において、幼児期、児童期にお

ける運動の意義を伝える役割がある。そのために、学生が

自身の体力を把握し、幼児期、児童期からの運動嗜好・運

動経験が現在の体力に及ぼす影響を、身をもって理解する

必要があると考えた。その上でこそ、これから関わる子ど

もにとって運動遊び・運動・体育経験がいかに重要かをよ

り強く捉えられる。 

そこで本稿では、本学の2020年度入学生（81名）に対

して体力テストと児童期の運動嗜好・運動経験の調査を実

施した。結果から、本学学生の体力の水準を把握し、児童

期の運動嗜好と現在の体力との関連を見ることを目的とし

た。今後は結果を生かし、学生に運動遊び・体育を学ぶ意

義を伝え、学生自身の主体的な授業への参加を促たい。そ

の上で、運動指導法の重要性を伝えていきたいと考える。 

 

2 方法 

2.1 体力調査 

実施日は、スポーツと健康Ⅱ（実技）の授業2020年12

月11日（金）と12月16日（水）に行った。 

対象者は、男子23人（28％）、女子58人（72%）であ

る（図2）。また年齢は、18歳24人（30%）、19歳54人

（67%）、20歳２人（2%）、23歳1人（1%）である（図

3）。 

〇幼児期における運動遊びに関する指導充実 

(ア)幼児期から体を動かす遊びに取り組む機会を保障するため、文部科学省の

「幼児期運動指針」の普及・啓発 

(イ)幼児期に適切な運動を体験し、正しい生活習慣を身に付けることが将来の

豊かなスポーツライフ実現への基礎となることを保護者に理解を得る取

組を推進 

 (ウ)障害のある子供の障害の種類や程度に応じた運動の機会を確保 

 

〇学校における体育に関する指導の充実 

(ア)学校における体育に関する教員の指導力向上を目的として、研修機会の確

保と研修内容の充実 

(イ)運動を苦手とする子供の運動意欲を喚起するため、専門性を有する外部指

導者を積極的に活用 

(ウ)障害のある子供が、体育授業や運動部活動に障害の種類や程度に応じて参

加できるように工夫 

(エ)｢運動部活動指導の手引」等を活用し、それぞれの学校の特徴を生かした適

切で効果的な活動が行われることにより、運動部活動で生徒一人一人の心

身の成長を図る 

 

〇子供を取り巻く社会のス ポーツ環境の充実 

(ア)運動習慣が身に付いていない子供やスポーツが苦手な子供を運動好きにす

る ためのきっかけを創出するとともに、豊かな人間性・社会性を育むた

め、スポー ツ・レクリエーション活動等の活用を促進します。  

(イ)学校、スポーツ少年団、競技団体、総合型地域スポーツクラブ（以下「総

合型クラブ」という。）等が連携・協力し、経済的な事由等でスポーツをす

ることが困難 な子供や障害のある子供にも十分配慮しつつ、全ての子供

が多様なスポーツ活 動が行えるような取組を支援するとともに、地域に

おいて活躍するスポーツ指導 者の学校における体育に関する指導への積

極的な活用を促進します。 
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図2 性別（人） 

 

 

図3 年齢（人） 

 

体力調査は、新体力テストの中から、①「力強さ、ねば

り強さ」（筋力）を測るために『上体起こし』②「体の柔ら

かさ」（柔軟性）を測るために『長座体前屈』③「すばやさ、

タイミングのよさ」（敏捷性）を測るために『反復横跳び』

を選び実施した。実施方法は、本学2020年度入学生は81

名中78名が18～19歳（96％）であるため、文部科学省が

示している新体力テスト実施要項（12 歳～19 歳対象）に

準拠し実施した。 

 

2.2 アンケート調査 

本学2020年度入学生（81名）に対して、体力調査実施

日と同日にアンケート調査を行った。アンケート内容は、

図4に示すように、過去の運動嗜好・運動経験、現在の運

動状況を調査した。回収率100％であった。 

 

 
図4 アンケート調査 

 

2.3 倫理審査 

本研究は本学における研究倫理委員会の承認を受けて実

施された。研究協力は自由意思であり、協力の有無により

不利益を被ることはなく、本人の意思を最大限尊重する。

研究の目的、方法、予想される結果、社会への還元、個人

情報の取り扱いについて口頭で説明し同意を得た。また、

研究対象者が質問紙提出前は辞退可能であることを保障す

る。 

 

2.4 データの取り扱い 

集計した体力測定のデータは、測定ミスや誤記入の可能

性が高いデータを除外した。上体起こし、長座体前屈、反

復横とびの各測定項目については、スポーツ庁の令和元年

度体力・運動能力調査結果 19 歳の統計数値表を採用し比

較した。 

 

3 結果 

3.1 体力調査の結果 

体力調査の結果を表 1に示す。 

『上体起こし』では、男子平均29.04回（全国平均30.15

回）、女子平均22.40回（全国平均23.34回）であった。 

『長座体前屈』では、男子平均42.43㎝（全国平均48.81

㎝）、女子平均44.71㎝（全国平均46.94㎝）であった。 

『反復横跳び』では、男子平均54.61回（全国平均57.83

回）、女子平均47.07回（全国平均48.15回）であった。反

復横跳びのみ、怪我のため未実施が1名となった。 

以上の結果から、全ての項目で男女ともに全国平均より

低い傾向が読みとれた。 

 

表1 種目別男女別全国平均・S.D の比較  

 

1.        小学校時代、運動遊びは好きでしたか？

　　はい　/　いいえ

2.        中学校、高等学校時代に運動クラブに加入していましたか？

       ※学校の運動クラブ以外も含みます。

　　はい　/　いいえ

3.        ２で「はい」と答えた方は、どのような運動クラブに加入していましたか？

　　中学校時代　　（　　　　）　（　　）年（　　）か月

　　高等学校校時代（　　　　）　（　　）年（　　）か月

4.        ２で「いいえ」と答えた方は、どのようなクラブに加入していましたか？

　　※加入していない場合は、「なし」と記入してください。

　　中学校時代　　（　　　　）

　　高等学校校時代（　　　　）

5.        現在、運動・スポーツを行っていますか？

　　※授業以外、サークル、外部活動は含みます。

　　はい（何を：　　　　　　　）（週何回：　　回）　　いいえ

N S.D N S.D

男子 23 29.04 6.3 830 30.15 5.58

女子 58 22.4 6.49 768 23.34 5.87

男子 23 42.43 12.66 829 48.81 10.81

女子 58 44.71 10.41 760 46.94 9.86

男子 23 54.61 7.83 814 57.83 6.47

女子 57 47.07 6.1 756 48.15 5.66

グループ・N・ ・S.D

測定種目（単位）・性別

反復横跳び（回）

本学 全国

上体起こし（回）

長座体前屈（㎝）
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3.2 アンケート調査の結果 

『小学校時代、運動遊びは好きでしたか』の結果を図5

に示す。「はい」67人（83％）、「いいえ」14人（17%）

であった。 

 

 

図5 小学校時代、運動遊びは好きか（人） 

 

『中学校、高等学校時代に運動クラブに加入していまし

たか』の結果を図6に示す。「はい」66人（81％）、「いい

え」15人（19%）であった。 

 

 

図6 中学校、高等学校時代に 

運動クラブに加入していましたか（人） 

 

『現在、運動・スポーツを行っていますか』の結果を図

7に示す。「はい」40人（49％）、「いいえ」41人

（51%）であった。 

 

 

図7 現在、運動・スポーツを行っていますか（人） 

 

『現在、週に何回運動しているか』の結果を図8に示

す。0回41人（51％）、1回33人（41％）、2回6人

（7％）、4回1名（1％）と運動機会が少ないことが分か

る。 

このことから運動をしているが、毎週決まって運動をし

ていない学生が存在していることがわかった。また、週に

1回運動していると答えた学生のほとんどが、本学でのサ

ークル活動であった。 

 

 

図8 現在、週に何回運動しているか（人） 

 

3.3 クロス分析結果 

以上の結果から、小学校時代に運動が好きになると、そ

の後も運動経験が継続され、それが体力の向上に繋がるか

を検証するために、クロス分析を行った。 

①『小学校時代、運動遊びは好きでしたか』と『中学

校、高等学校時代に運動クラブに加入していましたか』 

との関係を表2に示す。 

 「小学校時代に運動遊びが好きだった」学生の加入率は

87％、「嫌いだった」学生は30％下回る57％であった。

非加入率は、「嫌いだった」43％、「好きだった」は30％

下回る13％であった。 

結果から、小学校時代に運動遊びが好きだった学生が、

中学校・高等学校時代に運動クラブに加入する割合が高い

傾向があることが分かった。 

 

表2 運動嗜好と運動クラブ加入との関係（％） 

 

 

 ②『小学校時代、運動遊びは好きでしたか』と『上体起

こし』との関係を表３・図9、『反復横跳び』との関係を

表4・図10、『長座体前屈』との関係を表5・図11に示

す。 

『小学校時代に運動遊びが好きだった』学生の『上体起

こし』の平均値は、25.39回、「嫌いだった」学生は6回

下回る19.00回であった。『反復横跳び』は、「好きだっ

非加入 加入

嫌い(n=14） 43 57

好き(n=67） 13 87

グループ

項目



わかやま子ども学総合研究センタージャーナル No.2, pp.57-63, 2021 

 61 

た」学生は50.36回、「嫌いだった」学生は7回下回る

43.93回であった。『長座体前屈』は、「好きだった」学生

は44.10㎝、「嫌いだった」学生は43.86㎝であった。 

 結果から、運動遊びが好きだった学生が、『上体起こ

し』と『反復横跳び』で測定記録が高い傾向にある。この

ことから、小学校時代の運動遊びの好き・嫌いが、筋力、

敏捷性に影響する可能性があると考えられる。 

 

 

 

表3 運動嗜好と 

上体起こしの関係 

 

 

図9 運動嗜好と 

上体起こしの関係 

 

 

表4 運動嗜好と 

反復横跳びの関係 

 

 

図10 運動嗜好と 

反復横跳びの関係 

 

柔軟性を見る『長座体前屈』においては、運動遊びの好

き嫌いに関わらず、差がない傾向が読み取れた。 

柔軟性には、二つの捉え方がある。一つには、主として

関節の可動性を考えたものである（朝比奈ら1966）。『長

座体前屈』はこの柔軟性を評価する方法である。もう一つ

は、柔軟性が運動機能の調整力の要素として働く捉え方で

ある。運動の強さの調整や空間的、時間的調整の際に、柔

軟性は重要な役割を果たす。動きの柔軟性と言われるもの

である。調整力は、幼児期から児童期にかけ著しく発達す

る神経系が強くかかわることが知られおり、幼児体育の狙

いに置かれている（奈良女子大学文学部付属幼稚園幼年教

育研究会1979）。さらに、児童期において柔軟性は児童の

運動パフォーマンスに何らかの影響をおよぼしている可能

性は大きいと報告している（伊藤ら2015）。 

この二つの柔軟性が、本稿の結果に関係している可能性

があるのではないかと考える。運動が好きで、様々な運動

経験を重ねる中で培われてきたのは、動きの柔軟性ではな

いだろうか。関節の可動性を測定する『長座体前屈』の結

果からは読み取りが困難だったのではないかと推測する。

今後、研究を重ねる中で検証していきたい。 

 

 

 

表5 運動嗜好と 

長座体前屈の関係 

 

 

図11 運動嗜好と 

長座体前屈の関係 

 

4 考察 

本学学生は、中学校時代・高等学校時代に運動クラブに

加入していた学生が81％を占め運動経験者が多いが、体
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と述べており、教員養成校である本学がまさに向き合わな

くてはいけない課題と考える。 

さらに、小学校時代に運動遊びが好きだった学生が、中

学校・高等学校時代に運動クラブに加入する割合が高い傾

向を読みとることができた。これは幼児期・児童期の運動

（運動遊び）の重要性を表していると考える。幼児期・児

童期に運動遊びが好きであれば運動を継続する子どもが増

える可能性がある。本研究においても、小学校時代に運動

遊びが好きで中学校・高等学校時代に運動クラブに加入し

た学生は87％と高い割合であった。また、運動遊びが好

きだった学生の方が、筋力、敏捷性の機能が高い傾向も読

みとれた。この結果からみても、児童期までに運動遊びを

好きにすることが、子どもの体力低下を止める一助となる

はずである。多胡（2020）は、幼児期の発育発達に携わ

る保育者を目指す学生には、就学前が小学校へと繋がって

いく大切な時期であること、運動に対する苦手意識が芽生

えないように留意して保育することを、授業を通して伝え

ていく必要があると述べており、これは、保育者・教育者

養成校である本学も同様の使命を持つ。 

以上のことから、本学の授業において、小学校時代から

運動が嫌いな学生が少なからず存在することを把握し、 

①運動をする楽しさを知る・感じることができる授業内

容、②運動を好きになれるきっかけになる授業内容の提供

が不可欠と考える。そしてそれを、③学生自身が子どもに

教えることができる、伝えることができるようになるまで

を支援することが非常に重要であると考える。古田

（2018）は、教師の適切な運動技能の指導によって能力

（技能）の向上を実感させることができれば、運動嫌いが

減ると述べている。このことから筆者らの取り組みとし

て、学生自身が運動・体育が好きであっても嫌いであって

も、子どもの発達段階に応じた、適切な運動指導をするこ

とが、子どものライフステージにとって重要であることを

伝えていく必要があると考える。 

 最後に本調査では、標本数（調査人数）が十分ではなか

ったため傾向を把握するにとどまり、不十分な分析結果が

多かった。今後はこれらの点を踏まえて調査を継続してい

くことで、より全体の実態を把握するのに貢献していける

と考える。 
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