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緒言 

近年，児童生徒の体力は低下していると指摘され

ている。わが国では文部科学省が昭和 39 年度から

国民の体力について統計的に調査を行っている。

この調査は長期的に国民の体力のデータをみるこ

とができる資料となり，今後の国民の体力の傾向

を検討していく上でも大変貴重である。この調査

から平成 18 年度の体力・運動能力調査についてみ

てみると，小中高生の体力は 1985 年をピークに低

下傾向が続いていたが，今回の調査でもこの傾向

に歯止めはかからなかった１)。また，体力・運動能

力の年次推移より，走（50m走，持久走），跳（立

ち幅跳び），投（ソフトボールまたはハンドボール

投げ）の基礎的運動能力並びに握力が低下傾向を

示している２）。茨城県についてみてみると，毎年

この体力・運動能力調査が行われ報告書も発行さ

れている。しかしながら，過去の体力・運動能力

や長期における年次推移等の検討は行われていな

い。子どもの体力を向上させるための体育学習に

おいてより効果的な指導を行うには，児童生徒の

実態を把握することが重要である。また，子ども

の体力は地域によっても差があり３），全国的にみ

た数値だけでは各地域の子どもたちに合わせたき

め細かい指導ができない。茨城県児童生徒の体

力・運動能力の実態を明らかにすることは，今後

の体育授業での一資料になると考えられる。 

本研究の目的は，茨城県の児童生徒の体力・運動

能力の推移と実態を明らかにすることである。 
 

2. 資料及び研究方法 
2-1 資料 

本研究の基礎資料は，体力・運動能力調査のデ

ータである。茨城県の児童生徒のデータは，茨城

県教育委員会が行っている茨城県体力・運動能力

調査資料の平均値を抜粋した。比較対象として文

部科学省がまとめた体力･運動能力調査報告書よ

り抜粋した全国平均値を用いた。調査対象年度は，

昭和 42 年度から平成 17 年度である。 

2-2 研究方法 
分析観点は以下の 3つである。 

(1) 体力・運動能力テストと新体力テストの合
計得点の年次推移 

(2) 継続種目ごとの記録の年次推移 
(3) 生年ごとの 8年間の発達の実態 
(1)の合計得点については平成9年度まで行われ

ていた体力診断テスト・運動能力テストの合計得

点と平成10年度から行われている新体力テストの

合計得点を 1 つのグラフに示し分析した。データ

については，昭和 54 年度から平成 17 年度までの

茨城県と全国の平均値を用いた。また，それらを

年齢ごとに分けてグラフに示した。(2)の継続種目

については，新体力テストに変わってからも継続

している握力，50ｍ走，ボール投げ，反復横跳び

の昭和 42 年度から平成 17 年度の平均値を年次推

移に示した。(1)(2)についての茨城県と全国の平

均値の比較は，χ２検定を行った。有意水準は 5％

とした。(3)の生年ごとの8年間の発達については，

継続種目に絞って小学 5 年生から高校 3 年生にな

るまでの体力・運動能力の発達をグラフ化し分析

した。生年とは，調査対象年度において小学 5 年

生であった児童が生まれた年とした。昭和 31 年度

から昭和 62 年度に生まれた子どもを対象とした。

また,小学 5年生と高校 3年生の記録の差を発達量

として茨城県と全国について検討した。ボール投

げについては，小学生はソフトボールで行うが中

学生からはハンドボールと測定方法が変わるので

中学からの 6年間とした。 
 

3. 結果と考察 
3-1 体力・運動能力テストと新体力テストの合 

計得点の年次推移   

図1　合計得点年次推移(11歳・女子）
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体力・運動能力テストの合計得点の年次推移か

ら，茨城県の男子は両テストともに昭和 55 年度ご

ろをピークに平成 9 年度まで低下傾向で，女子も

両テストともに昭和 57年度頃をピークに平成 9年

度まで低下傾向であった。平成 10 年度から新しく

変わった新体力テストの年次推移の検討では，茨

城県・全国ともに得点の上昇を示していた。 

体力低下と叫ばれているが，総合的な体力・運動

能力の傾向としては平成10年度より良い方向に向

かっている。しかし，茨城県と全国の推移の比較

では，高校生は昭和 60 年度から運動能力テストの

得点が全国より得点が低いことが示された。11 歳

については，平成 4 年度から全国より得点が高い

ことが示された（図 1）。よって，高校生について

は昭和 60 年度から運動能力（50ｍ走，ボール投げ）

の低下が続き，現在に至るということになる。茨

城県では，特に運動能力への支援が求められる。 

野井は小学生の体力低下について，11 歳の運動

能力テスト合計得点の推移から平成 9 年度の数値

は調査開始当初の数値より低下していることを明

らかにした４）。このような傾向は，他の年齢段階

では観察されていないことから，小学生の運動能

力が他の年齢段階にはない問題を抱えていること

を表している。本研究の運動能力テストの推移で

は，昭和 54 年度と平成 9年度との比較において 10

歳の茨城県は 8.7 点，低下していた。16 歳の茨城
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県は 11.9 点低下していた（図 2）。よって，野井の

指摘した小学生の体力低下について，茨城県の小

学生でも同様の体力低下が見られたが，特に高校

生の体力低下が深刻であった。 

図２　運動能力の年次推移（女子10歳・16歳）
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3-2 継続されている種目ごとの記録の年次推移 
継続種目ごとの年次推移から，茨城県と全国の比

較において高校生女子 50ｍ走は平成 9 年度より全

国より低下傾向を示した（図 3）。他の種目におい

ては小学生男子の50ｍ走とボール投げが昭和42年

から，高校生男女の 50ｍ走，高校生女子のボール

投げが平成9年から全国より記録が低下していた。

高校生の記録の低下は平成9年度から低下し始め，

近年の高校生の体力低下の要因の一つと示唆され

る。高校生の 50ｍ走については男女ともに全国よ

り低下しているため，特に走力の向上に対する支

援が必要であろう。 

近年にかけて全国より上昇傾向であった種目は，

反復横跳びと女子の 50ｍ走であった。反復横跳び

は，小中高生すべての児童生徒において昭和 42 年

度から記録が高いことが示された。50ｍ走は 11 歳

から 14歳までの児童生徒において平成 5年度から

記録が高いことが示された。これらの種目に関し

てはそれぞれの力を低下させずに維持していくか

が課題となる。 

図3　50 m走の年次推移（女子・17歳）
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3-3 生年ごとの 8年間の発達の実態 
生年ごとに小学 5 年生から高校 3 年生になるま

での 8 年間を，継続種目に絞って記録の発達を分

析した。図 4は昭和 59 年生まれの女子 50ｍ走のグ

ラフである。8年間の発達の様子から茨城県は，高

校進学後の 14 歳から 15 歳にかけて記録が全国よ

りも低下していることが示された。男子 50ｍ走と

女子ボール投げについても同様の結果であった。

先に高校生の体力低下について指摘したが，生年

ごとに追跡した結果では高校進学後の15歳での記

録の低下に特に問題があるということが示唆され

た。この低下については，中学生から高校生に進

学する時期にあたり，高校受験のため運に動頻度

が下がり体力が低下したということも原因の 1 つ

と考えられる。 

図 5は，8年間の女子の握力の発達量を示したも

のである。茨城県の昭和 31 年度に生まれた子ども

は 14.7kg の発達量であったが昭和 62 年度に生ま

れた子どもは 10.4kg と 4.3kg 発達量が減っている。

50ｍ走，ボール投げでも同じような減少がみられ

たが反復横跳びについては増加していた。 

図4　8年間の女子50m 走の発達（昭和59年生まれ）
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図５　8年間の発達量（女子・握力）
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4. まとめ 
茨城県の体力運動能力の実態を明らかにするた

めに，体力・運動能力調査より茨城県と全国の体

力・運動能力の平均値を比較・検討した。その結

果，次のことが明らかになった。 

1) 茨城県・全国ともに昭和 42 年から体力は低下
傾向であるが，平成9年から向上傾向である。 

2) 茨城県高校生の運動能力テストは，昭和 60 年
度からと新体力テストは平成 9 年度から合計

得点は全国より低下している。 

3) 茨城県で全国より記録の低下しているのは，
高校生男女の 50ｍ走と高校生女子のボール投

げにおいて平成 9 年度から，小学生男子の 50

ｍ走とボール投げにおいて昭和42年度からで

あった。 

4) 茨城県の反復横跳びは，昭和 42 年度から全国
より記録が高いことが示された。 

5) 生年ごとの発達から高校進学後の記録の低下
は，50ｍ走と女子のボール投げにみられ，そ

の低下は生年が昭和40年度以降の子どもから

であった。 

6) 握力・50ｍ走・ボール投げの８年間の発達量
は，近年にかけて減少している。 

  
5. 文献 
1) 読売新聞，（2006/10/19）朝刊 
2) 文部科学省 HP，平成 16 年度体力運動能力調

査について 
〈http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/17/10/05101101.

htm〉（2006/06/21アクセス） 
3) 粂野豊（1974）体格・体力の地域差, 体育の
科学, 24（9）552-555 

4) 野井真吾（2006）子どもの体力低下は本当か？ 
体育科教育 45（10）：16-18 

 8 

http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/17/10/05101101.htm
http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/17/10/05101101.htm

