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1．緒言 

今日の社会では生活が便利になり、身体を動かす

機会が減少している。また、ストレスの増大による

健康阻害もみられるようになり、これらを解消する

ためにも、それぞれのライフステージにおける適切

なスポーツ活動へとスポーツと個人を繋げていく

ことが大切と考えられる。学校での体育が生涯にわ

たる余暇活動に運動を結びつける機能をはたすと

考えられ、生涯スポーツを行っていくひとつのきっ

かけになると思われる。内閣府の調査では、運動・

スポーツの志向性に男女の違いや、年代の違いなど

がみられたと報告されている。しかし、体力・運動

能力とスポーツの志向性の間にどのような関係が

あるのか明らかではない。本研究では、過去の運動

経験の違いや、現在の体力・運動能力のレベルが、

その後のスポーツの志向性へ影響を及ぼすのでは

ないかと考え、スポーツへの今後の関心の違いなど

を調査した。こうしたスポーツ志向性に関する調査

は、今後の総合型地域スポーツクラブの展開にも貢

献できると思われる。 
 
2． 研究方法 
2-1 対象 
 茨城大学在学中の 1年生と 2年生を対象とした。
2008 年前期の健康スポーツ科目受講生 578 名に協
力を依頼した。その中で当日の欠席者 122 名を除く
456名について体力運動能力テストおよびアンケー
ト調査を実施した。456 名中、有効回答数は男性 184
名、女性 200 名の合計 384 名（84.2％）であった。 
2-2 測定方法 
健康スポーツ科目の授業で実施された文部科学省

体力運動能力テストを用いた。体力テスト記録用紙

とアンケート用紙を配布し、体力テストの結果とと

もにアンケートを記入してもらう質問紙調査を行

った。 アンケートでは、中学校や高校での運動部

活動の有無、将来のスポーツ実施の希望種目を記入

してもらった。ここでは、「一度は行ってみたい運

動・スポーツ種目」と「日常的に行いたい運動・ス

ポーツ種目(週一回 30 分以上続けられるもの)」の

二項目を用意するとともに、「20 歳代～30 歳代」、

「40 歳代～50 歳代」、「60 歳代以上」の年齢に区

分して、それぞれ複数回答で運動・スポーツ種目を

選択して記入してもらった。  
 
2-3 分析方法 

得られた体力テストの結果を用いて、それぞれの種

目ごとに平均値と標準偏差およびＴスコアを求め、

9 種目のＴスコアの平均値により体力上位群、体力

中位群、体力下位群に 3 分割した。また、高校での

運動部加入状況と将来のスポーツ実施への希望種

目との関連をみた。さらに、選択項目の 47 の運動・

スポーツ種目を「Ａ球技（サッカー、バスケットボ

ール、バレーボールなど）、Ｂ軽球技（卓球、バド

ミントン、ゴルフなど）、Ｃ武道格闘技（相撲、空

手、ボクシングなど）、Ｄフィットネス（ヨガ、ジ

ョギング、ウォーキングなど）Ｅアウトドア（山岳、

スキー、馬術など）、その他、特になし」の 7 領域

に分けスポーツ志向性と体力の関連を検討した。 
 
3．結果と考察 
3-1 将来の運動スポーツ希望種目 
  「一度は行ってみたい運動・スポーツ種目」では、
男性「20 歳代～30 歳代」では、1 位「特になし」、
2 位「ゴルフ」、3 位「テニス」となった。「40 歳
代～50 歳代」では 1 位「特になし」、2 位「ゴルフ」、
3 位「山岳」、「60 歳代以上」では 1 位「特になし」、
2 位「ゲートボール」、3 位「ゴルフ」が上位にあ
げられていた。女性の「20 歳代～30 歳代」では、1
位「スキー」、2 位「ヨガ」、3 位「スポーツジム」
となり、「40 歳代～50 歳代」で、1 位「特になし」、
2 位「ゴルフ」、3 位「ヨガ」、「60 歳代以上」で、
1 位「特になし」、2 位「ゲートボール」、3 位「ウ
ォーキング」となっていた。男性では、「特になし」
という回答がどの年代でも高くなっている傾向が
みられ、またどの年代でも「ゴルフ」が上位に挙が
っていた。女性では、男性の結果と同じように、「特
になし」という回答が高い傾向にあったが、女性で
はヨガやスポーツジムなどのフィットネス系の種
目の希望率が高い傾向にあった。 
  
表 1 一度は行ってみたい運動スポーツ種目(%) 

希望率 希望率
 (%)  (%)

1 特になし 16.3 1 スキー 14.0
2 ゴルフ 13.0 2 ヨガ 13.0
3 テニス 8.7 3 スポーツジム 11.5
4 スキー 7.6 バレーボール
5 バドミンントン 7.1 弓道
6 バスケットボール 6.0 6 テニス 10.0

サッカー 空手
ボクシング 合気道

馬術 スケート
弓道 10 馬術 8.5

スケート
アイスホッケー

カヌー

女性全体(n=200)

10 4.9

順
位

２０歳代～３０歳代

希望種目

4 11.0

7 9.5

順
位

２０歳代～３０歳代

希望種目

7 5.4

男性全体(n=184)

 
 
「日常的に行いたい運動スポーツ種目」では、男

性の「20 歳代～30 歳代」では、1位「バスケット
ボール」、2位「特になし」、3位「テニス」とな
った。「40 歳代～50 歳代」では、1位「特になし」、
2位「ジョギング」、3位「バスケットボール」、
「60 歳代以上」では、1位「特になし」、2 位「ウ
ォーキング」、3位「テニス」「バスケットボール」
となっていた。女性「20 歳代～30 歳代」では、1
位「ヨガ」、2位「ウォーキング」、3位「ジョギ
ング」となり、「40 歳代～50 歳代」で、1 位「ウ
ォーキング」、2位「ヨガ」、3位「ジョギング」
「特になし」、「60 歳代以上」で、1位「ウォーキ
ング」、2位「特になし」、3位「ジョギング」と
なっていた。男性では「バスケットボール」「特に
なし」という回答が上位に挙がっていたが、 女性
ではフィットネス系を希望する回答が多く、運動・
スポーツに対して高い希望がみられた。 
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表 2 日常的に行いたい運動・スポーツ種目(%)  

希望率 希望率
 (%)  (%)

1 バスケットボール 14.7 1 ヨガ 28.5
2 特になし 12.5 2 ウォーキング 15.5
3 テニス 10.9 3 ジョギング 13.5
4 ジョギング 9.2 4 特になし 11.0
5 サッカー 8.7 5 バレーボール 10.5
6 卓球 7.6 6 バドミントン 9.5
7 ウォーキング 6.5 7 自転車 9.0

バドミンントン スポーツジム
ボウリング ピラティス

水泳 10 水泳 8.0
8 6.0

順
位

２０歳代～３０歳代

希望種目

8 8.5

順
位

２０歳代～３０歳代

希望種目

男性全体(n=184) 女性全体(n=200)

 
 
3-2 体力と将来の運動スポーツ希望種目 
今回の体力テストの結果と全国平均値を比較し

たところ、ほとんど差がなく標準的な対象と考えら
れた。体力を上位群、中位群、下位群に分け、７領
域に分類した運動スポーツ種目との関係をみた。
「20 歳代～30 歳代」で「日常的に行いたい運動・
スポーツ種目」を図 2 と図 3 に示した。男性では、
上位群で、「球技」を選択する割合が高く、体力が
下がるにつれて徐々に減少する傾向であった。逆に
「軽球技」は下位群で割合が高く、体力が上がるに
つれ減少する傾向であった。 女性では、男性と比
べて割合が低くなっているが、体力が低い群ほど
「球技」を希望する割合が減少した。「軽球技」で
は体力と一定の関係はみられなかった。一方、「フ
ィットネス」では、男性より女性が高い割合となっ
ていた。体力との関係はみられなかった。また、男
女とも体力が低くなるほど「特になし」の割合が高
くなる傾向がみられた。その他の年代でも同様の傾
向がみられたが、年代が上がるにつれて球技の割合
は減少し、軽球技、特になしの割合が増加する傾向
がみられた。フィットネスではどの年代もあまり変
化がみられず同じくらいであった。 
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図 2 体力・分野・男女別 日常的に行いたいスポ

ーツ種目（%） 
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図 3 体力・分野・男女別 日常的に行いたいスポ

ーツ種目（%） 
男性上位 n=61 男性中位 n=61 男性下位 n=62 
女性上位 n=66 女性中位 n=67 女性下位 n=67 

3-3 高校時代の運動部加入状況と将来の運動スポ
ーツ希望種目 

高校時代の運動部加入者と未加入者を比較して
みると、「20 歳代～30 歳代」で「日常的に行いた
い運動・スポーツ種目」は男性では運動部加入者が
「球技」と「軽球技」で割合が高く、未加入者では
「フィットネス」の割合が高くなっていた。女性で
は、運動部加入者が「球技」で割合が高くなってお
り、運動部未加入者では「軽球技」と「フィットネ
ス」の割合が高くなっていた。
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図 4 高校時代の部活加入状況による将来日常的

に行いたい運動・スポーツ希望種目（％） 
男性加入 n=116 男性未加入 n=66 
女性加入 n=86   女性未加入 n=115 

 
4．まとめ 
・大学生を対象に将来の運動スポーツに関するアン
ケート調査を行い、体力・運動能力や過去の運動経
験との関係を検討した。 
・「一度は行ってみたい運動・スポーツ種目」には
「特になし」を除くと、男性では「ゴルフ」、「テ
ニス」、「山岳」、「ゲートボール」が、女性では
「スキー」、「ヨガ」、「スポーツジム」、「ゴル
フ」、「ゲートボール」、「ウォーキング」があげ
られていた。「日常的に行いたい運動・スポーツ種
目」では男性が「バスケットボール」、「テニス」、
「ジョギング」、「ウォーキング」が、女性では「ヨ
ガ」、「ウォーキング」、「ジョギング」であった。 
・体力が高い人の方が、将来も運動を希望する割合
が高く、強い運動を選択する傾向がみられた。体力
が低い人では、将来も運動を希望する割合が低く、
軽い運動を選択する傾向がみられた。 
・現在の体力・運動能力がスポーツ志向性に及ぼす
影響に比べると、高校時代の運動部加入状況による
スポーツ志向性の違いは比較的小さいと考えられ
た。 
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