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1．緒言 
近年、子どもの体力・運動能力の低下は深刻な問

題となっている。幼児期からのさまざまな運動経験

不足から、からだをコントロールする力が身につい

ていないことも要因の１つに挙げられる。また、運

動不足から肥満傾向にある子どもも増加している。

この結果、高血圧症・糖尿病といった生活習慣病に

罹患している子どもや、その予備軍となっている子

どもも少なくない。更に、これらのことは国民全体

の体力・運動能力の低下に繋がり、運動不足、不規

則な生活からくる生活習慣病の増加や、ストレスに

対する抵抗力の低下を引き起こすことも考えられ、

社会全体の活力低下が懸念されている。 
 このことを受けて、現行の小学校学習指導要領体

育編では生涯スポーツ、すなわち、ライフスタイル

の充実と体力向上を目指している。豊かなスポーツ

ライフを実現するためには、体力、運動能力、運動

スキル、知識、運動・スポーツ参加に伴う情調など

を児童期に定着させていくことが望まれる。なぜな

らば、スポーツへの社会化過程における最も重要な

ステージがこの児童期と見られるからである。 
 このことから、岡澤らは、「生涯体育・スポーツ

の実践者の育成のためには運動有能感を高めるこ

とが必要である」と述べている。有能感は学習意欲

や運動意欲に大きな影響を与えており、有能感の概

念は、子どもの自発性や学習意欲を引き出すという

学習指導要領の理念と一致するものであると考え

られる。また、岡澤らは、運動の楽しさや運動の好

き嫌いと運動有能感には強い相関があることも報

告している。 
 そこで本研究では、児童の運動有能感と体力・運

動能力、運動の楽しさについて調査し、学年や性別

の違いによりこれらの関係性が変化するかどうか

を検討することを目的とした。 
 
2． 研究方法 
2-1 対象 
 茨城県内小学校に在籍している、小学校 1 年生
から 6 年生までの児童 461 名を対象とした。 
2-2 調査方法 
 調査は、児童による記名式の質問調査用紙の実施
と、担任教諭提供の文部科学省体力運動能力テスト
の結果を合わせて行った。質問調査用紙では、岡澤
ら(1998)作成の運動有能感調査用紙(運動有能感テ
スト 13 項目)と運動の楽しさテスト(42 項目)、運動
スキル(17 項目)を調査する内容であった。体力テス
トでは、個人の基礎特性(2 項目)と体力テスト(9 項
目)の結果を得た。 
2-3 分析方法 
 先行研究を参考に、得られた体力テスト、運動有
能感調査の項目ごとに平均値を算出し、それらを元
に上位群、下位群に分類した。上位群、下位群に分
類した項目は、運動有能感、身体的有能さの認知、
統制感、受容感、体力テストなどの 13 項目である。
身体的有能さの認知、統制感、受容感の 3 項目は、

先行研究から運動有能感の中に含まれる 3因子に
あたるものである。 
１) 運動有能感の学年別推移 
運動有能感、運動の愛好度を学年別、男女別に平均
値を算出し、推移を示した。 
２) 運動有能感と体力との関係 
体力テスト結果と、運動有能感テストの結果を上位
群、下位群で分類したものを学年群別にクロス集計
を行い、その後、χ２検定によって有意差の検討を
行った。 
３) 運動有能感と運動の楽しさの関係 
運動の楽しさテストで 10 因子に分類したものの平
均点を算出し、運動有能感の上位群、下位群で平均
値の差が出るかを示した。 
４) 運動有能感と運動スキルの関係 
後転、逆上がり、開脚跳び、２５ｍ泳の運動スキル
をできる群・できない群に分類し、学年群別、男女
別でクロス集計を行い、その後、χ２検定によって
有意差の検討を行った。有意水準は５％とし、統計
ソフトには SPSS を用いた。 
 
3． 結果と考察 

3-1 運動有能感の学年別推移 

 図 1 は、運動有能感テスト得点の平均値の推移を

示したものである。学年別に見てみると、1年生で

は 53.6、2 年生では 52.7、3 年生では 51.2、4 年生

では 51.7、5 年生では 47.7、6 年生では 43.1 であ

った。これらの結果からも岡澤らの研究と同様に加

齢に伴って運動有能感は低下する傾向が見られた。

年齢の低い段階では、活動したことに対して個人の

努力や進歩が評価(個人評価)されるが、徐々に結果

重視の相対的能力評価に移行し、努力してもできな

かったという経験を積み重ねることによって、「自

分には能力がないんだ、できないんだ」という認識

が形成され、そのことが低下の原因ではないかと考

えられる。また、今回の研究では、高学年の低下が

著しく見られた。これは、年齢が低い子どもは、重

要な大人の価値あるフィードバックや、スポーツへ

の興味に強く依存しており、年齢の高い子どもは、

仲間との比較や評価によって左右されるからであ

ると考えられる。 

 

【図１.運動有能感の学年別・男女別推移】 
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3-2 運動有能感と体力との関係 

 表１は、体力の上位群と下位群について、運動有

能感および背景３因子それぞれの上位者の割合を

示したものである。運動有能感と体力、統制感・受

容感と体力では、先行研究とは違い、低・中学年に

おいては有意差が見られず、高学年においてのみ

p<0.01 で有意差が見られた。これは、高学年の児

童では、実際の体力水準の高低が運動有能感の形成

に大きく関与していることを示すものであると考

えられる。また、身体的有能さの認知と体力では、

低学年では有意差が見られなかったが、運動有能感

の項目とは違い、有意水準の差があるものの中・高

学年では有意差が見られた。つまり、体力上位群に

属するものは身体的有能さの認知の上位群に、体力

下位群に属するものは身体的有能さの認知下位群

に属する傾向にあるといえる。このことは、実際の

体力水準と身体的有能さの認知の水準には密接な

関係があることを示すものであり、また、体力(運

動能力)の自己評価が適切に行われていることを示

すものであると考えられる。 

【表１.運動有能感と体力との関係】 

（％） 上位群 下位群 上位群 上位群

中学年 高学年

**

*

下位群 下位群

**

**

**

73.960.071.8

身体的有能
さの認知

統制感

受容感

82.9 60.6 20.3

20.369.168.6

63.875.076.9

87.2 75.0 70.3

65.5 12.5

42.9 49.7 12.5

体力

低学年

運動有能感 66.7 64.3 82.6 75.0

（＊ p<0.05，＊＊ p<0.01） 

3-3 運動有能感と運動の楽しさの関係 

図２は、運動の楽しさ 42 項目の平均値を、学年

群別、および運動有能感の上・下位群で示したもの

である。全ての群において、運動有能感上位群の平

均値が、運動有能感下位群の平均値を上回っている。

このことは、運動有能感上位群のほうが運動の楽し

さを強く感じていることを示していると考えられ

る。なお、平均値の差が最も大きいのは、高学年で

あった。このことから、運動の好き・嫌いが明確に

なるのには、物事を客観的に判断でき始める時期に

あたる、小学校高学年であると考えられる。また、

運動の楽しさの背景 10 因子を愛好度が高い順に見

てみると、「技能・記録が伸びる楽しさ」の項目が

１番楽しいと感じており、次いで、「ゲームに関す

る楽しさ」「活動欲求の充足による楽しさ」「新し

いことに挑戦する楽しさ」であった。このことから、

児童は技能の向上に関わった内容に楽しさを感じ

ており、運動の楽しさを感じるには技能の向上が重

要であると考えられる。 

【図２.運動有能感と運動の楽しさの関係】 

90

95

100

105

110

115

120

125

上位群 下位群 上位群 下位群 上位群 下位群

低学年 中学年 高学年

 

3-4 運動有能感と運動スキルの関係 

 表２は、運動有能感上位群と下位群について、で

きる・できないで自己評価した運動スキルの「でき

る群」の割合を示したものである。運動スキルの項

目は、できる・できないが判断しやすい「後転」「逆

上がり」「開脚跳び」「25m 泳」の項目に絞って行

った。低学年では、全ての項目において有意差は見

られなかった。中学年では、開脚跳びにおいて

p<0.05 で有意差が見られた。高学年では、全ての

項目で p<0.01 で有意差が見られた。この結果から、

練習段階である低・中学年では、周囲も、自分も新

たな技術を習得できるよう努力するため、運動有能

感と運動スキルはあまり関係ないと考えられる。逆

に周囲が技術を習得した中、少人数できない状況が

見えてくる高学年では、自己評価を客観的・相対的

に判断できるようになるため結果が顕著に表れた

ものと考えられる。 

【表２．運動スキルと運動有能感の関係】 

（％） 上位群 下位群 上位群 上位群

中学年 高学年

運動有能感

53.1 73.3 39.8 **２５ｍ泳 51.1 42.9 57.8

81.3 85.3 57.5 ***開脚跳び 82.2 64.3 92.7

**

逆上がり 73.3 57.1 72.5 59.4 80.2 28.3 **

76.1 68.8 91.4 57.5

低学年

下位群 下位群

後転 86.7 71.4

（＊ p<0.05，＊＊ p<0.01） 
4． まとめ 
本研究では、運動有能感と体力・運動能力、運動

の楽しさに関連があるかどうかを検討し、以下の結
果が得られた。 
1)運動有能感は高学年になるにつれて低下傾向を
示した。 

2)体力水準の高低は、運動有能感の形成に高学年に
おいて関連があることを示した。 

3)運動の楽しさは、運動有能感上位群の方が下位群
より、強く楽しさを感じていることが示された。 

4)運動スキルは、練習段階である低・中学年では関
係性が見られなかったが、できないことが客観的
に評価できる高学年においては運動有能感と関
係があることが示された。 
以上の結果から、運動有能感は高学年で強く認識

されることが明らかになった。反対に、低・中学年
においては運動有能感と比較した項目はあまり関
連性が見られなかった。したがって、高学年におい
て、運動有能感を高めるための授業展開が重要と思
われ、そのことが、生涯体育・スポーツ実践者の育
成に影響してくるものと考える。 
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