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1. 緒言 

新型コロナウイルス感染症の拡大防止の本格化

により、全国で今年度 4 月に緊急事態宣言が発表

された。これにより、全国の学校で休校処置が取

られ、現在でも外出自粛傾向が続いている。  
この活動制限の長期化による人々の運動不足や

体力低下などの問題が指摘されている。水野 1)に

よると、この活動制限の長期化により、過半数の

人々が運動不足を感じており、2 割近い人々は運

動をする機会が減ったと実感している。 
また、近年、子どもの体力は低下傾向にあり、

山下 2)らは、この子どもの体力低下の第一要因は

身体活動量の低下だと述べている。今回の外出自

粛による活動制限がより一層運動頻度減少傾向に

拍車をかけたのではないかと考えられる。 
そこで本研究では、今回の長期にわたる活動制

限がどれほど高校生の体力低下につながっている

のかを検討する。また、どの種目が著しく低下し

ているのか、一方でどの種目が活動制限の影響を

受けづらいのか、部活動所属や性別に差はみられ

るのかを明らかにし、今後の体力低下防止や運動

能力の改善の為の一資料とすること。 
 
2. 研究方法 
2-1 調査対象 
茨城県立 F 高等学校の 2015 年度から 2020 年度

に入学した生徒 1418 名（男子 719 名、女子 699
名）の体力測定デ－タ 6 年間分（うち運動部所属

生徒 644 名、その他 813 名）を対象とした。 
2－2 調査方法                       
今年度の文部科学省新体力テスト結果と過去 5

年分の結果を項目ごとに比較し、F 高等学校の各

個人データの 3 年間の推移と各学年の記録の推

移、また、運動部活動の影響を検討した。そし

て、長期自粛期間の影響を受けた項目とそうでな

い項目を検討した。 
2-3 調査項目 
調査項目は文部科学省新体力テスト 3) 体格測定

項目である身長、体重、BMI 指数と、体力テスト

8 項目（握力、上体起こし、長座体前屈、反復横

跳び、20m シャトルラン、50m 走、立ち幅跳び、

ハンドボール投げ）であった。 
2-4 分析方法 
測定の結果について、各年度の測定項目毎に平

均値と標準偏差を男女別に算出した。また、個人

別のデータから 3 年間の推移と、全体平均の推

移、今年度と過去 5 年間分のデータを比較した。

それに加え、性別、運動部所属の有無（以下運動

部所属群、運動部非所属群とする）も調査項目に

追加し、調査を行った。分析には SPSS statistics 

17.0 を用い、各測定項目で年度毎の比較を行うた

めに対応のない t 検定を行い、個人データの比較

には対応のある t 検定を行った。有意水準は 5%と

した。 
 

3. 結果と考察 

3-1 F 高等学校の現状 
2018 年度県立 F 高等学校の体力テストの平均値

と県平均値を比較した結果、男子は、ハンドボー

ル以外の種目では県の平均値をすべて上回ってお

り、女子は握力、反復横跳び、50m 走の 3 種目で

県の平均値を上回っていた。 
3-2 学年別平均値比較  
表 1 は、学年別平均値の t 検定の結果を表にま

とめたものであり、〇は記録向上を示し、●は記

録低下を示している。1 年生は 2015～2019 年度の

データと 2020 年度のデータを比較し、2 年生は

2015～2018 年度と 2019 年度のデータを比較、3
年生は 2015～2017 年度と 2018 年度のデータを比

較した。 
1 年生では、BMI 指数、上体起こし、シャトル

ランで記録が低下、反復横跳び、立ち幅跳びで記

録の向上の有意差が認められた。2 年生では、上

体起こしで記録の低下が、反復横跳びで記録の向

上の有意差が認められた。3 年生では、上体起こ

し、長座体前屈で記録低下の差が、反復横跳びに

おいて記録向上の有意差が認められた。 
 
表 1 学年別平均値の t 検定の結果 

 
3-3 男女別の平均比較 

表 1 に示すように 1 年生男子では、体重、BMI
指数、上体起こし、シャトルラン、50m 走、ボー

ル投げの種目において記録低下が、立ち幅跳びに

おいては記録向上で有意差が認められた。また、

女子では、反復横跳び、立ち幅跳びで記録向上の

有意差が、シャトルランにおいては記録低下の有

意差が同じく認められた。2 年生男子では、上体

起こしのみ記録低下の有意差が認められ、女子で

は上体起こしで記録低下、反復横跳びにおいて記



録向上の有意差が認められた。3 年生男子では、

身長で記録向上、50m 走において記録低下の有意

差が認められ、女子では、2 年生と同様に上体起

こしでは記録向上、反復横跳びでは記録低下の 2
種目で有意差が認められた。 
中学校生活を終えてから高校入学後に活動する

までの期間が長かったために 1 年生では例年に比

べて記録が低下傾向であったことが予測できる。

特に男子でその結果が顕著に表れた。また、全学

年に共通して、上体起こしは記録が低下傾向にあ

ったが、反復横跳びは記録が向上する傾向が見ら

れた。 
このような結果から、活動制限の長期化は、敏

捷性や瞬発力の能力への影響は少なく、筋持久系

の種目に大きく影響を与えるのだと推測できる。

つまり、3～4 ヶ月間の活動や運動の休止によって

敏捷性や瞬発力などの素早く動き出す能力や瞬間

的に大きな力を出す能力は低下しないが、筋力や

運動を持続する能力が低下するのは比較的早く進

行することがわかる。 
3-4 運動部所属の有無 

表 2 は、運動部所属群と運動部非所属群の平均

値を学年別に t 検定し、その結果を表にまとめた

ものであり、〇は記録向上を示し、●は記録低下

を示した。 
 
表 2 運動部所属群と運動部非所属群の平均値 t

検定の結果 

 
 
1 年生で運動部所属群の測定結果では、体重、

BMI 指数、上体起こし、シャトルランの 4 種目に

おいて記録低下に有意差が認められた。また、長

座体前屈と立ち幅跳びの 2 種目では記録向上の有

意差が認められた。1 年生の運動部非所属群で

は、BMI 指数とシャトルランの 2 種目において記

録低下で有意差が認められた。また、反復横跳び

と立ち幅跳びの記録が向上する 2 種目においても

差が認められた。加えて、この項目でのみ、上体

起こしの記録低下に差が見られなかった。 
これらの結果により、1 年生では、運動部所属

の有無にかかわらず、BMI 指数、シャトルランに

おいて記録が低下し、立ち幅跳びは記録が向上し

た。部活動開始が休校後だったため、シャトルラ

ンでは例年の運動部所属群との低下幅が大きい。 
2 年生の運動部所属群では、上体起こしで記録

低下に有意差が認められた。また、反復横跳び、

50m 走、立ち幅跳びの記録が向上した 3 種目にお

いても有意差が認められた。この項目では、記録

低下が認められた種目が 1 つであった。また、他

の項目では共通してシャトルランの記録低下が見

られたが、この項目では差は見られなかった。こ

のことから、運動部所属群の 2 年生では持久力の

低下にさほど影響がなかったことがわかる。2 年

生の運動部非所属群では、上体起こしとシャトル

ランの 2 種目の記録低下に差が認められた。ま

た、反復横跳びでは記録向上に差が認められた。 
3 年生の運動部所属群では、上体起こし、長座

体前屈、シャトルランの 3 種目において記録低下

に有意差が認められた。また、反復横跳びでは記

録向上に有意差が認められた。3 年生の運動部非

所属群では、上体起こし、長座体前屈、シャトル

ラン、ハンドボール投げ、合計点の 6 種目におい

て低下に有意差が認められた。記録向上には差は

認められなかった。 
これらの結果から、運動部所属の有無に関係な

く、握力では活動制限の影響を受けていないこと

が分かった。また、上体起こし、長座体前屈、反

復横跳び、シャトルラン、立ち幅跳びの結果には

運動部所属の有無は関係していなかった。部活動

が盛んな時期である 2 年生ではほとんど影響を受

けておらず、50m 走や立ち幅跳びなどのスピー

ド、瞬発力系の種目の記録が向上する傾向にあっ

た。それに対し、運動部所属群 1 年生男子は非所

属群より、例年と比較して記録の低下幅が大き

く、部活動休止による活動制限が結果に影響して

いた。加えて、2 年生より体育実技授業の時間が

減り、活動量が低下する 3 年生の運動部非所属群

への長期活動制限も体力低下の結果に大きく影響

していた。  
 
4. まとめ 

2015 年度から 2020 年度に茨城県立 F 高等学校

に在籍した 1418 名（男子 719 名、女子 699 名）

の体力測定データ 6 年間分を分析対象とし、コロ

ナウイルスによる活動制限の長期化が高校生の体

力低下に影響するのか、部活動所属や性別に差は

みられるのかを研究した。その結果は次のとおり

である。 
1) 全学年に共通して、握力では活動制限の影響

を受けていなかった。また、持久系の種目では

記録の低下で差が見られ、瞬発力、敏捷性の種

目においては記録の向上で差が見られた。 
2) 上体起こし、長座体前屈、反復横跳び、シャ

トルラン、立ち幅跳びの結果には運動部所属の

有無は関係していなかった。握力、反復横跳

び、立ち幅跳びを除き、1 年生の運動部所属群

の記録は低下傾向にあり、部活動休止による活

動制限が結果に大きく影響したことが考えられ

る。2 年生の運動部所属群では、記録が向上す

る種目が多く、活動制限の長期化の影響が最も

少なかった。活動量が低下する 3 年生での長期

活動制限は、結果に大きく影響しており、運動

部所属群の 3 年生では体力低下の抑止力になっ

ていた。 
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