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研究成果の概要（和文）：本研究課題は，中学生を対象に学業成績に体力や肥満そして生活習慣（運動習慣や日常身体
活動状況など）が影響を及ぼすのかどうかを検討した．その結果，中学1年生時の体力は中学1年生時の学業成績（評定
）と関連性，つまり体力が高い生徒は学業成績も高い関係性が認められた．また，中学1年生時に成人期の肥満基準を
超える生徒は，学業成績が低値であった．さらに，中学1年生時の運動日数が1日以下の男子生徒では，中学2年生にな
った時の学業成績が低い結果がみられた．
これらは中学生期の体力向上や運動習慣が学業成績に負に影響するのではないことを示し，さらに運動やスポーツが学
習効果に好影響を及ぼす可能性を示唆する．

研究成果の概要（英文）：The purpose of this study was to investigate influences of physical fitness, 
obesity status and exercise behaviors on academic achievements in Japanese junior high school students. 
We observed positive correlation between physical fitness and academic achievement in 1st year junior 
high school students, even after controlling for socioeconomic status and gender. Obesity students 
defined by body mass index over 25 showed poor academic achievement. Moreover, male students who had less 
than 2 times/week of exercise frequency demonstrated lower academic achievement than male students who 
had over 3 times/week of exercise. There was no difference of academic achievement between exercise 
frequency categories in female students.
These results suggest that physical fitness had positive influences and obesity had negative influences 
on academic achievements in Japanese junior high school students. Moreover, daily exercise may improve 
poor academic achievement, especially in male students.

研究分野： スポーツ心理学

キーワード： 学力　体力　小児　評定　学業成績　運動習慣
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図 1．新体力テスト得点と 8 教科評定合計
値との関連性（男子）． 

１．研究開始当初の背景 
 
学力と体力は文部科学省が提唱する「生き

る力」を構成する 3 つの要素の 2 つであり，
学力および体力を学校教育において高める
べく日常の教育活動・学習活動は実施されて
いる．近年は，子どもたちの学力低下そして
体力低下のどちらもが社会問題化しており，
いずれにも対応することが喫緊の課題とな
っている．しかしながら，これまで多くの
人々が学力と体力は両立しないもの，相反す
るものと捉えてきた． 
海外においては，2000 年代初めから一過

性の運動が子どもの認知機能を高めること
が報告され，また他方で体力レベルの高い子
どもは認知機能が高いことが報告された．と
ころが，これらの海外における先行研究では
体格の影響や，社会経済的要因（世帯収入や
親の学歴）などの交絡因子については補正さ
れておらず，それらの影響を除いた分析によ
って，体力が学業成績にどの程度の影響を及
ぼすのかを明らかにする必要性があった．そ
れと同時に日本人で同様な関連性がみられ
るのか，そして日本の教育制度下においても
学業成績と体力に関連性がみられるのかを
明らかにすることが重要であった． 
 他方で，体力低下や低体の子どもの背景に
あると考えられる「体育嫌い」や「運動嫌い」
がいつ，どのような要因によって生み出され
るのかについても明らかになっていない．そ
れらを明確にすることは体力低下問題を解
決するために重要な意義がある． 
 
２．研究の目的 
 

以上のような背景にもとづき，本研究課題
では（1）体力と学業成績の関連性を横断的
および縦断的研究によって調査し，その基盤
的要因の検討，（2）学校教育・学校体育の中
での両者の相互作用を生み出す方法論の模
索，そしてその阻害要因になりうると考えら
れる“運動嫌い”を生み出す要因そしてその
学業成績への影響の検討を行う．これにより，
これまで対立要因とされ「学力 vs 体力」と
いう関係から「学力を支える体力」という関
係へのパラダイムシフトの実現を目指す． 
 
３．研究の方法 
以下の（2）から（6）までの項目を平成 24

年度（初年度）に調査し，（2）から（5）ま
での項目は平成 25年度および平成 26年度に
も調査を行った．各年度で横断的に分析が可
能であり，また初年度からの 1 年間の変化も
しくは 3 年目までの 2 年間の推移を分析する
ことで縦断的な解析が可能となった． 
（1）対象者：北海道内の公立中学校，計 8
校の協力を得て，1100 名ほどの中学 1 年生
およびその保護者に調査依頼を行った．その
うち570名から本調査への協力について了解
を得た． 

（2）学業成績：各期末に出された９教科（国
語、社会，数学，理科，英語，音楽，美術，
技術，保健体育）の指導要録に基づく各教科
の絶対評価を調査．全９教科の合計評定や体
力や肥満との関連性を検討する際には，保健
体育の評定値を除いた８教科の合計評定で
検討した． 
（3）体力・体格：新体力テストの測定項目 8
種目（握力，上体起こし，長座体前屈，反復
横跳び，立ち幅跳び，持久走もしくは 20m シ
ャトルランテスト，50 メートル走，ハンドボ
ール投げ）の各種目の得点および全８種目の
合計点数によって体力を評価した．体格は身
長および体重から体格指数（BMI）を算出し
評価した． 
（4）生活習慣：睡眠時間や睡眠の満足感な
どの睡眠状態，朝食摂取状況，運動部所属の
有無や運動日数，テレビ視聴時間などの座業
活動時間などを調査．学習状況（通塾の有無）
や学習に対する意欲も調査． 
（5）心理的要因：運動・スポーツそして保
健体育の志向性，モチベーション要因につい
ても調査した． 
（6）社会経済的因子：任意回答によって世
帯年収区分および学歴区分について保護者
に調査した． 
 
４．研究成果 
 本研究成果報告書作成時まで中学 1年生時
点の横断的分析を中心に進めてきた．中学 3
年生時のデータは研究期間終了直前にデー
タが得られたため，それら中学 3 年生時点の
データとそれまでの 2年間のデータと結合す
る作業を進めつつ，今後 3 年間のデータを用
いた縦断的分析は順次解析を進め，今後成果
公表を行う． 
 これまで実施した分析においては，中学 1
年生時の新体力テスト得点合計と 8教科評定
合計との間に，男女とも正の相関関係が認め
られた（図 1，図 2）．このことは中学 1 年生
時点の体力レベルが高い生徒が良好な学業
成績となっていること，さらに体力レベルの
有無が学業成績の良否に影響を及ぼしてい
る可能性を示している． 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 図 3 は，中学 1 年生時点の肥満傾向の有無
による学業成績の違いについて示した図で
ある．肥満傾向の有無は，成人期の肥満基準
である BMI 25 を上回ることによって分類し
た．その結果，中学 1 年生時点において成人
期の肥満基準である BMI 25 を上回っている
生徒は，肥満傾向でない生徒と比較して，学
業成績が低値を示していた． 
学業成績には子ども自身の社会経済的環

境，たとえば親の学歴や世帯収入などが影響
するとされている．本研究課題においては
65%ほどの保護者からそれらの状況について
のアンケートに回答を得た．母親の学歴が，
高卒以下と短大・専門学校以上によって区分
し，また世帯収入を 600 万円以上かそれ以下
かによって区分した．それらを調整変数に用
い，学業成績を従属変数にした重回帰分析を
行った．その結果，男子生徒において，新体
力テスト得点合計は社会経済的要因の影響
を除去しても，学業成績と関連性を有してい
ることが明らかとなった．この分析において
肥満傾向の有無についても体力テスト得点
合計と独立して学業成績に関連性を有する
か検討したが，男子生徒の分析においては肥
満の有無は独立した関連性を有していなか
った． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

他方，女子生徒においては，男子生徒と異
なり，新体力テスト得点合計と学業成績の関
連性は認められず，肥満傾向を有するか否か
が社会経済的要因の影響を除去した条件に
おける影響要因として認められた． 
これらのことは男子生徒では体力レベル

が高いことが学業成績に有利に作用する可
能性を示し，他方で女子生徒においては肥満
傾向でないことが学業成績の良否に影響し
ている可能性がある．さらに，2 時間を超え
るゲームや携帯電話等の使用も体力レベル
や肥満と独立して学業成績と関連性を有す
ることも示唆された． 
 以上述べた横断的データの分析のみなら
ず縦断的にデータからは，中学 1 年生時点の
1 週間当たりの運動頻度も学業成績に影響す
る要因となることが示唆された．とくに，男
子生徒で中学 1年生時点で運動頻度がほとん
どない（2 日／週以下）生徒たちは，他の生
徒たちに比較して学業成績が低値を示して
いた．女子生徒では，この傾向は観察されて
なかった． 
 以上，本研究課題の遂行そして横断的分析
を中心とした結果から，中学生期の学業成績
と関連を有する因子として，体力レベル，肥
満の有無，運動頻度，テレビ・ゲーム等の長
時間使用の有無があげられた．今後，さらに
生徒の心理的要因（モチベーション要因や運
動嫌い発生の影響など）と学業成績との関連
性，そして網羅的な縦断的分析を進め，中学
生期の学業成績に影響を及ぼす要因を明ら
かにしつつ，それに加えて学力向上に資する
知見を提供することを目指したいと考える． 
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図 2．新体力テスト得点と 8 教科評定合計
値との関連性（女子）． 
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