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令和元年度大分県児童生徒の体力・運動能力等調査実施要項 
  

１１    調調査査目目的的  

本本県県児児童童生生徒徒のの体体力力・・運運動動能能力力等等のの現現状状をを明明ららかかににしし、、体体育育・・保保健健体体育育授授業業のの工工夫夫・・改改善善ののたた

めめのの基基礎礎資資料料ととすするるととととももにに、、子子どどもものの体体力力向向上上にに係係るる施施策策のの成成果果とと課課題題のの検検証証にに活活用用すするる。。  

ままたた、、児児童童生生徒徒一一人人一一人人がが体体力力・・運運動動能能力力等等にに関関心心ををももちち、、進進んんでで自自己己のの体体力力やや能能力力にに応応じじたた

体体育育的的活活動動をを実実施施すするるたためめのの動動機機づづけけととすするる。。  
 
２２    調調査査期期間間  

      令令和和元元年年５５月月～～７７月月  
 
３３  調調査査項項目目  

 （（１１））体体力力・・運運動動能能力力にに関関すするる調調査査（（新新体体力力テテスストト））                                                                  

小小学学校校  ：：１１年年～～６６年年  ((  66歳歳  ～～  1111歳歳  ))  
中中  学学  校校  ：：１１年年～～３３年年  ((  1122歳歳  ～～  1144歳歳  ))  
高高等等学学校校  ：：１１年年～～４４年年  ((  1155歳歳  ～～  1188歳歳  ))  

①①  握握力力  
②②  上上体体起起ここしし  
③③  長長座座体体前前屈屈  
④④  反反復復横横ととびび  
⑤⑤  ２２００ｍｍシシャャトトルルラランン  
  
⑥⑥  ５５００ｍｍ走走  
⑦⑦  立立ちち幅幅ととびび  
⑧⑧  ソソフフトトボボーールル投投げげ  

①①  握握力力  
②②  上上体体起起ここしし  
③③  長長座座体体前前屈屈  
④④  反反復復横横ととびび  
⑤⑤  持持久久走走（（男男子子１１５５００００ｍｍ・・女女子子１１００００００ｍｍ））  

ままたたはは２２００ｍｍシシャャトトルルラランン  
⑥⑥  ５５００ｍｍ走走  
⑦⑦  立立ちち幅幅ととびび  
⑧⑧  ハハンンドドボボーールル投投げげ  

                                                       （（注注））年年齢齢はは４４月月１１日日現現在在  
   
（（２２））生生活活習習慣慣等等にに関関すするる調調査査（（質質問問紙紙））  

①①  運運動動部部やや地地域域ススポポーーツツククララブブへへのの所所属属状状況況（（ススポポーーツツ少少年年団団をを含含みみまますす））  
運運動動部部やや地地域域ススポポーーツツククララブブににははいいっってていいまますすかか。。  
②②  運運動動・・ススポポーーツツのの実実施施状状況況（（徒徒歩歩通通学学やや外外遊遊びびはは含含むむがが、、学学校校のの体体育育のの授授業業はは含含ままなないい。。））  
運運動動ややススポポーーツツををどどののくくららいいししてていいまますすかか。。  
③③  １１日日のの運運動動・・ススポポーーツツ実実施施時時間間（（徒徒歩歩通通学学やや外外遊遊びびはは含含むむがが、、学学校校のの体体育育のの授授業業はは含含ままなないい。。））  
運運動動ややススポポーーツツををすするるととききはは、、１１日日ににどどののくくららいいのの時時間間ししまますすかか。。  
④④  朝朝食食のの有有無無：：朝朝ごご飯飯  
朝朝食食はは食食べべまますすかか。。  
⑤⑤  １１日日のの睡睡眠眠時時間間  
⑥⑥  １１日日ののテテレレビビのの視視聴聴時時間間（（テテレレビビゲゲーームム、、イインンタターーネネッットトもも含含むむ））  
１１日日ににどどののくくららいいテテレレビビをを見見まますすかか。。  
⑦⑦  就就寝寝：：早早寝寝  
夜夜更更かかししををせせずず、、時時刻刻をを決決めめてて寝寝てていいまますすかか。。  
⑧⑧  起起床床：：早早起起きき  
早早起起ききをを心心ががけけ、、時時刻刻をを決決めめてて起起ききてていいまますすかか。。  
⑨⑨  食食事事  
好好ききききららいいををせせずず、、残残ささずず食食べべてていいまますすかか。。  
⑩⑩  運運動動((体体をを動動かかすす遊遊びびをを含含むむ))へへのの愛愛好好度度  
運運動動ややススポポーーツツををすするるここととはは好好ききでですすかか。。  
⑪⑪  １１日日のの家家庭庭学学習習時時間間（（学学習習塾塾のの時時間間はは含含むむ））  
１１日日ににどどののくくららいい家家庭庭学学習習ををししてていいまますすかか。。  
⑫⑫66～～1111歳歳    小小学学校校入入学学前前のの外外遊遊びびのの状状況況  小小学学校校入入学学前前ははどどののくくららいい外外でで体体をを動動かかすす遊遊びびををししてていいままししたたかか。。  
⑫⑫1122～～1188歳歳  ねねばばりり強強ささ                                    ななんんででもも最最後後ままででややりりととげげたたいいとと思思いいまますすかか。。  
⑬⑬  学学校校生生活活のの充充実実度度  
学学校校生生活活はは楽楽ししいいでですすかか。。  

学校生活の充実度(高校)

学校生活の充実度と体力合計点との関連(高校)

男子 女子

54.6 % 

56.0 % 

36.0 % 

35.7 % 

6.3 % 

5.8 % 

3.2 % 

2.5 % 

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

男子 

女子 

楽しい 

やや楽しい 

あまり楽しくない 

楽しくない 

52.62  
49.83  47.94  46.77  

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

楽しい あまり楽しくない 

51.16  
48.37  47.71  45.51  

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

楽しい あまり楽しくない 



− 40 −− 40 −

 

令令和和元元年年度度全全国国体体力力・・運運動動能能力力、、運運動動習習慣慣等等調調査査結結果果  

 

１１  調調査査目目的的  

((１１))  子子どどもものの体体力力・・運運動動能能力力等等のの状状況況にに鑑鑑みみ、、国国がが全全国国的的なな子子どどもものの体体力力・・運運動動能能力力やや運運

動動習習慣慣・・生生活活習習慣慣等等をを把把握握・・分分析析すするるここととにによよりり、、子子どどもものの体体力力・・運運動動能能力力やや運運動動習習慣慣

等等のの向向上上にに係係るる施施策策のの成成果果とと課課題題をを検検証証しし、、そそのの改改善善をを図図るる。。  

((２２))  各各教教育育委委員員会会、、各各国国公公私私立立学学校校がが全全国国的的なな状状況況ととのの関関係係ににおおいいてて自自ららのの子子どどもものの体体

力力・・運運動動能能力力のの向向上上にに係係るる施施策策（（各各国国公公私私立立学学校校ににおおいいててはは取取組組））のの成成果果とと課課題題をを把把握握

しし、、そそのの改改善善をを図図るるととととももにに、、そそののよよううなな取取組組をを通通じじてて、、子子どどもものの体体力力・・運運動動能能力力のの向向

上上にに関関すするる継継続続的的なな検検証証改改善善ササイイククルルをを確確立立すするる。。  

((３３))  各各国国公公私私立立学学校校がが各各児児童童生生徒徒のの体体力力・・運運動動能能力力やや運運動動習習慣慣、、生生活活習習慣慣等等をを把把握握しし、、学学

校校ににおおけけるる体体育育･･健健康康等等にに関関すするる指指導導ななどどのの改改善善にに役役立立ててるる。。  

 

２２  調調査査対対象象ととすするる児児童童生生徒徒  

国国・・公公・・私私立立学学校校のの以以下下のの学学年年のの原原則則ととししてて全全児児童童生生徒徒をを対対象象。。  

((１１))  小小学学校校調調査査  

小小学学校校、、義義務務教教育育学学校校前前期期課課程程及及びび特特別別支支援援学学校校小小学学部部のの第第５５学学年年全全員員  

((２２))  中中学学校校調調査査  

中中学学校校、、義義務務教教育育学学校校後後期期課課程程、、中中等等教教育育学学校校前前期期課課程程及及びび特特別別支支援援学学校校中中学学部部のの２２   

年年生生全全員員  

※※特特別別支支援援学学校校及及びび小小中中学学校校のの特特別別支支援援学学級級にに在在籍籍ししてていいるる児児童童生生徒徒のの参参加加ににつついいてて

はは、、そそのの障障ががいいのの状状態態等等にによよるる。。  

 

３３  調調査査内内容容  

((１１))  児児童童生生徒徒にに対対すするる調調査査  

アア  実実技技にに関関すするる調調査査  

［［８８種種目目］］握握力力、、上上体体起起ここしし、、長長座座体体前前屈屈、、反反復復横横ととびび、、2200ｍｍシシャャトトルルラランン（（中中学学校校

はは持持久久走走ととのの選選択択））、、5500ｍｍ走走、、立立ちち幅幅ととびび、、ソソフフトトボボーールル投投げげ（（小小学学校校のの

みみ））、、ハハンンドドボボーールル投投げげ（（中中学学校校ののみみ））  

  

イイ  質質問問紙紙調調査査（（運運動動習習慣慣、、生生活活習習慣慣等等））  

  ((２２))  学学校校にに対対すするる質質問問紙紙調調査査  

・・子子どどもものの体体力力・・運運動動能能力力、、運運動動習習慣慣等等のの向向上上にに係係るる学学校校のの取取組組等等  

  

４４  調調査査実実施施期期間間  

（（１１））実実技技調調査査実実施施期期間間：：２２００１１９９年年４４月月かからら７７月月末末ままででのの期期間間  

（（２２））児児童童生生徒徒、、学学校校質質問問紙紙調調査査実実施施期期間間：：調調査査票票到到着着かからら７７月月末末ままででのの期期間間  

  

５５  調調査査実実施施校校数数（（国国立立・・公公立立、、私私立立））  

２２９９，，８８７７５５校校（（小小学学校校１１９９，，５５８８３３校校、、中中学学校校１１００，，２２９９２２校校））  

  

６６  大大分分県県児児童童生生徒徒のの状状況況（（詳詳細細はは別別紙紙資資料料））  

（（１１））調調査査校校数数・・児児童童生生徒徒数数（（公公立立））  

①①  小小学学校校（（２２５５６６校校、、男男子子５５，，００１１９９名名、、女女子子４４，，８８４４９９名名：：特特別別支支援援学学校校含含むむ））  

②②  中中学学校校（（１１２２２２校校、、男男子子４４，，３３４４７７名名、、女女子子４４，，２２１１５５名名：：特特別別支支援援学学校校含含むむ））  

４４  調調査査対対象象  

（（１１））小小 学学 校校（（１１年年～～６６年年））：：全全公公立立小小学学校校（（分分校校含含むむ））・・全全児児童童（（質質問問紙紙調調査査はは４４年年生生以以上上））  
（（２２））中中 学学 校校（（１１年年～～３３年年））：：全全公公立立中中学学校校・・全全生生徒徒  

（（３３））高高等等学学校校（（１１年年～～４４年年））：：全全公公立立高高等等学学校校・・全全生生徒徒（（定定時時制制をを含含むむ））  

  

※※  調調査査はは、、全全校校種種・・全全学学年年・・全全児児童童生生徒徒・・全全項項目目のの実実施施をを原原則則ととすするる。。  

たただだしし、、校校舎舎改改築築やや運運動動場場整整備備等等のの事事情情にによよりり、、実実施施がが困困難難なな場場合合ににはは、、そそのの項項目目をを実実施施しし

なないいここととががででききるるももののととすするるがが、、調調査査期期間間内内にに整整備備等等がが終終了了しし、、実実施施がが可可能能ととななっったた場場合合ににはは、、

調調査査をを実実施施すするるももののととすするる。。  

ままたた、、健健康康上上実実施施がが困困難難なな児児童童生生徒徒ににつついいててもも同同様様ととすするるがが、、そそのの場場合合ににおおいいててもも、、調調査査期期

間間内内にに、、健健康康がが回回復復ししたた場場合合ににはは個個別別にに調調査査をを実実施施すするるももののととすするる。。  

          

５５  調調査査結結果果のの用用紙紙等等ののダダウウンンロローードド・・入入力力ににつついいてて【【結結果果報報告告業業務務のの手手順順 vveerr11..33  参参照照】】  

（（１１））ダダウウンンロローードド：：教教育育行行政政用用パパソソココンンをを使使用用しし、、WWeebbペペーージジ（（hhttttpp::////ooeenn..ooiittaa--eedd..jjpp//ttaaiirryyookkuu//））  かからら

各各校校種種ののシシーートト等等ををダダウウンンロローードド。。  

（（２２））  入入    力力  ：：２２００１１９９年年度度のの各各校校種種ののシシーートトにに入入力力。。過過去去ののシシーートトでではは提提出出不不可可能能。。  

  

※ 小小学学校校４４年年生生以以上上がが実実施施すするる生生活活習習慣慣等等にに関関すするる調調査査ににつついいてて、、質質問問紙紙はは、、上上記記「「各各校校種種シシーートト」」  

をを開開きき、、下下ののタタブブかからら「「アアンンケケーートト用用紙紙」」をを選選択択しし、、各各学学校校でで印印刷刷ししてて使使用用すするる。。  

    ※※  入入力力シシーートト（（エエククセセルル））ののママククロロ等等をを改改変変ししなないいこことと。。  

  

６６  調調査査結結果果のの提提出出  

（（１１））対対象象：：調調査査をを実実施施ししたた全全ててのの学学校校・・全全ててのの児児童童生生徒徒（（特特別別支支援援学学校校はは提提出出のの必必要要ははあありりまませせんん。。））  

  （（２２））期期間間：：令令和和元元年年７７月月１１日日（（月月））～～令令和和元元年年８８月月３３００日日（（金金））  

    （（３３））入入力力ををししたたエエククセセルルシシーートトをを、、「「体体力力テテスストト結結果果報報告告業業務務手手順順 vveerr11..33」」をを参参照照しし、、そそのの中中にに示示しし

ててああるる手手順順にに従従っってて提提出出。。  

（（４４））作作業業はは、、教教育育行行政政用用パパソソココンンをを使使用用しし、、上上記記「「平平成成３３１１年年度度大大分分県県児児童童生生徒徒のの体体力力・・運運動動能能力力等等

調調査査」」ににおおけけるる結結果果入入力力ににつついいてて  →→    hhttttpp::////ooeenn..ooiittaa--eedd..jjpp//ttaaiirryyookkuu//    かからら提提出出。。  

    
７７  そそのの他他  

（（１１））新新体体力力テテスストトににつついいててはは、、新新体体力力テテスストト実実施施要要項項にに基基づづきき実実施施すするるこことと。。  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
          

  

（（２２））入入力力シシーートト（（集集計計ソソフフトト））でではは、、学学校校のの平平均均値値やや体体力力・・運運動動能能力力調調査査とと生生活活習習慣慣等等調調査査ののククロロスス

集集計計、、個個人人判判定定票票をを利利用用しし、、児児童童生生徒徒のの実実態態にに応応じじたた指指導導やや体体力力のの向向上上にに活活用用すするるこことと。。  

（（３３））問問いい合合わわせせ：：【【調調査査ににつついいてて】】      体体育育保保健健課課学学校校体体育育班班              009977--550066--55663399  

：：【【提提出出等等操操作作ににつついいてて】】県県教教育育委委員員会会ヘヘルルププデデススクク    009977--550066--55446666((55446677..55446688))  

※※教教育育行行政政用用パパソソココンンととはは、、人人事事管管理理シシスステテムムややスストトレレスス診診断断シシスステテムムがが利利用用ででききるるパパソソココンン。。  

    （（仮仮想想シシスステテムムでではは、、アアククセセスス不不可可能能。。））  

実実施施上上のの一一般般的的注注意意  【【ススポポーーツツ庁庁「「新新体体力力テテスストト実実施施要要項項（（６６歳歳～～１１１１歳歳対対象象））」」かからら一一部部抜抜粋粋】】  

１１  テテスストト実実施施にに当当たたっっててはは、、被被測測定定者者のの健健康康状状態態をを十十分分把把握握しし、、事事故故防防止止にに万万全全のの注注意意をを払払うう。。特特にに、、

医医師師かからら運運動動をを禁禁止止ままたたはは制制限限さされれてていいるる者者ははももちちろろんん、、  当当日日身身体体のの異異常常（（発発熱熱、、倦倦怠怠感感ななどど））  をを

訴訴ええるる者者ににはは行行わわなないい。。ななおお、、１１年年生生ににつついいててはは、、健健康康診診断断実実施施後後にに行行うう。。  

２２  熱熱中中症症にによよるる事事故故をを防防ぐぐたためめ、、テテスストトをを実実施施すするる際際はは、、「「熱熱中中症症をを予予防防ししよようう－－知知っってて防防ごごうう熱熱中中

症症（（独独立立行行政政法法人人日日本本ススポポーーツツ振振興興セセンンタターー））」」等等をを参参考考ととすするる。。ままたた、、十十分分にに水水分分補補給給すするるここととがが

ででききるるよよううににすするるここととやや、、日日よよけけをを設設けけるるこことと、、換換気気をを十十分分にに行行ううここととななどど適適切切なな配配慮慮ををすするる。。  

３３  テテスストトはは定定めめらられれたた方方法法ののととおおりり正正確確にに行行うう。。ままたた、、低低学学年年のの場場合合はは、、ああららかかじじめめテテスストト運運動動にに慣慣

ららししてておおくくここととがが望望ままししいい。。  

４４  テテスストト前前後後ににはは、、適適切切なな準準備備運運動動及及びび整整理理運運動動をを行行うう。。  

５５  テテスストト場場のの整整備備、、器器材材のの点点検検をを行行うう。。  

６６  テテスストトのの順順序序はは定定めめらられれててははいいなないいがが、、２２００ｍｍシシャャトトルルラランン（（往往復復持持久久走走））はは最最後後にに実実施施すするる。。  


