
種目 記録 得点

❶　握
あく

力
りょく

右 １回目 k ２回目 k

左 １回目 k ２回目 k

平
へい

均
きん

  k

❷　上体起こし   回

❸　長
ちょう

座
ざ

体
たい

前
ぜん

屈
くつ

１回目 cm ２回目 cm

❹　反
はん

復
ぷく

横とび １回目 点（回） ２回目 点（回）

❺　20mシャトルラン（往
おう

復
ふく

持
じ

久
きゅう

走
そう

）  回

❻　50m走  　　　　　　　　　　　　　秒 

❼　立ち幅
はば

とび １回目 cm ２回目 cm

❽　ソフトボール投げ １回目 m ２回目 m

総
そう

合
ごう

評
ひょう

価
か

Ａ　　　Ｂ　　　Ｃ　　　Ｄ　　　Ｅ 得点合計

体
たい

格
かく

（１）身長　　　　　 ． 　cm　（２）体重　　　　　 ． 　k 　（３）座
ざ

高
こう

　　　　　 ． 　cm 

実
じつ

技
ぎ

に関する調
ちょう

査
さ

  2回テストをする種目については，良いほうの記録の左側に○をつけてください。

※小数点以下
　は切りすて

質
しつ

問
もん

紙調査（質問は40まであります。裏
うら

面
めん

につづきます。）  ※あてはまる番号を１つぬってください。□には数字を記入してください。

裏
うら

面
めん

につづきます。

1 学校名 小学校
特別支

し

援
えん

学校 2 性
せい

別
べつ

1　男　　 2　女 No.

3 運動部やスポーツクラブにはいっていま
すか。（スポーツ少年団

だん

をふくみます） 1　はいっている　　　　　　　　　　　　　　　　 2　はいっていない

4 運動やスポーツをどのくらいしています
か。（学校の体育の授

じゅ

業
ぎょう

をのぞきます） 1 　ほとんど毎日（週に3日以上）　　 2 　時 （々週に1～2日くらい）　　 3 　ときたま（月に1～3日くらい）　　 4 　しない

5
土曜日に運動やスポーツをしていますか。

1　している　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2　していない

「している」と答えた人は，ひと月（４週間）あたり
何回の土曜日に，運動やスポーツをしていますか。 1　月に１回　　　　 2　月に２回　　　　 3　月に３回　　　　 4　月に４回

6
日曜日に運動やスポーツをしていますか。

1　している　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2　していない

「している」と答えた人は，ひと月（４週間）あたり
何回の日曜日に，運動やスポーツをしていますか。 1　月に１回　　　　 2　月に２回　　　　 3　月に３回　　　　 4　月に４回

7
質問4についてくわしく教えてください。
平日（月曜日から金曜日）では，平均して１日に
どのくらいの時間，運動やスポーツをしていますか。
（学校の体育の授業をのぞきます）
※運動やスポーツをしない場合は「０分」と記入してください。

１．朝始業前 　　　　　分　　　２．中休み（20分休みなど） 　　　　　分　

３．昼休み 　　　　　分

４．放課後（下校までの時間に） 　　　時間 　　　　　分

５．下校後 　　　時間 　　　　　分

8
ふだんの１週間について聞きます。
学校，学校外で１日の運動やスポーツをしている時間を合計すると，
おおよそどのくらいしていますか。（学校の体育の授業をのぞきます）
※運動やスポーツをしない曜日は「０分」と記入してください。

9 朝食は食べますか 1　毎日食べる　　　　　 2　食べない日がある　　　　　 3　毎日食べない　　　　

10 １日の睡
すい

眠
みん

時間 1　６時間未満　　　　　 2　６時間以上８時間未満　　　 3　８時間以上

11 １日にどのくらいテレビを見ますか。
（テレビゲームもふくみます） 1　１時間未満　　　 2　１時間以上２時間未満　　　 3　２時間以上３時間未満　　　　　 4　３時間以上

※小数点以下
　は切りすて

※折り返した回数を記入

※平均を求めるときは，左右おのおのの良いほうの
　記録を平均し，小数点以下を四捨五入する

※小数点以下
　は切りすて

※切り上げて
　1/10 秒まで記入

※小数点以下
　は切りすて

（小数第１位まで）

5－2

「している」と答えた人は
5 -2へ

6－2

「している」と答えた人は
6 -2へ

小学校 平成25年度　全国体力・運動能力、運動習慣等調査
児童調査票（第5学年）

月 火 水 木 金 土 日

分 分 分 分 分 分 分

1

数字見本にならって記入しましょう。

〈番号を選んで答える〉

〈数字を記入〉

良い例 悪い例 番号を選んで答える質
問は「良い例」にならっ
てあてはまる番号を
1つぬりましょう。

2 3 4 5 6 7 8 9 0



12
今後どのようなことがあれば，
今よりもっと運動やスポーツを
してみようと思いますか。
あてはまるものをすべて選んでください。

　

13 運動やスポーツをすることは得意ですか。 1　得意　　　　 2　やや得意　　　　 3　やや苦手　　　　 4　苦手

14 運動やスポーツをすることは好きですか。 1　好き　　　　 2　やや好き　　　　 3　ややきらい　　　 4　きらい

体育の授業について聞きます（15～25）。あなたの気持ち・取組にもっとも近い番号を選んでください。

15 体育の授業は楽しい 1　そう思う　　　　 2　ややそう思う　　　　 3　あまりそう思わない　　　　 4　まったくそう思わない

16 できなかったことができるようになる 1　そう思う　　　　 2　ややそう思う　　　　 3　あまりそう思わない　　　　 4　まったくそう思わない

17 運動のコツやポイントが分かる 1　そう思う　　　　 2　ややそう思う　　　　 3　あまりそう思わない　　　　 4　まったくそう思わない

18 友達にみとめてもらえる 1　そう思う　　　　 2　ややそう思う　　　　 3　あまりそう思わない　　　　 4　まったくそう思わない

19 先生にほめてもらえる 1　そう思う　　　　 2　ややそう思う　　　　 3　あまりそう思わない　　　　 4　まったくそう思わない

20 友達と協力して学習をしている 1　そう思う　　　　 2　ややそう思う　　　　 3　あまりそう思わない　　　　 4　まったくそう思わない

21 先生にていねいに教えてもらえる 1　そう思う　　　　 2　ややそう思う　　　　 3　あまりそう思わない　　　　 4　まったくそう思わない

22 授業でしたことを，休み時間や家庭など
授業以外でもするようにしている 1　そう思う　　　　 2　ややそう思う　　　　 3　あまりそう思わない　　　　 4　まったくそう思わない

23 体育は自分にとって大切なものである 1　そう思う　　　　 2　ややそう思う　　　　 3　あまりそう思わない　　　　 4　まったくそう思わない

24 自分のめあてに向けて練習の場などを
選んでいる 1　そう思う　　　　 2　ややそう思う　　　　 3　あまりそう思わない　　　　 4　まったくそう思わない

25 好きな種目を見つけられる 1　そう思う　　　　 2　ややそう思う　　　　 3　あまりそう思わない　　　　 4　まったくそう思わない

26 小学校１・２年生のころは運動やスポーツ，
運動遊びなどをすることが得意でしたか。 1　得意だった　　　 2　やや得意だった　　　 3　やや苦手だった　　　　 4　苦手だった

27 小学校１・２年生のころは運動やスポーツ，
運動遊びなどをすることが好きでしたか。 1　好きだった　　　 2　やや好きだった　　　 3　ややきらいだった　　　 4　きらいだった

小学校１・２年生の時の体育の授業について聞きます（28～38）。あなたの気持ち・取組にもっとも近い番号を選んでください。

28 体育の授業は楽しかった 1　そう思う　　　　 2　ややそう思う　　　　 3　あまりそう思わない　　　　 4　まったくそう思わない

29 できなかったことができるようになった 1　そう思う　　　　 2　ややそう思う　　　　 3　あまりそう思わない　　　　 4　まったくそう思わない

30 運動のコツやポイントが分かった 1　そう思う　　　　 2　ややそう思う　　　　 3　あまりそう思わない　　　　 4　まったくそう思わない

31 友達にみとめてもらえた 1　そう思う　　　　 2　ややそう思う　　　　 3　あまりそう思わない　　　　 4　まったくそう思わない

32 先生にほめてもらえた 1　そう思う　　　　 2　ややそう思う　　　　 3　あまりそう思わない　　　　 4　まったくそう思わない

33 友達と協力して学習をしていた 1　そう思う　　　　 2　ややそう思う　　　　 3　あまりそう思わない　　　　 4　まったくそう思わない

34 先生にていねいに教えてもらえた 1　そう思う　　　　 2　ややそう思う　　　　 3　あまりそう思わない　　　　 4　まったくそう思わない

35 授業でしたことを，休み時間や家庭など
授業以外でもするようにしていた 1　そう思う　　　　 2　ややそう思う　　　　 3　あまりそう思わない　　　　 4　まったくそう思わない

36 体育は自分にとって大切なものであった 1　そう思う　　　　 2　ややそう思う　　　　 3　あまりそう思わない　　　　 4　まったくそう思わない

37 自分のめあてに向けて練習の場などを
選んでいた 1　そう思う　　　　 2　ややそう思う　　　　 3　あまりそう思わない　　　　 4　まったくそう思わない

38 好きな種目を見つけられた 1　そう思う　　　　 2　ややそう思う　　　　 3　あまりそう思わない　　　　 4　まったくそう思わない

39 小学校入学前は運動遊びや体を動かすこと
が得意でしたか。 1　得意だった　　　 2　やや得意だった　　　 3　やや苦手だった　　　　 4　苦手だった

40 小学校入学前は運動遊びや体を動かすこと
が好きでしたか。 1　好きだった　　　 2　やや好きだった　　　 3　ややきらいだった　　　 4　きらいだった

自分が好きな種目，できそうな種目があったら 上手にできなくても自分のペースで運動や
スポーツを行うことができたら

授
じゅ

業
ぎょう

でていねいに教えてもらえたら 一人でもできるものがあったら

友達といっしょにできたら 家族といっしょにできたら

いつでも自由に使えたり遊べたりする場所が
あったら 学校の中で自由な時間があったら

自分の体力，運動能
のう

力
りょく

や体のことで不安な
ことがあったら 友達からさそわれたら

先生や家族からすすめられたら 運動やスポーツで活やくしている選手，
有名人に教えてもらえたら

体型の変化に効
こう

果
か

があると分かったら

1　

3　

5　

7　

9　

11　

13　

2　

4　

6　

8　

10　

12　
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