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平成28年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査
結果報告書の各学校・教育委員会等での活用について

　本報告書は、平成28年度に実施した全国体力・運動能力、運動習慣等調査結果をまとめた
ものです。
　各学校・教育委員会等では、本報告書の下記の例のような活用によって、調査対象学年担当
教員、体育・保健体育担当教員のみならず学校内の教職員全体により、学校の教育活動全体を
通じた体育・保健体育の向上に関する指導の工夫・改善を進めること等が期待されます。

１.	今年度の実技調査・質問紙調査（児童生徒・学校）・教育委員会アン
ケートから明らかになった結果の概要と特徴的なポイントを把握する。

p.9

①授業改善で子供の体力や意識の向上において成果が見られた児
童生徒の特徴・学校の取組

分析結果 p.26
取組事例 p.30

２.	授業改善、授業以外の取組などによって体力の向上に成果が見ら
れた小学校・中学校・教育委員会の事例を参考にする。

p.21

②授業以外で子供の体力や意識の向上において成果が見られた児
童生徒の特徴・学校の取組

分析結果 p.50
取組事例 p.54

③子供の体力や意識の向上において成果が見られた教育委員会の
取組

分析結果 p.74
取組事例 p.76

小 学 校 p.106
中 学 校 p.144

p.99
３.	児童生徒の体力・運動能力、運動習慣等について、全国的な状況
と各都道府県の状況を把握、分析する。

４.	学校等の全国的な取組の状況を把握、分析する。 学校質問紙 p.182
教育委員会
アンケート p.196

5.	結果資料CDや取組チェックシート、学校用確認シートを活用して自
校の状況を把握、分析する。

CDの活用法 p.5、
p.208

学校用確認
シート

報告書に
同送
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CDの活用法 調査結果の有効な活用のために
（使用の手引）

◆CD内の「基本集計」ファイルを使用します。

　本報告書にCDマークのあるグラフは、各学校に
送付した結果資料CDで自校の結果が確認できます。
　調査結果は学校ごとに異なります。各学校の調査
結果を分析し、体力の向上に向けての取組の改善に
生かしましょう。

　得られた結果は校内で分析・考察することはもと
より、学校だより等を活用し、家庭や地域とも共有
しましょう。

マークの見方

実際にCDを使用する際は、p.208「結果資料CD
を使用するにあたって」を読んでください。

本報告書と同様のグラフが「結果資料CD」に収
録されたクロス集計システムで、作成できます。

ＣＤマーク

次の手順で、自校の調査結果を見てみましょう。
基本集計を見てみましょう。１

●体格集計シート ●児童 /生徒質問紙集計シート

●１週間の総運動時間シート

●学校質問紙集計シート

●実技集計シート

●個人データシート

＊教育委員会には、所管の学校の総計した集計値が表示されます。
＊教育委員会・私学主管には、所管学校の集計値の一覧表シートが含まれています。
＊�私学主管には、体格集計シート、実技集計シート、児童/生徒質問紙集計シート、学校質問紙集計シート、1週間の総運動時間シート
は含まれていません。
＊国・私立学校は、内容が一部異なります。

C D
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◆CD内の「クロス集計システム」ファイルを使用します。
　児童生徒の実技調査と質問紙調査や一部の質問紙調査同士の相関をグラフと表で表し、より詳細な分析
を行うことができます。

◆次のような相関も見てみましょう。

●「運動が好き」の肯定・否定と「日曜日運動時間」

【例】
「体力合計点」と「運動部やスポーツクラブに入ったきっかけ」の相関を調べたい場合

生活習慣などの質問紙項目との関連を見てみましょう。

❶「分析の切り口」プルダウンメニュー
　から、「体力合計点」を選択する。

分析の切り口（６項目）
・体力合計点
・１週間の総運動時間
・総合評価
・「運動が好き」の肯定・否定
・「体育の授業は楽しい」の肯定・否定
・「運動部・スポーツクラブ所属」の肯定・否定

質問紙項目の例
・運動は大切
・日曜日運動時間
・１日の睡眠時間
・体育／保健体育の授業は楽しい
など

❷「質問紙項目」プルダウンメニューから、
　「�運動部やスポーツクラブに入ったきっ
かけ」を選択する。

分析の切り口から、
「運動が好き」の肯定・否定を
選択する。

質問紙項目から、
「日曜日運動時間」を選択する。

例えば、このようなグラフが表示されます。

注意：
・表示されるグラフ・結果は、
学校によって異なります。

・学校の児童生徒数によっては、
極端な傾向を示す場合があり
ます。

●いろいろな相関を見てみましょう。

「１週間の総運動時間」
　　と
「運動は大切」

「総合評価」
　　と
「体育／保健体育の授業は楽しい」

　など
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児童生徒一人一人の体力や運動能力の状況を見てみましょう。
◆CD内の「個人帳票出力システム」ファイルを使用します。
　調査結果の活用には、平均値などから学校全体の傾向を見るだけでなく、児童生徒一人一人の体力や運動
能力の状況を見ると、より効果的です。

１　調査結果を一覧表で見る

２　個人結果表を出力（印刷）し、個人の状況を見る
❶

❷

　「結果資料CD」の内容や使用にあたっての注意点などについては、p.208を参照してください。
　CDの活用法を参考に、様々な分析・考察を行って、体力の向上に向けての取組の改善や、次年度
の指導・活動の計画に生かしましょう。

ここをクリック

ここをクリック

「個人データ」シートをクリック
すると、児童生徒別の結果を一
覧表で見ることができます。

児童生徒の名前：
「個人データ」シートの〈名前〉欄に入力す
ると、「個人帳票」シートの学校名の右に名
前を表示できます。
※名前入力した後、前・次ボタンを押すか、
ファイルをいったん保存した後に、名前が
表示されます。

「一括印刷」を押すと、全員
分が印刷されます。

「このページを印刷」を押す
と、画面に表示されている
１名分が印刷されます。
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