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The Influence of Life Style of Preparatory Students 

on their Physical Fitness 

Masaru IKEDA 

It might be no doubt that one of. the most serious educational problenls in our country 

is the ordeal of entrarl_ce exanlinations into colleges and universities and its harmful in-

fluence on physical and mental clevelopment among our younger generations. The purpose 
of this study Was to investigate the living situations of the students who spend large 
amount of time preparing for tough entrance examinations into colleges and universities 
and to iclentify its influence on their levels of physical fltness. 

The subjects for the study were 150 students at Kobe YMCA Preparatory School. As 
control groups, three clifferent groups were chosen fronl freshme~1 at a college in Hyogo, 

senior-year stuclents at a public high school in Kyoto, and probationary employees at a big 

company in Osaka. The subjects of these groups were 150 each. They were eighteen or 
nineteen year-old nlales. 

A questionaire was used in the study which asked each subject (1) the amount of time 

for study, reading books, watching TV, and sleep, both on weekdays and weekends, (2) the 

frequency of participating in exercise and sports activities, (3) physical ancl mental con-

ditions, (4) tastes for foods, (5) Iife satisfaction, and (6) sports experiences. 

In addition to the questionaire, each subject took the physical fitness test designated by 

the Ministry of Education. This consisted of the following seven test items : side step, 

vertical jump, grip strength, back nluscle strength, step test, trunk extention backward, 

and trunk flexion. Both the questionaire and the physical fitness test were performed in 

May 1977. 

Tlle results obtained from tlle data collected were as follows ; 

1. As expected, the preparatory students were spending extremely large amount of time for 

study. They studied about six hours at tlle preparatory school and four 110urs at 110me. 
Another notable difference was the amount of sleeping time, that is, the preparatory students 

siept less than eigllt hours on weekends while the subjects of the other three groups had 

more than eight hours. 

2. Only 5.6 percent of the preparatory students engaged in exercise and sports activities 

regularly or nlore than three times per week, while the percentage of the other groups 

showed 40 percent or more. ' 
3L Regarding the self-eValuations for health and physical fitr~ess, only 6.1 percent of the 

preparatory students rated themselves as "as in good health." However, tllere was no 
significant difference in the self-evaluations for physical fitness among four groups. About 

ten percent of the preparatory students evaluated their physical fitness as "in good shape." 

However, there were only two preparatory students (or 2.5 percent) whose scores were 



一38一

greater　than　the　nationa1average　of　some　generation　on　their　actua1scores　of　physica1
丘tneSS　teStS．

4．About45percent　of　the　preparatory　students　indicated　stronger　hypokinetic　fee1ing，com－

pared　with　the　scores　of16．5percent　for　co11ege　freshmen，6．7percent　for　probationary

e皿ployees，and　on1y　3，5percelユt　for　high　schoo！students．　The　preparatory　students　a1so

indicated　stronger　feehng　of“shortness　of　l⊃reath　when　participating　inユight　exercise，”and

“stiffness　of　the　shou1〔1ers．”

5．There　was　no　di任erence　in　height　an（1weight　alコユong　the　f0Llr　groups．　The　means　of

each　group　showed170cm　in　height　and60kg　in　weight．Howe▽er，the　resuユts　of　physica1

行tness　tests　re▽ea1ed　a　signiicant　d岨erence　among　groups．　The　preparatory　students

showed　the　poorest　tota1score　for　seven　tests；It　Was10percent1ower　than　the　nationa1

a▽erage　of　student　of　simi1ar　age．Couege　freshn！en　a1so　showed　poor　resu／ts，This　may

be　due　to　the　in且uence　of　their　hard　study　before　entering　co11ege．

　　Regarding　the　resu1ts　of　each　physica1丘tness　tests，back　musc1e　stエength，step　test

（eudurance），一and　tru］ユk且exion（iexibi1ity）were　especiaユ1y　poor　in　the　preparatory　students．

From　the　above　resu1ts，it　seems　to　be　c1ear　that　the　i］ユactive　aエユd　extreme1y　study－oriented

ユife　of　the　preparatory　students　is　a　negative　in且uence　on　their　hea工th　and　physica1itness．

I．緒　言

　青少年の体位は向上したが，体力がそれに伴な

っていないということが言われて久しい。しか

L，最近の青少年の体力はそれよりもなおいっそ

う深刻な様相を呈している。身体の脆弱化によ？、

て，青少年の健康そのものが憂慮すべき状態に追

いやられているのである。近視や肥満の増加，簡

単な運動による骨折などの事故の多発，心臓病，

動脈硬化，糖尿病などの成人病が青少年にも増加

していること，さらにはノイローゼや自殺の増加

など，青少年の健康に関するショッキソグなニュ

ースが毎日のようにマス・コミによって報道され

ている。

　次の世代を担う青少年の心身ともに一健やかな発

達は誰しもが願うことであり，それはまた杜会全

体の責務でもある。青少年の健康を阻害し，体力

の正常な発達を抑制している原因を究明すること

は教育における今目的な課題であると言えよう。

　その理由として，生活の合理化，省力化，都市

への人口集中，公害による生活環境の悪化，栄養

摂取に対する誤まった知識など種々の杜会的要因

が指摘される。しかし，わが国において，これら

と同様に見落とすことのできない社会的要因とL

て，過酪な入試制度があげられる。すなわち，水

野が指摘しているように，「彼の生涯を通Iじて最

も旺盛な発育発達を示す時期と最も激Lい受験勉

強の時期とが不運にもぶつかり合う」1）ことにな

りその結果受験勉強の心身に及ぼす影響は図り知

れたいものがある。このことを示すひとつの明白

な例として，青山と浅見は文部省の「体力・運動

能力調査報告書」のデータを分析し，一般的に男

子の発育発達は20才を過ぎて完成するものである

・にもかかわらず，17才から18才への（高3から大

学生ぺの）体力の著しい落ち込み現象を見出して

いる。2）

　受験生活が青少年の体力に及ぼす影響に関する

研究はこれまでにも少なからず行なわれてきた。

たとえば，20年前に目本体育学会の共同研究とし

て，「受験生活の学徒の心身に及ぼす影響および

その対策に関する体育学的研究」をテーマに高校

生，予備校生，一貫教育の高校，大学（国立，私

立）を対象として大規模な実態調査を行なってお

り，その詳細な報告もなされている。3）4）5）また，

粂野たちは受験生活とスポーツ活動との関係を学

校差，’進賂別，現役と浪人のちがいから分析Lて

いる。6）さらに最近では，水野が厳密な統計処理

にもとづいて，受験生活の体カヘの影響を多面的

に分析し，示唆に富んだ数々の報告をおこなって

いる。7）8）

　本研究では，こうした先駆的な研究成果を踏ま

えつつ，これまであまりイソテソシブに取り上げ

られなかった予備校生の生活状況を調べ，彼らの

健康や体加こいかなる影響を与えているのかに焦



点を当てて分析を試みた。具体的には，受験を第

一とレた生活を送っている予備校生と，すでに大

学生活あるいは杜会人としての生活をスタートし

ている同世代の若老，さらには現役の高校3年生

の生活時問配分状況，健康状態，体力水準を比較

し，受験生活の体育的な間題を浮彫りにLようと

した。

　II．研究の方法

　1．対　象

　対象として，神戸Y予傭校生150名を選びさら

に対照群として，H工大（兵庫）新入生，K鉄工

株式会杜（大阪）高卒新入杜員，K高校（京都）3

年生男子の3群各150名を選んだ。高校生の1部

を除いて，いずれも18才から19才までの同世代の

男子である。各対象グループの特性および有効回

収数，回収率は次表に示すとおりである。

　2．調査時期
　予備校生については，昭和52年5月1目に一，そ

の他の対照群の3グループに対しては同年5月の

中旬に実施した。

　3．調査内容
　以上の対象者全員にまず次のような項目を含ん

だ「青少年の健康と生活調査」を集合面接法によ

って実施した。

　（ユ）生活時問調査（平日および休日の学習，読

　　書，テレビ，ラジオの視聴，睡眠のそれぞれ

　　の時問量）

　（2）日常生活における運動・スポーツの実施程

　　度

　（3）心身のコソデイショソの状況

　（4）食物に対する嗜好，偏食
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　（5）現在の生活に対する満足度

　（6）過去のスポーツ経験（クラブ活動）

　ついで，文部省の「体力診断テスト」を実施し

た。測定項目は，反復横跳び（敏しょう性），垂直

跳び（瞬発力），背筋力，握力（筋力），踏台昇降運

動（持久力），伏臥上体そらし，立体前屈（柔軟性）

の7種目である。

　In．結果および考察

　1．生活時問配分状況

　まず，平日および休日の生活時問配分状況につ

いてみると，予備校生の勉強時間が他の対象グル

ープと比べて圧倒的に多く，明らかに予備校生の

生活が受験勉強だけに追われていることを示Lて

いる。

　すなわち，表1に示すように，予備校生の場

合，平日の勉強時問量は約4時問10分（251．3分）

で，これに予備校での授業約6時問を合わせる

と，1日の約10時問を受験勉強に当てていること

がうかがえる。また，休日においても予備校生は

勉強を約6時問行なっており，他のグループより

も，その時問量は著しく多い。これに対して，睡

眠時間は休日においては他のグループは8時問以

上といっているのに対して，予備校生は8時問に

も満たたい時間量である。

　テレビ，ラジオの視聴時問量に一ついてみると，

平目および休目とも予備校生とK鉄工の新入社員

とほぼ同様の時間量であり，大学生や高校生と比

べて1時間前後の差がみられる。読書時問量につ

いては，K鉄工の新入社員のそれが少たい以外

は，予傭校生と大学・高校生とには大きな差はな

く，平目休日とも予備校生がやや上まわってい

対象グループ 対象グループの特性 対象者数 有効剛反数 回収率．

Y予備校（神　戸市）
予備校としてはレベルが高く生活指導も重視Lてキり父兄からの評価も高い （％）

150 99 66．0

H　工　大（兵庫・姫路）

Y予備校生の一部も志望している公立大学である 150 128 85．．3

K　鉄　工（大　阪市）
関西に本杜を有する大企業で，今春高校を卒業した新入杜員を対象した

150 119 79．3

K　高　校（京都市） 3年前にできた京都府立の新設校ではあるが国立大学を志望する者が多い進学校である。 、

150 142 94．6
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表1　Amountofti㎜eofdai1yacti▽itiesonweekday

Study Reading TV and RacTio Sl ee ping 

Preparatory stuclents 251 . 3 55 . 9 98 , 7 406 . 3 

College freshmen 109 . 1 50 . 9 133 , 9 4.26 . 6 

High school stuclent 177 . 1 51 . 3 141 , 2 410:4 

Probationary employees 33 . 8 39 . O 82 , 5 427 , o 

（1皿inuteS）

表2　Amountoftimeofdai1yactivitieso1ユweekends

Study Reading TV ancl Raclio Slee ping 

Preparatory students 351 . 7 86 , 8 149 , 7 462 . 6 

College freshmen 148 . 8 74 . 3 217 . 6 509 . 9 

High school stuclents 214 , 9 78 . 6 219 . 8 509 , 5 

Probationary employees 40 . 3 58 . 7 150 , 2 487 . 1 

（I皿inuteS）

表3　Re1ationship1⊃etweenphysica1趾nessscgre
　　and　se1f－eva1uation　for　physica1itness

Physical fitness score 
Self evaluation 

Good Average Poor 

Good l O . 1 O
 

50 , o 50 , o 

Average 80 . 8 2.5 33 , 8 63 . 8 

Poor 9,l O
 

22 . 2 77 . 8 

very　ood
　　　　　　　　　　　　　poo『

preporqtory
　student昌
col1目ge’

f　h　en

7．l　　　　overoge79，8　　　　　　13．1

9．4 78，9　　　　　　　　　　　　　　　11．7

high昌chool
昌tudents

10．6 75，4　　　　　　　　　　　　　　　　14．1

P「蝋鴫ざ11刀　　　1…　　　1μ
　　　　」l　　　　　　　　　　　1　　　　　一二＿＿＿」
　　　0　　　20　　40　　60　　80　　100　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　～）

　　　Fig，1．　Se1f－eva1uation　of　hea1th．

verygood poo1．

注）体力得点は文部省報告（昭和49年度）に基づい

　　て段階に分げている。

る。しかし，読書時問量が0時問と答えた者が，

予備校生において平日60％，休目47％おり，大学

生の平日40％，休目37％に比べて読書を行たって

いない者がひじように多いことが注目される。

　3．健康・体格・体力・精神力に対する自已評

　　価

　現在の健康状態に対して，「ひじように丈夫」と

自信をもっている老は，予備校においては6．1弘

に過ぎず，他のグループにおいては20％前後いる

のに比べるときわめて少ない。（図2）。体格，体

preporotory
　student昌

6．1　　　　　　　　　　　nornro■87．9 6．1

COllege

freshmεn
18，8　　　　　　　　　　　　　　　　75．8

3
．

high　schoo一
Stud目nt昌

18．3 76．8　　　　　　　　　　　　　｛、9

probotio［ory
employee昌

22，9　　　　　　　　　　　　　　75．4

0　2．　40　60　a。　（！ん）
Fig．2．　Se1f－eva1uation　of　physique．

力，精神力については，各グループともほぼ同一

の回答パターソを示しており，わずかなちがいは

体力が「人並以上ある」と答えた者が高校生に多

くみられた程度である（図3～図5）。

　しかしながら，注目すべきことは，予傭校生に一

おいて体力が「ある」（10．！％）「ふつう」（80．8％）



good poo「
preporotory

　5tudents
COllege

ire昌hmen
high　school

　students
probotionory

employee昌

10．1　　　　　　　　　　　　　　overoge80．8 9，1

9．4 82，8　　　　　　　　　　　　　　78

16，9 72，5　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10，6

9，3　　　　　　　　　　　　81．4 9．3

20　　　　　　40　　　　　　60　　　　　　80　　　　　　10

　　　　　　　　　　　　㈹〕
Fig．3．　Se1f－eva1Llation　of　physica1丘tness

昌trong

W畠Oll
preporotory

　5tudents
COuege
ire昌hmen

high昌choo‘
　昌tudents
probotionory

employe目S

8．2　　　　　　　　　　　　overoge80．6 11．2

7，0　　　　　　　　　　　　82．O 10．9

9．9 73，9　　　　　　　　　　　　　　　　16．2

5．　　　　　　　　　　　　80．7 14．3

　0　　　　　　　20　　　　　　40　　　　　　60　　　　　　a0　　　　　　10

　　　　　　　　　　　　　　　　　（叩。〕
Fig．4．　Se1f－eva1uation　of　nユenta1ity．

と90％以上が同世代の者と同じもしくはそれ以上

と自已評価を下していても，体力測定から得た実

測値では，全国平均よりもすぐれている考は，全

体でわずかに2人（2．5％）にとどまり，表3に示

すように・，ふつうもLくはそれ以上と自已評価を

下した老の半数以上が，実際には全国平均よりも

悪い数値を示し，体カヘの自已評価と実測値との

問に大きなズレがみられるのである。

　2．運動・スポーツの実施状況

　日常生活における運動・スポーツの実施状況

（学校での体育の授業を除く）についてみると，週

3日以上やると答えた予備校生はわずか5．6弗に

過ぎず，月1，2回カ㍉あるいは“ほとんど行な

わない”とする老が約60％を占め，運動・スポー

ツの実施者が他のグループに比べて極端に少た

い（図5）。

Very　O－ten

P「ep二1欄、・・・・…。…k・・パ欄・潴洲e5i…1・1

・。H・g・　　　40，0　　　　29．6
什畠shmen

16，8　　　　　12．8

的h・h州　　40，7　　　　32，9　　　15，710．7
　昌tudent畠

pr．bo他mry　　　66．4
enrPloyees

19，5　　　　11，5　　2

　　　　　　20　　　　　　40　　　　　　60　　　　　　　80　　　　　　1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（洲

Fig．5．　Frequency　of　participating　into　exer－

　cises　and　sport　activities．

4．　目常生活における運動不足感

目常生活において，いわゆる「運動不足」を感

一4！一

じる老が予備校生において約85％も占めている。

以下，大学生57．4％，高校生41．5％，勤労青年

29．4％の順で，とくに注目されるのは，「大いにあ

り」と運動不足を強く訴えている老が予備校隼に・

おいて44．9弗と極端に大きい値を示している点で

ある（図6）。また「運動時の息切れ」やr肩こり」

など運動不足から生ずる身体的な兆侯を強く感

じている者も予備校生においてひじように多くみ

られる。すなわち，運動時に息切れを強く感じる

考が，3つの対照群においてはいずれも5％前後

であるのに対して，予備校生のそれは16．3％と約

3倍の割合を示している（図7）。また，肩こりを

強く感じる者も約1割強の11．3％おり，他のグル

ープと比べてほぽ2倍の割合を示している（図8）。

very　oHenμ．9　　　　　昌omewho｛39．8　　　none15．3

16，5　　　　　　　　　40，9　　　　　　　　　　　　　　　42．5

38，0　　　　　　　　　　　　　　　　　58．5

6，7　　　22，7　　　　　　　　　　　　　　70．6

1」　　　　　　　　　　　　　　　　」20　　　　　　　40　　　　　　　60　　　　　　　80　　　　　　　100

　　　　　　　　　　　　岬）
Fig，6．　Hypokinetic　fee1ing．
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　畠tud目nt昌
COli目ge
干resh111目n

high50hoo一
昌tude［t昌

probotionory
employee昌

16．3　　　　　昌omewho｛49．O　　　　　　　none34．7

6，3　　　　　　　　　51，2　　　　　　　　　　　　　　　42．5

｛．　　　　　　　　　　　52，1　　　　　　　　　　　　　　　　　　43．7

5，9　　　　　　　　　　52，9　　　　　　　　　　　　　　　　41．2

　　　20　　　　　　　40　　　　　　　60　　　　　　　80　　　　　　　1　0

　　　　　　　　　　　　　　　㈹）
Fig．7．　Shortness　of1⊃reath、

V自ryOれ目n

pr目porotory
student昌

・・π・g・

freshmen
high昌choo一

昌｛udent昌

probotlonory
employe目昌

11．3　　somewhqt38．1　　　　　　　none50．5

4．　　　　　　33，1　　　　　　　　　　　　　　　　　　62．2

6，3　　　　　38，7　　　　　　　　　　　　　　　　54，9

5．　　　　　　34，5　　　　　　　　　　　　　　　　60，5

20　　　　　　　40　　　　　　　60　　　　　　　80　　　　　　　1　0

　　　　　　　　　　　　（ツ。〕

Fig．8．　Sti冊ness　of　the　shou1ders．

　51体力測定の結果

　表4は体力測定の結果から得た各グループ別の

各項目の平均値および標準偏差値を表わしてい

る。ただし身重，体重，1年前の体重については

先の質間紙調査の中でたずねた。
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~~~4 Re**ults of pl~Ly*'1cal fitness tests 
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pH 

Height 

Weight 

Weight (1ast year) 

(L) 

~) ~
I
 
C
T
S
 ~
 ~ O HH 
~ (L) 

PH 

Sicle s-tep 

Vertical junlp 

Back strength 

Grip stren'*'th 

Step test 

Trunk extension backwarcl 

Trunk flexion 

Total score 

Pre paratory 
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　形態の特徴をみると，高校生の体重をのぞいて

は，各グループいずれも全国平均をわずかに上ま

わる身長約170cm，体重約60kgの値を示して

いる。しかし，体力とたると，表4，および全国

平均値を100として各項目をみた図9に示されて一

いるように，握力以外はいずれの項目もグループ

問に著しい差がみられる。

　まず，体力の全般的な評価を示す体力得点をみ

ると，高校生がもっともよく，同世代の全国平均

を上まわっている。勤労青年がこれに次ぎ，全国

平均とほぼ同じである。大学生においては全国平

均よりも約5％下まわっており，いわば受験勉

強，入学試験の後遺症が残っていることが推察さ

れる。体力得、点がもっとも低いのは，予想された

通り，予備校生の22．2点で，全因平均値よりも約

10％下まわっている。ちなみにこの値を昭和49年

度文部省報告の結果にあてはめると，15才の体力

とほぽ同じとなる。

　次に，各測定項目についてみると，予備校生で

全国平均を上まわっているのは握力だけで，あと

はすべて下まわっている。とくに，立位体前屈

（柔軟性）と踏台昇降（持久力）は全国平均よりも

約20％まで下まわっている。また，背筋力も約

10％下まわっており，・日常生活での運動不足に一よ

る体力の低下現象を如実に示している。

　6．体力の追跡調査

　予備校生の同じ対象者に対して，3ケ月後に第

2回目の体力測定を1回目の時と同じ被験老によ

って実施した。第1回の結果と比較してみると，

表5に示すように，前回の結果を全般に下まわっ

てきており，体力得点は20点を割っている。個々

の測定項目では，伏臥上体そらLと背筋力，握力

の筋力の落ちこみがとくに顕著である。

　IV．要　約

　以上みてきたように，日常生活の様々な行動様

式，健康状態，体力水準のいずれにおいても受験

勉強が大きな制約を与え，かつまた望まLくない

影響を及ぼしていることが明らかにされた。とく

に注目される点は，高校を卒業L，新しい生活を

スタートLてわずか1ケ月余りしか経たないにも

かかわらず，その後の進賂によって健康生活およ

び体力水準に一はやくも顕著な叢が出ていることで

ある。もちろん，これには卒業前の，すなわち高

校在学中の生活状況が多分に影響していることも

考えられるが，体力測定の結果をみれば，そうし

た推測が無視されるほど予備校生の体力の低下現

象は著しいものがある。

　さらに，第2回目の追跡調査結果をみても，予

備校生の体力水準が一段と低下しており，月目の

経過とともに，その影響がより顕著になってきて

いることがうかがえる。予備校がひとつの教育機

関とLて杜会の中に定着しており，その機能は無

視しえないものとなってきている。こうした意味

表5　Comparisonbetween丘rstandsecondtests

Side　step

Vertica1jump

Back　strength

Grip　s仁rength

Step　test

Trunk　extension

Trunk　iexio］ユ

Tota1score

First　test

文

41，0

57．5

121，1

47，0

50，9

54，3

11，8

22．2

S．D

5．3

5，9

18．6

6．5

6．7

6．8

5，7

2．7

Second　teきt

文

38，7

57．8

113，2

43，6

48，6

48，6

22，6

19，6

S．D

12，6

11，9

23．2

8，9

13，6

13．6

5．1

6．6

t－teSt

＊

＊＊

＊＊

＊P＜．05　＊＊P＜．01
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でも予備校生の健康・体力に対する教育的配慮が　　4）

もっと考えられるべきであると思われる。
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