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(幼 児 の) 体 育 

◎ 何故、幼児の体育が叫ばれるか？ 

現代生活の環境変化が大きく、それに伴う幼児の存在は無視できない。例えば、深夜営業のレストラン、

居酒屋、         などで親(つまり、      )に連れられた幼児の存在は、夜 10 時以降で

もよく？見られる光景になりつつある・・・とすると、幼児から成長しても、生活環境は容易に変わらない

と考えられる。と同時に、テレビ、ビデオ、       など       の環境も、遅い就寝時間

に始まる       の乱れと言う現状は容易に結びつきやすい(止めは   )。このことの反対

に位置する現象が幼児期からの     で、子どもも『忙しい』と言う側面がある。無論、親の都合は社

会的状況、つまり     や残業など社会的な(ひょっとして、歪？)影響も、無視できない(で、つけは 

    にきてしまう)。 

  また、テレビを見ながらの食事や会話など、人(つまり、相手)の目を見て話を聞けないなど幼児体験

から育まれるべき           (   ) の問題もある。 

  

  ５歳幼稚園児の平均就寝時刻は、午後  時   分、保育園児だと午後   時   分で、幼稚園児が睡

眠時間もやや長いらしい(前橋明、第 1回日本食育学術会議基調講演、2005)。次いで、保育園児では幼稚

園児に比較して、1 日中「注意集中の困難さ」を訴える者が多いことから、就寝時間を早めて睡眠時間を

充足すること、                                ことによって、精神的な疲労症状の発現を軽減

することが提案された。ちなみに、４～５歳児の平均就寝時刻が午後 10 時を過ぎると言う割合は、2006

年の報告で 50％を越えた市も散見されるようになり、平均就寝時刻がますます遅くなりつつある。 

 

  身体の機能面で、例えば快適な          に目を移すと 1950 年 16～18℃だったものが、1960 年に  

        ℃、1970 年に         ℃と推移している。現在の子どもたちは、生まれた時からエアコン下での

快適温度？で過ごしているため、          の機能低下が避けられないかもしれない(ので、       を

引きやすい)。つまり、生来から子どもたちの脳に備わっている          や身体の温度調節機能によっ

て調整・維持される生体リズムや              の防衛機能が、大人社会のネガティブな影響を受けて、

狂ってしまう、あるいは弱まってきている。 

 なお、大人の子どもに対する安全の配慮が強すぎ、つい何もかも禁止することは多い。つまり、大人

が子どもたちの意欲や活動力を何処かで抑止している場面も見受けられるようになった(        由来

の            社会の特徴？)。その結果、子どもの活動に制限が加わり過ぎ、子どもがしっかり      

         と言う体験の希薄化、機会の減少につながってきた。また、異なる年齢集団でのたまり場遊び

の減少は、子ども同士の様々な遊びの中から、様々に教わり合う体験や感動する遊び込み体験の欠落

で、必要なことを教えなければ、学んだことの活用もできない状態へ追い込まれている(つまり、 

                 化)。 
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１．幼児の健康的な生活リズムつくり 

 

大脳は、覚醒後   時間程度、正常に機能しないので、朝、早めに起床し、軽い体操や散歩などによる筋

の緊張度が大脳の機能をより高める。午前 9 時頃から保育が展開されるならば、遅くとも午前   時に

起床させておかなければならない。特に、今の子どもたちにおける身心のコンディショニングを整えるこ

とは、夜型リズムから朝型リズムの生活を実現させることに尽きる。つまり、大人の責任・・・・・ 

  

２．生活リズムづくりのための運動の役割 

 

 本来、幼児であれば、夜  時頃に就寝し、朝  時頃には自然覚醒できるリズムをつけさせたいもの

の、今日このリズムを体験できない子どもが多い。遡ると夕食は遅くとも午後  時頃になるし、同時に

たくさん遊ばないと午後   時頃には眠れないので、日中の積極的な運動遊びへの期待は非常に大き

くなる。 

 「積極的な運動実践」「栄養管理」「充分な休養と睡眠」を大切にした「規則正しい       」は

幼児における健康の保持・増進に欠かせない・・・・が、これって、そのまま『      』の予防と一緒で

しょうね？ 

 

３．危険予知能力の育成と身体機能の向上 

 

 嫌な臭いを嗅ぐ機会も少なく、また経験の未熟さから、物体に触るまで危険な物や状態が分からない

までに、幼少児の嗅覚機能や触覚機能などは低下してきた(つまり、     。このことは、危険予知能

力の低下につながっているので、 のトレーニングにもなる(あるいは、実施しやすい)「戸外での運動

の場」や「        」を充分にもたせられるような体育の計画は必要だろう。その際、生活環境

の変化を考慮した運動指導が重要で、季節に応じた体験を大事にしたい。が、     の配慮が必須

である。 

 

４．遊び込み体験の確保 

 

 今日、安全は「・・・してはいけない」と言う考え方に傾いている。例えば、大きな事故(骨折・・・)を小さな

ケガ(擦り傷・・・)で済ますテクニックを教わってないと言う認識をもって、子どもたちの運動指導を考え

ていうことが必要かも知れない。周到な安全環境下で、子どもたちの運動や遊びの場を充分にもたせ

ることは当然ながら、遊び込める子どもを育てるために、指導側は「                 

     」と言う気構えで、よりダイナミックな体育の展開を考える必要がある。 

 つまり、安全な体制下の小さなケガはつきもので、子どもが試みようとした段階で過剰に制止しない
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ことは大切である。そのために、指導側は安全への充分な配慮を怠らないとともに、何か子ども自身の

達成感、      を大切にする配慮が求められる。 この指導側の配慮と、子ども自らの 

        と言う経験があると(つまり、           )、両者の体験を機会に、積極的に遊び込んだり、課

題に取り組む姿勢をもつ・・・・・・。幼児体育の「ねらい」は、運動遊びによる運動技術面の向上のみではな

く(・・・と言うよりも)｢子どもなりに頑張ってできるようになった・・・｣と言う達成感や        を自信につ

なげる「         の場」をもたせられるようにしたい。 

 

 

５．自発的な運動の奨励と指導 

 

 自発的な遊びの展開は大切ながら、その環境の隠れた         や状態・状況の           を充分

に理解し、安全への配慮が欠かせない。遊びの環境を見守っていても、子どもが        の正しい使い

方を知らなければ事故に結びつく。つまり、教えなければならないことが多いことを意味し、遊びの環

境へ子ども放つだけでは問題で、教えるべきことの多さを認識すべきかも知れない。 

 したがって、子どもたちの自発的な展開は、基本的な遊びや運動の仕方を、具体的な紹介を前提にし

ている。そして、自発的な遊びの展開、あるいはバリエーションの創出など、子どもたちが遊びを展開さ

せるきっかけを掴んだら、指導側は可能な限り早期に        を子ども側に移す基本方針をもつことは

重要になる。その場で、聞く態度の体験やマナーの指導も欠かせない。 

 

６．幼児期の運動や遊びの狙いとポイント 

 ①ルール性に富んだものや、      的立場を早くから経験させない。 

 ②指示に従い、与えられたことだけ履行するような子どもを期待せず、運動･遊びの方法を工夫する

など、創造性につながる自発性に目を向ける。 

 ③特定の運動だけではなく、様々な運動を体験させ、運動に親しみ、楽しく活動させたい。歩くことは

｢            ｣、走ることは｢            ｣である点をおさえ、歩く・走ると言う運動をしっかり経

験させる。幼児期の発達課題としての運動パターンは数多いので、そのパターン、バリエーションを

経験させる。 

 ④現時点で子どもの生活状態を考慮すると、幼児期に「                 」は欠かせない。 

 ⑤戸外での運動遊びを奨励し、自然あるいは太陽光線の下で多くの仲間との関われるように、しっか

り運動させながら    で遊ぶ楽しさを伝える。 
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Ⅰ．幼児体育 

 

１． 幼児体育とは？ 

 

 ｢幼児体育｣は、様々な身体運動 (運動遊び、ゲーム、スポーツごっこ、         ) 

を通して 

1)諸機能の調和的発達を図ること 

2)精神発達を促し、社会性を身につけさせること 

3)心身ともに健全な幼児に育てようとする営みを指す 

その前提は、幼児の｢体育｣を、幼児のための身体活動を通した教育と捉えている。また、教育である以上、そ

の教育過程に系統化と構造化が必要である。つまり、幼児の実態を知り、指導目標を立て、    

    の構造化、     の工夫・検討、そして結果を評価し、今後の資料とすることを意味している・・・。 

｢幼児体育｣は幼児の     達を目指す幼児教育全体のなかで位置づけたい。実際、幼児体育は

体を育む遊びが中心となるので、健康・安全管理の配慮下で展開されることが重要である。 

 

２． 体育遊びと運動遊び 

 ｢体育遊び｣は、教育的目標達成のため、社会的、精神的、知的な面をそれぞれ考慮に入れた体を育む

教育的営みのある｢運動遊び｣のことである。つまり、身体活動を通して、身体の発育促進、    の体

験、    ・    の向上をねらっている。また、友達の存在は、ともに行う観点から、社会的、精神的

側面の育成につながり、それらの時間的経過では努力する過程があることを特徴としている。 

 

３．幼児体育のねらい 

 幼児期の体育指導場面で大切なことは、｢      ｣をつくりあげるために身体を動かすと考えた

い・・・で、そのねらいは、以下の通りである。 

 ①自ら課題を見つけ、主体的に判断し行動できる意欲と強い意志力の滋養。 

 ②他者と協調し、思いやりや感動する心がもてる豊かな人間性の滋養。 

 ③健康生活を実践できる体力や運動技能の獲得。 

 

４．幼児体育の指導法 

 幼児の体育指導は指導者自らの     に始まり、このことが具体的レベルに引き下ろされ、展開

される。そこには、指導者自身の個性や経験が反映されていくものであるし、対象児によって指導方法

や働きがけは、当然異なってしまう。が、指導の方法を考慮した場合、 
 ①直接行動の指標を示す指導(    的な働きかけ)がある。これは、    を含んだ内容が、指   
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  導者から直に示される。とくに、子どもが活動しやすくするために、遊びや運動の     や安全上    
  の     に関するものが多い。次いで、 
 ②子どもに考えさせる指導がある。これは、①と対照的に、ときに望ましくない行動が生じた時に多く

用いられやすい。指導者が一方的に行為の方向性や善悪を示すのではなく、取り上げられている運

動や課題を子ども自身のこととして受け止めさせられる。ただ、対象児に受け止められるか？発達レ

ベルの見極めが指導側に必要であり、内容により①と②の選択、あるいは組み合わせも求められる。 
  さらに、主な指導のテクニックは、｢幼児の望ましい行動を認め、他の子どもに知らせる｣ことである。    
  例えば、・・・・・。反面、望ましくない行動に対しては、直接的な指摘ではなく、      方法の提示や    
  婉曲的指示などによって対処したい。加えて、非言語的指導として、｢表情や態度で示す｣方法もあり、  
  言語的、非言語的であれ、子どもたちが考え、判断する材料をタイミング良く、明確に打ち出すことで 
  ある。 
  幼児体育の指導者は、個々の子どもが成功するよう援助する必要性を認識して、模範や示範など   
 多様な指導テクニックを工夫すると同時に、自らが良きモデルとして努力すべきである。 
    
５．幼児体育の指導内容 

 
 日本では、幼児体育の指導内容は、初等体育の指導内容を参考にして、構成が考えられてきた経緯が

あり、これまで、歩・走・跳の運動、摸倣の運動、リズム運動、体力づくりの運動（体操を含む）、用具を使っ

た運動（ボール運動、縄を使っての運動、輪を使っての運動、廃材を使っての運動、タイヤを使っての運

動など）、移動遊具を使っての運動（平均 台運動、マット運動、跳び箱運動、トランポリン運動など）、固

定遊具での運動（つり縄運動、登り棒運動、ブランコ運動、すべり台での運動、鉄棒運動、ジャングルジム

での運動など)、集団あそび・運動ゲーム(鬼あそび、スポーツごっこ)、水あそび・水泳、サーキッ卜あそび、

雪あそび等が主な内容として紹介されている。 
 
また、四季の特徴を大切にしながら、月ごとに運動例をとりあげて紹介されているものも多い。そのよ

うな状況の中で、昭和時代の終わり頃から、少しずつ、アメリカの初等体育・運動発達理論の影響を受け

て、わが国の指導内容は吟味されてきている実態がある。  
 

 さて、ここで、指導内容を提示するにあたっては。指導の内容は｢幼児のための体育｣の目的を達成す

るものでなければならないので、再度、幼児体育の目的を確認したい。幼児体育の目的は、子どもたち

が生き生きとした人生を楽しむのに必要なスキル・知識・態度の基礎が身につくような動きを中核にした

学習の場を多様に供給することである。そのことを考えると、指導の内容として、とくに、多様な基本的

運動スキルや知覚運動スキル、動きの探究、リズム、体操、簡易ゲーム、水あそび・水泳、健康・体力づくり

活動は、幼児体育の目的を達成し、人生の中で生きていくス午ルを発展させるために役立つ領域だと考

える。 
 

 中でも、基本運動スキルの初歩的段階は一般的に４～５歳頃で、その頃から基本運動スキルを身につ

けさせたいものである。１つの段階から次の段階への前進は、練習の機会の多さとその質によって異な

るが、幼児期の子どもたちにとっては、就学前までには、基本運動スキルのレパートリーを広く発展させ

たいものである。そこで、幼児体育の目標を達成するために、平成時代に入ってから提示されている、 
次の８つの指導領域 2)を紹介しておきたい。 
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（1）基本運動スキル（Fundamental Movement Skills） 

  

移動運動やその場での運動、バランス運動、操作運動などの基本運動を理解して、遂行できるように

させる。また、身体のもつ機能に気づかせ、動きを練習する中で、自信をつけていく。これらの基礎的な

運動スキルは、生涯の中で経験するスポーツやダンス、スタンツ、回転運動、体力づくりの専門的スキル

づくりの土台となる。 

 歩・走・跳・ホップ・スキップ・スライド・ギャロップ等の基本的な移動運動スキル 

 伸ばす、引く、押す、曲げる、まわる等の非移動運動スキル（ノンロコモータースキル） 

 平衡系の動きの能力と慎重さ 

 操作スキルの能力：例えば、止まっている物体や動いている物体にボールを投げたり、受けたり、蹴

ったり、打ったり。 

 移動運動や非移動運動、バランス運動、操作運動を複合した動きの能力 

 

 

 

 

（２）知覚運動スキル（Perceptual-Motor Skills） 

  

知覚した情報を受けとめ、理解・解釈し、それに適した反応を示す能力（身体認識、空間認識、平衡性、

手と目・足と目の協応性の能力）を促進させる。 

 ① 身体認知（Body Awareness） 

 頭、目、鼻、耳、足指、足、腹、腕、背中などの主な身体部位の見極め 

 伏臥姿勢や仰臥姿勢 4 膝立ち姿勢、座位および立位姿勢の認識と体験 

 口頭による指示で、模倣ができるようにさせる。物体や動物がどのように動くかを学んだり、思い出

したりして、それらの動きを模倣してみせることができるようにさせる。  

 ② 空間認識（Spatial Awareness）                十 

 上下の概念、空間的な認知能力 

 左右の概念の理解：身体の左右の部分の動きを知り、使い分ける。例えば、左右の腕を個々に動かし

たり、同時に動かしたり、あるいは交互に使ったりさせる。足も同様に、個々に、同時に、交互に使え

るようにさせる。さらに、同じ側の手と足を同時に使ったり、反対側の手と足を同時に使ったりさせ

る。なお、ジャンピングジャックスのように両手と両足を同時に使うことができるようにもさせる。 

 身体の各部分のつながり、線や円、四角などの基本的な形の理解 

 自己の身体の外にある空間の理解、身体と方向との関係の理解：前後・左右に動く。 
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 ③ 平衡性（Balance） 

平衡性とは、バランスを保つ能力のことで、動きながらバランスをとる動的平衡性と、その場で静止した

状態でバランスをとる静的平衡性とに分けられる。動的平衡性では、平均台の上を歩いて渡ることができ

るようにさせる。また、静的平衡性では、片足立ちで自己の身体のバランスをとるようにさせる。 

 ④ 協応性（Coordination） 

手と目、足と目の協応性を必要とする動きを、正確に無理なく示すことができるようにさせる。 

 

（3）動きの探究（Movement Exploration） 

 動きの中で使用する身体部分の理解：頭や腕、手、脚、足のような基本的な身体部位の名称や位置

を見極めさせる。 

 自己の空間の維持：曲げたり、伸ばしたり、振ったり、歩いたり、ホップしたり、ジャンプしたり等の動き

を通して、身体をとりまく空間における動きの可能性を知る。 

 空間を使って、安全に効率よく動く：いろいろな方法で動いているときに、人や物に関して、自己コン

トロールできるようにする。 

 動いているときの空間や方向についての概念：前後、上下、横方向への移動を重視する。 

 静止した状態で、異なった身体部分でのバランスのとり方を発見する。いろいろな姿勢で身体を支

えるために、試行錯誤する学習過程を重視する。 

 物体を操作するための多様な方法を見つけ出す。フープやロープ、ボール、お手玉などの用具の創

造的な使い方を重視する。 

 多様な移動運動スキルを実践する：歩・走・跳・ホップ・ギャロップの動きを重視する。 

 

（４）リズム（Rhythms） 

 子どもたちは、リズム運動の中での各運動スキルの実行を通して、身体の使い方をより 

理解できるようになる。 

 音楽や動きに合わせて、適切に拍子をとる。また、踊ったり、体操したり、簡単な動きを創る。 

 一様のリズムや不規則なリズムの運動パターン、軸上のリズミカルな運動パターンをつくり出す。例

えば、一様の拍子で走って、不規則な拍子でスキップをする。 

 怒りや恐れ、楽しさ等の情緒を、リズム運動を通して表現する。 

 リズミカルなパターンの創作。 

 

（5）体操（Gymnastics） 

 丸太ころがりや前まわり、後ろまわり、バランス運動のような回転運動やスタンツの実践。 

 走る、リープ、ホップ、ジャンプ、ギャロップ、スライド、スキップ、バランス、まわる等の簡単な動きの連続。 

 ぶら下がったり、支えたり、登ったり、降りたりする簡単な器械運動。 
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（6）簡易ゲーム（Games of Low Organization） 

簡易ゲームの中で、動作や知識、協調性の能力を適用し、熟達できるようにさせる。とくに、輪になっ

てのゲーム、散在してのゲーム、線を使ってのゲームを経験させ、基礎的な動きを身につけさせる。操作

系の運動あそびと簡易ゲームの中では、とくにお手玉やボールを投げたり、受けたりして操作能力を身

につけさせるとともになわの跳び方やパラシュートを使った様々なゲームや運動を経験させる。さらに、

簡単なゲームを行わせ、協調性を身につけさせる。 

（7）水あそび・水泳（Swimming） 

 水の中での移動運動や非移動運動スキルの能力を養う。例えば、水中で支えたり、沈まずに浮いてい

たり、身体を推進させて調整できるようにさせる。 

 水中で動きを連続できるようにさせる。 

 水中で身体がどのように動くかを理解できるようにさせる。 

（8）健康・体力づくり（Health Related Fitness） 
 
個人の健康は、予期せぬ状況に立った場合にでもノ十分なエネルギーで毎日を生きぬいたり、レジャ

ー時代における運動参加を楽しむことのできる能力を示す。健康的な良いレベルに達するよう設定され

た各種の運動に参加する機会を子どもたちに与えることは、極めて大切なことである。 

したがって、体力づくりを持続させるための興昧づくりを工夫する必要がある。さらに、子どもたちには、

体格や心臓・呼吸器機能、柔軟性、筋力、持久力を含む体力の要素に関連した生理学的な基礎知識を説

明できるように育てるとともに、自己の生活の中で健康の原理を適用できるようにさせたいものである。 

 健康的な生活の構成要素としての運動の重要性の認識と体力を高める運動の実践 

 バランスのとれた食事の基礎的知識 

 主要な身体部分や器官のはたらきと位置の理解、正しい姿勢の理解 

 運動あそびでの熱中、楽しさ、満足 
  

なお、近年の幼児の身体や生活実態と照らし合わせてみて、日本の幼児に必要とされる運動の内容２）を、

次頁の表 2‐1 に示した。なかでも、逆さ感覚や回転感覚を育てる倒立や回転運動、反射能力やバランス

を保ちながら危険を回避する鬼あそび、ボール運動、空間認知能力を育てる「這う」・「くぐる」・「回る」・

「登る」などの運動機会を積極的に設けたいものである。また、自律神経を鍛え、五感を育み、身体機能

を促進する戸外における運動や『あそび』を是非とも大切にしてもらいたい、と願う。 

［文   献］ 
１)   前橋 明：幼児の体育, 明治図書. 1988. 

 
２)   前橋 明：アメリカの幼児体育、 明治図書. 1991. 
 
３) 前橋 明：幼少年期の体育はどうすべきか：幼児教育と小学校の連携を. 体育科教育, 大修 

館. 30－31, 1999.  
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表２-1 保育者が保育の中で重視している体育的内容と，小学校教育関係者の幼児期の 
体育に対する要望 

幼児に経験させたい運動（保育者および小学校教師） 
 できるだけ多くの種類の運動 
 倒立や回転運動など，生活の中で経験することの少ない運動 
 逆さ感覚や回転感覚，リズム感覚，器用さ，柔軟性や持続力の養える運動 
 自然の中での活動，特に山を登ったり，小川を跳び越えたりする能力が養える運動 
 反射能力を高め，危険を回避する能力を養う運動 
 自己の身体を支える運動 
 鬼あそび 
 自己を豊かに表現するリズム表現運動 
 縄やボール等の操作性の能力が育つ運動 
 器械運動に結びつく運動 

小学校体育の立場から「幼児の体育に期待すること」 
 技能的側面からの指導ではなく，発達段階を十分に考慮した「人間形成」を目指す指導

であってほしい。 
 技術の向上より，動きのレパートリーの拡大に目を向けてほしい。 
 楽しんで活動できる雰囲気の中で，様々な運動体験をさせてほしい。 
 無理強いをしないで，子どもの興味や関心に合わせて多様な運動の場を自然な形で用

意してもらいたい。 
 技術ばかりに走らず，仲よく，助け合い，協力し合う思いやりの心を育てること，規律を守

ることを重視してもらいたい。 
 運動の楽しさや器用さづくりをねらってほしい。 

小学校教育関係者が望む「幼児体育のあり方」 
 特定の運動をさせたり，技術面の向上のみをねらうよりは，いろいろな運動あそびを体験

させ，運動に慣れ親しむことと，多様な動きをあそびを通して身につけること。 
 下手でもよいから，多様な動きを経験させ，すすんで動くことや運動すること，遊ぶこと

自体に喜びを感じ，楽しんで行う子に育てること。 
 幼児がもっている力で，力いっぱい運動し，動くことの楽しさや喜びを体得させること。 
 身体を巧みに操る力「調整力」の向上に重点を置くこと。 
 感覚的なことは，小さい頃から身につくので，回転感覚や逆さ感覚を幼児期から指導し

ていくこと。 
 いろいろなものに働きかけ，あそびを自分なりに次々と創っていける創造性の養える体

育であること。 
 幼死期に高度な課題を与えないで，もっと転んだり，走ったり，跳んだりするとともに，も

っと戸外で土に親しませての身体づくりをすること。 
 戸外（自然）での運動経験を増やすこと。 
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資料-１ 
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Ⅱ．幼児期から児童期にかけての動きの発達とスキルの獲得 

 

  １．ごっこ遊びとスポーツ 

  
かつて子どもは、身近にある物(   )で工夫し、自ら遊びや遊び方を考えて一杯汗を流していた。

その中で、｢     ｣、｢          ｣、｢        ｣などは、    の真似をして子ど

もなりに工夫した個々の役割を演じた遊びであり、そこに型にはまった規則はなかった。この自由に、型

にはまらない様々な工夫を凝らしたなかで成長する子どもたちに対して、スポーツが普及した今日、ル

ールや規則性、引いては     (ゲーム性)が強いられる場面は少なくない。 
    特に、       、子ども会、スポーツ・リーグ等の発展とともに勝たせたい指導者、       の過

度な支援や期待により、幼い時から鍛えようとルール化された競技スポーツの体験は、過度な低年齢化

が顕著となっている(つまり、       教育)。 

   
 競技スポーツは，参加者全員が秩序だったルールや同じ約束事のもとに動くことが求められるもの

である。練習の中でも，コーチや指導者の指示に従い，大人の言う通りに動くことで勝つことも可能と

なる。幼少期でありながら，大人の言われる通りにあそびの場で動くことが定着してくると，その場は

よいとして乱その子は子どもらしくなければならない時期に，すでに小さな大人となっている。 

   
だけど、上記は、競技スポーツに対する誤解？あるのでは・・・スポーツの醍醐味は、意外性にあると思うが、如

何？ 

 
    子どもは、年少であればあるほど無秩序に振る舞い、乱雑に行動しやすく、半面で大人は規則性、秩

序を求める傾向になりやすい。が、子どもにとって、より良い状態にすべく、ごっこ性を大切にした遊び

など生活の中で生き生きと活動させ、子どもの成長に応じて、少しずつ社会のルールやマナーを加えつ

つ、指導していくべきだろう・・・子どもの       、        に目を向け、特定の運動ではなく、様々な運

動を幅広く体験させ、運動に親しませると同時に楽しませたい・・・そこに、ごっこ遊びは導入して工夫で

きるのでは？逆に、早期の運動嫌いは、幼児の発育・発達を無視した技術偏重の運動経験や勝敗にこだ

わる大人の姿勢にある(と思う)。 
   
    

２．幼児期に体験させたい運動内容と活動量 

 
  １）幼児に体験させたい運動内容 
  運動内容は、偏りなく様々な動きを経験させるなかで、歩｢             ｣・走｢           ｣が中

心に据えられ、その経験を徹底させたい。生活に逆さになる、転がる、回る、     、支えると言った動

きが乏しくなってきており、幼少期から逆さ感覚、回転感覚、           を育てていきたいものであ

る。  

 
 ２）幼児に期待する活動量 
  幼児の遊びや活動と歩数調査(2001、2004年)によると午後9時～11時の活動時間帯に、子どもたち

の戸外遊びは５歳男児で平均 3387 歩、同女児で平均 2965 歩を示した。反面、室内での活動は、どの年
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齢でも 1000～2000 歩台で、  戸外より少なかった。また、自然の中で遊ぶ｢土手 
すべり｣は、園庭における自由遊びより多い歩数 
（5959 歩＆4985 歩)であり、これに保育者が加わ 
ると更に多い歩数を確認できた(6468 歩＆5410 歩)。 
このことは、環境条件(     )と          (保 
育者)の関わりによって、子どもの運動量(歩数)を 
増やせることを意味している。 

  1 日で子どもが最も活動的な時間帯は、生理的 
 に体温が最も高まっている午後   ～   時頃であ 

り、この時間帯に      ～        歩を確保したい。 

  
３． 動きの示範力と活動力の低下 

 
 今日、地域におけるたまり場の減少・崩壊と、ガキ大将の不在など、子どもたちが              する  
モデルはなくなった。つまり、運動のスキルで見ると、放っておいても身につくものだと考えがちだが、

大きな誤解になりかねない。ガキ大将に限らず、           不在の遊びは、教わる・練習するチャンスに

恵まれない子どもたちを際立たせている。保育者や教師、指導者の見ていない世界の存在が・・・ 

 

子どもたちの見本となる親、保育者、指導者が、運動スキルや動作パターンを見せる機会を真剣に設け

なければならない。加えて、ともに一緒に動いてやること重要である。 

 
 
４． 体力・体格の発達と学習の適時性について 

        の発達、       の制御能、動作パターンの獲得にも見られる加齢的変化は幼児期を通じ顕

著で、大人と子どもの身体的特徴の相違を無視した子どもへの援助は、無意味となる。例えば、体力な

ど個々の発達パターンは図 3 のように異なるので、幼児期から 10 歳位までだと平衡性、敏捷性、巧緻性

などの        の獲得に適時性がある。小学校 4 年生(    歳)までは、様々な身のこなしの習得、高学
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年は動きの       から次第に         運動へというのは一般的だろう。 
 中学校期は、からだの発育に身のこなしを適応させ、        能力を高めるようにしたい。次いで、高

等学校期は、       運動に平行して、発育に応じて        を高める運動を必要とするだろう・・・図４と、

表１を参照。 
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表１ 運動発達段階と運動技能 
  運動発達段階 
分類 
(カテゴリー) 

 初歩的運動の段階（Ｏ～２歳） 

 Rudimentary Movement PhaSe 
  初歩的・基礎的運動技能 

Rudimentary Movement Patterns 

 基本的運動の段階（２～７歳） 

 Fundamenta1 Movement Phase 
    基本的運動技能 

Fundamental Movement Patterns 
●平衡系の動作 

 Stabmty 
 MovementS 

頭･首のコントロール， 
転がる(寝返り),腕で支える， 
座る,かがむ,立つ,立ち上がる 

回る,転がる,片足で立つ，バランス立ち

をする,ぶら下がる,乗る，渡る,逆立ちを

する,浮く 

●移動系の動作 

 Locomotor 
 Movements 

腹を地につけて這う(CrawHng)， 
四つ足で這う(Creep 蜃 g)， 
這い上がる,歩く，翌る，降りる 

走る,止まる,リーズスキッフ l ホッフ 1 ギ

ヤロップ跳ぶ,跳び上がり降り,よじ翌る,
跳びつく，跳び 
越える,またぎ跳ぶ,かわす,くぐる,すべ

る,泳ぐ 

●操作系の動作 

 Manipulative 
 Movements 

手を仲ばす,つかむ,つまむ， 
はなす,ほうる 

投げる,蹴る,打つ,つく（まりつき）,たた

く，抽まえる,受ける,運ぶ,担ぐ,下ろす,押
す，引く,漕ぐ 

 
５．姿勢教育の奨励(姿勢作りのポイント) 

 
 子どもの姿勢は固まっていない        のためにも、正しい、あるいは良い方向への習慣化を欠かし

たくない。この姿勢を矯正していくとなると、多大な時間(つまり、大きな努力)を要する。その矯正には、

装具・固定具を用いる方法と、        による方法がある。但し、装具・固定具を用いる方法は、からだの

形を整えられるかも知れないが、          の不均衡を残すもかも知れない。 
体操による矯正は、均整のとれた全身の発育と自由に動くからだづくりを狙う。特に、       や 

       を強くする体操を行わせたい。 

 


