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１．はじめに
今年はいよいよ東京オリンピック・パラリン
ピックがやってまいります。福島県も野球とソフ

子どもの発達を支える運動から介護予防の運動、
学校体育など、様々なスポーツ運動の発展に貢献
しています。

トボールの予選会場になっており、日本選手団の

日本体育学会には、専門領域ごとに様々な分科

活躍はもちろん、世界トップレベルのアスリート

会があります。運動生理学やバイオメカニクス、

のパフォーマンスを楽しみにしている方も多いで

体育方法学や体育社会学、体育心理学等々合わせ

しょう。

て15の分科会が存在します。それ以外にも私が所

前回1964年の東京オリンピックの際も、たくさ

属する日本スポーツ運動学会、日本バレーボール

んの国民が活躍する選手たちを身近に感じること

学会のような競技種目別の学会など体育・スポー

で、スポーツ活動の普及や習慣化、健康志向の高

ツ関連学会は数多く存在します。現在は、私の所

まりが拡がっていきました。今回のオリンピック

属学科が保育者養成をしている関係で、子どもの

が我々の生活にどのような効果、影響をもたらす

体育・スポーツに関する研究を中心に行っていま

のかも楽しみです。

す。

このオリンピックで行われているスポーツはい
ポーツと呼ばれ、選手は試合に勝つことや記録を

２．最近の子どもの体力・運動能力・運動習
慣について

伸ばすことを目的に活動を行います。前回の東京

子どもの体力・運動能力テストについては、

わゆるチャンピオンスポーツ、あるいは競技ス

オリンピックの頃と現代のスポーツを比較すると、

1980年代を境に低下の傾向を示しています。

競技の運動技術や記録などは、飛躍的に向上して

運動習慣、すなわち運動量は体力テストの点数

いるのはご存知かと思います。このスポーツの競

に比例しています。スポーツ庁が行っている運動

技力向上を支えてきたのが戦後、急速に発展して

習慣の調査⑹では、１週間の総運動時間60分未満

きたスポーツ科学です。

という中学生の割合が増加しており、それが特に

スポーツ科学の研究内容は今や多岐にわたり、
健康・体力づくりや、生涯学習としてのスポーツ、
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女子では顕著になっています。
また、運動離れとともに、体力テストの得点の
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低いグループの子どもたちが増加し、部活動に積

からとのことでした。つまり、運動嫌いや運動離

極的に取り組む集団と二極化傾向も見られます。

れは幼児期の運動環境にその原因があると考えら

低得点の割合が増えていることで、平均値が下

れています。

がっているようです。
このスポーツ庁の調査は小学５年生と中学２年
生を対象に行われていますが、総運動時間と児童
生徒の食事、睡眠、運動への意識の関連を分析し
た結果、３項目の意識が高い児童生徒ほど、運動

昨年６月に福島県北の保育施設にご協力いた
だき、年長児の７つの基本的動作の調査⑸を行い
ました。これは「走る動作（25ｍ程度の疾走）」
「跳ぶ動作（立ち幅跳び）」「投げる動作（テニス
ボールの遠投）」「捕る動作（ゴムボールの捕球）」

時間が多い傾向を示していて、望ましい生活習慣

「つく動作（ゴムボールのまりつき）」「転がる動

の形成と運動の習慣化は相互に結び付いた関係と

作（マット上での前転）」「平均台を移動する動作

言えます。つまり、運動習慣のない子どもの生活

（平均台上の歩行・走行）」について、観察し評価

スタイルは、「あまり食べない・偏食」「夜更か
し・朝寝坊」「テレビやゲーム（勉強かもしれな
い）
」ということが問題になっています。

するものです。
その時の様子をお話ししますと、でんぐり返し
（前転）やボール投げが上手にできない子どもの

行政も様々な取り組みを行っていて、ここ数年

割合がかなり多いのと、まりつきに至ってはほと

の体力テスト結果は上向き傾向になっていますが、

んどの子どもが上手にできませんでした。立ち幅

まだ1980年代の水準には達していない状態です。

跳びでは、両脚を揃えて跳べない子も少なくない

一方、体力だけではなく、身のこなしとか、運

ことにも驚きました。しかし、中には野球選手の

動技能に関わることで問題になっているのが、幼

ようなボール投げができる子がいたり、平均台を

児の基本的動作です。体力というのは、走る時の
タイムや、上体起こしの回数、幅跳びの距離など、
数値で表すことができるものですが、ボールの投
げ方や走り方（フォーム）、跳び方などの動きの
質的な内容とはまた別ものです。
走・跳・投など７種目についての調査⑶では、
2007年の年長児の基本的動作の獲得状況が、1985
年調査時の年少児に相当するレベルにまで低下し
ていると報告しています。そして、その後のさま
ざまな研究を経て、日本学術会議が2017年７月に
「子どもの動きの健全な育成をめざして～基本的
動作が危ない～」といった提言⑵を文部科学省と
スポーツ庁に対して行いました。幼児から児童期
の子どもが適切な動きを獲得する機会を得られる

ボール投げ

よう、教育制度を充実させ、「子どもの動きの質」
に関する調査研究を推進すべきと提言しています。

３．進む子どもの運動離れ
～幼児の基本的動作の調査結果から～
運動量と体力は比例していると申し上げました
が、なぜ運動をしない子どもが増えているので
しょうか。
運動がいつ頃嫌いになるのか、文部科学省やス
ポーツ庁の調査では、男女ともに小学校に入る前

前

転
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走って渡れる子どももいたり、運動経験の個人差
も大きいと感じました。

４．福島県内（県北地域）における基本的動
作の調査結果概要

こうした基本的動作の獲得というのは天性のも

日本学術会議の提言の根拠資料となった研究

のではなく、ほぼ運動経験の問題であるため、現

（中村2011）では、７種目の基本的動作について

代の子どもは遊びの中での運動学習が不足してい

1985年と2007年の調査結果を比較しています。こ

ると考えられます。基本的な動きを色々と幼い頃

の二つの時期の調査結果と、今回福島県内で行っ

に経験し、獲得していれば運動遊びに親しむ習慣

た調査結果について男女別平均値を比較しました。

もついてくるのではないかと思います。

男児の調査結果は図１に、女児を図２に示してい

小学校に入学すると、体育の時間に鉄棒やマッ

ます。

ト運動、水泳など、少し難度の高い運動をするよ

福島における調査結果は2007年の調査とは概ね

うになったり、友達とスポーツ少年団に入ってス

近い結果かやや高い得点を示していました。1985

ポーツに取り組んだりする機会も出てきます。そ

年調査時より明らかに低得点となっている種目

の中で、運動経験が不足している子どもは、苦手

に注目すると、男児では、①走る（－1.3）、③投

意識と「できない」の負の連鎖で益々運動嫌いが

げる（－1.3）、⑥転がる（－1.2）の３種目が該当

進むのかもしれません。

し、女児では、②跳ぶ（－1.0）、③投げる（－1.4）、

また、ゲームやテレビなど、子どもにとって面

⑥転がる（－1.4）と一部性差も見受けられました。

白い遊びが増えたことや、宿題や習い事などをす

③投げる動作だけではなく、⑤つく動作について

る時間が増えたこと、安心して遊べる広い遊び場

も低得点の傾向があることから、幼児の遊びの中

が少ないこと、日常的に乗り物を使用する機会が

でボール遊びの経験が少なくなっていることが考

増えたことなど、色々な原因が関係していること

えられます。

でしょう。
図１．福島県と中村らの調査結果比較（男児）

※文献⑴より再掲

図２．福島県と中村らの調査結果比較（女児）

※文献⑴より再掲
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また、⑥転がるについては、硬い床ではできな

動遊びで動きを身に付ける機会をつくり、体力や

い運動なので、マットや布団の上など、限られた

運動質⑷の向上を目指すには保育者や周囲の大人

場でしか行うことができません。幼児にとっては、

が意図的に仕掛けるしか方法はなさそうです。

保育現場でマット運動の指導でもされない限り、
前転の習得は困難と思われますが、1985年当時に
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