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 文部科学省幼児期運動指針策定委員会が平成24年３月に策定した「幼児期

運動指針」では、幼児期に体を動かす機会が減少し、身に付けておくことが

望ましい多様な動きの獲得や体力・運動能力に影響を与えていると指摘され

ている。そこで、幼児が自ら進んで体を使った遊びを楽しみ、多様な動きを

身に付けられるような環境を構成するために、「幼児期運動遊びプログラム」

と保護者向け啓発資料を作成し、運動遊びの充実に向けた取組を行った。   

その結果、楽しみながら多様な動きのある遊びに触れる機会が増え、小学

校の体育につながる多様な動きの獲得や意欲を高めることにつながった。 
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○幼児期から多様な動きができるように運動遊びを充実させる取組を推進 

（平成25年３月滋賀県教育委員会「滋賀県スポーツ推進計画」） 

○運動習慣の確立のため園で毎日60分以上楽しく体を動かすことを推進 

              （平成27年３月滋賀県教育委員会「学ぶ力向上 滋賀プラン」） 

 

 

○幼児期に体を動かす機会が減少 

（平成24年３月文部科学省幼児期運動指針策定委員会「幼児期運動指針」） 

運動習慣の確立 体力向上 
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幼稚園教育に関する研究 

 

将来の運動習慣の確立と体力向上をねらいとした幼児期における遊び活動 

－小学校の体育へつながる多様な動きを身に付けるための遊びの工夫－ 
 

Ⅰ 主 題 設 定 の 理 由 

 

 文部科学省幼児期運動指針策定委員会が平成24年３月に策定した「幼児期運動指針」では、現代の社

会は生活全体が便利になり、体を動かす機会を減少させるだけではなく、幼児期に身に付けておくこと

が望ましい多様な動きの獲得や体力・運動能力に影響を与えていると指摘されている。また、幼児期に

体を動かして遊ぶ機会が減少することは、その後の児童期、青年期の運動やスポーツに親しむ資質や能

力の育成、さらには心の発達にも大きな影響を及ぼすことにつながることも指摘されている。 

また、平成26年11月に文部科学省が発表した「平成26年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査報告

書」では、小学校入学前にいろいろな内容の運動を行った児童は、いつも同じ内容の運動を行った児童

や運動を行っていなかった児童に比べ、一週間の総運動時間が長く、体力合計点も高い傾向があること

が示されている。 

本県においても平成25年３月に策定した「滋賀県スポーツ推進計画」において、「すべての子どもが

将来自ら進んで楽しみながらスポーツに取り組めるよう、学校・家庭・地域において子どもの運動・ス

ポーツ活動を充実する」１）ことを施策目標としている。そして、その方策として幼児期からの運動遊び

の充実を挙げており、「幼児が多くの友だちと関わりながら、自ら進んで体を使った遊びを楽しみ、多様

な動きができるよう遊びの充実に努める」２）こととしている。また、「学ぶ力向上 滋賀プラン（平成

27年3月 滋賀県教育委員会）」では、「学ぶ力を育む６つの滋賀プラン」において、子どもの運動習慣の

確立のため、園では様々な遊びを中心に毎日60分以上楽しく体を動かすことを取組の一つとしている。 

これらのことから、幼児期の運動遊びを充実させ、全ての幼児が小学校へ進んでからも意欲的に運動

に親しむ習慣を身に付けるための取組が必要であると考えられる。 

そこで、将来の運動習慣の確立と体力向上をねらいとして、幼児期に多様な動きのある遊びを工夫し、

体験させることが大切であると考え、本主題を設定した。 

 

Ⅱ 研 究 の 目 標  

 

幼児期の発達の特性に応じた体力や運動能力を身に付けることを目指し、幼児が多様な動きのある遊

びを、毎日、一定時間、楽しく行えるような遊びの在り方や支援の方策を探る。 

 

Ⅲ 研 究 の 仮 説  

 

幼児期に多様な動きのある遊びの時間を設定し、日常的に行えば、楽しく体を動かす機会が増え、多

様な動きも経験できるだろう。また、幼稚園教員や保護者が小学校の体育につながる多様な動きのある

遊びを理解したうえで、意図的に働きかければ、幼児は遊びを通して多様な動きを獲得し、進んで体を

動かす意欲を高めるようになるだろう。 
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Ⅳ 研究についての基本的な考え方 

 

１ 小学校の体育へつながるための二つの視点 

本研究では小学校の体育を見通した幼児期の体を動かす遊びを充実させるため、以下の二つの視点 

を大切にする。 

(１) 多様な動きのある遊びの経験が小学校の体育へつながるという視点 

小学校学習指導要領解説体育編 ３)では、幼児教育との円滑な接続を図るとともに「体つくり運動」

が小学校低学年から位置付けられている。その内容としては、低学年に「多様な動きをつくる運動

遊び」、中学年に「多様な動きをつくる運動」が示されている。これらは、将来の体力向上につなげ

ていくために、この時期に基本的な動きを培うことをねらいとしている。そこで、本研究では「幼

児期運動指針」４)で示されている幼児期に身に付けておきたい動きを参考に、小学校の体育につな

がる多様な動きを身に付けていくことを目指す(表１)。 

また、これらの動きは、幼児が日常生活の中で、体を動かす遊びを通して獲得されるとともに、

繰り返し経験することによってしなやかになると考えられる。しかし、これらの動きを獲得するた

め、急ぎすぎて、発達段階に適していない遊びや場を設定してしまうと、運動嫌いや苦手意識を強

めるようになることも懸念される。そのため、本研究は、適切に構成された環境のもと、一人ひと

りの幼児の興味や生活経験に応じた遊びを、幼児が自発的に繰り返し取り組むことを通して、多様

な動きを身に付けることができるよう工夫する。 

 

  

(２) 体を動かす楽しさが小学校の体育へつながるという視点 

幼稚園教育要領では、心身の健康に関する領域「健康」の内容の取扱いにおいて、「十分に体を

動かす気持ちよさを体験し、自ら体を動かそうとする意欲が育つようにすること」５）と示されてい

る。また、図１に示すように小学校学習指導要領解説体育編の第１学年及び第２学年においては、

運動を「楽しく」「意欲的に」行うこ

とを目標にしており、幼稚園から小

学校へ進んだ後も各種の運動に進ん

で取り組む態度が求められている。

しかし、幼児期に体を動かす機会が

少ない幼児は、経験不足から消極的

身に付けておきたい動き 動きの例 
小学校の体育 運動領域「体つくり運動」のつながりとその例示 

（小学校学習指導要領解説体育編より一部抜粋） 

体のバランスをとる動き 

立つ、座る、寝ころぶ、 

起きる、回る、転がる、
渡る、ぶら下がる 

○体のバランスをとる運動遊び 

例示）片足を軸にして、右回り・左回りに回ること。しゃがんだ
姿勢で相手のバランスを崩したり、相手にバランスを崩されな
いようにしたりすること。 

体を移動する動き 

歩く、走る、はねる、 

跳ぶ、登る、下りる、 

這う、よける、 

すべる 

○体を移動する運動遊び 

例示）大きな円を右回り・左回りに這ったり、歩いたり、走っ
たりすること。両足や片足で跳び、空中で向きを変えて足か
ら着地すること。 

用具などを操作する動き 

持つ、運ぶ、投げる、
捕る、転がす、蹴る、
積む、こぐ、掘る、 

押す、引く 

○用具を操作する運動遊び 

例示）輪を倒れないように回したり、転がしたりすること。長縄
で大波・小波をしたり回っているなわをくぐり抜けたりするこ
と。 

○力試しの運動遊び 

例示）友だちをいろいろな方向へ引きずったり、おんぶをしたり
すること。 

第 1 学年及び第 2 学年目標 

(１)簡単な決まりや活動を工夫して各種の運動を楽しくできるように

するとともに、その基本的な動きを身に付け、体力を養う。 

(２)健康・安全に留意して意欲的に運動する基礎を育てる。 

図１ 小学校学習指導要領解説体育編 

表１ 幼児期に身に付けておきたい動きと小学校の体育とのつながり 
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な活動になりやすく、将来の運動習慣に影響を及ぼすことも考えられる。この点を踏まえた上で研

究に取り組み、幼児自らが体を動かす楽しさや心地よさを継続して経験できるよう工夫する。幼児

期に体を動かす遊びを通して身に付けた楽しさや意欲は、小学校へ進んだ後も工夫して繰り返し体

を動かそうとする機会を増やすこととなり、運動に対する親しみを育み、健康に過ごすための運動

習慣につながると考える。 

 

２ 幼児期の運動遊びの充実に向けた取組 

  以下に示す取組により、幼児が多様な動きのある遊びを毎日、一定時間、楽しく行うための遊びの

充実を目指す。 

(１) 「幼児期運動遊びプログラム」の作成・活用 

幼児期に身に付けておきたい多様な動きのある遊びを取り入れ、幼児が取り組みやすいように工 

夫してまとめたものを「幼児期運動遊びプログラム」として提案し、それに基づいた意図的な運動

遊び活動を継続的に実施する。プログラムの作成にあたっては、運動経験が乏しい幼児や運動が苦

手な幼児もいきいきと活動できるようにするなど、発達の特性に合わせ、誰もが楽しめるという視

点を大切にする。 

 

(２) 自然に体を動かしたくなる環境づくりの工夫 

幼児が自発的に体を動かすことができるように場を工夫し、おのずと遊びに夢中になる環境を設 

定する。この環境づくりでは、教員による働きかけも有益な環境の一つとしてとらえ、多様な動き

を意識した教員の支援・声かけ・励ましも含めた環境構成となるように提案し、幼児期に身に付け

ておきたい多様な動きが継続して取り入れられるように工夫する。 

 

(３) 保護者向け啓発リーフレットの作成･配付 

家庭や地域における幼児期の運動遊びの啓発をねらいとして、保護者向け啓発リーフレット「ご

家庭での運動遊びのすすめ」を作成し、保護者へ配付する。このリーフレットの作成にあたっては、

幼児期から運動習慣の確立を目指し、多様な動きのある遊びを増やすことの必要性を保護者が理解

し、運動遊びを通して、幼児の体を動かす意欲の向上につながる関わり方ができるような構成にす

る。なお、運動遊びに対して、苦手意識を持つ保護者でも手軽に活用できるよう構成や配付方法を

工夫する。 

 

Ⅴ  研 究 の 進 め 方 

 

１ 研究の方法 

研究対象は研究協力園の５歳児及び教員とする。 

(１) 研究協力園を含む市管内の幼稚園及びこども園に対して意識調査を行い、実態を把握する。 

(２) 「幼児期運動遊びプログラム」を作成し、園で意図的な運動遊び活動を実践する。 

(３) 自然に体を動かしたくなる環境を設定する。 

(４) 保護者向け啓発リーフレット「ご家庭での運動遊びのすすめ」を作成し、配付する。 

(５) 幼児の観察や事後調査の結果分析等により、効果の検証を行う。 

(６) 「幼児期運動遊びプログラム」や保護者向け啓発リーフレット「ご家庭での運動遊びのすすめ」

を改善し、研究成果物としてまとめる。 
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２ 研究の経過 

４月 

５月 

６月 

 

７月 

 

８月 

 

研究構想・推進計画の立案 

研究推進のための資料収集 

第１回専門・研究委員会 

（研究構想・推進計画） 

事前調査、結果分析 

運動能力調査（事前）、結果分析 

教材等の諸準備 

第２回専門・研究委員会（保育実践の検討） 

９～11月

10月 

11月 

 

12月 

１月 

２月 

３月 

保育実践 

運動能力調査（事後）、結果分析 

事後調査、結果分析 

第３回専門・研究委員会（考察） 

研究紀要原稿執筆 

研究発表準備 

研究発表大会、研究報告会 

研究のまとめ、次年度研究構想 

 

Ⅵ  研 究 の 内 容 と そ の 成 果 

 

１ 教員の意識調査から明らかになった幼児期の運動遊びに関する課題 

平成27年9月に、研究協力園の市管内幼稚  

園・こども園教員（113名）を対象として幼  

児期の運動遊びに関する意識調査を実施し  

た。 

図２より、「幼児期の多様な動きのある

遊びについて、知識があると思うか」の項

目において肯定的な回答をした教員は34％

であった。また、「多様な動きを学ぶ機会

があれば学んでみたいと思うか」の項目に

ついて肯定的な回答をした教員は97％であ

った。これらの数値から、幼児期において

は多様な動きのある遊びが重要だと考えて

いる教員が多いことが分かる。 

さらに、「多様な動きのある遊びや遊具

や用具を使った様々な運動遊びは小学校の体育につながっていると思うか」の項目において肯定的な

回答をした教員は95％であった。しかし、「幼児に多様な動きのある遊びや遊具や用具を使った運動

遊びを働きかけることに難しさを感じるか」の項目については、「とてもそう思う」「ややそう思う」

を合わせると81％となり、多くの教員が働きかけることの難しさを感じていることが分かる。 

これらのことから、幼児期運動遊びプログラムを作成する際は、教員が多様な動きのある遊びを理

解できるように動きをわかりやすく提示し、多様な動きを幼児に働きかけやすいようにルールが明確

で、やさしい運動遊びを提案する必要があると考えた。 

 

２ 実態を踏まえた運動遊びの取組 

(１) 「幼児期運動遊びプログラム」の作成 

ア 内容 

園において、意図的に設定された運動遊びの時間

等に活用できる様々な運動遊びのプログラムを作成

した(図３)。プログラムの作成にあたっては、幼稚

園にある施設や遊具、用具を活用した遊びや、準備

が簡単で、気軽に取り組める遊びを取り入れた。   

図２ 教員の意識調査の結果 

～もくじ～ 
 かけっこ遊び１～４ 
 ジャンプを取り入れた遊び 
 ゴムを使った遊び 
 縄を使った遊び 
 バランス遊び 
 じゃんけん遊び１～４ 
 ボールを使った遊び１～３ 
 準備が簡単な集団遊び 
 鬼ごっこ遊び１～３ 
 マットを使った遊び１～３ 
 鉄棒やうんていを使った遊び１～３ 
 図３ 「幼児期運動遊びプログラム

(全 24 ページ)」のもくじ 

47

64
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31

61

62

3

5

19

4

とてもそう思う ややそう思う

あまりそう思わない 全くそう思わない

（数字は％ 回答数１１３）

幼児期の多様な動きのある遊びについて知識はあると思うか。

多様な動きについて学ぶ機会があれば学んでみたいと思うか。

多様な動きのある遊びや遊具や用具を使った様々な運動遊びは

小学校の体育につながっていると思うか。

多様な動きのある遊びや遊具や用具を使った様々な運動遊びを

働きかけることに難しさを感じるか。

1 
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また、幼児期に身に付けておきたい基本的な動きをバランスよく取り入れることで、小学校の

体育につながる多様な動きが経験できるようにした。さらに、各ぺージの遊びの紹介では、安全

面の配慮と自発的な運動遊びとなる視点を大切に要点をまとめた。 

イ 活用のねらい 

「幼児期運動遊びプログラム」の活用のねらいを図４  

に示す。このプログラムを活用し、教員が多様な動きを  

意識して幼児の自発的な運動遊びを促すことにより、幼  

児の多様な動きの獲得を目指す。 

ウ プログラムの構成 

教員の意識調査の結果を生かし、「遊びの工夫と展開

例」のコーナーを設け、やさしい運動遊びを展開しなが

ら、動きの要素が明確になるようにした。さらに、発達

の特性に合わせ、誰もが楽しめるという視点を大切にし

た。また、ページ下部には多様な動きを含む幼児期の運

動遊びが小学校の体育へどのようにつながるのかを考

え、「小学校の体育のこんな点につながっていきます」というコーナーを作った。このことは教

員が「多様な動きのある遊び」の理解を深め、小学校の体育へつながる見通しを持って保育を進

めていくことに有効であると考えた(図５)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４ 「幼児期運動遊びプログラム」
活用のねらい 

図５ 「幼児期運動遊びプログラム」の例（じゃんけん遊び１のページ） 

 
プログラムの活用 

幼児期に必要な多様な動きを理解 

多様な動きのある運動遊びの展開・工夫 

自発的な運動遊びと 

多様な動きを意識した働きかけ 

幼児の多様な動きの獲得 

 

【気軽に取り組める運動遊びの

紹介】 

安全面に配慮した遊びのルールと

自発的に取り組む視点を重視した支

援の方法等を紹介 

【遊びの工夫と展開例】 

多様な動きの要素が明確になるよ

うに示し、多様な動きのある遊びや用

具や遊具を使った遊びの展開を分か

りやすく紹介 

 

【小学校の体育のこんな点につな

がっていきます】 

小学校の体育へつながるポイントを

伝え、小学校の第 1学年及び第２学年の

「体つくり運動」を中心とした運動領域

を紹介 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ 歩く＋走る＋止まる 

     見本を見せてルールの理解ができたらスタートする。（図１） 

Ｂ 歩く＋走る＋止まる＋乗る＋降りる＋渡る  

  平均台やタイヤを使って行う。（図２） 

Ｃ 歩く＋走る＋止まる＋よける＋かわす 

鬼ごっこと同じように走り回り、鬼に捕まったらじゃんけんをする。じゃんけんに 

負けたらその子どもが鬼になる。（図３） 

    Ｄ 歩く＋止まる 

      じゃんけん列車を行う。音楽とともにじゃんけんし、負けたら勝った子どもの後ろにつく。 

列車になりきって最後は全員が１列になったら終了。先頭になった子どもの勝ち。 

終わったら、椅子や固定遊具を駅に見立てて園庭を一列で歩くこともできる。（図４） 

 

 

 

 

           

    

図１ ラインやロープを使う        図２ 平均台を使う         

 

 

 

 

 

    

図３ じゃんけん鬼ごっこ        図４ じゃんけん列車  

  

 

 

 

 

じゃんけん遊び１ ～どんじゃんを工夫して遊ぼう～ 

遊び方 ：２チームに分かれ、直線を引き、その両端に並びます。先頭一人が、相手チー

ムに向かって走り、向き直った相手とじゃんけんをします。勝ったチームの子

どもは先へ進み、負けたチームの子どもは自陣の最後尾へつきます。 

先生方へ：鬼ごっこやじゃんけん列車へ発展もできます。子どもが工夫して取り組めるよ

うに言葉かけをしながら、保育者も子どもたちと一緒になって楽しみましょう。 

 

保育者が応援

すると盛り上

がります。 

安全面に配慮し

ながら、ジグザグ

コースの設定も

できます。 

簡単なきまりや活動を工夫して楽しく取り組む力、意欲的に運動する態度の育成へ、 

また、どんじゃんけんは運動領域「ゲーム」へつながります。 

幼児期の多様な経験は基本的な動きを身に付ける土台をつくります。 

小学校の体育のこんな点につながっていきます 

遊びの工夫と展開例 

 

つかまりやす

い子どもでも

じゃんけんに

勝てば鬼にな

らずにすみま

す。 

一つの列車にな

ることを通し、全

員で一緒に体を

動かす楽しさを

体験できます。 
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(２) 幼稚園における保育の実践（９～11月） 

ア 実践期間  

９月から11月の間、園において毎日、20分～30分間、体を動かして遊ぶ取組を行った。表２に

取組の概要と活用したプログラムを示す。 

  

 

 

 

 

 

 

 

10月上旬に運動会が行われたため、かけっこ遊びに夢中になる幼児や、鉄棒遊びに興味を持ち

始める幼児が多かった。また、リレーでは、どうしたら速く走れるか、バトンパスがうまくいく

かを考える姿があった。10月の運動会が終わってからはボールを使った遊びや鬼ごっこ遊びに夢

中になる姿が見られた。「幼児期運動遊びプログラム」を活用する中で様々な運動遊びを楽しむ

幼児の姿が見られた。 

イ 「幼児期運動遊びプログラム」を活用した取組の具体例  

「幼児期運動遊びプログラム」を活用した鉄棒遊びの取組と幼児の姿を図６に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取組期間 実践した主な運動遊び 活用した「幼児期運動遊びプログラム」 

９月 

～10月上旬 

（運動会前） 

かけっこ遊び・リレー遊び 

ジャンプ遊び・なわとび遊び 

鉄棒遊び・うんてい遊び 

マット遊び 

かけっこ遊び 

ジャンプを取り入れた遊び 

鉄棒やうんていを使った遊び 

マットを使った遊び 

10月中旬 

～11月 

（運動会後） 

ボールを使った遊び・鬼ごっこ 

竹馬・フープを使った遊び 

鉄棒遊び・うんてい遊び 

ボールを使った遊び･鬼ごっこ遊び 

ジャンプを取り入れた遊び 

鉄棒やうんていを使った遊び 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

やさしい技や遊びの紹介 

できるかな 

できた 

先生、見て～ 

もっと 

やりたい 

多様な動きのある遊びに 
繰り返しチャレンジする姿 

図６ 「幼児期運動遊びプログラム」の活用によって多様な動きを獲得する幼児たち 

逆上がりがしたい 

でも、難しそう・・・ 

教員の支援 

昨日より上手だね 

すずめの技 

小学校の体育 多様な動きをつくる運動遊び・運動する楽しさ 

自発的な取組 

しっかり鉄棒を握ろうね 

次のめあて 
楽しさの継続 

表２ 取組の概要 
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６ページの図６にあるように、逆上がりや前まわりの技に挑戦しようとする幼児が多く見られ

たが、できないことが分かるとあきらめてしまう幼児の姿もあった。そこで、「幼児期運動遊び

プログラム」を活用し、腕で自分の体を支える力が弱い幼児や、タイミングよく跳んだりするこ

とを苦手とする幼児が、楽しく鉄棒遊びができるように、鉄棒にぶら下がったり跳び上がったり

することで、動物に見立てることができるやさしい技等に取り組んだ。幼児の発達に応じて、で

きる楽しさを経験することを大切にしながら鉄棒遊びの実践を行った。 

また、教員の声かけや支援によって、何度も繰り返し行う姿や、友だちの取組に刺激を受け、

一緒に楽しむ姿もあった。やさしい技ができるようになると幼児自身が次のめあてを持ち、でき

るまで繰り返し挑戦しようとする姿がみられるようになった。楽しみながら繰り返し遊ぶこと

で、幼児期に身に付けたい多様な動きである「にぎる、つかむ、支える、押す、下りる、ぶら下

がる、回る」という動きを獲得することにつながったと考える。 

 

（３） 自然と体を動かしたくなる環境づくり 

ア 園庭や廊下での環境の工夫 

安全面に配慮しながら生活の場面で自

然と体を動かしたくなる環境の設定を試み

た。その内容を図７に示す。幼児の動線を

考慮し、幼児の自発的な運動遊びにつなが

る場を園庭や廊下等に設定した。本取組に

おいては教員の働きかけも有益な環境の一

つと考えているため、設定した場で、教員

が幼児と一緒に遊んだり、やってみようと

している姿を励ましたりすることで、多く

の幼児が楽しみながら何度も挑戦する姿が

見られるようになった。また、よく遊ぶ固

定遊具の周りに、フープを並べたりライン

を引いたりするなどの工夫をした。すると、

様々な遊びに発展させながら遊ぶ姿も見ら

れた。  

このような場の設定と教員の支援によ

り、幼児たちは「おもしろそう」「やってみ

ようかな」と、多様な動きのある遊びに自

然に取り組む姿が多く見られるようになっ

てきた。 

イ 道具の取り出しやすさの工夫 

フープやペットボトル、柔らかいボール等

の運動遊びにつながる道具を幼児の目に付

きやすい場所に設置し、利用しやすいように

工夫した。この設置により時間を見つけて道

具を使って遊び始める幼児の人数が増え、体

を動かす遊びを楽しむ雰囲気づくりにつな

がったと考える。 

図１ ジャンプコーナー 

 

ケンパーライン 

 

ジャンプコーナー 

 

図７ 園庭や廊下の工夫 

 

【廊下の工夫】 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（写真以外の環境づくり例） 

・マットと手形シートを準備し、いつでもマット遊びにチャレ

ンジできる環境の設定 

・巧技台に手形シートの設置           

 
【園庭の工夫】 

 

 

 

 

 

 

 

（写真以外の環境づくり例） 

・鉄棒遊びやなわとび遊びの技を紹介したカードの作成・設置 

・うんていに幼児が色ぬりした番号カードの設置 

・固定遊具に鈴を設置                 

ジ
ジャンプ
コーナー 

 

ジ
フープで
囲んだ 
すべり台 
 

ジ
ケンパー 
ライン 
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(４) 保護者向け啓発リーフレット「ご家庭での運動遊びのすすめ」の作成 

ア 気軽に活用できる構成の工夫  

体を動かす意欲の向上につながる関わり方を紹介するための保護者向け啓発リーフレットを作 

成し、配付した。図８に示すように幼児期の運動遊びの必要性を伝える記事は「おしらせ」とし、

家庭で体を動かす機会を増やすことをねらいとした記事は「親子でチャレンジ」と表記した。保

護者が短時間で読めるように簡潔な言葉で示し、幼児期の運動遊びについて、そのポイントを端

的にまとめた。これを読み進めることで、保護者が幼児期の運動遊びの必要性や幼児期に身に付

けておきたい多様な動きを理解することにつながると考える。 

また、親子が多様な動きのある遊びを楽しみながら気軽に体験できるように、「親子でやって

みましょう！」のコーナーをつくり、イラスト入りで運動遊びを紹介した。このコーナーは家庭

ですぐに実践してもらえるよう、動きも詳しく表記した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 配付方法の工夫 

作成したリーフレットは９月から10月にかけて、一週間ごとに４回配付した。１回分のリーフ

レットは、Ａ３サイズの両面とし、ページ数を増やさないようにすることで、運動遊びを子ども

に働きかけることを苦手とする保護者や、忙しさから運動遊びに十分な時間が持てない保護者も

気軽に活用することができるように配慮した。また、休日に活用できることをねらいとして、な

るべく休日前に配付した。さらに、担任が保護者と顔を合わせて、毎日、話ができるということ

を生かし、担任が保護者へ幼児期の運動遊びの重要性を説明した後、リーフレットを配付した。 

これらの配付方法によっても、保護者がリ

ーフレットに関心を持つことにつながった

と考える。事後の保護者アンケートでは、

90％の保護者が幼児期の運動遊びの必要性

を理解し、関心を高めたと答えている（図９）。 

 

図８ 保護者向け啓発リーフレットの構成 

図９ 保護者アンケート結果 関心の割合 

41 49 9 

（数字は％ 回答数６６）

高まった やや高まった

あまり高まっていない その他

幼児期の体を動かす遊びの関心は高まりましたか。幼

１

カラーで見やすい表示 

おしらせ 

幼児期の運動遊びの必要性を

わかりやすく紹介 

 

親子でチャレンジ 

日常生活の中で気軽にできる

運動遊びの方法を紹介 

親子でやってみましょう！ 

すぐに実践できる遊びを 

イラスト入りで紹介 
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３ 将来につながる幼児期の運動遊び活動 

(１) 「幼児期運動遊びプログラム」の成果 

幼児向けの運動能力調査i)と歩数量調査、事後の教員アンケートにより「幼児期運動遊びプログラ 

ム」の評価を行った。 

ア 多様な動きを身に付ける効果 

５歳児を対象として幼児向け運動能力調

査を取組前(７月中旬)と取組後(10月下旬)

に行い、その比較を行った。幼児期運動指

針において、幼児の運動能力は、多様な動

きを経験することで発達するとされてお

り、成長の発達分と区別するために、総合

評定の段階別割合ii)を比較することで幼児

の変容を検証した(図10)。取組後の調査結

果からは、Ｃ・Ｄ・Ｅ判定が減少し、Ａ・

Ｂ判定が増えている。このことから、全体

としては、運動能力は向上していると考え

る。 

次に、運動経験が乏しい幼児や運動が苦

手な幼児の変容をみるため、その可能性の

ある取組前の調査でＤ・Ｅ判定となってい

る30人の幼児の変容を分析した。 

取組後の調査結果から、１～３段階の上

昇が見られた幼児は、Ｄ判定の幼児におい

ては23人中12人、Ｅ判定の幼児においては

７人中５人いた(図11、12）。 

また、事後の教員アンケートでは、「全

体的に園児の体の使い方が上手になってい

る」「体を動かすことに消極的な子どもの

体の使い方が整い、まっすぐ走れるように

なった」「こけても手をつくことが多くな

り、顔をけがするこけ方は、ほとんどなく

なった」という感想が多くあった。 

これらのことから「幼児期運動遊びプロ

グラム」は多様な動きを身に付けることに

有効であったと考える。 

イ 意欲を高める効果                              

幼児の歩数量を計ることでも、効果の検 

証を試みた。歩数計の装着は全ての調査日   

                                                   
ⅰ）文部科学省「体力向上の基礎を培うための幼児期における実践活動の在り方に関する調査研究」に示されている運動能力調査を使

用。実施種目は６種目（25ｍ走・立ち幅跳び・ボール投げ・両足連続跳び越し・体支持持続時間・捕球）ある。 
ⅱ）各種目の測定結果を月齢に応じ標準化された５～１点の５段階で評価し、６種目の合計得点によってＡ～Ｅの段階別評定が設定さ

れている。 

図 10 運動能力調査の結果 全体の事前事後比較 

 

図 12 Ｅ判定の幼児の変化 

 

図 11 Ｄ判定の幼児の変化 

図 13 歩数量調査の結果 

 

8 

28 

36 

38 

27 

25 

22 

8 

7 

取組前

取組後

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ （数字は％ 実施数９０人）

1 

6 6 

Ｄ判定の幼児 ２３

9 2 

取組前

取組後

B C D E （数字は人数 取組前 Ｄ判定の幼児２３人）

2 1 2 

Ｅ判定の幼児 ７

2 

取組前

取組後

B C D E （数字は人数 取組前 E判定の幼児７人）

3,717 

4,365 

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

取組前（９月上旬） 取組後（11月上旬）

（歩）

（数字は平均歩数 実施数７７人）



幼稚園教育に関する研究 

- 10 - 

 

において午前中の３時間とし、プログラムを実践する前(９月上旬)と実践した後(11月上旬)に二

日ずつ測定した。 

９ページの図13に示すように、５歳児全体として取組後の歩数量の平均値は約650歩増えてい

ることが分かる。この結果から、毎日、繰り返し、楽しみながら運動遊びをし続けたことが、習

慣的に体を動かすことにつながっていることがうかがえる。 

次に、取組前の運動能力調査において、

Ｄ・Ｅ判定であった幼児のうち、歩数量が

測定できた幼児25人を対象に取組前と取組

後の歩数量を比較した。この中には、体を

動かす機会が少なく、経験不足となったり、

苦手意識から運動遊びに対して、消極的な

活動となったりしている幼児も多い。取組

前と取組後を比較した結果、76％の幼児の

歩数量が増加していることが分かった(図

14)。また、歩数量が増加した幼児のうち、

64％の幼児は運動能力調査の総合評定値が

上昇していた。このことから、本取組によ

って、運動経験の乏しい幼児や運動を苦手

とする幼児も日常的に進んで体を動かす機

会が増えたと考える。 

さらに、事後の教員の感想からも幼児の

姿から意欲の高まりを感じている記述が多

くあった(図15)。これらのことからも、意

図的に設定した運動遊び活動を自発的に取

り組めるように工夫することは、運動経験

の乏しい幼児や運動を苦手とする幼児も含

め、進んで体を動かす意欲を高めることに

有効であったと考える。 

ウ 教員が多様な動きのある遊びを理解する効果  

事前と事後の教員アンケートの結果を

比較すると「多様な動きのある遊びの知識

はあると思うか」の項目において肯定的な

回答をした教員は43％から83％に増加した

(図16)。また、５歳児担当の教員に関して

は「多様な動きのある遊びや用具や遊具を

使った遊びを子どもに働きかけることに難

しさを感じるか」の項目において「難しさ

を感じる」と答えた教員は大幅に減少した。

事後アンケートの感想では「自分自身が知

識を得ることで子どもに的確に支援ができる」「日常の生活の中で、苦手な動きのチェックがで

きた」という内容があり、これらのことから「幼児期運動遊びプログラム」は教員が多様な動き

のある遊びを理解することに有効であったといえる。 

図 16 教員事後アンケートの結果 

図 14 取組前Ｄ・Ｅ判定であった幼児の歩数量の変化 

・動きは小さいが自分から動くことが増えた。 

・体を使ったじゃんけんは運動が苦手な子も積極的に楽

しんでいた。ぎこちなさは残るものの、積極的に動く

ことで少しずつ自然な動きになっているような気がす

る。 

・苦手な子どももチャレンジをきっかけに鉄棒やマット

に取り組むようになり、できるようになると自信がつ

いて繰り返し遊ぶことにつながった。 

・繰り返し経験することが自信や意欲につながっている。 

・自分なりのめあてを持つようになった。 

・リレーやかけっこ、体操などで子どもたちが積極的に

体を動かしていた。 

図 15  教員の感想（一部抜粋） 

76

24

増加 減少

（数字は％ Ｄ・Ｅ判定の幼児２５人）

歩数量が増加した

幼児のうち、６４％は

総合評定値が上昇

26

43

57

57

17

事前

事後

そう思う ややそう思う あまりそう思わない

多様な動きのある遊びの知識はあると思いますか。

全くそう思わないは事前事後とも０ （数字は％ 回答数 23） 
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(２) 保護者への啓発による効果 

   保護者へのアンケートにより保護者向け啓発リーフレットの評価を行った。 

ア 幼児期の運動遊びの必要性を啓発する効果 

事後に行った保護者アンケートの結果において、「幼児期の多様な動きの必要性を理解できた

か」の項目で肯定的な回答をした保護者は98％であった(図17)。また、幼児の様子についての感

想では、運動遊びによって様々な効果を

感じていることが分かる(図18）。これ

らのことから、保護者向け啓発リーフレ

ットは幼児期の運動遊びの必要性や考

え方を伝えることに効果があったとい

える。  

イ 運動習慣をつくる効果 

「家庭で子どもに体を動かす遊びの働き

かけをするようになったか」の項目で肯定的

な回答をした保護者は77％であった。また、

「家庭で子どもの体を動かす遊びに費やす

時間に変化はあったか」の項目で増加傾向を

示した回答をした保護者は60％であった(図

19)。これらのことから、保護者が幼児の意

欲の向上につながる適切な関わり方をする

ことによって体を動かす機会を増やし、家庭

で運動する習慣をつくることにつながった

といえる。 

ウ 体を動かす楽しさを継続する効果 

保護者アンケートの感想より、「子どもから誘ってきた」「子ども自身から声をかける回数が

増えた」などの記述が多くみられた(図20)。

５歳児の担任教員も、幼児が保護者向け啓発

リーフレットのイラストを見て、「面白そう

な遊びだね」「今度、家でやってみたい」と

いった声を何度も聞いている。これらのこと

から、保護者向け啓発リーフレットは、幼児

が進んで体を動かす機会を増やし、体を動か

す楽しさを継続することに効果があったと

いえる。 

図 19 保護者アンケートの結果 運動遊び時間の割合   

図 18 保護者の感想 運動遊びの効果に関する記述（一部抜粋）  

図 17 保護者アンケートの結果 理解の割合 

・体を動かすことで、体内リズムが整ってきたような気がする。 
・体を動かした日は早寝早起きができ、食欲も増すので子どもにとってはよいことだと思った。 

・少しうまくいかなくても、もう一回と頑張る姿勢が増えた気がする。 

・体も大きく成長し、達成感を得る楽しみを覚えたような気がする。 

・家族でボール遊びなどを休日にした。とても喜んで笑顔が増えた。 

・体を動かす遊びは、子どもがいきいきと笑顔になるので、心身共に成長できると感じられる。 

・今まで体を動かす遊びはもっと激しいものだと思っていたが、リーフレットを読み、このような内容なら前
からたくさん行っているものだと認識が変わった。そこで、子どもがやりたい、楽しい、もっと、と自然に
思えるようにふれあいの時間をつくっている。 

 

図 20  保護者の感想 幼児の進んで体を動かす姿に関
する記述（一部抜粋）  

・「親子でやってみましょう！」のコーナーについては、
子どもの方から誘ってきた。 

・「中抜きまわりしよう」と子ども自身から声をかける回
数が増えた。 

・子どもの方からやりたい遊びのリクエストをするよう
になった。 

・降園後、必ず園庭で遊んでから帰宅するようになった。 

・かけっこや鉄棒に興味を持ち自ら進んで行っている様
子が見られ、公園へよく行くようになった。 

・幼稚園から帰っても公園に行って鉄棒やうんていなど
で遊ぶことが増えた。 

77 21 

理解できた やや理解できた その他

幼児期に多様な動きの経験の必要性を理解できましたか。

（数字は%  回答数６６）

2

あまり理解できなかったは 0 

18 59 17 6 

働きかけるようになった やや働きかけるようになった

あまり働きかけていない その他

家庭で子どもに体を動かす遊びの働きかけをするようになり

ましたか。

10 50 40 

増えた やや増えた 変わらない

家庭で子どもの体を動かす遊びに費やす時間に変化は

ありましたか。

（数字は%    回答数66）
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Ⅶ 研究のまとめと今後の課題 

 

１ 研究から明らかになったこと 

(１) 「幼児期運動遊びプログラム」を作成し、園で毎日、意図的に体を動かす遊びの時間で活用した

ところ、多様な動きのある遊びに触れる機会が増え、幼児期に必要な多様な動きを獲得することに

つながった。 

(２) 教員の多様な動きを意識した働きかけにより、幼児が自発的な運動遊びを通して、体を動かす楽

しさを味わい、進んで体を動かそうとする意欲を高めることができた。 

(３) 保護者向け啓発リーフレットを作成し、工夫して配付したことにより、保護者は幼児期の運動遊

びに対する理解を深めた。また、家庭において、体を動かす意欲の向上につながるよう、保護者が

適切な関わり方をすることにより、幼児の運動習慣づくりにつながった。 

 

２ 今後の課題 

(１) 「幼児期運動遊びプログラム」の活用によって、日常的に運動遊びに取り組むことができたが、

今回の研究ではプログラムの一部の活用であったため、成果を確かなものにするためには、全ての

プログラムが有効であるかどうか、実証を重ねていく必要がある。 

(２)  子どもの発達は幼児期から、小学校、中学校、高等学校へと積み重ねられていくもので、その発

達段階に応じて様々な課題も生じてくる。本研究で得られた成果を小学校へ確実につなぐために、

年間を通した取組が必要であり、今後は、体力向上を含めた児童期以降の生活習慣づくりを目指し

て、研究の幅を広げていく必要がある。 
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