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Ⅰ　はじめに

　宮城県黒川郡レクリエーション協会は，平
成 19年 9月 29日に文部科学省委託事業「元
気アップ親子セミナー」を実施した。本事業
は，文部科学省の委託を受け，子どもたちの
体力向上を目的に保護者への情報提供と体力
向上に役立つ運動プログラムを体験する機会
を提供していこうとするものである。文部科

学省が実施している体力・運動能力調査の結
果からも子どもたちの体力や運動能力の低下
が続いており，対応が迫られている。このた
め，子どもたちの保護者には子どもたちの体
力や運動能力の低下，生活習慣の重要性につ
いての理解が求められている。

Ⅱ　事業の視点

〔視点 1〕無理のないプログラムの構成
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【要旨】
　子どもたちの体力や運動能力の低下の傾向が続いている。これは，単なる体力や運動能力
が下がっているだけでなく，体を動かす基本的な能力などの能力が低下していることを示し
ている。生涯を健康に生きていくための基礎的な体力や能力を身につけていない子どもたち
が増え続けることは，大きな社会的問題である。
　このセミナーは，保護者を対象に子どもたちの体力低下は大きな社会的問題であることや，
日常生活の中で子どもたちとともに運動やスポーツに取り組むことの大切さに気づくことを
目的に実施したものである。
　参加した保護者等の満足度を高めるためには，参加者の実態を十分に考慮することが必要
である。また，関係機関とのさまざまな連携を図ることも重要である。
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　　　　　 　不慮の事故を防ぐために参加者
の実態を十分に把握したプログラ
ムを構成する。

〔視点 2〕継続を意識したプログラムの提供
　　　　　 　家庭や地域で継続して取り組む

ことができるプログラムを提供す
る。

〔視点 3〕スタッフによる事前の研修
　　　　　 　参加者の様子変化の観察の仕方

や対応の仕方をプログラムの事前
研修を通して研修する。

Ⅲ　事業の概要

1．期日
　平成 19年 9月 29日（土）
2．場所
　宮城県黒川郡富谷町あけの平公民館
3．参加対象
　保育園児，幼稚園児，小学生及びその保護
者
4．参加人数
　保育園児・幼稚園児 21名　小学生 21名
　保護者 30名　計 72名
5．運営人数
　講師 2名　学生ボランティア 17名
　会員 10名　計 29名

Ⅳ　セミナーの実施状況

１．内容

表 1　セミナー内容

保護者 子ども

子育てセミナー
（40分）

チャレンジランキング
（40分）

元気アップ・エクササイズ（40分）

「アイーダアイダ」体操（30分）

子育てしゃべり場
（40分）

つくってあそぼう！
創作活動（40分）

２．当日のプログラム
（1）子育てセミナー
　文部科学省が作成した教材を活用しなが
ら，保護者に子どもたちの体力低下の実態と
子どもたちの運動や外遊びの重要性について
理解を促した。

参加者の声
・家の中で遊ぶことが多く，これからは外
で一緒に遊びたいと思います。
・子どもたちを取り巻く環境についてよい
機会になった。

 ・講師の先生の内容がとても分かりやす
かった。　

（2）チャレンジランキング
　子どもたちを対象にしたゲームを通して運
動することの楽しさを体験した。
参加者の声
　・ 友達と一緒にゲームができてよかったで
す。

　・とても楽しく，またやりたいと思います。 
（3）元気アップ・エクササイズ
　子どもたちの健やかな発育発達を促すため
に役立つと考えられる運動動作の組み合わせ
によって考案されたエクササイズに親子で取
り組んだ。
参加者の声　 
　・ 子どもと一緒に運動できて楽しかったで
す。

　・ 自分の運動不足を感じました。明日から

写真 1　親子セミナー
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体を動かしたいと思います。
　・ 家族で取り組んでみたい楽しい活動でし
た。

（4）アイーダアイダ
　子どもたちの遊びや運動の中に現れるさま
ざまな基本動作を多く取り入れ，2人組に
なっても楽しむことができるエクササイズを
親子で体験した。

参加者の声
　・ 子どもと楽しく活動することができまし
た。

　・ 自分の運動不足を感じました。明日から
体を動かしたいと思います。

　・ テレビでやっているアイーダアイダを教
えていただき参考になりました。

　・ 家庭でもテレビを見ながら親子でやって
みたいと思います。

 （5）子育てしゃべり場　　　 
　「子育てしゃべり場」は，「元気アップ親子

セミナー」の後半に行われる保護者を対象に
したプログラムである。子どもたちの健康や
発育，日頃の子育ての中で気になることなど
さまざまな意見を交換した。

参加者の声
　・ いろいろな意見を聞いて参考になりまし
た。

　・ 子育てで悩んでいたことを聞くことがで
きてとても参考になりました。

　・ 子どもと運動する時間が少なかったこと
に気づきました。

　・ 子どもたちの様子がわかり，明日から一
緒に運動していきたいと思います。

（6）つくって遊ぼう
　保護者が子育てしゃべり場に参加している
とき，子どもたちを対象にした創作活動を
行った。
参加者の声
　・ とても楽しいおもちゃができて嬉しかっ
たです。

　・ 難しかったけれど，最後まで頑張って作
ることができました。

３．アンケート結果（回答数 21 名）
（1）性別
　　男性 0名　　女性 21名
（2）年代
　　20代　　　　30代 16名
　　40代 5名　　50代　

写真３　アイーダアイダ

写真 4　子育てしゃべり場

写真 2　元気アップ・エクササイズ
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（3）本日の事業に参加してみていかがでし
たか

①保護者セミナー

とても参考になった 20名

やや参考になった 1名

あまり参考にならなかった 0名

参考にならなかった 0名

②アイーダアイダ

とても参考になった 20名

やや参考になった 1名

あまり参考にならなかった 0名

参考にならなかった 0名

③元気アップエクササイズ

とても参考になった 13名

やや参考になった 8名

あまり参考にならなかった 0名

参考にならなかった 0名

④子育てしゃべり場

とても参考になった 17名

やや参考になった 4名

あまり参考にならなかった 0名

参考にならなかった 0名

⑤全体について

とても参考になった 21名

やや参考になった 0名

あまり参考にならなかった 0名

参考にならなかった 0名

　全ての内容について「とても参考になった」
「やや参考になった」と回答している。
（4）参加してみて，子どもの体力やご自身
の体力についてどのように思いましたか。

①子ども

体力は ,あるほうだと思った 5名

ふつう 12名

体力は ,ないほうだと思った 4名

わからない 0名

　子どもの体力については，「体力はあるほ
うだと思った」「ふつう」と回答している。
保護者の体力については，「かなり体力が落
ちた」と回答している。

②あなたご自身

体力は ,落ちていない 3名

少し体力が落ちた 8名

かなり体力が落ちた 10名

わからない 0名

（5 ）日頃，どの程度，運動やスポーツをし
ていますか。運動やスポーツを行った日
数を全部合わせると，1年間に何日くらい
になりますか。

①あなたご自身

週に 3日以上 8名

週に 1日から 2日 6名

月に 1日から 3日 4名

3か月に 1日から 2日 2名

年に 1日から 3日 0名

行わなかった 1名

わからない 0名

②子ども

週に 3日以上 10名

週に 1日から 2日 4名

月に 1日から 3日 4名

3か月に 1日から 2日 2名

年に 1日から 3日 0名

行わなかった 1名

わからない 0名
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③あなたと子ども

週に 3日以上 2名

週に 1日から 2日 4名

月に 1日から 3日 5名

3か月に 1日から 2日 4名

年に 1日から 3日 3名

行わなかった 3名

わからない 0名

　保護者自身の運動・スポーツ実施度につい
ては，週に一日以上の割合が高い。保護者か
らみた子どもたちの運動実施者の割合も高い
ものになっている。しかし，保護者と子ども
が一緒に行う運動・スポーツ活動については，
それほど高くはない。
（6）アイーダアイダや元気アップエクササ
イズについて，家庭でもやってみたいと思
いますか。

①アイーダアイダ

ぜひやってみたい 11名

機会があったらやってみたい 10名

あまりそう思わない 0名

②元気アップエクササイズ

ぜひやってみたい 11名

機会があったらやってみたい 10名

あまりそう思わない 0名

　「アイーダアイダ」「元気アップエクササイ
ズ」ともに今後「ぜひやってみたい」「機会
があったらやってみたい」と回答している。
（7）今後は，子どもと一緒に運動したり，
遊んだりするようにしたいと思いますか。

とても思う 18名

やや思う 3名

あまり思わない 0名

思わない 0名

　「とても思う」「やや思う」とほとんどの保
護者が回答している。
（8）今後，実際に子どもたちと一緒に運動
したり，遊んだりするようになるために，
周りからどのようなサポートや力づけがあ
ると役立つと思いますか。

①地域のクラブやサークル等の紹介

非常にそう思う 13名

やや思う 6名

あまりそう思わない 2名

そう思わない 0名

②継続を促す情報のサービス

非常にそう思う 15名

やや思う 4名

あまりそう思わない 2名

そう思わない 0名

③セミナーの関係者からの声がけ

非常にそう思う 14名

やや思う 2名

あまりそう思わない 5名

そう思わない 0名

　保護者は，「地域のクラブやサークル等の
紹介」「継続をうながす情報のサービス」「セ
ミナー関係者からの声がけ」のそれぞれの項
目でも「そう思う」と回答している。
（9）参加者の声
　・ このようなセミナーは，単発ではなくよ
くあるといいですね。今回これなかった
人も今度参加できますね。

　・ 親一人に対して，子どもを二人連れてき
たのでどうなるかと心配でしたが，ス
タッフが見守ってくれていたので安心し
ました。

　・ 子どもたちにもっと運動させて，参考に
なりました。参加してとてもよかったで
す。
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　・ 子育てしゃべり場の時間がもっとあった
らよかったと思いました。

　・ このようなセミナーに参加する親の意識
は，高く子どもたちも楽しそうに見えま
した。

　・ 子どもとのふれあい方や運動への取り組
み方などで気をつけなければならないこ
となどを勉強しました。子どもとのコミ
ニュケーションをもっと大切にしていき
たいと思います。

　・体を動かすよい機会になりました。
　・ まだまだ親子での遊びが足りないと思い
ました。これからは，子どもとスキンシッ
プを図っていきたいと思いました。

　・ 子どもたちは，ずっと体を動かしていた
のでメニューが盛りだくさんだったかも
しれませんね。

　・ 体を動かすには，父親の協力も必要であ
り，父親（両親）へ参加を促す声がけ等
もあったらよかったと思いました。

（10）アンケート結果の考察
　当日のアンケートの結果では，「子どもと
一緒に運動やスポーツをしたい」と多くの保
護者が回答している。1ヶ月後に実施したア
ンケートの結果でも，「実際に実施した」と
回答した保護者が多かった。また，子どもの
遊びや運動に対する意識の変容や子どもの遊
びや運動，スポーツについて話す機会の増加
なども同じような傾向を示している。これら
の要因としては，保護者同士の交流や会話の
中で子どもの問題がより身近に感じられたこ
とや保護者を強く意識したプログラムを展開
したことなどが考えられる。

Ⅴ　視点に対する成果と課題

〔視点 1〕無理のないプログラム構成
　　　　　 　参加者の実態に応じた内容や時

間を考慮したプログラムを構成す
ることによって，けがや事故の危

険性を取り除くことができ，楽し
く活動することができた。しかし，
参加者の年齢や子どもたちの学年
を配慮したプログラムの構成を工
夫する必要があった。

〔視点 2〕継続を意識したプログラム提供　
　　　　　 　保護者は，子どもたちの体力の

現状を理解し，健やかに成長する
ためには各家庭の取り組みが必要
不可欠であることに気づき，家庭
や地域での遊びや運動の実践意欲
が高まった。今後，身近なところ
にいろいろな遊びや運動をする場
や機会の情報を積極的に提供して
いく必要がある。

〔視点 3〕スタッフによる事前研修
　　　　　 　事前研修によって，スムーズに

運営することができた。しかし，
スタッフの人数については，開催
場所や参加者数，指導者数によっ
て変わってくるので，大切な人数
を確保することが重要である。ま
た，参加者の思いを高めるために
もきめ細やかな対応による実態把
握が求められる。

Ⅶ　おわりに

　参加者の実態に応じたプログラムを構成し
たことによって，参加した保護者等の満足度
が高かった。なお，今回のセミナーを通して
関係機関と準備から当日，開催事後までさま
ざまな連携を図るきっかけともなった。
　今後は，元気アップ親子セミナー終了後も
継続して取り組めるような情報や機会の提
供，家庭や地域で実施するための働きかけが
重要となる。このことによって，子どもたち
の体力向上や生活習慣の改善等に対する意識
の変容，子どもたちと一緒に行う遊びや運動
の増加等が考えられる。
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