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【要旨】

　本研究は，学校に勤務する教師が中心となって開講した低学年対象の運動教室におけ
る保護者に対するアンケート調査ならびに新体力テスト結果から，体力低下傾向を示す
我国の子どもたちに対する教室の有効性について検討することを目的とした。運動教室
に参加した子どもの内，アンケート調査は，平成18年度の１学期に実施した教室に参加
した子ども計101名を対象に実施し，その内，１年前から継続参加している45名（男子
20人，女子25人）について，教室参加前後における体力の伸びを分析した。
　結果，64.4%の保護者が「教室は運動・遊び好きとなるきっかけになっている」と回
答した。また，「社交的になったと思う」という回答が全体の60.4%に上った。週の外
遊びまたはスポーツ活動日数は４日以上が50.5％だった。自由記述式の回答欄には「新
しい友達ができた」，「異年齢で遊ぶことが増えた」，「父親と子どもの関係が良好になっ
た」という意見があった。教室参加後の子どもの二次的波及効果として生活に変化が
あった項目にでは，「テレビやゲームの時間が減った」，「よく食べるようになった」が
多かった。教室参加前の様子が活発でない子ども33名についてクロス集計を行ったとこ
ろ，二次的波及効果と思われる項目の回答率が全対象者の回答率よりも上回る傾向と
なった。新体力テストの合計点を学年別評価基準により５段階評価すると，A，B評価
の子どもたちの割合増加の傾向があった。
　以上の結果から，低学年における運動教室は子どもを運動好きにさせ，子どもの発育
発達を促進させるために有効であるだけでなく，低学年の子どもから体力改善とその二
次的波及効果を得ることが示唆された。
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Ⅰ　緒言

　文部科学省の報告(1)によると平成17年度に
おける11歳の体格（身長および体重）は，昭
和60年時に比べ，男子が1.9cm，2.6kg，女子
が1.4cm，1.7kg大きくなっているが，肥満，
運動不足という問題点が体力の年次推移に
よって明らかにされている。子どもたちの体
力は昭和60年頃をピークに全ての体力要素で
低下の一途をたどっている。文部科学省の報
告(1)から，昭和60年と平成17年を比較すると，
男子11歳において1500m走のタイムが30秒低
下し，女子の1000m走は23秒低下している。
また，50m走では，男女ともに0.2秒低下し
ている。さらに，ボール投げをみると，男子
は4.18m低下，女子は2.71m低下している。
経済成長とともに栄養摂取事情が改善される
一方，公園や路地で群れとなって遊ぶ子ども
は少なくなり，スポーツ環境に恵まれない子
やスポーツに関心のない子またはその親が増
え続けている結果であると考えられる。
　今日，子どもたちの多くはスポーツ以外の
習い事や塾に通う忙しい毎日を送るか，屋内
遊び（テレビゲームなど）に時間を費やし，
運動する機会が奪われてしまっている傾向が
ある(2)(3)。我が国における子どもの体力低下
は非常に大きな社会問題の一つとして解決し
なければならない時に来ている。
　子どもの体力向上の年齢段階の報告(4)か
ら，運動を行っている者とそうでない者との
体力差がはっきりと現れる年齢は10歳（小学
５年）頃からではないかと思われる。また，
高学年ほど下校後の習い事が増加する傾向に
あることから，低学年や中学年時に運動をす
る楽しさを学び，習い事の一つにスポーツを
選択する動機を誘発し，スポーツを選択しな
い場合でも余暇時間に外で遊びたいという欲
求を育むことが重要ではないかと考えられ
る。したがって，子どもたちが自然に群れて
遊ぶ環境が損なわれてしまった今，子どもの

低体力化に歯止めをかけるためには低学年の
子どもたちに対し，運動の楽しさを感じさせ
る企画が求められる。このような企画を効果
的に実践継続するためには子どもたちの意識
や体力にどのような効果が得られたのか，あ
るいは保護者の意識や子どもの体力面以外の
二次的波及効果がどのように期待できるのか
について十分な検討が必要と思われる。
　そこで，本研究では静岡県浜松市浜北地区
の小学校２校を対象に，その学校に勤務する
教師が中心となり平成17および18年度に開講
した運動教室における保護者に対するアン
ケート調査ならびに新体力テスト結果から，
低学年対象運動教室の有効性を検討すること
を目的とした。

Ⅱ　研究方法

１．対象者

　静岡県浜北地区の小学校２校において平成
17年１月から18年６月までに行われた１年生
から３年生を対象とした運動教室に参加した
子どもについてその保護者を対象にアンケー
ト調査を行った。また，対象とした低学年の
子ども101名の内，45名については新体力テ
スト測定を行った。アンケート調査は，平成
18年度の１学期に実施された教室に参加した
子ども計101名を対象に各保護者に依頼した。
また，101名のうち平成17年から通算の出席
数が全体の６割以上の参加者計45名（男子20
人，女子25人）を抽出し，平成17および18年
度の各7月に実施した新体力テスト結果を分
析した。抽出された対象者は18年度２年生お
よび３年生であり，平均の身長（cm）およ
び体重（kg）はそれぞれ男児が123.2±6.7cm，
24.0±4.1kg， 女 児 が124.6±6.0cm，25.6±
5.2kgであった。

２．教室の概要

　浜松地区の２校で学期ごとに土曜日の実施
可能な日（３ヶ月間で計10回程度）を利用し，
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各小学校で１年生から３年生を対象に運動教
室を行った。教室の参加者は各小学校で，希
望者を募った。運動教室は運動の苦手な子ど
もやその親たちに参加を呼びかける意味で
「体力づくり教室」という教室名で参加者を
募った。教室の運営は各小学校の教師と浜松
市の体育指導員数名で行い，巧緻性の向上を
促す内容を重視した遊びを取り入れたボール
の的当て，跳び箱，マット，縄跳び，ドッヂ
ビー，バランス，ボール運動などを行った。
運動教室の概要を表１に示した。

３．調査の内容

（1）保護者アンケート
　平成18年度の１学期の体力作り教室におい
て教室参加者の保護者に対し，教室参加後の
子どもの生活や様子に変化があったかどうか
についてアンケートを実施した(資料参照)。
各質問に対し，「全く思わない」，「あまり思
わない」，「どちらでもない」，「まあ思う」，「非
常に思う」という５つの選択肢から１つを選
択する５件法で回答を求めた。自由記述式の
欄では，運動教室参加後の子どもにおける生
活の変化や保護者としての意識面や教育面の
変化などを自由記述形式により回答を求め
た。アンケートは教室９回および10回目に配

布し，無記名回答を依頼した。なお，回収率
は100％であった。
（2）新体力テスト
　新体力テストは平成17年および18年度７月
に対象校における全ての子どもに実施された
結果から対象者の結果を抽出し，１年間の変
化について分析した。すなわち平成17年度の
テスト結果を運動教室の前値とし，平成18年
度テスト結果は後値として運動教室の効果を
みた。前後の比較として各テスト種目（握力，
上体起こし，長座体前屈，反復横跳び，20ｍ
シャトルラン，50ｍ走，立ち幅跳び，ボール
投げ）における得点変化について比較し，ど
のような体力要素に大きな影響を与えたのか
検討した。また，新体力テスト基準表(1)を用
いて総合得点をもとにＡからＥまでの５段階
評価を行い，各体力レベルの分布の割合を前
後で比較した。

４．統計処理

　教室参加前に「活発でない」，｢あまり活発
でない｣および「どちらでもない」と回答を
された子どもに対し，教室参加後にみられた
変化について保護者アンケートのクロス集計
を行った。また､体力テストデータは種目毎
に得点評価し，17年度から18年度までの変化

表１　低学年対象の運動教室として開講した「体力づくり教室」の概要

実 施 校 数 浜北地区の市立小学校２校

開 催 日 時 毎週土曜日の午前

開 催 回 数 １クール10回程度を５クール

開 催 期 間 平成17年１月から平成18年６月

活 動 場 所 ２校の学校の体育館

参 加 者 数 各学校50名程度

参加者の内訳
１年生から３年生（片方の小学校では、特に運動に苦手意識を持った子どもに積
極的に参加するように促した）

活 動 の 内 容
遊びの要素を含んだ体力作り運動。各小学校で多少内容が異なるがボールの的当
て、跳び箱、マット、縄跳び、ドッヂビー、バランス、ボール運動などを行った。

スタッフの内訳 各小学校の教師、浜松市の体育指導員の数名で運営した．
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についてStudentのpaired t-testで検定した。
なお，結果では17および18年度の差を算出し
て示した。運動教室前後の体力テスト５段階
評価（A，B，C，D，E）の分布差にはカイ
二乗検定を用いた。なお，統計的有意水準は
５％未満とし，ｐ<0.05で示した。

Ⅲ　結果

１．保護者アンケート

　教室参加前の子どもの様子が「活発であっ
たかどうか」という問に対し，「活発である」
および「非常に活発である」という回答は合
わせて66.3%であった（図１）。運動教室参
加後の子どもの様子のうち，「体力作り教室
を子どもが楽しんでいると感じているかどう
か」を保護者に質問したところ，98.0%の保
護者が「まあ感じている」あるいは「非常に
感じている」と回答した（図２）。一方，「教
室が運動・遊び好きとなるきっかけになって
いると思うか」の質問には，「まあ思う」が，
最も多く64.4%であり，次いで「非常に思う」
の20.8%であった（図３）。教室に参加する
ことで「社交的になったと思うかどうか」の
質問には，「まあ思う」が12.9％，「非常に思う」
が47.5％と合わせて全体の60.4%に上った（図
４）。
　図５は「現在，週に何日くらい外遊びまた
はスポーツをしていますか」という質問に対
する回答結果を示している。週の外遊びまた
はスポーツ活動日数で最も多かったのが4日
以上の50.5%であり，次いで３日の24.8%，
２日（17.8%），１日（5.9%），０日（2.0%）
の順となった。これに対し，「教室で習った
ことを週に何日くらい練習しますか」という
質問に対しては，全く練習はしていない「０
日」の回答（39.6%）と「１日のみ」の回答
（37.6%）とで77.2％あった。
　教室に参加してからの変化について自由記
述式の回答欄（問12）の中で，複数の保護者
から回答があった主なものを表にまとめた

（表２）。子どもの変化には，新しい友達がで
きたことや，異年齢で遊ぶことが増えたとい
う意見があった。また，家族の変化で特に注
目されるのは，父親と子どもの関係が良好に
なったという意見であった。その他，教室が
土曜日に行われることから，普段だらだらし
がちな週末の生活に“メリハリ”がつくこと，
学区内にあるために通いやすいこと，学校で
行うことで安心できること，子どもたちに
とって先生と授業とは違う形で交流ができる
ことなどの回答が得られた。教室参加後の子
どもの生活に変化があった項目に○をつける
問10の結果をみると，上位から「運動するこ
とに興味を持った」，「テレビやゲームの時間
が減った」，「よく食べるようになった」がそ
れぞれ，54.5％，34.7％，39.7％であった（図
６）。その他にも「会話が増えた」，「性格が
明るくなった」，「粘り強くなった」，「挨拶が

表２　 問12で求めた自由記述で得られた主な
意見）

子ども自身の
変 化

・ 新しい友達と遊ぶように
なった
・ チャレンジ精神を持つよう
になった

家族の変化

・ 親同士の親睦が深まった
・ 父親と子どもの交流が深
まった
・ 親自身が健康に関心を持つ
ようになった

そ の 他

・ 学校で行っているので安心
できる
・ 先生から教わることができ
喜んでいる
・ 土曜日に行ってくれるので
助かっている
　 （送り迎えに行ける・生活
にメリハリがつく）
・ 新しいゲームを教えてもら
えるのがよい
・ 体育の授業とは違いじっく
りできるのがよい
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図１　 「体力作り教室に参加する以前のお子さんは外でよく遊ぶ活発な子でした
か」という問についての回答率
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図２　 「体力作り教室は楽しいと感じていると思いますか」という問についての回
答率
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図３　 「教室が運動・遊び好きとなるきっかけになっていると思いますか」という
問についての回答率
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できるようになった」などに回答があった。
図１で示した教室参加前の子どもの様子が
「活発であったかどうか」という問に対し，「活
発でない」か「どちらともいえない」という
回答に相当する子ども33名についてクロス集
計を行ったところ，「体力作り教室は楽しい
と感じているか」，「教室が運動遊び好きの
きっかけになっていると思うか」，「教室に参
加することで社交的になったと思いますか」，
「現在，週に何日くらい外遊びやスポーツ活
動をしていますか」の回答には，大きな違い
はみられなかった。しかし，生活面の二次的

波及効果として教室参加前に「活発でない」，
「どちらともいえない」子どもの回答は「会
話が増えた」，「粘り強くなった」，の回答率
が全対象者の回答率よりも上回る傾向が得ら
れた（図６参照）。

２．新体力テスト

　１年間に伸びた得点は，長座体前屈におい
てp<0.05，握力，上体起こし，反復横とび，
20mシャトルラン，50m走，立ち幅とびおよ
びボール投げにp<0.001のそれぞれに有意な
差が認められた（図７）。また，新体力テス
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図４　 「教室に参加することで社交的になったと思いますか」という問についての
回答率
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図５　 「現在、週に何日くらい外遊びやスポーツ活動をしていますか」という問に
対する回答率
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図６　 生活の様子の変化（複数回答可）での全体の回答率と活発でない、どちらともい
えない子どものクロス集計した回答率の比較
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図７　 平成17年度から18年度の一年間で得られた各体力テストの評価得点の差．☆☆☆（ｐ
＜0.001）、 ☆☆（ｐ＜0.01）、☆（ｐ＜0.05）は17年度に対し、18年度における各テスト
項目値に有意差があったことを示す．また、グラフ上の誤差線はプラス１SDを示す．
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トの合計点を評価基準に基づき５段階評価
し，体力づくり教室に参加する子どもたちの
構成変化を示した（図８）。平成17～18年に
かけて，A，B評価の子どもたちの割合は増
加し，C，D評価の割合は減少していた
（p<0.05）。

IV　考察

　本研究は小学生１から３年生の子どもを対
象に運動教室を開き，その教室における子ど
もおよび保護者の意識ならびに子ども達の体
力変化について調査し，体力低下傾向を示す
我が国の子どもたちに対する有効性について
検討した。本研究の運動教室は対象校の体育
館を利用し，対象者をよく知っている教師に
体育指導員が加わり，なわとび，マット運動，
ボール投げなどを遊びの中に取り入れながら
行うことが特徴であった。また，週１回の頻
度で行い，高い体力を獲得することを目的と
した高強度トレーニングを押し付けるような
内容ではなかった。
　このような教室の実施の有効性を保護者ア
ンケートおよび体力テストから検討した。ア
ンケートから，子どもが教室で行ったことが
「運動や遊び好きとなるきっかけになったか

どうか」という問いに対し，85.2％の保護者
が「きっかけとなったと思う」（「まあ思う｣
を含む」）と回答し，参加した子どもたちが
運動の継続を要求するようになることが分
かった。また，「今後も体力づくり教室に参
加したいですか」の問いには，90.1%以上の
保護者から参加したいという回答を得，教室
を継続し，参加する子どもたちの意識改善，
運動・遊びの積極的な取り組みが期待される
結果であった。教室前の子どもの様子につい
て，参加する以前は「活発でない」｢あまり活
発でない｣および「どちらでもない」という
子ども33名を抽出したクロス集計でも，
93.9％の子どもが運動好きになるきっかけと
なったと回答しており，全体集計結果(図４
参照)とほぼ同じとなった。さらに，教室に
参加した後に「子どもに変化があったかどう
か」の問いの中にある回答項目のうち，「運
動することに興味をもつようになった」とい
う回答率をみると，活発でない傾向にある子
どもたちの回答が全体の回答率を上回る結果
であった（図６参照）。
　これらの結果から，低学年層の子どもに対
し，運動習慣を身につけるためのきっかけと
して教室が効果的に用いられていたと考えら

p<0.05
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れる。さらに，運動を継続したいという要求
だけでなく，全体の75.3％が外遊びを３日以
上行うようになったということから運動教室
に参加した子どもは活発に運動を行う習慣が
身につく傾向にあったと考えられる。しかし，
参加した子どもたちは外遊びを活発に行う傾
向にあったが，教室で教わった内容を練習し
ていなかったことが明らかとなった。これは
この運動教室において行った運動種目につい
ての到達目標などを明確にしていなかったこ
とが原因として考えられる。
　文部科学省は子どもの低体力を予防するた
めに平成16から18年度の３ヵ年にかけて全国
46市町村を対象に地域特性を生かした取組み
を行わせ，その取組み成果として体力の増進
のみならず，成績や情緒など体力向上の取組
みによって生ずる二次的波及効果を期待し
た(5)。文部科学省は子どもの生活について大
規模なアンケート調査を実施し，学校帰宅後
の生活時間を調べた。その結果，睡眠時間，
テレビなどを見る時間および勉強や習い事の
時間を加えると，家族で会話する団欒の時間
が失われてしまっていることになると報告し
た(11）。本研究で最も注目する回答として，
教室に参加することで「社交的になったと思
うかどうか」の問に対し，「まあ思う」，「非
常に思う」の回答が全体の60.4%に上ったこ
とである。
　１日の歩数と会話数の関係について調べた
報告(6)によると，男女ともに歩数が増加する
と会話数も増加するといった有意な正の相関
関係が見出されている。この結果は教室で体
を動かし，家族や友達との会話が増えたとい
う結果を支持している。本研究の対象者は
ギャングエイジ(7)を直前に控えた低学年の子
どもたちであり，語彙力や理解力が急激に発
達する時期にある。このような時期に親，友
達，教師との会話が増えたなどの回答は運動
教室が低学年時におけるコミュニケーション
スキル向上に大きく役立っていたにちがいな

い。他にみられた二次的波及効果として，「会
話が増えた」，「集中力がついた」，「粘り強く
なった」などが得られた。教室参加以前は活
発でないという33名を抽出したクロス集計で
はこれらの回答率がさらに増加する傾向が
あった。また，教室参加以前は活発でないと
いう子どもは，TVやTVゲーム時間を減らす
のに役に立つ傾向も示しており，週1回の教
室でも多くの二次的波及効果を生むことが窺
える。
　一方，保護者の意識についても興味深い変
化の一面をみる事ができた。自由記述の内容
から，「親同士に親睦が深まった」，「父親と
子の交流が深まった」，「親自身が健康に興味
を持つようになった」という回答があったこ
とである。このような回答の背景には教室が
土曜日に行われたことから，平日に子どもと
交流をもつ機会が少ない父親が送り迎えをす
ることができたり，家で教室の話しをするこ
とで父親と子どもの時間がもてるようになっ
たり，子育てに関する共通の話題が親同士で
話す機会を増やしたりしていることが予想さ
れる。子どもにこのような教室参加を促すこ
とにより，子どものみならず親にも大きな影
響を与える可能性があるかもしれない。子ど
もの体力低下が始まって20年以上が経過し，
その間に大人たちには過剰栄養摂取，仕事に
よる過剰ストレスあるいは運動不足によって
メタボリックシンドロームが危惧されてき
た(8）。そのよう社会環境下で運動に興味を
失った子どもたちが親になる世代は近い。子
どもたちの健康や運動に関する教室を開催し
ながら親への問題意識の向上を図る機会を同
時に計画することも大切であると思われる。
　ところで，一年間運動教室を継続した子ど
もを抽出し，彼らの教室参加前後における体
力テスト結果を各テスト項目の得点の差から
みてみると，すべての体力テスト項目が0.4
点から1.3点の有意な増加が認められた。ま
た，新体力テストの合計点を評価基準に基づ
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いた５段階評価の構成変化では，平成17～18
年にかけて，A，B評価の子どもの割合は増
加し，C，D評価の割合は減少した。17年度
文部科学省の報告した各学年の体力テスト平
均値から，１年生から２年生に進級する場合
にはおよそ１点の増加が見込まれる(1）。また，
２年生から３年生に進級する時には男子の
50m走，立ち幅跳び，女子の反復横跳びおよ
び立ち幅跳びがそれぞれ約1点伸び，他はほ
とんど変わらないという伸びの停滞時期とな
る(1）。このことから，本研究で運動教室に継
続して参加した子どもの伸びは対象学年にお
いては正常な発育発達にあったことが示され
ている。しかし，総合的な評価の割合で比べ
ると，A，B評価の子どもの割合が増加して
おり，総合的な体力向上の効果が運動教室に
あったかのようにも思われる。残念ながら，
対象群としてまったく運動を行っていない子
どもや他の運動教室などに参加している子ど
もを抽出するなど選定が困難であったこと，
本研究が週一回の運動教室であったことから
も，教室での活動そのものの影響が直接体力
テストの伸びに影響していたかどうかはわか
らない。
　しかし，本研究の運動教室においてボール
の的当て遊び，縄跳び，マットを利用した遊
びなどが多く取り入れられていたことが，低
下著しいボール投げ(9)や反復横とびなどの体
力要素を高めるきっかけになっていた可能性
も考えられる。本教室のような運動プログラ
ムを低学年に提供することは神経系の発達が
著しい子どもたちに対し，全身の筋を使った
ダイナミックな運動や感覚受容器に様々な刺
激を与える多様な運動を提供することとな
り，中枢神経系のネットワークを強化するだ
けでなく，筋組織や呼吸循環系への刺激に
なっているにちがいない(10）。
　子どもの体力向上の年齢段階の報告(4)か
ら，運動を行っている者とそうでない者との
体力差がはっきりと現れる年齢は10歳（小学

５年）頃からではないかと思われる。低学年
はゴールデンエイジといわれる小学４年から
６年生頃の急激な体力，運動能力の伸びがみ
られる年齢直前の準備段階と考えられ(11)，
体力のはっきりとした伸びを期待するよりも
正常な発育発達過程において運動が好きにな
り，習慣的に体を動かす欲求を高めるきっか
けが大切である。したがって，このような動
機付けとなる本研究のような運動教室では明
白な著しい体力の伸びだけが期待される指導
となってはならないと考えられる。
　おわりに，本研究で行った運動教室が子ど
もおよび保護者から支持され，大きな成果を
得ることが出来た背景には学校側の大きな協
力を無視するわけにはいかない。すなわち，
教室の募集が校内で行われ，通学している学
校で行われたこと，学校の教師がこの教室に
参加したことにより子どもだけでなく保護者
と教師の信頼関係が得られる傾向がみられた
ことが挙げられる。また，教室に参加してか
らの変化について自由記述式の解答欄（問
12）の中で，「学校で行うために通いやすい
し安心できる」，「子どもが授業とは違う形で
先生と交流できる」などの回答があったこと
を見逃すわけには行かない。
　近年は教師一人に期待される業務が増加し
ているため，教師が子どもたちと授業以外の
休み時間などで触れ合う機会は希少となって
きている(12)。そのため，十分な信頼関係を
築くことが困難になってきている。本研究で
は教師が休みを返上し，この教室に加わった
ことの影響は大きい。しかし，このように教
師が休日においても子どもの教育に関わるた
めには教師に対する一層の職場環境改善が求
められなければならない。本研究における保
護者アンケートおよび新体力テスト結果か
ら，低学年の子どもから体力改善とその二次
的波及効果を得るためには基礎体力向上を目
指した内容ではなく，あらゆる身体機能の調
和を促し，運動に興味を持たせ，楽しさを味
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合わせる内容の工夫が大切であるとともに，
教師と親が協力する条件が必要ではないかと
示唆された。

V　まとめ

　本研究は，学校に勤務する教師が中心と
なって開講した低学年対象の運動教室におけ
る保護者に対するアンケート調査ならびに新
体力テスト結果から，体力低下傾向を示す我
国の子どもたちに対する教室の有効性につい
て検討することを目的とした。
　その結果，低学年における運動教室は子ど
もを運動好きにさせ，子どもの発育発達を促
進させるために有効であるだけでなく，低学
年の子どもから体力改善とその二次的波及効
果を得ることが示唆された。一方，体力テス
トの伸びは対照群の選定が困難であったこと
から明確な結果を得ることができなかった。
しかし，本研究のような教室では体力のはっ
きりとした伸びを期待するよりも正常な発育
発達過程において運動が好きになり，習慣的
に体を動かす欲求を高めるきっかけとなるこ
とが大切であるとも考えられた。
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