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Ⅰ　問題と目的

１．遊びの重要性と変化した子どもの遊び

　2002年の中央教育審議会答申では，子ども
を取り巻く環境の変化の中で，時間・空間・
仲間が減少し，スポーツや外遊びが減少した
のに対して，家の中でのテレビゲームなどの
一人遊びや，塾・稽古ごとの占める時間の割
合が増加したことを指摘している(1)。そして
このような状況は子どもの心身の発達に何ら
かの阻害的な影響を与えるのではないかと危
惧している。また，1998年６月の中央教育審
議会の答申においても，いじめや不登校，凶

悪化する青少年非行などの憂慮すべき状況を
背景として，子どもの心の教育の充実が現代
の重要課題であるとし，そのポイントの１つ
として，子どもの遊びの重要性を強調してい
る。この中では，今日の子どもの遊びに関し
て，「機会そのものが減少するとともに，屋
外で皆が駆け回って遊ぶようなかたちから，
屋内での『孤立型の遊び』が目立つようにな
るなど，その態様は大きく変化してきている」
とし，ついには「遊ばない子ども」や「遊べ
ない子ども」が現れるに至っていると指摘し
ている(2)。
　現在，大きな関心事となっている子どもの
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遊びであるが，その重要性や意義については
古くから議論されてきており，これまで遊び
は「ありあまる活動力を調節するもの」や「緊
張から開放されるための休養」などといった
様々な位置付けがなされてきた。特に近年に
おいては子どもの遊びの意義として，子ども
の身体的成長，子どもの心の成長・発達，そ
してカタルシスという３つの観点から論ぜら
れることが主流である(3)。子どもの身体的成
長における意義とは，文字通り遊びの多くが
身体的活動を伴っているため，遊ぶことに
よって子どもの身体が鍛えられるということ
であり，子どもの心の成長・発達における意
義とは，遊びを通して他者との心の交流を行
い，その感情の伴った心理的な相互作用を通
じて，子どもの心が成長していくということ
である。最後にカタルシスとは，遊びに熱中
し，エネルギーを放出することで心理的な欲
求を調節することを指している。
　このような重要な役割をもつ遊びである
が，冒頭にまとめたように，今日の子どもの
遊びは大きく変化してきており，その役割を
十分に果たすことが困難になってきている。
現代の子どもの遊びの実態については様々な
調査がなされているため，本稿においては詳
しく扱わないが，傾向をまとめると屋内で，
少人数で，体を動かすことなく受身的に行う
ことができる遊びが主流になりがちなようで
あり，その象徴的な遊びがテレビゲームだと
言われている(4)。このように子どもの遊びが
変化した理由としては，経済至上主義のもと
で，子どもの生育環境が多方面から悪化して
きたことが関係している。例えば都市化，自
然環境の喪失などにより，子どもの遊び環境
が損なわれてきたことが挙げられる。自然環
境については，仙田満の調査によれば，1970
年ごろ約9,500ヘクタールあった横浜市の斜
面緑地は，1989年には約3,800ヘクタールに
激減しているそうである(5)。次に受験戦争の
激化による塾通いの子どもの増加で，いつも

集うことのできる遊び仲間が不足するように
なったことが指摘されている。2001年度の文
部科学省委嘱の調査によれば，塾通いの子ど
もの割合は小学校３年生で30％，５年生では
39％にものぼり，子どもの３人に１人は，放
課後は遊ばずに塾などで学習しているといっ
た現状のようである(6)。最後にこうした塾通
いに加え，お稽古ごとやクラブ活動への参加
など，子どもの放課後の生活は多忙なものと
なり，時間に余裕が見られなくなったことが
ある。こうして，子どもの心の成長・発達に
つながるような遊びをするために必要な時
間・空間・仲間の確保が，今日では非常に困
難となっているのである。さらにこうした流
れに，子ども自身の私的生活空間の充実(7)や
テレビゲーム，パソコン，携帯型ビデオゲー
ムの普及などが拍車をかけている。

２．全児童対象事業の展開とその目的

　上述したような本来の遊びがもたらすと思
われる効果を期待するためには，現代の子ど
もの遊びを変化させることが最も効果的であ
ろう。しかし言うまでもなく，子どもの遊び
は自主的な活動であり，大人による指示や介
入を受けるべきものではない。遊びの概念に
も述べられているようが，遊びは外的な強制
によりなされるのではなく，自由な意思に基
づいてなされることに意味があるのであり，
そうした点が対比関係にある仕事と明確に区
別された遊びとして成り立つ要因だからであ
る。そこで，子どもの遊びを変化させるため
には，現在十分に確保されていない子どもの
遊び時間，遊び空間，遊び仲間の三つの「間」
を大人が確保するよう努めることが重要と
なってくる。即ち，現代の子どもの置かれた
環境を踏まえた上で，可能な限り子どもの遊
び時間や遊び空間を提供し，遊び仲間が形成
されるような環境づくりを行うのである。
　こうした三つの「間」を確保することを目
的とした事業のひとつに，本稿で扱う全児童
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対象事業がある。この事業は，子どもの自由
な時間である放課後に，学校施設という広大
な活動場所を全ての子どもに対して開放する
ことで，効率的に子どもの遊び場づくりを推
進していくというものである。公民館や児童
館などとは異なる全児童対象事業の最も大き
な特長は多くの子どもにとって距離的・精神
的に身近な空間である学校施設を活用したこ
とと言えよう。これにより子どもは一度帰宅
する必要もなく，放課後にそのまま友だちと
遊ぶことが可能になったのである。これまで
遊びたくても遊び場のなかった子どもや，近
所に遊び相手のいなかった子どもなどにとっ
ては容易に遊ぶ環境が整えられたのである。
全児童対象事業はおよそ15年前から大阪と横
浜で実施されてきたが，近年，子どもに関わ
る重大事件の続発や遊び場の減少などを受
け，安心・安全な遊び場・居場所づくり事業
として都市部を中心に急速に展開されてきて
いる(8)。

３．本研究の目的

　本研究ではまず，全児童対象事業での子ど
もの遊びについて調査を行い，そうして得ら
れた結果と普段の放課後の遊びの結果とを比
較・分析することを通して，遊び場を提供す
ることが子どもの遊びを変化させる一因とな
るのかを検証したい。特に心身の発達に重要
とされる多様な他者との交流や体を使った遊
びが行われているのかを分析の視点とする。
その上で，そうした全児童対象事業での遊び
の体験が，その後の普段の遊びに対しても影
響を及ぼしうるのかどうかを明らかにするこ
とを主な目的とする。
　本研究において事業の展開だけでなく，事
後の影響をも併せて明らかにすることで，遊
び場づくり事業の可能性と限界について示唆
を得ることができるとともに，子どもを取り
巻く環境について再考する一つの手がかりと
なるのではないかと考えている。

Ⅱ　方　法

１．本研究の対象

　本研究の調査対象事業としては，全児童対
象事業を継続して14年間にわたり展開してい
る横浜市の「はまっ子ふれあいスクール（以
下，「はまっ子」とする）」を取り上げた。は
まっ子は，大阪市の「いきいき放課後事業」
に続き全国では２番目となる全児童対象事業
であり，1993年度にモデル校17校から開始さ
れ，現在では市内の小学校全校での展開が完
了している。事業内容としては，他の全児童
対象事業を実施する自治体と同じく，放課後
の学校施設を活用しての子どもの遊び場づく
りを主としており，遊びを通じた異年齢間交
流を促進させることで，子どもの創造性や自
主性，社会性を養うことを目的としている。

２．調査の概要

　本研究は大別して，予備調査と二つの本調
査から構成されており，予備調査の結果を仮
説として設定し，第一次調査と第二次調査の
結果を比較・分析することで，仮説の検証を
試みるものである。
（1）予備調査
・調査対象
　「はまっ子」が平成10年度より実施されて
いる横浜市内の市立小学校（Ａ小学校とする）
を対象校とした。また，対象学年については
学年別の傾向を明らかにするため，１年生か
ら６年生までとし，各学年２学級にて調査を
行った。調査対象数は表１の通りである。
　なお，「はまっ子」での遊びに関する調査
については，調査対象学級の中で調査時に「は
まっ子」に登録していた子どもを対象とした。
・調査期間
　平成13年６月
・収集データの概要
　調査は質問紙を用いて行った。質問紙は先
行研究や調査をもとに，普段の放課後の遊び
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に関する調査と，「はまっ子」での遊びに関
する調査のそれぞれについて作成した。調査
項目の作成にあたっては，対象学年が１年生
も含まれていることを考慮し，回答の信頼性
を高めるため，項目数を最小限にするととも
に，選択式で回答する質問項目を主とした。
また，放課後の遊びと「はまっ子」での遊び
を比較・分析するため，両者の質問項目は基
本的に同一のものとし，遊ぶ頻度，遊び集団，
遊び場所，遊び内容，習い事への参加などに
関する項目とした。「はまっ子」での遊びに
関する調査ではこれらに加えて，「はまっ子」
で活動する理由と感想を質問している。
（2）本調査
・調査対象
　「はまっ子」での遊びの影響を明らかとす
る横断的調査による比較分析を行うため，調
査対象校としては比較基準校と実験校として
それぞれ１校ずつを設定し，合計２つの学校
とした。比較基準校は，調査対象学年の子ど
もが入学時より「はまっ子」がある学校であ
る必要があるため，平成14年１月の第一次調
査時点で「はまっ子」開始から４年が経過し
ていた予備調査実施校のＡ小学校とした。対
して，実験校は入学時に「はまっ子」がない
学校である必要があるため，第一次調査時に
「はまっ子」が開始されたＢ小学校とし，調
査対象学年の子どもが「はまっ子」開始後初
の１年生となるように設定した。

　対象学年は５学年とした。その理由として
は，まず予備調査において高学年が最も普段
の遊びと「はまっ子」での遊びに違いがみら
れたことが挙げられる。加えて，「はまっ子」
への参加率が低いため，「はまっ子」のなかっ
た年代との比較・分析する際に過去の「はまっ
子」での遊び体験のインパクトとして検討す
ることに適していると思われることも理由の
一つである。しかし６学年については，中学
受験を控え塾通いが急激に増えるなど，他の
要因による影響が大きいと考えられるため，
対象から外すこととした。
　実験校であるＢ小学校に「はまっ子」のな
かった平成14年のＡ小学校とＢ小学校それぞ
れ５年生２学級のすべての児童を第一次調査
の対象に設定した。続いて，第一次調査時に
はじめて「はまっ子」のできた１学年の子ど
もが５年生となった平成18年の５年生２学級
のすべての児童を第二次調査の対象とした。
調査対象数は表２の通りである。
　なお，対象学年の「はまっ子」への登録率
に関しては，図１に示したようにＡ小学校と
Ｂ小学校ともに１学年時は80％以上を占めて
いたが，５学年時には10％未満と大きく減少
していた。こうした傾向は筆者が調査を行っ
た「はまっ子」や他都市の全児童対象事業で
も同様に見られており，こうしたことから本
調査の対象校が一般的な「はまっ子」である
といえるだろう。Ｂ小学校の１学年時の登録

表１　予備調査の回収数

低学年 中学年 高学年 計
１年生 ２年生 ３年生 ４年生 ５年生 ６年生

普段の放課後遊びに関する調査 58 62 65 63 65 70 383
はまっ子での遊びに関する調査 53 50 48 25 23 9 208

表２　本調査の回収数 

第一次調査 第二次調査 計
１年生 ５年生 ５年生

Ａ小学校 実施せず 63 69 132
Ｂ小学校 65 71 68 204
計 65 134 137 336
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率は95％と非常に高い値となっているが，こ
れは「はまっ子」が開始された年であったこ
とが大きく関係していると思われる。
　本調査の調査対象の設定と比較・分析のイ
メージについては図２に表す。
・調査期間
　第一次調査：平成14年１月
　第二次調査：平成18年２月
・収集データの概要
　調査は質問紙を用いて行った。質問紙は予
備調査時に作成したものを一部改良（内容や
表現は修正せず，レイアウトや文字の大きさ
等を改良）して作成した。予備調査時と同様
に，調査項目の作成にあたっては，対象学年
が１年生であることを考慮し，回答の信頼性
を高めるため，項目数を最小限にするととも
に，選択式で回答する質問項目を主とした。

Ⅲ　予備調査の結果と仮説設定

１．放課後の自由遊びと「はまっ子」での遊

びの現状

　放課後の遊びに関する質問紙調査では，「は
まっ子」に参加している子どもの回答も含ん
でいるため，「はまっ子」での遊びを放課後
での遊びとして回答していることが考えられ
る。そのため，本稿では「はまっ子」での遊
びとそれ以外の放課後の遊びという比較では
なく，「はまっ子」での遊びも含めた放課後
の遊びという解釈を行い，放課後の遊びの一
部分としての位置づけで「はまっ子」での遊
びを検討していきたい。
（1）仲間人数・遊び集団
　仲間人数については普段の放課後遊びでは
低学年で２人（35％）が，中学年と高学年で
は３人（39％・34％）が最も多い。他方，「は
まっ子」での遊びでは高学年では４人～10人
（41％）の中規模な集団が最も多かったが，
低学年と中学年については普段の放課後遊び
と同様の結果となった。いずれの学年におい
ても，４人～10人の中規模な集団という回答
の占める割合は，「はまっ子」での遊びの方
が普段の放課後の遊びよりも高く，学年が上
がるのに従ってその差は大きくなっているこ
とが明らかとなった。この主な理由としては
後述するが，「はまっ子」では室外遊びやス
ポーツが盛んであることが考えられる。この
ようにクロス集計結果の普段の放課後の遊び
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集団と「はまっ子」での遊び集団の比較では，
「はまっ子」での遊びは仲間人数が多くなり
がちであると思われるが，低学年と中学年で
は有意な違いは見られなかった。ただし高学
年の結果では，５％水準の有意な違いがみら
れており（χ2=6.667，df=2），普段は小規模
な遊び集団で活動する傾向にある高学年の子
どもが，「はまっ子」では中規模な遊び集団
で活動することが多いということが明らかと
なった。
（2）遊び相手
　遊び相手については普段の放課後の遊びも
「はまっ子」での遊びも同学年の友だちが最
も割合が高く，78％から97％を占めている。
異学年の友だちという回答については，いず
れの学年も「はまっ子」での遊びの方が高い
割合を示したが，特に高学年の回答では普段
の遊びが15％であるのに対して，「はまっ子」
での遊びは50％と非常に高い割合であった。
この結果はχ2検定により，５％水準で有意
な違いがあると分かっており（χ2=8.193，
df=2），「はまっ子」での遊びにおいては特に
高学年の子どもの異学年間での交流が盛んで
あると言えるだろう。高学年の結果のみで有
意な違いが見られた主な理由としては，「は
まっ子」に定期的に参加している高学年の子
どもが少ないことが考えられる。しかし，そ
うした中でも高学年の子どもが自分ひとりで
遊ぶのではなく，異学年の友だちと遊んでい
るということは特徴的なことであると言える
だろう。
（3）遊び場所
　遊び場所では室内と室外に大別して，学年
ごとに分析を行っていきたい。はじめに低学
年を見てみると自宅が58％で最も高く，次い
で友達の家39％となっており，室内が多いこ
とがわかる。対して「はまっ子」での遊びで
は，「はまっ子」の部屋が46％を占めるものの，
校庭は73％，体育館も44％を占めており，室
外での遊びが中心となっていることが分か

る。室内と室外の遊び場所の割合の比較を普
段の放課後の遊びと「はまっ子」での遊びと
の間で行い，χ2検定を行った結果では0.1％
水準の強い有意差（χ2=36.81，df=1）もみ
られている。
　中学年については，低学年の結果とは異な
り，普段の放課後の遊びでも室外が最も高い
割合を占めた。また，「はまっ子」での遊び
に関しても同様の結果が得られており，校庭
と体育館はそれぞれ70％以上の割合を占めて
いる。普段の放課後の遊びと「はまっ子」で
の遊びとの比較では，0.1％水準で有意な違
い（χ2=19.56，df=1）があると分かっており，
このことから普段から室外遊びの多い中学年
の子どもであっても，「はまっ子」での室外
遊びの割合の高さは特徴的なことであると言
えることが分かる。
　最後に高学年であるが，普段の放課後の遊
びでは自宅と友達の家，公園や広場の各選択
肢の占める割合は40％前後と比較的近い値と
なっていることが分かった。他方，「はまっ子」
での遊びについては学校の校庭が69％を占め
て最も高い割合となっており，室内と室外の
割合の比較でも低・中学年と同様に0.1％水
準の強い有意差（χ2=11.15，df=1）がみら
れている。χ2値が他の学年よりも小さな値
となっているのは，「はまっ子」での遊びで
も室内が比較的多く選択されているからであ
り，このことは高学年で参加している子ども
に室外遊びを好む傾向にある男子よりも室内
遊びを好む傾向にある女子が多いことが関係
しているのではないかと思われる。
　以上のように，遊び場所については全ての
学年で，普段の放課後の遊びと「はまっ子」
での遊びに強い違いがみられることが明らか
となった。即ち，普段は室内で遊びがちな子
どもも「はまっ子」では室外を遊び場として
選択することが多いといえるのである。
（4）遊び内容
　「よく遊んでいることを自由に書いてくだ
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さい」と自由記述を求めた遊び内容の結果に
ついては，普段の放課後の遊びではテレビ
ゲームが突出した割合を占めており，すべて
の学年において３人に１人が回答しているこ
とが分かった。この回答の多くは男子であり，
男子の回答に占める割合では50％をこえてい
る。その他の室内遊びでもカードゲームや
シール交換，マンガなどが多く挙げられてお
り，いずれの室内遊びも少人数で遊ぶものが
多い結果であった。他方，室外の遊びでは体
を使ったサッカーや野球などのスポーツと，
まるふみや鬼ごっこといった昔ながらの遊び
がそれぞれ回答されていた。また，低学年に
限っては自転車に乗って遊ぶという記述も多
くみられている。学年別にみると，低学年と
中学年の子どもに比べ，高学年の子どもが室
外遊びを回答していないことが分かった。
　「はまっ子」での遊びで，最も多く挙げら
れた遊びは低・中学年の子どもが一輪車，高
学年の子どもがバスケットボールであり，そ
れぞれ室外での遊びであった。特に一輪車に
ついては，中学年と高学年の子どもが低学年
の子どもに乗り方を教えるなど，異学年間で
の交流も盛んに見られているほか，集団での
演技の練習も行われていた。その他，回答の
過半数が室外での遊びであったが，いずれも
サッカーやバスケットボール，ドッジボール
や野球など多人数での活動が多かった。この
ことは室内遊びに関してもあてはまり，トラ
ンプやボードゲームなどが回答として多くみ
られた。
（5）「はまっ子」に参加する理由
　最後に子どもが「はまっ子」に参加してい
る理由についてみていきたい。これについて
は「楽しいから」と「友だちがいるから」と
いう２つの積極的な回答が占める割合がすべ
ての学年で最も高く，それぞれ40％以上で
あった。次いで「家にいても暇だから」とい
う消極的な回答が30％前後を占めている。ま
た，保護者に参加するよう言われている子ど

もも低学年と中学年では20％程度に達してお
り，５人に１人は両親の共働きなど保護者の
ニーズで参加していることも明らかとなっ
た。学年による違いはほとんど見られず，検
定結果でも有意な違いはなかった。

２．仮　説

　予備調査の結果から，普段の放課後の遊び
と比較しての「はまっ子」での遊びの特徴と
して，次の３点が挙げられることが明らかと
なった。
　① 　遊び集団は普段の遊びよりも規模が比
較的大きく，特に高学年では中規模な遊
び集団が多くなる。

　② 　遊びを通じた異学年間交流が行われや
すく，特に高学年の子どもが下の学年の
子どもと交流することが盛んである。

　③ 　遊び場所は室内よりも室外が多く，遊
びの内容も室外でスポーツなど体を動か
す遊びが多い。

　これらの特徴はいずれの学年の子どもの遊
びでも見られることではあるが，検定結果で
は遊び場所を除いては高学年の結果でのみ有
意な違いがみられており，高学年の子どもの
「はまっ子」での遊びが普段の遊びと最も大
きく異なっていることが明らかとなった。言
い換えると，遊びを変化させるという事業の
目的において，最も効果が表れている学年が
高学年であるといえるだろう。すなわち，高
学年の子どもの「はまっ子」への参加は，遊
びを変化させる上で非常に意義が大きいので
ある。
　前述したように，「はまっ子」は遊び時間，
遊び空間，遊び仲間の三つの「間」を確保し，
現代の子どもの遊びを心身の発達に重要とさ
れる多様な他者との交流や体を使った遊び等
を行うことができるよう整備することを目的
として展開された事業である。予備調査に
よって得られた「はまっ子」での遊びの特徴
を事業の目的と照らし合わせて検討すると，
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少なくとも「はまっ子」は子どもの遊びを変
化させうる一つの契機となっているというこ
とがいえるだろう。このことを踏まえると，
こうした「はまっ子」での普段とは異なる遊
びの体験や，「はまっ子」で得られた遊び仲
間とのつながりがきっかけとなり，「はまっ
子」での遊びだけでなく，その後の普段の遊
びに対しても何らかの影響を及ぼしうるので
はないかという一つの仮説が成り立つと思わ
れる。仮にその後の普段の遊びに何らかの変
化が見られるのであれば，「はまっ子」のよ
うな全児童対象事業が普段の遊びに与えるイ
ンパクトを明らかにすることができるととも
に，幼年期の遊び体験の重要性についても一
つの重大な示唆を得ることができるのではな
いだろうか。
　反対に，その後の遊びに変化が見られない
のであれば，「はまっ子」における遊び場面
の変化は，「はまっ子」だけの限定されたも
のであることが分かり，今後の全児童対象事
業の展開に対して一つの参考となるデータを
提供することができるのではないかと思われ
る。

Ⅳ　本調査の結果と考察

１．比較基準校での遊びの調査結果と考察

（1）学年による縦断的な比較（年代による遊
び場面の比較）の結果
　まず，「はまっ子」がすでに実施されてい
たＡ小学校における縦断的な調査の比較分析
の結果から見ていきたい。本研究では比較基
準として位置付けているため，ここでみられ
た変化が実験校での結果と比較分析する際の
標準的なデータや傾向となる。
　表３は，比較基準校における平成14年の５
年生と，平成18年の５年生の調査結果をまと
めたものである。１週間の遊ぶ日数について
質問した結果では，平成14年が平均2.45日で
あり，平成18年の2.22日を上回ったが，各選
択肢の占める割合と平均値ともに大きな違い
は見られなかった。仲間の人数・遊び集団で
は，平成14年の結果で「自分ひとり」の占め
る割合が比較的高いように思われるが有意な
差ではない。遊び仲間に関しても同様に，平
成18年の結果で「上の学年の友だち」や「下
の学年の友だち」など異学年の友だちと遊ん
でいる子どもの割合が平成14年度の結果より
も10％程度高い値となっているが，有意差は

平成14年時の５年生 平成18年時の５年生

遊
び
日
数

遊んでない 16％ 16％
週に１日 13％ 19％
週に２日 24％ 30％
週に３日 18％ 9％
週に４日 16％ 14％
毎日 13％ 12％

遊
び
仲
間

同じ学年の友だち 92％ 90％
上の学年の友だち 3％ 12％
下の学年の友だち 8％ 16％
兄弟・姉妹 11％ 13％
その他 3％ 10％

友
だ
ち
と
外
で

遊
ぶ
頻
度

ほとんどない 34％ 20％
週に１日 13％ 20％
週に２日 16％ 17％
週に３日 13％ 23％
週に４日 16％ 14％
毎日 8％ 8％

平成14年時の５年生 平成18年時の５年生

遊
ぶ
人
数

自分ひとり 13％ 4％
２人 16％ 15％
３人 37％ 43％
４人～10人 34％ 37％
11人以上 0％ 0％

遊
び
場
所

自分の家 37％ 38％
友達の家 37％ 29％
学校の校庭 0％ 16％
近くの公園、広場 55％ 59％
はまっ子 0％ 3％
その他 21％ 13％

１
人
で
Ｔ
Ｖ
ゲ
ー
ム

で
遊
ぶ
頻
度

ほとんどない 55％ 57％
週に1日 16％ 10％
週に2日 11％ 12％
週に3日 8％ 9％
週に4日 11％ 10％
毎日 0％ 1％

表３　比較基準校における遊び場面の比較（平成14年の子どもと平成18年の子ども）
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得られなかった。また，遊び場所についても，
それぞれの遊び場の占める割合の比較と室
内・室外の比較，ともに有意な違いは見られ
なかった。なお，平成18年の結果において，
平成14年では０％となっている「学校の校庭」
が16％を占めるようになっているのは，Ａ小
学校において平成16年より学校の校庭開放が
子どもに対して実施されるようになったこと
が大きく関係していると思われる。
　また，本調査では様々な先行研究により指
摘されている外遊びの減少とテレビゲーム遊
びの増加に関して，他者との関わりの有無を
併せ，その１週間の頻度についての質問を
行った。外遊びの頻度については，平成14年
の結果では，「ほとんどない」が34％と最も
高く，次いで「週に２日くらい」と「週に４
日くらい」がそれぞれ16％を占めていた。こ
れに対して，平成18年では「週に3日くらい」
が23％，「ほとんどない」と「週に１日くらい」
が20％となっている。「ほとんどない」や「週
に３日くらい」など10％程度の差がみられる
回答もあるものの有意ではなく，全体的な傾
向に関しては違いがほとんどないといえるだ
ろう。平均日数についても平成14年で1.87日，
平成18年で2.14日であり，その差は有意では
ない。また，自宅で１人でテレビゲーム遊び
をする頻度についてはさらに違いはみられ
ず，各選択肢の占める割合は平成14年も平成
18年も非常に類似した結果となっている。
（2）考察　～比較基準校の結果が意味すると
ころ～
　平成14年の５年生も平成18年の５年生もと
もに１年生時より「はまっ子」があったＡ小
学校では，遊び集団や遊び仲間，遊び場所な
どに有意な違いは見られず，遊び場面に違い
はほとんど見られないということが明らかと
なった。
　比較基準校としてこのような結果が得られ
たということは，平成14年から平成18年まで
の４年間の間に，Ａ小学校の子どもの遊びを

大きく変化させる要因はなかったということ
ができるのではないだろうか。ここで「はまっ
子」での遊び経験に関して考察すると，この
結果が意味するところは二つあると考えられ
る。一つ目は，「はまっ子」での遊びの経験
が両年の遊びに同様に影響したため，違いが
見られなかったということである。そして二
つ目は，「はまっ子」での遊び体験はその後
の普段の放課後の遊びに大きな変化をもたら
すようなインパクトにはならなかったという
ことである。
　これらをふまえ，実験校であるＢ小学校に
おいて平成14年と平成18年のそれぞれの遊び
場面に違いがみられたと仮定すると，「はまっ
子」での遊び経験がそうした年代間での違い
を生じさせた要因である可能性が高いと解釈
できるだろう。

２．実験校での遊びの調査結果

（1）「はまっ子」での遊びの実態
　ここでまず，実験校となるＢ小学校の「は
まっ子」での遊びについてみていきたい。こ
れは予備調査の結果においては，「はまっ子」
での遊びに普段の遊びとは異なる違いがみら
れたわけであるが，こうした違いが学校の異
なる「はまっ子」においても同様にみられる
かどうかを検討するためである。ただし，調
査目的に従い調査を行ったのが，「はまっ子」
が開始されて１週間後と間もないため，一つ
の参考データとして扱うこととする。
　まず，予備調査において規模が大きくなり
やすいという結果の得られた遊び人数や遊び
集団であるが，この傾向は同様であることが
分かった。「はまっ子」での遊びは普段の放
課後の遊びと比較すると，「自分ひとり」や「２
人」という回答の占める割合が低く，「３人」
や「４人から10人」という回答の割合が高く
なっている。
　遊び仲間については，異学年の友だちと遊
んでいると回答した割合は多くなく，数値と
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しては普段の放課後遊びよりも低い値となっ
ている。予備調査においても低学年の結果で
は普段の遊びとの間に大きな違いはみられて
いないが，特に本結果において普段の遊びよ
りも低い割合となった理由としては，学校に
よる違いも考えられるが，むしろ調査が「は
まっ子」開始直後であったことが最も大きい
と思われる。筆者が観察調査を行った「はまっ
子」開始後の１週間は，クラスごとにまとまっ
た遊び集団・グループ内での遊びが多くみら
れたが，こうした学校での遊びの延長のよう
な活動の様子は幅広い友人関係が形成されて
いない開始直後の「はまっ子」ではよく見ら
れる一時的な特徴だからである。
　遊び場所についても予備調査と同様の結果
が得られた。最も多く回答されていた遊び場
は，普段の放課後の遊びで「自宅」であり，「は
まっ子」での遊びでは「学校の校庭」となっ
ている。また遊び場を室内と室外で分類し，
その割合を比較すると普段の遊びでは72％が
室内，28％が室外であり，「はまっ子」での
遊びでは24％が室内，76％が室外となってい
る。この室内と室外の遊び場がそれぞれ占め
る割合は，予備調査の結果とほぼ同じ（５％
未満の差）であった。

　遊び内容については，それぞれの学校や周
辺の環境，学校の遊具や「はまっ子」の遊び
道具などが若干異なっていることがあり，同
一の遊びは多くはなかった。しかし，普段の
遊びでテレビゲームが最も多いことや，「は
まっ子」での遊びでサッカーやトランプなど
の集団での遊びが多いことなど，その特徴は
共通しているといえるだろう。
　以上のように実験校であるＢ小学校での
「はまっ子」の遊びにおいても，予備調査で
得られた低学年の子どもの「はまっ子」での
遊びとほぼ同様の特徴が見られており，こう
したことから学校間による「はまっ子」での
遊び場面の特徴に大きな違いはないといえる
のではないかと考えている。
（2 ）学年による縦断的な比較（「はまっ子」
を体験した年代としていない年代での遊び
場面の比較）の結果
　比較基準校での調査結果をふまえ，次に実
験校での調査結果について分析を行っていき
たい。繰り返しとなるが実験校では平成14年
１月に新規に「はまっ子」が展開されたため，
第一次調査を行った平成14年の５年生には
「はまっ子」での遊び体験はない。対して，
第二次調査を行った平成18年の５年生は１年

平成14年時の５年生 平成18年時の５年生

遊
び
日
数

遊んでない 13％ 23％
週に１日 23％ 21％
週に２日 14％ 14％
週に３日 11％ 16％
週に４日 13％ 13％
毎日 27％ 13％

遊
び
仲
間

同じ学年の友だち 77％ 87％
上の学年の友だち 6％ 6％
下の学年の友だち 13％ 13％
兄弟・姉妹 38％ 20％
その他 1％ 6％

友
だ
ち
と
外
で

遊
ぶ
頻
度

ほとんどない 36％ 42％
週に１日 19％ 24％
週に２日 16％ 9％
週に３日 13％ 12％
週に４日 10％ 6％
毎日 7％ 6％

平成14年時の５年生 平成18年時の５年生

遊
ぶ
人
数

自分ひとり 20％ 13％
２人 18％ 21％
３人 35％ 32％
４人～10人 27％ 32％
11人以上 0％ 1％

遊
び
場
所

自分の家 44％ 46％
友達の家 45％ 54％
学校の校庭 18％ 13％
近くの公園、広場 24％ 34％
はまっ子 0％ 0％
その他 8％ 8％

１
人
で
Ｔ
Ｖ
ゲ
ー
ム

で
遊
ぶ
頻
度

ほとんどない 39％ 52％
週に１日 17％ 13％
週に２日 11％ 9％
週に３日 10％ 12％
週に４日 10％ 4％
毎日 13％ 10％

表４　実験校における遊び場面の比較（平成14年の子どもと平成18年の子ども）
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生時に「はまっ子」ができた年代であり，当
時の登録率は95％を占めていることから，ほ
とんどの子どもが「はまっ子」での遊び体験
があったと考えられる。以下，平成14年を「は
まっ子」の遊び経験なしのデータとして，平
成18年を「はまっ子」の遊び経験ありのデー
タとして扱い，両者を比較・分析していきた
い。
　まず，遊びの日数であるが，平均日数では
平成14年が2.69日であり，平成18年の2.13日
を上回っていた。しかし，各選択肢の占める
割合と平均値ともに統計的には有意ではな
く，こうした傾向は比較基準校の結果と同様
であった。仲間の人数・遊び集団では，平成
18年の結果で「自分ひとり」の占める割合が
平成14年よりも７％低く，「４人～10人」と
いう中規模な集団は５％と高かったが，いず
れも有意な差ではなかった。さらに遊び仲間
に関しては，「上の学年の友だち」や「下の
学年の友だち」など異学年の友だちと遊んで
いると回答した子どもの占める割合は全く同
一の値であった。また，遊び場所についても
比較基準校の結果と同様に，それぞれの遊び
場の占める割合の比較と室内・室外の比較，
ともに有意な違いは見られていない。
　友だちと外で遊ぶ頻度については，「ほと
んどない」と「１日」の占める割合が平成18
年の結果で比較的大きいが有意な違いは見ら
れず，平均日数についても大きな差は見られ
なかった。１人でテレビゲームで遊ぶ頻度に
ついても同様の傾向であった。
（3）考察　～実験校での結果から～
　以上のように，本調査においては比較の基
準となる比較基準校だけでなく，実験校にお
いても放課後の遊びにいかなる有意な違いも
確認できなかった。すなわち，低学年時に「は
まっ子」に行っていた年代も，行っていなかっ
た年代も，高学年時の遊び場面においては遊
び日数や人数，場所などの各観点で大きな違
いは見られないということが明らかとなった

わけである。この結果は「はまっ子」での普
段とは異なる特徴的な遊び体験も，その後の
「はまっ子」以外での自由な遊び場面に対し
ては，直接的な変化をもたらす要因とはなっ
ていないと解釈するのが最も適切であろう。
　「はまっ子」を含め，現在展開されている
子どもの遊び場づくり事業の多くが子どもの
遊び場面をより意義あるものへと変化させる
ことで，心身の成長をはかることを目的とし
ている。この点に関してのみ言及するのであ
れば，本研究において普段の遊び場面よりも
他者との交流が多く，身体を使った遊びが「は
まっ子」では多くなされているという特長が
明らかになったことから，事業の目的は達せ
られていると言えるだろう。しかし，事業へ
の参加時のみの限定的な変化では子どもの心
身にとって十分な遊びが展開されるように
なったとは言えない。携帯型ビデオゲームの
普及など，急速に「孤立型」にむけて進展す
る現代の子どもの遊び環境を踏まえると，日
常的な遊び場面を心身の成長にとってより意
義あるものとするためには，普段の遊びへの
発展をも視野に入れた継続性のある三間の確
保・提供が遊び場づくり事業に求められる現
代的課題であると考えている。
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