
は じ め に

今日の日本は、生活環境の著しい変化にともなって、運動に費やす時間と場
が減少し、しかも、不規則な食事時間と偏りのある食事内容も加わって、生活
習慣病や肥満、運動不足病になる子どもたちが増加しました。そして、社会生
活が夜型化し、働く母親が増加、勤務時間が延長されることも一因となり、幼
児の生活のリズムにくるいが生じてきました。中でも、就寝時刻が遅く、生活
リズムの乱れた幼児に対して、その生活環境を十分に考慮した上での対応が求
められています。
ところが、今日、保育者や指導者となる若者たちにおいても、その生活自体

が夜型化していることもあり、そのような状態が「あたりまえ」と感じられる
ようにもなってきているため、幼児の健康に関する理論の研讃が大いに求めら
れると言えるでしょう。
また、運動実践や実技の面においても、指導者側の問題として、指導者自身

の遊び込み体験の少なさから、「あそびのレパートリーを子どもに紹介できな
い」、「あそび方の工夫やバリエーションづくりのヒントが投げかけられない」
という現状があり、保育・教育現場において、幼児の健康にとっての運動の重
要性やあそびのレパートリー、運動と栄養・休養との関連性を子どもたちに伝
えていくことすらできないのではないかと懸念しています。
そこで、今日の日本の幼児の抱える様々な健康問題や指導者養成におけるニ

一ズを考慮した上で、幼児の心身の健康づくりや人間形成として実施される幼
児期の健康教育や幼児体育のあり方や基本理念、方法や内容の基本を広く普及
していきたいと考えました。

本書の内容を参考にされ、一人でも運動理解のある人が指導者層に増え、子
どもたちの健全育成に汗をかいて下さることを切に願っています。

2021年 6月
早稲田大学　教授/医学博士

前橋　明
（国際幼児健康デザイン研究所顧問）

　�





生活リズム・体力向上作戦
─「食べて、動いて、よく寝よう！」運動のススメ─

目　　次



�v

はじめに………………………………………………………………………………�

理　論　編

第1章　今、子どもたちに運動が必要なわけ… ……………………………… 5
1．睡眠リズムの乱れの問題　　5
（１）…就寝の遅い現代っ子　　5

（２）…短時間睡眠の危険性　　6

2．摂食リズムの乱れの問題　　7

3．運動不足の問題　　8

4．自律神経や脳内ホルモンが関与する体温リズム　　9
（１）…生体リズムに関与する脳内ホルモン　　10

（２）…「早寝、早起き、朝ごはん」運動の登場と課題　　11

（３）…子どもたちの問題を改善する新たなチャレンジの必要性　　13

（４）…研究からの知見と提案　　13

（５）…大人への警告　　14

第2章　子どもの発育プロセスを知ろう… …………………………………… 19
1．乳児期の発育・発達と運動　　19

2．4つの型で考える発育プロセス　　20
（１）…神経型と一般型　　20

（２）…生殖型　　22

（３）…リンパ型　　22

3．身体各部の均衡の変化　　22

4．発達の順序性と幼児期の運動　　23

5．運動発現のメカニズム　　24

第3章　子どもにとっての運動の役割と効果… ……………………………… 27
1．身体的発育の促進　　29



目　　次　v

2．運動機能の発達と促進　　29

3．健康の増進　　30

4．情緒の発達　　31

5．知的発達の促進　　32

6．社会性の育成　　33

7．治療的効果　　33

8．安全能力の向上　　34

9．日常生活への貢献と生活習慣づくり　　34

第4章　子どものどんな力を伸ばせばよいか？… …………………………… 35
1．体力　　35
（１）…行動を起こす力　　35

（２）…持続する力　　36

（３）…正確に行う力（調整力）　　36

（４）…円滑に行う力　　37

2．運動能力　　37

3．運動スキルと運動時に育つ能力　　38
（１）…運動スキル　　38

（２）…運動時に育つ能力　　39

第5章　指導者の心得─運動指導のポイント─ … ………………………… 40
1．指導の基本　　40
（１）…子どもに、運動あそびの楽しさを味わせることができるような環境構成

と指導が必要　　40

（２）…子どもの心身の発達にとって刺激となるような運動量を確保すること

　　41

（３）…運動動作を獲得させること　　41

2．指導上の留意事項　　42

3．指導者に期待すること　　43



v�

4．子どもたちが外で安全に遊ぶための工夫　　44

5．公園や園庭で安全に遊んだり、運動したりするための約束事　　45

6．運動のつまずきと子どもへの対応　　46
（１）…対象者の体験談　　46

（２）…指導者がとるべき方法や対応策　　47

実　践　編

第1章　基本の運動……………………………………………………………… 53
（１）…足伸ばし前屈をする（柔軟性）　　53

（２）…足屈伸をする（脚筋力）　　53

（３）…手押し車をする（筋力・持久力）　　54

（４）…ゆりかごになる（柔軟性）　　54

（５）…片足でバランスをとる（平衡性）　　54

（６）…腹筋運動をする（筋力）　　54

（７）…正座両足とび起きをする（瞬発力）　　55

（８）…腕立て脚開閉をする（筋力・リズム感）　　55

（９）…馬跳びをする（瞬発力・平衡性）　　55

（10）…背負い歩きをする（筋力・持久力）　　55

（11）…人力車になる（筋力・持久力）　　56

（12）…腕立て腕屈伸をする（筋力・持久力）　　56

（13）…V字バランスをする（腹筋力・持久力）　　56

（14）…ブリッジをする（柔軟性）　　56

（15）…手たたき腕ジャンプをする（瞬発力）　　57

（16）…開いて閉じて閉じて（リズム感・巧緻性）　　57

（17）…片脚屈伸（脚筋力・平衡性）　　57

（18）…倒立（腹筋力・背筋力・持久力）　　57

（19）…足文字（筋力・持久力）　　58

（20）…前屈わたし（柔軟性）　　58



目　　次　v��

（21）…前後屈わたし（柔軟性・巧緻性）　　58

第2章　身近なものをつかったあそび………………………………………… 59
（１）…タオル乗せあそび　　59

（２）…タオルとり　　60

（３）…レジ袋あそび：ナイスキャチ　　60

（４）…シッポとり　　61

（５）…蹴ったり・ついたりあそび　　61

（６）…ティーボールあそび：ボールコレクター　　62

（７）…新聞ランナー（瞬発力・スピード）　　63

（８）…短なわジャンプ（瞬発力）　　64

（９）…ラケットでボールころがし競争　　64

第3章　親子ふれあい体操……………………………………………………… 65
（１）…高い高い　　65

（２）…スーパーマン　　66

（３）…メリーゴーラウンド　　66

（４）…ロボット歩き　　67

（５）…飛行機　　67

（６）…逆さロボット　　68

（７）…仲よし立ち座リ　　68

（８）…空中かけっこ　　68

（９）…しゃがみずもう　　69

（10）…足跳びまわり　　69

（11）…跳び越しくぐり　　70

（12）…グーパー跳び　　70

（13）…足ふみ競争　　71

（14）…ジャンケン足踏み　　71

（15）…お尻たたき　　72



v���

（16）…タオル引き　　72

（17）…丸太たおし　　72

（18）…腕立て握手　　73

（19）…手押し車→出会った友だちと握手→でんぐり返り　　73

（20）…しっぽとり　　73

（21）…輪くぐり　　74

第4章　運動会でもできる ! おすすめあそび………………………………… 75
（１）…股くぐり競争　　75

（２）…チーム対抗しっぽ取り　　76

（３）…背中合わせリレー　　76

（４）…子ふやしリレー…（瞬発力・スピード）　　76

（５）…魔法のじゆうたん　　77

（６）…カンガルーの宅配便（ボールはこび競技）　　77

（７）…たおして…おこして…おんぶして（親子障害物競走）　　78

（８）…ラッコの波乗リ　　79

（９）…サンドイッチボール運びリレー　　79

（10）…聖火リレー　　79

（11）…ふたりで一人　　80

（12）…ピーナッツボールころがし　　81

（13）…今日も安全運転だ !　　82

（14）…足ながチャンピオン　　82

（15）…大わらわの輪　　83

（16）…トビウオの波きり　　84

（17）…ゴー！…ゴー！…ハリケーン　　84

第5章　鬼ごっこ………………………………………………………………… 86
（１）…ヒヨコとネコ…（敏捷性・スピード）　　86

（２）…カゴの中のネズミ（敏捷性・瞬発力）　　87



目　　次　�x

（３）…つながり鬼（敏捷性・持久力）　　87

（４）…手つなぎ鬼（敏捷性・持久力）　　88

（５）…通りぬけ競争（敏捷性・巧緻性）　　88

第6章　リズム・親子ダンス…………………………………………………… 89
（１）…花のお国の汽車ぽっぽ〈親子〉　　89

（２）…まるまるダンス　　93

（３）…ぽかぽかてくてく　　96

（４）…まっかなおひさま　　99





前　　言

随着生活环境的显著变化，在今天的日本，孩子的运动时间和运动场所都在

减少，此外，加上不定时的饮食时间和偏食问题，使患上生活习惯病，肥胖，运

动不足的儿童也增多了。另外，夜型化的社会生活，以及母亲需要上班工作和劳

动时间被延长等问题，也使幼儿的生活节奏变得不规律了。其中，对于睡觉时间

晚，生活节奏被打乱的幼儿来说，期望能够有充分改善生活环境的对策。

但现在，由于年轻的保育者和教育者本身的生活也已经变得夜型化了的关系，

所以很难意识到相关问题。因此，对于有关儿童健康的理论进行深入的研究和探

讨是大势所趋的。

另外，有关指导实践和实际操作的问题，由于指导员在幼儿时期本身的游戏体

验不足，就会出现：不能为孩子好好地介绍游戏，不能有效地告诉孩子游戏的规

则。因此，在幼儿园和教育现场，孩子们到底能否认识到游戏、运动、营养、休

养与儿童健康之间的关系，我是抱有怀疑的。

由于有关改善幼儿的健康问题和指导员的育成问题是有需要的，在此，我们希

望能广泛普及幼儿时期的健康教育、体育教育的基本理念、方法、内容，从而促

进幼儿的身心健康、人格形成和个性发展。

我们深切祝愿在参考了本书的内容后，指导员能够加深对于运动的理解，从而

为儿童的身心健康发展做出更大的努力和贡献。

2021年 6月

早稻田大学　教授/医学博士

前桥 明

（国际幼儿健康设计研究所 顾问）
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