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⽬次
•いまの⼦どもの健康問題
Covid-19がもたらした⼦どもの体⼒への影響

•⼦どもロコモとは？
•⼦どもロコモ対策の取り組み
•そもそも「運動神経がいい」ってなんだろうか？



レジリエンスと⼦ども
レジリエンス・シティ京都の実現に向けた６つの重点的取組分野

1. ⼈が育つまち（⼈⼝減少、少⼦⾼齢化対策など）
2. ⽀え合い、助け合うまち（地域コミュニティ活性化など）
3. 豊かに暮らせるまち（⽂化・芸術創⽣、経済・産業発展など）
4. 快適で安⼼安全なまち（景観・町並み保全・創⽣、空き家活⽤促進、
防犯など）

5. 環境にやさしいまち（地球温暖化対策など）
6. 災害に強いまち（防災・減災、テロ対策、インフラ⽼朽化対策など）



児童⽣徒の体⼒の状況

スポーツ庁：令和3年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査結果
https://www.mext.go.jp/sports/content/20211222-spt_sseisaku02-000019583_111.pdf



京都市の児童館 コロナ前後の⽐較
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1年⽣，2年⽣ではコロナ前と同等
（未発表データ，安彦）



運動量について
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休み時間に⾝体を使った遊びをしていますか

している していない
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休みの⽇に⾝体を動かす遊びや
習い事をしていますか？
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2018年より2022年で減少 2018年と2022年で同等

（未発表データ，安彦）

京都市の児童館(1-2年⽣）コロナ前後の⽐較



運動有能感について
運動を⾏うにあたって予測不能な状況や環境の中で、
⾃信を持って積極的に対処していくことのできる能⼒

(岡沢 1996)

運動有能感

⾝体的有能感

統制感

受容感

運動に対する⾃信

練習によってどれだけ運動を
コントロールできるかの認知
運動場⾯で仲間から
受け⼊れられているという認知

京都市の児童館(1-2年⽣）コロナ前後の⽐較



京都市の児童館(1-2年⽣）コロナ前後の⽐較
運動有能感について

2018年と2022年で受容感が低下
（未発表データ，安彦）

0% 25% 50% 75% 100%

2022

2018

⾝体を動かすのは得意ですか？

肯定 否定
0% 25% 50% 75% 100%

2022

2018

難しい体操やダンスでも
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⼀緒に⾝体を動かして遊ぶ友達がいますか？

肯定 否定 p<0.05

n.s. n.s.
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テレビやゲームを⼀⽇どのくらいしていますか？
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⾝体を動かすのは⾯倒ですか？

⾯倒でない ⾯倒だ

運動への否定的感情とスクリーンタイムについて

⾯倒と思っている⼦どもが減少 スクリーンタイムの増加

（未発表データ，安彦）

p<0.05 p<0.05

京都市の児童館(1-2年⽣）コロナ前後の⽐較



（未発表データ，安彦）

Positive
• 運動能⼒は低下していない
• ⾝体を使った習い事を実施している
• 運動を⾯倒と感じている⼦どもは減少
• ⾝体的有能感や統制感は変わっていない

Negative
• 休み時間に⾝体を使った遊びをしている⼦どもが減少
• ⾝体を使った遊びをする友達が少ない
• スクリーンタイムの増加

京都市の児童館(1-2年⽣）コロナ前後の⽐較



まとめ COVID-19の影響

COVID-19 による外で遊ぶことが制限され，外で遊ぶ友達が少なく，
その分，スクリーンタイムが増加。将来的な肥満・ロコモの可能性↑



児童⽣徒の体⼒の状況 国の報告

スポーツ庁：令和3年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査結果
https://www.mext.go.jp/sports/content/20211222-spt_sseisaku02-000019583_111.pdf



⽬次
•⼦どもの健康問題 総論
• Covid-19がもたらした⼦どもの体⼒への影響
•⼦どもロコモとは？
•⼦どもロコモ対策の取り組み
•そもそも「運動神経がいい」ってなんだろうか？



運動実施者の⼆極化が進んでいる

⽂部科学省 平成２３年⼦どもの体⼒向上のための取組ハンドブック



⽂部科学省 平成２３年⼦どもの体⼒向上のための取組ハンドブック

運動実施者の⼆極化が進んでいる



１週間の総運動時間が６０分未満の
⼦どもの運動時間の内訳

16⽂部科学省 平成２３年⼦どもの体⼒向上のための取組ハンドブック
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•体⼒合計点が最も⾼い者は、
運動が好きで、総運動時間が
最も⻑い

•体⼒合計点が最も低い者は、
運動が嫌いで、総運動時間が
最も短い

体⼒合計点と総運動時間と運動が好きとの関係

運動やスポーツが好き

体
⼒
合
計
点

運
動
実
施
時
間



ロコモティブシンドローム
（以下、ロコモ）

加齢によって運動器（⾻、
関節、筋、神経など）が障害
され、移動能⼒が低下し、
要介護状態や要介護リスクの
⾼い状態

⼦どもロコモとは

柴⽥： 検診から⾒えてきた現代のこものたちの⾝体的特徴，臨スポ，2014

⼦どもロコモ

柔軟性の低下やバランス能⼒
の低下、円背などの姿勢異常
などの運動器の機能が低下し
⾻折やケガが⽣じやすい状態．
「⼦どもロコモ」を放置すると
将来、成⼈のロコモになることが
懸念されている
≒ロコモティブシンドローム予備軍



⼦どもロコモ≒ロコモティブシンドローム予備軍

帖佐ら，リハビリテーション医学，2018



帖佐ら，リハビリテーション医学，2018

⼦どもロコモ≒ロコモティブシンドローム予備軍

⼦どもロコモのより具体的な特徴や傾向は？

⼦どもロコモ予防対策ができる



⼦どもの体格，
運動能⼒，
運動に対する有能感（⾃信）
運動イメージ能⼒を調査し、
⼦どもロコモに該当する⼦どもの
特徴を明らかにすること

研究１



⼤宅児童館を利⽤する⼩学⽣９０名

• 1−2年⽣73名（男児35名、⼥児38名）
• 3−4年⽣17名（男児8名、⼥児9名）

保護者および児童より同意を得て後，実施した

対象

1-2�� 119.7 ± 6.4 22.2 ± 4.1 128.5 ± 14.1
3-4�� 130.0 ± 6.4 29.6 ± 9.6 132.1 ± 26.6

���cm� ��(kg) ��
	��



⼦どもロコモの判定

林承弘：⼦どもロコモと⽣活習慣病，臨床栄養，2016

⽚⾜⽴ち
両⼿上げ
体前屈
しゃがみ込み
グーパー動作

１項⽬でも
基準に満たない場合
⼦どもロコモと判定



•⾝⻑
•体重
•ローレル指数（体格）

体組成計（Inbody470）
•体脂肪量
•体脂肪率
•⾻格筋量

⾝体組成



•握⼒
•⽚⾜⽴ち保持時間
•上体起こしの回数
•⻑座体前屈の距離
•反復横跳びの回数
•⽴ち幅跳びの距離

運動能⼒



運動に対する有能感、スクリーンタイムなど
資料２ 
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質問検査   ID       名前               

 

 

１．たいいくの じゅぎょうは すきですか？ 

 

１：すき   ２：すこしすき   ３：すこしきらい  ４：きらい 

 

４：からだを うごかすのは とくいですか？ 

 

１：とくい   ２：すこしとくい   ３：すこしにがて   ４：にがて 

 

５：むずかしい たいそうや だんす でも、れんしゅうすると できるように なりますか？ 

 

１：できる   ２：すこしできる   ３：あまりできない  ４：できない 

 

６：いっしょに からだを うごかして あそぶ ともだちが いますか？ 

 

１：いる    ２：少しいる     ３：あまりいない   ４：いない 

 

１３：テレビやゲーム（スイッチ, スマホゲーム、ディーエスなど）は、いちにちどのくらい 

みたり、やったり していますか？ 

 

１：２じかんいじょう   ２：１じかんから２じかん   ３：30ふんから１じかん  

 

４；３０ふんよりすくない 

 

← ⾝体に対する有能感

← 統制感

← 受容感

← スクリーンタイム



ロコモ該当者
11%（8名）

ロコモ⾮該当者
89%（65名）

1-2年⽣の⼦どもロコモの割合

結果 ⼦どもロコモの割合

ロコモ該当者
47%（8名）

ロコモ⾮該当者
53%（9名）

3-4年⽣の⼦どもロコモの割合



１-２年⽣のロコモ該当者の特徴

⽚⾜⽴ちのみ低下 スクリーンタイムが⻑い



3-4年⽣のロコモ該当者の特徴
ローレル指数，体脂肪率が⾼値
多くの運動項⽬が不良な値

運動有能感が低い
運動への⾃信がない



ü学年が上がるとロコモの割合が増加
ü３−４年⽣のロコモ群は⽣活習慣病のリスクも⾼まっている
ü運動に対する有能感が低下傾向

→⼦どもロコモの予防的観点から
運動有能感の低下していない１−２年⽣からの
運動習慣や運動への取り組みが必要

→肥満については栄養管理の必要性も⽣じていることから
保護者も含めた取り組みが必要

⼦どもロコモの調査結果のまとめ



⽬次
•⼦どもの健康問題 総論
• Covid-19がもたらした⼦どもの体⼒への影響
•⼦どもロコモとは？
•⼦どもロコモ対策の取り組み
•そもそも「運動神経がいい」ってなんだろうか？



⼩学校学習指導要領（平成２３年度）体育 1-2年⽣
1 ⽬標
（1） 簡単なき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） だれとでも仲よくし、健康・安全に留意して意欲的に運動
をする態度を育てる。

研究２ 学童期の⼦どもに対するダンスを⽤いた
運動介⼊の効果検証

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/youryou/syo/tai.htm



•８歳までに神経系の発達が
８０%程度形成される

•４-８歳あたりが四肢と体幹の
協調的な動きを習熟する時期

→協調性を⾼める運動の
重要性

（新⽥ら，⼦どもの発達から考える運動指導法，2018）

スキャモンの発育曲線



運動不⾜の⼥児は⾻粗鬆症の発症リスクが⾼い

⽇本臨床スポーツ学会 ⼦供の運動をスポーツ医学の⽴場から考える，2016

思春期前から思春期前期では
運動による⾻新⽣は外周優位で
⾻が太くなる



運動不⾜の⼥児は⾻粗鬆症の発症リスクが⾼い
とくに思春期前の⼩学⽣の運動が⼤切
ただし運動過多も⼥性ホルモン低下し，⾻形成の低下

⽇本臨床スポーツ学会 ⼦供の運動をスポーツ医学の⽴場から考える，2016

Heinonen  A,  et  al.  High-impact  exercise  and  bones  of  growing  girls:  a  9-month controlled trial. Osteoporos Int 11: 1010-1017, 2000.



⼩児肥満の推移

神奈川県医師会：⼦供の肥満と⽣活習慣病



令和3年度 学校保健統計調査報告書

肥満傾向児＝⽣活習慣病リスク保有児
上がり⽌まり
男⼦ ⼥⼦



京都の肥満傾向児の割合は全国平均よりも低い

京都府政策企画部企画統計課 https://www.pref.kyoto.jp/tokei/yearly/gakkohoken/gakkohoken2020/hoken2020gaiyo.pdf



体⼒測定の点数と関連のある項⽬

39⽂部科学省 平成２３年⼦どもの体⼒向上のための取組ハンドブック

楽しく実施＋⾝体の動かし⽅（協調的な⾝体の動き）
＝ ダンス

楽しい 楽しく
ない

わかった わから
なかった



研究２
ダンスを⽤いた運動プログラムを開発し、その効果を検証



測定項⽬
運動能⼒・運動に対する有能感、スクリーンタイム

•握⼒
•⽚⾜⽴ち保持時間
•⻑座体前屈の距離
•反復横跳びの回数
•⽴ち幅跳びの距離

資料２ 
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１３：テレビやゲーム（スイッチ, スマホゲーム、ディーエスなど）は、いちにちどのくらい 

みたり、やったり していますか？ 

 

１：２じかんいじょう   ２：１じかんから２じかん   ３：30ふんから１じかん  

 

４；３０ふんよりすくない 

 

・⾝体に対する有能感

・統制感

・受容感

・スクリーンタイム体操前後で⽐較
介⼊期間は１ヶ⽉
ただし，週に１回で合計４回のみの介⼊



介⼊⽅法 オリジナルダンス



結果 介⼊前後の運動能⼒の結果

32.5回から36.6回に増加
協調運動に向上 スクリーンタイムの減少

1時間以上していた⼦どもが
1時間未満に

理由は不明



結果 介⼊前後の運動能⼒の結果

32.5回から36.6回に増加
協調運動に向上 スクリーンタイムの減少

1時間以上していた⼦どもが
1時間未満に

→作成したダンスが
反復横跳びと類似したリズムや
動きのため、運動の転移現象が
⽣じ，反復横跳びの増加

横に⾶ぶからだの使い⽅を学習



⽬次
•いまの⼦どもの健康問題
Covid-19がもたらした⼦どもの体⼒への影響

•⼦どもロコモとは？
•⼦どもロコモ対策の取り組み
•そもそも「運動神経がいい」ってなんだろうか？



発育・発達パターンと年齢別運動強化⽅針

宮下充正、他編：子どものスポーツ医学 1987-1988

動作はどのように獲得していくか？



運動技能運動体⼒
末梢器官の機能

ex)筋⾁、呼吸循環器

中枢神経系の機能

ex)知覚による運動調整
(杉原,2017)

⼦どもの運動能⼒低下

運動技能

運動能⼒

運動能⼒を構成する要素



(Devetyら,1999)

運動イメージとは︖

「明らかな運動を伴わず，運動を想起する⼼的過程」

（⼭⽥ら,2001)

運動イメージ

実際の運動

密接な関係

イメージトレーニングによって
器械運動のような運動技能が
向上する （A.R Isaac,1992)

転倒経験を有する⾼齢者は
運動イメージが低下している



運動イメージは5~12歳
までに顕著に発達する

運動イメージが健やかな運動発達に影響している可能性

(Spruijt,2015)

10歳頃までに基礎的動作が
成熟する

(Gallahue,1999)

メンタルローテーション(以下MR)課題を⽤いて
運動能⼒の発達段階である低学年の児童における
運動イメージ想起能⼒と運動能⼒の関連を検討

研究3



①運動イメージ想起能⼒〈⼿のMR課題〉

視覚的情報

左右を判断

「様々な⾓度から撮影した⼿の画像を何枚か呈⽰し、
その画像が右⼿か左⼿かを判断させ評価する⽅法」

評価⽅法が簡単
幼児期から測定可能

運動イメージ想起能⼒の指標
①左右を判断するまでの反応時間 ②正答率

（Marmor,1975）
iPad App 「Recognize hand」

Noigroup 製



統計学的解析

•⾝体特性および運動能⼒の群間⽐較︓対応のないt検定
•男⼥⽐の⽐較︓カイ⼆乗検定
•統計解析ソフト︓SPSSver24，有意⽔準︓５％

メンタルローテーション課題（MR）の正答率

・男21名 ・⼥29名
⾝⻑ : 120.8±7.1cm
体重 : 22.4±4.0kg

・男26名 ・⼥17名
⾝⻑︓119.1±5.2cm
体重︓22.1±4.1kg

平均値-１SD【43名】平均値+１SD【50名】
MR良好群 MR不良群



結果 運動イメージ良好群は運動能⼒が⾼い

握⼒ 上体起こし ⽴ち幅跳び 両⾜⾶び越し



考察 運動イメージの実運動への関与

（⽥中,1988）

MR課題は運動イメージの
空間的側⾯を評価（野⽥,2015）

運動イメージは運動準備や
運動計画に関与

MR正答率は協調運動課題
のみに相関関係を認めた

運動イメージ想起能⼒が⾼い⼦どもは⽴ち幅跳びや両⾜跳び越しで
評価される協調運動＝運動技能に優れていた

(Jansen,2009)

協調性の低下は、MR能⼒
低下の予測因⼦となる

（Andreaら,2011）

＋



動作はどのように
獲得していくか？



動作模倣とは
「⼊⼒された情報を運動に変換し⾏為として発現すること」

（⽔⼝ら,2005）
運動イメージ 運動実⾏

運動イメージ 運動実⾏⾒本



⼿の模倣課題全⾝の模倣課題

動作模倣課題



結果 1-2年⽣では運動能⼒が⾼い⼦どもは
模倣課題の得点が⾼い

運動能⼒⾼い運動能⼒低い



まとめ
いわゆる運動神経がいいとは（あくまで⼀⾯）

低学年までは運動イメージ能⼒（空間認知）が⾼く，
イメージした動きをからだで再⽣できる能⼒（模倣）



全体を通して
üロコモ予防には運動へのネガティブな感情が少なく
運動能⼒に⼤きな差がない幼児および⼩学校低学年からの
取り組みが必要

ü親としてできることはバランスの良い⾷事と
こどもと楽しく⾝体を使って遊ぶこと（動きを⾒せる）

ü遊びの内容は親⾃⾝が楽しめること，バリエーションの
ある運動，バランス課題やダンスなどの協調運動が良い
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