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1．はじめに
子ども達にとっての遊びとは、心身の発育・発

達に欠かせない活動であり、生活そのものともい
える。中でも、身体的発達に大きく関わる幼児期
の運動遊びは、生涯にわたる健康維持の基盤とな
り得ることから、その重要性が指摘されている。
しかしながら、近年、運動遊びの機会減少ととも
に、体力・運動能力のさらなる低下が懸念されて
いる。
1985年をピークとして、児童の体力・運動能力
は低下しており、現在は横ばいで推移している項
目もあるものの、依然として低水準での推移と
なっている1）。また、幼児に関しては体力・運動
能力に限らず、日常生活における基本的動作につ
いても発達の遅れが報告されている2）。このよう
な状況から、2012年に文部科学省より「幼児期運
動指針」が示され3）、関係者においては運動の重
要性のみならず、社会的環境や生活環境の見直し
といった包括的な視点で理解を深めることが求め
られている。そして、その指針を深く理解すると
ともに実践することが求められているのが保育者
である。
保育現場における運動遊びについては、これま

でも多くの研究がなされてきており4）～7）、その有
効性に関しては疑う余地がない。しかしながら、
その効果や影響について保育者が深く理解し、適

切な指導や保育が実践されなければ、子ども達の
体力・運動能力を向上させることは困難となる。
柳田は、幼稚園教諭が運動遊びに対する正しい指
導理念をもち、実践していくことで、体力・運動
能力の低下を防ぐことができると報告している。
一方、実際の現場では、運動遊びに対する指導理
念を重視して指導を行っている教諭が少ないこと
も明らかにしている8）。運動遊びに対する指導理
念を重視しない理由としては、幼児の自発的な運
動遊びを尊重するなどの考えが挙げられるが、一
番の要因は外部体育指導員の導入率の増加が関連
していると考えられる。
前述した柳田の研究によると、学生が教育実習
を行った104園のうち、85．6％の園が外部体育指
導員を導入していることを報告しており、筆者が
保育者及び小学校教員に行った質問紙調査におい
ても、全体の96．5％が外部体育指導員の導入に賛
成意見を述べていた。この現状を考えた場合、運
動に関する指導は体育指導員が請け負っており、
その指導理念を構築したり、保育者の専門性を高
めたりする機会が減っていることが考えられる。
運動遊びに関する保育の専門性を高めるために
は、保育現場で子ども達と運動遊びに親しむこと
が最も効果的であるが、保育者を目指す学生に
とっては日々の授業が専門性を高める場となる。
その中でも、現場に近い状況で専門性を高められ
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表1 運動遊びのカテゴリー別選択数
選択数（％）

ボール遊び 78（19．9）
力遊び 44（11．2）
リズム遊び 68（17．3）
反応遊び 58（14．8）
鬼遊び 67（17．1）
バランス遊び 77（19．6）
計 392（100）
x2（df ＝1，N＝392）＝12．48，p＜．05

る授業形態の一つに「模擬保育」がある。模擬保
育の有用性についてはこれまでも様々な報告がな
されており9）～12）、保育の専門性の向上はもちろん、
現場での即応力や省察力の向上などにつながるこ
とが明らかにされている。運動遊びに関する模擬
保育においては、櫻木が保育内容「健康」の授業
において模擬保育形式の運動遊びを取り入れた結
果、学生の体験的な学びや運動レパートリーの増
加に繋がったことを報告している12）。
このように、有用性の高い模擬保育ではあるが、

これまでの研究は実践力や専門性の向上を目的と
する研究が大半を占めており、模擬保育実施後の
振り返りに焦点が当てられている。そのため、模
擬保育を行う際に学生が選択する指導内容に焦点
を当てた研究は僅かである。しかしながら、模擬
保育において選択される指導内容は、学生にとっ
て実施しやすい遊びや敬遠する遊び等を反映して
いると考えられるため、その後の授業計画構築等
の一助となると考えた。
そこで、本研究では保育内容「健康」の授業の

一環として、運動遊びに関する模擬保育を実施し、
学生が選択する指導内容についての分析を行うこ
とを目的とした。

2．方 法
2．1 実施対象及び実施時期
幼児教育学科の4クラスに所属する女子学生

211名（年齢19．4±1．4歳）を対象として模擬保育
を実施させた。模擬保育は2016年10月及び2017年
1月に行われた保育内容「健康」の授業内で行った。

2．2 実施方法
各クラスを6グループに分け、1グループ8名

～9名とした。実施場所は体育館とし、体育館を
6等分した範囲において、各グループが同時に模
擬保育を実施した。指導内容については、グルー
プ内のメンバーと内容が重ならないように考慮し、
実施日の1週前の授業内で決定した。
模擬保育は、全員が保育者役、子ども役を経験

できるよう、一人10分の持ち時間で実施し、実施
する遊びの種類については、時間内であればいく

つ実施してもよいこととした。模擬保育終了後は
反省を行うと同時に、事前に印刷しておいた指導
案をグループ内のメンバーに配布し、指導内容の
共有が図れるようにした。

2．3 調査内容
学生が作成した指導計画から運動遊びを抽出し、
遊びのカテゴリー分けを行った。そして、分別さ
れたカテゴリーの偏りから、学生が保育現場で選
択する運動遊びについて分析した。

2．4 統計処理
指導計画から抽出し、カテゴリー分けした運動
遊びに有意な差があるかどうかを調べるため、x2

検定を行った。統計解析には、SPSS Statistics19．0
を使用した．

3．結 果
学生の指導計画から運動遊びを抽出したところ、

392個の遊びが抽出された（重複を含む）。抽出し
た運動遊びをカテゴリー別に分けたところ、「リ
ズム遊び」「バランス遊び」「ボール遊び」「反応
遊び」「鬼遊び」「力遊び」の6つに分けられた（表
1）。そして、6つのカテゴリーに分かれた運動
遊びについて x2検定を行ったところ、5％水準
で有意な差がみられた（ x2（5，N＝392）＝
12．480，p＜．05）（図1）。

4．考 察
本研究は、運動遊びに関する模擬保育を実施し、
学生が選択する指導内容についての分析を行うも
のであった。
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x2検定の結果について、6つのカテゴリーに分
けられた運動遊びに5％水準で有意な差が見ら
れた。
この結果から、模擬保育においてはボール遊びを
選択する学生が最も多く、力遊びを選択する学生
が最も少ないことが明らかとなった。
ボール遊びが指導内容に最も多く選択された理

由としては、ボールを使うことで遊びの幅が広が
り、バリエーションに富んだ遊びが展開できるこ
と、また、鬼遊び等に比べて遊びの持続時間が長
いことなどが考えられる。一方、力遊びを選択す
る学生が少なかった理由としては、全力で押した
り引いたりする遊びに関しての知識が浅いことや、
強い筋力発揮を必要とするため、遊びとしての持
続時間が短いことなどが考えられた。
以下、それぞれのカテゴリーで選択された遊び

について考察する。

4．1 ボール遊び
学生が選択したボール遊びについて、最も選択

数が多かったのは「転がしドッジボール」であり、
全体の31％を占めていた。「転がしドッジボール」
は、投げる、捕る、避けるといった3つの動きが
主となるドッジボールと違い、転がす、避けると
いった2つの動きが主となる遊びである。突き指
や打撲の発生率が低く安全性が高い遊びであると
ともに、豊富な運動量の確保ができることから、
多くの学生が保育内容の1つとして選択したと考
えられる。

転がしドッジボールに次いで多かった遊びが
「ボール送り」「ボール運び」といったボール操
作技術を高める遊びである。これらの遊びは運動
量こそそれほど多くないものの、複数人で同時に
行うものや、リレー形式で行うものなど、遊びに
幅をもたせることができるため、学生が保育内容
として選択しやすかったのではないかと考えら
れる。
ボール遊び全体を見てみると、ドッジボールを
基にした遊び、ボール操作遊び、ボーリングを応
用した遊びが大半を占めていた。これらの遊びは
狙ったところにボールを投げたり転がしたりする
内容が多く、巧緻性を養う内容のものが多くなっ
ている。しかしながら、幼児運動能力検査13）や新
体力テスト2）では、ボールを遠くに投げる力が求
められており、力強さを養う遊びにも目を向けな
ければならないと考えられる。今回は狭い範囲で
の実施となったため内容も限られたが、スポンジ
ボールやバドミントンのシャトルを利用しながら
投能力を伸ばす遊びについても、今後授業等で扱
う必要性が示された。

4．2 力遊び
学生が選択した力遊びに関して、最も選択数が
多かったのは「大根抜き」であった。この遊びは
数人が背中合わせで腕を組んで座り、円を作った
後、外にいる人が円を作っている人を引っ張って
引き抜いていくという遊びである。円を作ってい
る人は引き抜かれないように組んでいる互いの腕

図1 学生が選択した指導内容
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に力を入れ、外にいる人は、組んでいる腕をはが
すように引き抜かなくてはならないため、どちら
の役においても強い力が必要となる遊びである。
ルールが分かりやすく、力遊びの中では実施時間
も比較的長いため、学生にとっては選択しやす
かったのではないかと考えられる。
力遊びは全体でも最も選択数が少なかったが、

腕や脚、全身の筋力を高めることは現代の子ども
達にとって必須事項となっている。そのため、保
育現場においても筋力を全力で発揮して遊ぶ機会
を作っていかなくてはならないものの、保育者自
身が力遊びを敬遠していたり、力遊びに関する知
識が浅かったりすることがある。そこで、授業に
おいては「ビニールキック」などの全力で筋力発
揮できるような遊びを多く取り入れ、力遊びの楽
しさや効果について教授していく必要性が考えら
れた。

4．3 リズム遊び
学生が選択したリズム遊びに関しては選択数が

突出していた遊びはなく、音楽を使った遊びや手
遊びなど、多様な遊びが実施されていた。大きな
ジャンルで遊びを分類すると、ダンス、手遊び、
模倣遊びの3つに分けられた。ダンスについては
「エビカニクス」（作詞・作曲：増田裕子）や「昆
虫太極拳」（作詞：ミツル＆りょうた、作曲：りょ
うた）など、全身を使って踊るものがほとんどで
あり、音楽に合わせて体を動かす遊びを選択して
いた。手遊びについては、「おちゃらかほい」「小
さな庭」といった遊びが選択されており、主とな
るリズム遊びへつなげる導入として実施していた。
模倣遊びについては、「まねっこ遊び」などの保
育者や友達の動きをまねるものや、「動物ごっこ」
といった動物の動きをイメージしてまねるものが
あった。これらの遊びは「音遊び」と関連するも
のがほとんどであり、運動遊びを苦手とする学生
が選択している傾向が見て取れた。しかしながら、
音遊びと運動遊びを関連させることは子どもの成
長に好影響を与えるため14）、今後の授業では、身
体表現遊びへと発展させていくことを見据え、運
動量の確保へとつなげていく重要性が示された。

4．4 反応遊び
学生が選択した反応遊びに関して、「ひざタッ
チ」が最も選択された遊びとなった。「ひざタッ
チ」とは、互いの片手を握ったまま、反対の手で
相手の膝をタッチするという遊びである。相手に
膝をタッチされないように避けながら、自分も相
手の膝をタッチしにいかなければならないため、
反射神経と瞬発力が問われる遊びである。道具を
使わずに比較的シンプルなルールで遊ぶことがで
きることから、学生の選択数が増えたと考えられ
る。また、「ねことねずみ」を選択する学生も多
く見られた。「ねことねずみ」とは、2人1組で
ねこ役とねずみ役を決めて互いに向き合い、「ね
こ」もしくは「ねずみ」という号令がかけられた
と同時に呼ばれた方が逃げ、呼ばれなかった方は
相手を追いかけてタッチするという遊びである。
この遊びは「ねことねずみ」ではなく「野菜と果
物」といったように、名前や括りを変えて楽しむ
こともでき、運動量も確保できるため学生が選択
しやすかったのではないかと考えられる。反応遊
びについては室内、室外で遊べる遊びが幅広く選
択されていたため、バランスよく知識が身につい
ているのではないかと考えられた。

4．5 鬼遊び
学生が選択した鬼遊びに関して、「氷鬼」が最
も多く選択されていた。「鬼ごっこ」と「氷鬼」
の大きな違いは、鬼が途中で交代しないこと、鬼
からタッチされたらその場に静止することという
2点である。最初に決まった鬼がずっと鬼を続け
るため、鬼役は豊富な運動量を必要とするが、逃
げる側は鬼にタッチされたら静止し、味方にタッ
チされたら再び動くことができるため、動静の入
り混じった遊びとなる。そのため、逃げる側の運
動量は適量となることが多く、保育現場でも鬼遊
びの中では氷鬼が選択されることが多いため、今
回の模擬保育でも選択数が増えたのではないかと
考えられる。
また、「しっぽとり」も同様に選択数が多かっ
た。設定されたしっぽをとるという行為が、タッ
チするという行為よりも楽しみを増加させ、取っ
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たしっぽの数を競うこともできることから、純粋
な鬼ごっこ等よりも選択した学生が多くなったと
考えられる。
鬼遊びに関しては、種類によって運動量に差が

出てくるため、子どもの体力や人数、場の大きさ
等によって使い分ける必要がある。そのため、授
業では多様な鬼遊びを適切に選択できる力を養う
必要性があると考えた。

4．6 バランス遊び
学生が選択したバランス遊びに関して、「手押
し相撲」と「新聞じゃんけん」が最も多く選択さ
れていた。「手押し相撲」は手のひらを相手に向
けて向かい合い、互いの手のひらを押したり引い
たりすることでバランスを崩し合う遊びであり、
簡単ながらも相手との駆け引きが発生する遊びで
ある。相手がいれば狭いスペースでも実施でき、
主となる遊びへの導入にも使いやすいため、多く
の学生が選択したものと考えられた。
「新聞じゃんけん」は1人が1枚の新聞の上に
乗り、相手とじゃんけんをして、負けたら1回折
りたたむということを繰り返し、新聞の上に乗っ
ていられなくなったら負けという遊びである。新
聞の折りたたみ方や、乗り方によってバランスの
とり方も異なるため、変化を楽しむことができる
この遊びの選択数が多くなったと考えられた。
バランス遊びに関しては、平均台歩きなどの遊

具や道具を使う遊びもあったものの、場所の広さ
に左右されない遊びが多かったため、保育現場に
出てからすぐに実践できそうな遊びが選択されて
いた。そのため、授業では遊びの組み合わせや、
流れの作り方などについて示していくことが有効
なのではないかと考えられた。

5．ま と め
本研究の目的は、保育内容「健康」の授業にお

いて運動遊びに関する模擬保育を実施し、学生が
選択する指導内容についての分析を行うことで
あった。
分析の結果、学生が指導内容として選択する運動
遊びは、ボール遊びが最も多く、力遊びが最も少

ないことが明らかとなった。この分析結果を受け、
今後の授業構築について検討した結果、以下のこ
とが示された。
1）ボール遊びについては、巧緻性を養う遊びだ
けでなく、ボールを遠くに投げる投能力その
ものを伸ばす遊びを取り入れていく必要性が
示された。

2）力遊びについては、保育者自身が力遊びを敬
遠している可能性があるため、力遊びに関す
る知識を深めるとともに、全力で筋力発揮が
できるような遊びを取り入れ、力遊びの楽し
さを感じさせる必要性が示された。

3）リズム遊びについては、音楽遊びと上手く組
み合わせながらも、運動量の確保ができるよ
うな遊びについても理解を深めていく必要性
が示された。

4）鬼遊びについては、子どもの体力や遊ぶ人数、
場所などを考えた上で、適切な遊びが選択で
きるようそれぞれの鬼遊びの特性を理解させ
る必要があると考えられた。
今回の研究では、学生が模擬授業において選択
した指導内容について検討したが、学生の育って
きた環境やこれまで遊んできた遊びなど、保育者
の背景が保育内容に反映されることが考えられる
ため、今後は、保育を行う保育者の背景について
も調査項目に含める必要がある。また、体育館を
6等分した狭い環境の中で模擬保育を行ったため、
模擬保育を実施するための環境整備についても今
後の課題として挙げられた。

参考文献
1）スポーツ庁．体力・運動能力調査．2017．
2）中村和彦，武長理栄，川路昌寛，川添公仁，篠原俊
明，山本敏之，宮丸凱史．観察的評価法による幼児の
基本的動作様式の発達．発育発達研究，2011，51：
1‐18．
3）文部科学省．幼児期運動指針．2012．
4）杉原隆．幼児の運動あそびに関する有能さの認知と
パーソナリティの関係．体育学研究，1985，30．1：
25‐35．
5）本間純子．幼児の運動能力に影響を及ぼす要因に関
する研究：特に運動遊びについて．1978．
6）山田洋，加藤達郎，知念嘉史，相澤慎太，塩崎知美，
三上恭史，長堂益丈．幼児期の運動機能向上のための

運動遊びに関する指導内容の分析

－190－



「運動遊びプログラム」の提案第二報：介入幼稚園に
おけるコントロール測定の結果について．東海大学ス
ポーツ医科学雑誌，2007，19：33‐37．
7）飯嶋裕美，飯嶋裕美，木塚朝博，速水達也，岩見雅
人，板谷厚，鈴木寛康．不安定な接地面上での運動遊
びが幼児の運動能力に与える効果．発育発達研
究，2010．47：10‐20．
8）柳田信也．幼稚園教師の運動遊びに関する指導理念
の調査研究．2008，29：21‐26．
9）松山由美子．保育者養成における「保育実践力」育
成のための学びの場：模擬保育と学外実習に関する質
問紙調査の結果からの考察．四天王寺大学紀要，
2009，49：197‐212．
10）田爪宏二，小泉裕子．保育者志望学生の「保育者ア
イデンティティ」確立に関する検討：模擬保育の実践
を通して．鎌倉女子大学紀要，2006，13：27‐38．

11）上村品．保育者養成段階における保育実践力の向上
に関する一考察（2）．2013．

12）櫻木真智子．保育専門科目に実践を取り入れること
による学びに関する報告：「保育内容・健康」に模擬
保育形式の運動遊びを導入することの効果を例として．
研究紀要，2016，27：127‐134．

13）杉原隆，森司朗，吉田伊津美．2002年の全国調査か
らみた幼児の運動能力．体育の科学，2004，54．2：
161‐170．
14）長島礼．保育現場におけるリトミックの理解に関す
る一考察：質問紙調査から見える課題．教育学論
究，2010，2：89‐94．

蛯 原 正 貴

－191－


