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概 要
本稿は，プレ・ゴールデンエイジの時期にある3〜6歳の幼児男女に対し「KIDSラダー」の設定と課題
を与え，子どもたちの行動特徴を明らかにし，その可能性や活用法を探ることを目的とした。その結果
「KIDSラダー」の大きさは幼児期にとって適切な間隔であり，区切りポールを障害と認知し，動きをコン
トロールする学習として効果的な教具であると評価できた。また，課題を与えたときの動作特徴の分析から
は3・4歳児において横歩きとケンケンで未発達な傾向が見られた。さらに5・6歳児は，一つの動作が数
回の試行で改善され，スピードのコントロールやリズム感も発達していった。このような適時性を見極めな
がら，多様な設定のもと多くの動作レパートリーを引き出すことにより，様々な運動能力を発達させる可能
性を秘めていることが示唆された。

目 的
幼児の運動能力は1980年代をピークに低下し，

今なお低い水準にある（杉原ら2004）。最近の子

達は，環境（人的，物的）との積極的な交流の中
で行われるものである（白石2005）」と言われ，

子ども時代をどう過ごすかでその後の一生が決
まってしまうといっても過言ではない。

どもは「転びやすい（怪我をしやすい），俊敏な

ゴールデンエイジは小学校高学年（9〜12歳）

動きができない，脚があがらない走り方，避ける

を指し，ある動作をすればその動作が脳の神経回

という本能も低下」などが指摘されている。これ

路に組み込まれ，学習され，スポーツ技術の習得

らの原因には，生活環境が変化し，自然の中で遊

に大変適した時期である。また，その前の段階（5

ぶことが減り，多様な身体操作経験が少なくなっ

〜8歳頃）はプレ・ゴールデンエイジと言われ，

ていることなどがある。「人間の運動の習得や発

この時期は，神経回路の配線が急ピッチで進めら
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れている。スキヤモンの発育発達曲線でも神経系
は5〜8歳の間で完成するまでの90％までに至
る。特にゴールデンエイジに表れる「即座の習得」

方 法
実験は釧路市阿寒町在中の3〜6歳の幼児男

の出現には，プレ・ゴールデンエイジにおける積

（12名）女（5名）を対象とし，2006年3月と10

極的な遊びを通して神経系の発達を促す活動が必

月にビデオで撮影し，次の二つの観点から動作を

要とされる。

分析し，「KIDSラダー」の有効性を考察した。

吉田（2005）は「ある動作を獲得するためには，

その動作を経験しなければならない。そのため，

実験1

シート上のマス目をつくる際，区切りとしてラ

幼児の多様な動作を引き出す環境，幼児が動きた

インテープを貼った場合と，高さ3cmの丈夫な

くなるような環境を構成していく必要がある」と

ポールを固定した場合の比較を行った。「KIDS

述べている。そこで，子どもたちに多様な刺激を

ラダー」は2列平行に置き，「速く，行ったり来

与え，運動の楽しさや動くことへの動機づけを図

たりしてごらん」と指示し，20秒間往復させた。

りながら，連動能力発達を促すことを目的とした

その際のステップ数とラインを踏んだ数を比較

「KIDSラダー」を開発し，実験を試みた。
一般的な「ラダー（縄ばしご）」はスポーツ選

手の神経系のトレーニングとして多く用いられて
いるが，高価であり，体の小さい幼児や低学年時

し，区切りポールの有効性を検討した（写真2）。
実験2

方向変換能力を測る設定としてKIDSラダーを
「L字（90度），T字（90度），Ⅴ字（鋭角）」に

には適しているとは言い難い。「KIDSラダー」

置き，姿勢や重心の変化，歩数，リズム，目線，

の特徴としては「サイズ（幅30cm，長さ1m50cm，

表情，言葉，反応などの動作特徴をビデオで観察

1マス約30×35cmが4マス）く一般用は幅42cm

した。さらに，横歩き，両足ジャンプ，ケンケン

X長さ9．15m〉（写真1）。室内で狭いスペースで

の課題を与えたときの動作特徴をビデオで観察し

できる。豊富なカラーバリエーション。区切りポー

た。なお，子どもたちには「棒を踏まないように

ルの高さ3cm。シートは滑り止め。材料費210

走ってごらん」と言葉かけをした。

H く一般用は価格18，900H（C社製）〉。1組から
数組まで組み合わせられる。」などである。

本研究では「KIDSラダー」の設定と課題を与
えた中から子どもたちの行動特徴を明らかにし，
その可能性や活用法を探ることを目的とした。

結果と考察
1．区切りポールの認識と有効性について

宮丸（2001）は，幼児の疾走動作における脚の
動作の年齢変化について，年少の幼児では脚の各
関節の屈曲・伸展の動作が少なく，前後方向への
振動タイプであり，6歳まで年齢が増すにつれて
しだいに脚の屈曲・伸展と振幅が大きくなり，回
転振動タイプへと変化していくと報告している。
このように，幼児が脚の上がらない走りをするの
は自然な動きであると認識されているが，児童期
においても脚が上がらず，蹟いて転んでしまう未

′
′
写真1．一般用ラダー（左2列）と「KIDSラダー」
（右2列）

106

発達な子どもたちがいる現状は否めない。走運動
発達の特徴として，6歳頃までにかなりの習熟位
相に達し，基本的な走運動形態が定着するため，
質的な変容を促す環境設定も大切である。
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写真2．2列往復で走る（3歳，女児）

「KIDSラダー」の区切りとしてある程度の高

の歩数は3歳児と4歳児では大きな差はないが，

さを設定したことにより疾走能力の発達や多様な

3歳児は4歳児に比べミスの回数が2倍であるの

動作の習得が可能になると仮定し，ラインテープ

は，4歳児はテープを障害と認識しているとも考

を貼った場合と3cmのポールを固定した場合の
表2．ステップ数とラインを踏んだ数（6歳）

比較を行った。「KIDSラダー」を2列平行に置き，
「速く行ったり来たりしてごらん」と指示し，20

テープの場合

人数 性 歩数 踏んだ数 歩数 踏んだ数

秒間往復させた。その結果を3〜5歳の被験者に
ついて表1に，6歳の被験者については表2に示
した。

3・4歳児の特徴として，テープでは素早い動
きはできるが，ミスは多い。そして，一定時間で

表1．ステップ数とラインを踏んだ数
（2列平行に置き、「速く行ったり来たり
してごらん」と指示した場合。20秒間。）
年齢・性 テープの場合
3歳女 62歩

ポールの場合
12回

ポールの場合

48歩

3回

4歳女

64歩

6回

49歩

2回

5歳女

41歩

2回

52歩

1回

1
2
3
4
5
6
7
8
9

男
男
男
男
男
男
男
男
男

54
60
59
67
47
62
66
56
60

10
田
12
13
14

男
男
男
女
女

48
48
58
53
56

平均値

56．7

2

50

0

2

53

0

56

0

2

57

2

1

48

0

5

60

0

56
3

57

3

2

55

0

0

41

0

40

0

4

59

4

65

1

2

53

0

2．1

53．6

0．6
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えられるし，3歳児よりも歩幅が広いため，テー

ないことが予想される。「KIDSラダー」の約

プを踏む回数が減っているとも考えられる。一方，

35cmであれば，今回3〜6歳の幼児に与えた課

ポールを設定した場合，動きは遅くなるが，障害

題の中では無理がなく，リズミカルな疾走，動き

を踏まない意識が働き，正確性が増す。

が観察されたことから適当な間隔であると判断で

5・6歳児は，テープでも認識はあり，ミスは

きる。また，動きのスムーズさ（連続性）を具現

少ない。ポールの障害を越えるとなると歩数が少

化できるということは，未分化な子どもたちの可

なくなることが予想されたが，極端に減ることは

塑性をも引き出す教具といえる。

なく，障害と認識した上で，素早く正確な動きと

して表れた。また，映像の中ではテープの時より
脚を上げ，大きな動作が観察された。ポール障害

2．方向変換能力について

3・4歳児は方向変換の際，移動速度の低下が

の設定の有効性として更にいえることは，一定の

見られる。3歳児の中には，進行方向に体を一度

間隔で高さのある障害を越えて走っていくにはリ

向けて両足を揃えてから再加速する傾向がよく見

ズムが必要となるため，動きをコントロールする

られた（写真3）。多くの3・4歳児は停止しな

学習として効果的であると判断できる。

いものの，体を内傾させて方向変換をしようとす

既成のシートは長さ1m50cmであり，4マス
つくった場合，マス内は約35cmとなる。市販の

るが，スピードがつくとオーバーランをする。
5・6歳児はL字の場合，数回行えばスピード

一般用は42〜50cmであるため，身長が低く，疾

を落とさずに方向変換できる。T字やⅤ字では，

走時の歩幅も狭い幼少期には大きなサイズとな

速度低下した後再加速がスムーズにできるように

り，目的とする動きが制限され，十分に引き出せ

なる。このようにスピードのコントロール，リズ

写真3．L字を走る（3歳，女児）
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（宮丸2001）といわれている。バランス能力は「不

ム能力が著しく向上していくと思われる。

いずれの年齢においても方向を変えるマスにど

安定な体勢でもプレーを継続する能力」（東根ほ

ちらの足が接地するかによってスピードの加速が

か2006）といわれ，反応能力は「合図に素早く，

変わってくることはあるが，そのマスに付く際に

適切に対応する能力」（東根ほか2004）といわれ

すでに方向性を示して接地し，視線や体の傾きな

ている。「KTT）Sラダー」の設定の仕方によって

どが自然に表れてくることが観察された。

変換能力（状況に合わせて素早く動作を切り換え

T字に設定した場合，条件が一つ増える。直線

る能力）が身に付くことが期待できると同時に，

を走ってくる途中で左右どちらかの方向を指示さ

変換するポイントでは不安定な体勢がつくられる

れる。その指示により素早く反応して，方向変換

ため，バランス能力も高まり，T字の設定により

していく。つまり情報に対しての反応能力を養う

反応能力の高まりも期待できる。

ことができる。3〜6歳において映像で数名を観
3．サイド（横歩き）の特徴

察した結見，年齢差は大きくなく，個人差として

表れていた。指示した方向と反対方向に行く6歳

3歳児は，サイド歩きは足がクロスし，からだ

の子ども，完全に停止して指示方向を確認してか

は斜めを向き，自力でできない。母親と向かい合

ら再加速する4歳の子ども，直線を走ってくる途

わせになり，両手をつないで横歩きをしようとし

中で指示を確認し，スピードを極力落とさないで

てもできない。「KIDSラダー」を用いずに母親

スムーズに移動していく5歳の子ども（写真4）

と行なった場合は，斜めに身体を向け，足のステッ

など多様ではあるが，4歳以上であれば数回で反

プとしては一歩ずつ踏める子どももいる（写真5）

応能力が発達し，スピードをコントロールしなが

が，自力ではできない。「KIDSラダー」を用い

ら移動できるようになっていった。

た場合，サイドに35cmの歩幅が大きいためか，
横歩きで障害を乗り越えるには難しい動きと思わ

疾走中の脚の敏捷な反復切り換えの能力は，小
脳や脳幹系の働きによるもので幼児期に発達する

れる。

写真4．T字でのスムーズな方向変換（5歳，男児）

【 ＝⊥＿．′二r

−

＼十†

￥＼、、

写真5．母親と向き合い横歩き（3歳，男児）
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4歳児は，サイドで歩くつもりが斜めを向いて

ニマスで約70cmであるため，4歳くらいから1

しまう。しかし，5歳児と向かい合って行ううち

マスとばしでジャンプすることは可能であり，自

に数回はできるようになる。また吉田（2005）は

己の「もっと遠くへ跳んでみたい」という欲求や

幼児に対し言語教示する場合は「うさぎさんのよ

挑戦心を引き出す条件設定となる。このように4

うに」など動きのイメージを引き出す言葉や「ぴょ

歳の子どもでも自己の能力に応じた課題設定を自

んぴょん」などの擬態語を使って感覚的にわから

然に行い，好奇心をかき立て意欲的に取り組む姿

せるような言葉がけが有効だろうと述べている

が随所に見られた。

1マス両足同時のジャンプを見ても3・4歳児

が，今回『「カニさん，カニさん」で歩くんだよ』
という言語教示によりできるようになっていった

は，接地時の膝屈曲角度が狭く，接地時間が長い。

子どももいる。

接地時にバランスを崩すこともしばしば見られ

5・6歳児は，サイド向きでできる子が多い。

る。また離地後ジャンプした膝は伸びきっていな

回数を重ねるうちに速いステップでできるように

い（写真6）。5・6歳児は，接地時の膝屈曲角

なる。同年齢でも接地時間に差は見られ，末端の

度が3・4歳児に比べ広くなり，接地時間も短く

動きにも個人差が生じていた。より速い動きを求

なる。90度の方向変換ジャンプも安定するように

め，何度か行う中で動きの無駄が省け，神経細部

なる。これら屈曲の程度は両足の力に依存する

（J．ウイニック1992）とともに重心を下げるこ

まで発達していくものと思われる。

とによってバランスをとろうとしている働きが見
4．両足ジャンプの特徴

られる。

ジャンプの最初の形の一つは，ある場所からス
テップして降りたり，片足のリードでジャンプし
て降りたりする方法である（J．ウイニック1992）。

5．片足ホッピング（ケンケン）の特徴

片足でホッピングできる年齢についてはフラン

3・4歳児の中には，両足でジャンプする模範を

ケンバーグら（1967）は中央値年齢で3．4歳，ま

見せても片足リードでジャンプする子どもがい

たウエルマン（1937）は，1から3回できる年齢

た。また，両足でジャンプできる4歳児が自分の

をおよそ43ケ月であると報告している。ホッピン

意志で1マスとばしでジャンプしようとしたとき

グの数と距離について，ゲゼルら（1950）は4．5

に，片足リードで成功していた。ウエルマン

歳で4から6ステップ，5歳で16フィート

（Wellman，1937）は，43ケ月の子どもが片足リー
ドで28インチ（71．1cm）の幅をジャンプするこ

（4．87m），6歳で50フィート（15．24m）（9秒間）
持続できることを発表している。

とができると報告している。「KIDSラダー」は

∴●￣、

￣、

・一
＝＝≡ E

＝＝￣￣

写真6．両足ジャンプ（4歳，女児）
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「KIDSラダー」を設定しない場合，上記の報

▼ンン

「 ・＼

B

／、

l

＼

−
＼＼＼

、、、、．

写真7．両足ジャンプ（5歳，男児）
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告通り4歳児においては4から6回のステップが

している。これらのことから「KIDSラダー」を

可能であった。3歳児は，片足で立ち，バランス

用いて片足ホッピングを行う場合，5・6歳児か

をとろうとするところから始まり，その場で小さ

らが発達度としても大きく，達成感が得られやす

なホップはできる。3歳児は，「KIDSラダー」

いため，課題を与える適時期と考えられる。また，

を用いても片足でホップするが，接地は両足が着

ホップ系のリズム運動には個人差がみられ，経験

き，連続でできない（写真8）。このことの裏付

によりおとなになって差が大きく現れる運動であ

けとして森下ら（1995）は3歳では片足で体重を

る（佐々木2004）ため，「KIDSラダー」を用い

支持したり，跳んだりする筋力と神経調整機能が，

て経験させていくことは重要な意味を持つことに

けんけんを連続して行うにはまだ不十分であると

なる。

指摘している。4歳児は，1〜2回できたのが，
数回の試行で2〜3回できる子どももいる。しか
し，個人差も見られ3歳児同様に両足で着地して

6．「KIDSラダー」の可能性と活用法
脇田（1996）はTVゲームの普及や戸外での

しまう子どももいる。5・6歳児は，2〜3回で

遊びの不足による体力低下に警鐘を鳴らしてい

きたのが，数回の試行で3〜4回できるようにな

る。また浅井（1996）は，3歳児では1／4が遊

る。「KIDSラダー」を連結し，8回連続できる

ぶ友達がいないことが見られ，遊ぶ場所も広い空

子もいる。さらに6歳児では，1マスとばしで片

間はなく，最近の子ども達の遊び場は自宅・友達

足ホッピングをしようとする子もいる。松浦

の家などが多いことを報告している。本来なら自

（2003）は5歳児においてスキッビングとホッピ

然の中で遊ぶことが望ましいと言われながらもそ

ングの発達傾向は急激であり，多くの基礎的運動

の環境が整わない中では，現状に応じた狭い空間

技能の成就は成熟した状態にまで到達すると推測

での効果的な運動として「KIDSラダー」を有効

￣

ノ仁二 ￣￣■￣ヾ㍉￣」声∴へ￣￣￣、二、、 、、
写真8．片足ホッピング（3歳，男児）

二二

写真9．走り幅跳び（4歳，女児）
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城後

に活用できるものと思われる。

被検者であった3〜6歳の時期は，走動作の習

豊・竹田 安宏

字の各パターンに限って課題を与えた他に，4歳
児の子どもに任せて，「KIDSラダー」を設定さ

熟が急速に進み，走運動の基本形態が獲得される

せてみる中で多様な能力が発見された。特に直線

とともに，疾走能力も急速に向上する時期である

を2枚つなぎ合わせ，走っていきながら片足で踏

（宮丸 2001）。継続的に「K一丁）Sラダー」を行っ

み切り，最後の一マスをとばして両足着地をする

ている4歳児においては脚が上がり，6歳までに

走り幅跳びの動作を自然に行っていた（写真9）。

発達していく回転振動タイプへと変化していく様

また，連結せずに2枚の間をジャンプしてランニ

子も見られた。走動作の発達は完成された動作を

ングとの複合的な動きも生じた。この結果より

部分的に教え込めば上手な動作が獲得されるかと

「KIDSラダー」は，吉田（2005）の言う「もと

いえばそうではない。子どもに腕ふりや足の動き

もと活動欲求の高い幼児は適切な環境が与えられ

を画一的に教え込めば，個人の自然発生的な動き

れば環境との相互作用の中で自発的に様々な行為

の発達を阻害するおそれもある。幼児期から児童

を行う」ことが実証できた。また中村（1996）が

期にかけての走連動の獲得と完成は，神経一筋機

言う「幼児の動作を引き出す環境，幼児が動きた

能の発達とともに獲得されていく（宮丸1978）た

くなるような環境をいかに構成するか」という点

め，形ではなく，リズムやバランス，タイミング

においても有効性が示唆された。

を合わせるなど神経系の発達がともなった疾走能
力の発達に結びつくよう「KIDSラダー」を利用
することが望ましいと思われる。

まとめ

中村（1996，2006）は，「幼児期には人間が生

プレ・ゴールデンエイジは神経系が著しく発達

涯にわたって必要とする運動の基本となる動きが

する時期であり，この時期の神経回路に様々な刺

獲得され，基本動作の獲得には動きの多様化と動

激を与え，多種多様な動きを経験させることは運

きの量的獲得，動きそのものが上手になることが

動能力の発達に大きく影響を与える。その教具と

重要である」と捉えている。そして，本研究でも

して「KIDSラダー」を開発し，基本的な特性と

基本動作をもとに多様なラダー「遊び」を取り入

これを用いての活動の特徴から「KIDSラダー」

れたプログラムを構成したことによりその可能性

の可能性と活用法について次の知見を得ることが

が生まれた。また「走る」にしても方向性や軌跡

できた。

を変え，走りながら何かをするといった動きのバ

ラインテープよりもポール（3cmの高さ）の

リエーションを増やしていくことが示唆された。

方が，障害物と認知され，正確さを求める動きに

実際に，子どもたちは全力で走る疾走動作に限ら

なる。これにより動きの調節や調整といった情報

ず，多様な疾走能力（方向変換しながら，走って

処理能力を高めることができ，それが動きのス

止まる，走ってジャンプ，リズムやタイミングの

ムーズさ（連続性）を具現化することにつながる

あった走りなど）が自然に発達していく様子が見

ことが示唆された。

られた。つまり「KIDSラダー」では，1枚の長

横歩き，両足ジャンプ，ケンケンの課題を与え

さ1m50cmのシートを多様に組み合わせてプロ

たときの動作特徴を観ても3・4歳児は，興味を

グラムを構成できるので，一定の動作の繰り返し

持って行い，走る，ジャンプの単純動作はできる。

ではなく，空間的，時間的，力量的変化を加え様々

横歩きとケンケンは3歳と4歳では差があり，3

な変化をさせた運動のバリエーションが生まれ，

歳ではできない子どもが多かった。4歳でも個人

その後のより高度な動作獲得の土台となる有益な

差はあるが，数回の試行で発達していく傾向が認

教具といえる。

められた。5・6歳児は，一つの動作が数回の試

「KIDSラダー」の設定条件をL字・T字・Ⅴ
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行で改善され，スピードのコントロールやリズム

プレ・ゴールデンエイジにおける運動能力発達を促す「KIDSラダー」の開発

感も発達していく。いずれも単純な動作ではある
が，ある程度できるようになると「1マスとばし」

のジャンプに挑戦しようとし，反復して取り組む
姿が特徴的であった。
「K一丁）Sラダー」を幼児に教具として用いる場

合，適時期に適切な課題を与えることが肝要とな
る。3・4歳の時期は次々と新しいものへの興味
が移り，飽きやすく，集中力が持続しないが，多
種多様な刺激を脳が求めている自然の働きがあ
る。したがって，単純な動作を教え，声をかけて

いくことが基本となるが，自分が楽しいと思える
ように，課題を与えなくても自由に数分間行わせ
るのが効果的である。一方，5・6歳児は課題に

松浦義行（2003）子どもの運動発達，子どもと発育発達
1（2）

宮丸凱史（1978）走る動作の発達，体育の科学28（5）：
306−313．

宮丸凱史（2001）疾走能力の発達，杏林書院．
森下はるみ，遽仁敬（1995）ホップ系リズム動作の発達
とトレーニングの適時性，体育の科学，45：439−444．
中村和彦（1996），こうすれば子どもはもっと活発に運動
できる一動作発達の観点から−，体育の科科46（4）：
300−304．

中村和彦（2006）幼児・児童の発育発達を促す新運動プ
ログラム，コーチングクリニック，4月号．
脇田裕久（1996）今の子どもの体力はこんなに低下して
いる，体育の科学46（4）：286−291．
吉田伊津美（2005）動作の理解，指導の内容の理解，体
育の科学55（7）：507−51

対し，数回でできるようになるため，達成感が得
られるように進歩を褒めながら段階的に難度の高

（城後 豊 札幌校教授）

い課題を与えていくと学習成果が見られる。そし

（竹田 安宏 北海道阿寒高等学校教諭）

て子どもたちは，自由な活動の中で創造性を発揮
する。

「KIDSラダー」は，子どもたちに狭いスペー
スでも運動の質的量的確保ができ，疾走動作や身
体をコントロールする能力など様々な運動能力を
発達させる教具として有効である。そして，多様

なラダーの設定，動作レパートリーの中で適時性
を見極めながら運動能力の発達を促せるよう子ど
もたちに碇供していくことが重要である。
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