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1.緒言 

学校において教室での 1 日の 30～60%は細かい

指の動きが要求される運動が行われ、大部分に書

く活動が含まれている 1)。手先の不器用な子どもが

注目されている近年、適切な援助を行わなければ

その後の学業の遂行に躓き、自尊心までも低下す

る 2)。 
2018 年にイギリスの大手一般新聞である The 

Guardian は、子どものタブレットなどの機器操作の

使用が握力低下を招き、不適切な筆記具の持ち方

を引き起こしているという記事を掲載した 3)。つま

り、握力が筆記具の持ち方の発達に影響する可能

性が考えられる。また、空間認知能力が描画能力の

1 つの指標となりうることから 2)、ボール運動とい

った空間認知能力が要求される体力・運動能力が

筆記具の操作および運筆に関係する可能性が考え

られる。しかし、これらの関連を明らかにした研究

は見当たらない。 
そこで本研究は、幼児を対象にして書き能力と、

体力・運動能力および運動動作にどのような関係

性があるのかを明らかにすることを目的とする。 
 

2．研究方法 

2-1 研究対象  

茨城県内の幼稚園および認定こども園に通園す

る 3 歳から 6 歳の幼児 161 名を対象とした。年少

児は 47 名、年中児は 62 名、年長児は 52 名であっ

た（表 1）。すべての調査は 2018 年 11 月～2019 年

7 月に実施した。 
 

表 1 対象者の特徴 

 
 
2-2 調査方法 
 書き能力の評価には、PWT 描線テストを用いて、

円塗り課題（以下「円課題」）を実施した。円課題

は、直径 3 ㎝の円をきれいに塗り潰すことができ

るかを調査し、7 段階(7 点満点)で評価した。 
検査は 1 人ずつ行い、幼児と検査者が向かい合

わせになるように机と椅子を設置し、幼児の手先

および上半身が写るように斜め前方にビデオカメ

ラを設置した。幼児側の机には、検査用紙が動かな

いように厚紙で作成した台紙を設置した。検査用

紙は A4 判の厚紙を使用した。筆記具は中太の青の

水性ペンを使用した。その後、録画したビデオカメ

ラの内容から、幼児一人ひとりの筆記具の持ち方、

動かし方も評価した。 
 
 

持ち方は、図 1 の 7 段階に母指で握り込むよう

に持つ 2 指母指握り、3 指母指握りを加えた 9 段階

で評価した。動かし方は、最も使用した関節部を評

価し、指動、指手動、手動、肘動、肩動の 5 段階と

した。 
 

 
図 1 筆記具の持ち方 

 
体力・運動能力の評価には、MKS 幼児運動能力

検査 4)から 25m 走、立ち幅跳び、ボール投げ、捕球

の 4 項目を実施した。さらに握力を加え、5 種目の

体力・運動能力調査を行った。 
2-3 統計処理 
 書き能力（持ち方、動かし方、円課題）と体力・

運動能力の記録（25m 走、立ち幅跳び、ボール投

げ、捕球、握力）を分析するにあたり、学年比較に

は分散分析を、項目間の関係の分析には月齢と性

別の影響を取り除いた偏相関分析を行った。相関

関係の強さを見るにあたり、小野寺・菱村 5)の指標

を参考にした。つまり、0.2≦｜r｜＜0.4 の時は弱

い相関、0.4≦｜r｜＜0.7 の時は中程度の相関、0.7
≦|ｒ|の時は強い相関とした。統計処理には、

JMP14（SAS Institute、Tokyo、Japan）を用いた。 
 

3．結果と考察 

3-1 書き能力と握力の関係 
書き能力と握力間では有意ではないものの、年

長児の筆記具の持ち方と握力にて弱い相関係数

（r=—0.21）を示した（表 2）。つまり、年長では握

力が筆記具の持ち方に影響している可能性を示唆

している。また、学年が上がるにつれて筆記具の持

ち方で母指握りをする割合が増えていた。「握力と

は、物を握るときに発揮される力」6)であるため、

筆記具を握る力と握力に関係がある可能性が推測

される。ひとつの要因として、クレヨンなどの強い

力が必要ないものから色鉛筆などのしっかりと握

る必要のある筆記具を使うようになることで、母

指握りで筆記具を持つのではないかと考えられる。  
3-2 書き能力と空間認知能力の関係 
空間認知能力が描画能力の 1 つの指標となりう

る 2)ことから、ボール運動といった空間認知能力が

要求される体力・運動能力が筆記具の操作および

   年少    年中    年長

　年齢 3.9±0.3 4.9±0.4 5.9±0.3

　年長 98.6±4.8 105.3±4.8 111.8±4.1

　体重 15.7±2.0 17.5±2.2 19.5±1.9

　平均値±標準偏差
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運筆に関係する可能性を考えた。また東浦・西平 7)

は、球技は視覚認知能力が必要であると述べてい

ることから、書き能力と捕球にて空間認知能力と

の関係を検討した。有意ではないものの円課題と

捕球で年中児（r=0.22）と弱い相関係数を示した（表

2）。捕球はばらつきがあるものの、円課題は平均 6.3
点と頭打ちの状態であったため、書き能力と視覚

認知能力の関係を検出することができなかった可

能性がある。 
 

4.まとめ 

 書き能力と体力・運動能力との関連を調べた結

果、以下のことが判明し、今後の課題として挙げら

れた。 

1) 書き能力と握力は、年長において握力が筆記

具の持ち方に影響している可能性が示唆され

た。1 つの要因として筆記具の変化が関係し

ていると考えられる。 
2) 書き能力と捕球にて空間認知能力との関連を

示したが、書き能力テストの評価が頭打ちの

状態となってしまったため、関係を検出する

ことができなかった可能性がある。 
3) 家庭的要因や発達段階での道具の変化を踏ま  
    えた研究が必要である。 
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図 2 書き能力と体力・運動能力の相関図 

25m走 立ち幅跳び ボール投げ 捕球 握力

年少 持ち方 0.47 ** -0.14 -0.13 0.09 0.08

動かし方 0.26 -0.32 * -0.10 -0.02 0.18

円課題 -0.19 0.28 0.07 0.09 0.14

年中 持ち方 0.05 0.07 -0.02 -0.09 0.04

動かし方 -0.04 -0.17 -0.11 -0.20 0.01

円課題 -0.04 0.02 -0.06 0.22 -0.12

年長 持ち方 -0.06 0.17 -0.14 -0.05 -0.21

動かし方 0.15 -0.21 -0.27 0.00 0.05

円課題 -0.40 * 0.22 0.21 0.12 0.16

*p<0.05，**p<0.01


