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1. 緒言 

 幼児期の運動は、幼児が自発的に体を動かし、

楽しさや心地よさを実感しながら遊ぶ機会を保障

することが重要である。また、幼児期は多くの運

動の基礎となる多様な動きを獲得する時期であり、

それに失敗すると児童期以降の運動能力、スポー

ツに親しむ資質・能力に大きな影響を及ぼす 1) 2)。

平成 30 年度体力・運動能力調査でも、幼児期によ

く外遊びをしていた 6〜11 歳の児童は、日常的に

運動しており、体力も高いことが示された 3)。この

ように、幼児期の運動遊びには重要な役割がある。 
 幼児期に獲得すべき基本的動作は、平衡系・移

動系・操作系の 3 つに分類され、中でも操作系動

作は運動能力と関連が高い 4)。操作系動作は投げる、

捕る、蹴る、転がすなど自らの身体以外のものを

操作する動作であり 2)、このようなボール操作は幼

児にとって複雑な運動課題とされている 5)。 
 梅崎ら 6)は、基本的なボール操作を中心としたコ

ーディネーション運動プログラムが、幼児の投

球・捕球能力の向上に有効であることを報告した。

しかし、幼児に運動遊びの介入をより短期間で行

い、投球・捕球能力の量的および質的変化や運動

習慣について検討した研究はあまり見られない。 
 そこで本研究は、投球・捕球を中心とした短期

間のボール運動プログラムが幼児の運動能力に与

える効果について、特に投球・捕球能力の量的（パ

フォーマンス）および質的（動作様式）な変化を

検討することを目的とした。それが明らかになれ

ば、幼児の運動能力向上が期待できる遊びを提案

し、保育の一助とすることができると考えられる。 
 

2. 研究方法 

2-1 被験者 
 茨城県内の認定こども園に通う年中児 15 名（男

児 10 名、女児 5 名）、年長児 16 名（男児 9 名、女

児 7 名）の計 31 名であった。 
2-2 ボール運動プログラムの実施 

 投球・捕球を中心としたボール運動プログラム

を年中・年長児それぞれ 1 回 30 分、計 4 回行った

（表 1）。プログラムではボール遊びの習慣化と投

球・捕球能力の向上を目指した。ボールを投げる

時のフォーム、ボールの持ち方、捕り方等を全体

および個別指導した。また、習慣化を促すために

プログラムは子どもたちだけでもできる内容で構

成し、ボールは取り出しやすい場所に設置した。

投球運動では投げた距離が分かりやすい場を常設

した。指導者は、プログラムで実施した内容を普

段の遊びでもやってみるよう言葉かけをした。実

施したのは 2019 年 5 月第 4〜5 週であった。 
表 1 プログラムの実施内容 

 投球 捕球 

1 回目 ボール投げ トス&キャッチ 

2 回目 ボール投げ、競争 トス&キャッチ 

3 回目 ボール投げ、競争 キャッチボール 

4 回目 ボール投げ、競争 キャッチボール 

2-3 運動能力の評価 

 プログラムの効果を検証するにあたり、介入前

後に運動能力テストを行った。MKS 運動能力テス

ト 7)から 25m 走、立ち幅跳び、ボール投げ（以下

「投球」）、捕球の 4 種目を実施した。 
 すべての試技はデジタルビデオカメラで撮影し、

中村ら 8)の動作パターンに基づいて5段階評価を行

った。 
2-4 運動習慣の調査 

 年中・年長児それぞれのクラスの担任教諭に、

幼児の遊びの様子を観察し、園でのボール遊びの

頻度や内容について，1 週間ごとに記録をしてもら

った。期間は 2019 年 5〜6 月であった。幼児の保

護者に対しても，幼児の家庭でのボール遊びの頻

度，内容，運動習慣等について問うアンケートを

実施した。実施したのは 2019 年 7 月であった。 
 また、年中・年長児の担任教諭 2 名に半構造化

インタビューを行い、プログラムの効果や幼児の

行動変容、プログラムの実用性などついて尋ねた。

実施したのは 2019 年 7 月であった。 
2-5 統計処理 

 介入前後の平均値の比較には、繰り返しのある t
検定を用いた。項目間の関係には相関分析を用い

た。自然発達の影響を考慮するために、幼児運動

研究会 7)に示されている運動能力判定基準をもと

に、年齢ごとに体力を偏差値化した。また、運動

プログラムの効果の大きさを検討するために、投

球・捕球の運動能力テストの平均値と標準偏差か

ら効果量（以下「ES」）を算出した。大きさの目安

は 0.80 以上を「大」、0.50 以上を「中」、0.20 以上

を「小」0.20 未満を「なし」とした 9)。統計処理に

は、Microsoft Excel 2016 および JMP15.0.0（SAS 
Institute、Tokyo、Japan）を用いた。有意水準は全

て 5％とした。 
 

3. 結果と考察 

3-1 投球・捕球能力 

 表 2 に運動能力テストにおける介入前後の投球

能力の変化、表 3 に捕球能力の変化を示した。投

球パフォーマンスの比較では、年中・年長児とも

に有意差は認められなかった。投球動作得点は、

年中・年長児ともに有意差が認められ、ES も「大」

を示した。捕球パフォーマンスは、年中・年長児

ともに有意差は認められなかった。捕球動作得点

は、年中児は有意差が認められたが、年長児は認

められなかった。以上のことから、プログラムに

よって十分なパフォーマンスの向上は認められな

いが、動作様式は向上する可能性が示された。 
 投球パフォーマンスが有意に向上しなかった原

因として、プログラムの投球回数の少なさが挙げ

られる。松井ら 10)は、運動プログラムの効果には、

運動内容の激しさや活発さが影響すると述べてい

る。このことから、投球回数を増やすほか、全力

で投げることができるような内容を検討していく
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べきであると考えられる。 
 捕球パフォーマンスが有意に向上しなかった原

因としては、キャッチの機会が十分に確保できて

いなかったことが挙げられる。プログラムの「ト

ス&キャッチ」では、特に年中児がボールをまっす

ぐ上に投げることができず，キャッチする前にボ

ールを落としてしまうことが多かった。そのため、

空中のボールをキャッチする回数が少なかったと

考えられる。 
 投球・捕球パフォーマンスが上位であった幼児

は、動作得点も高い傾向があった。また、これら

の幼児は家族とボール遊びをする習慣があり、年

中児は園でのボール遊びの頻度も高い傾向があっ

た。このことから、園や家庭などで普段からボー

ルで遊ぶ機会が多い幼児は、プログラムで学んだ

ポイントや習得した技能を反復する機会を得るこ

とから、パフォーマンスが向上したと思われる。 
3-2 現場への応用 

 投球・捕球能力向上を目的として幼児にボール

運動プログラムを実施する際、投球内容は、投球

フォームの見本を見せたり、個別指導を充実させ

るほか、一人当たりの投げる回数を増やす工夫が

必要である。また、思い切り投げるように指示を

するなど、運動強度を高めることも必要である。

捕球内容は、自分でボールを投げ上げて捕ること

が難しい幼児が存在する場合があるため、捕りや

すいように大人が投げてあげる、転がるボールを

受け止めるなど簡単なレベルから行うことが望ま

しい。そうすることで、幼児は「できた」という

喜びを味わうことができ、他のボール遊びも「や

ってみよう」という意欲につながると考えられる。 
 ボール遊びが継続され習慣化するためには、幼

児が自分たちで考え工夫し挑戦できるようにする

こと 2)を念頭におき、保育士や保護者自らも幼児と

ともにボール遊びをしたり、場の設定や遊具など

を定期的に変化させるなどの取り組みを行うこと

も必要である。 
 

4. まとめ 

 幼児を対象としたボール運動プログラムの効果

について投球・捕球能力の量的および質的な変化

を検討した結果、次のことが明らかになった。 
1） プログラムによって、投球・捕球の動作様式

は向上したが、パフォーマンスは向上しなか

った。 
2） 園や家庭などで普段からボールで遊ぶ機会が

多い幼児は、投球・捕球能力が向上する可能

性がある。 

3） パフォーマンスが向上しなかった原因は、プ

ログラム内容の運動強度の低さや実施回数の

少なさ、ボール遊びの頻度の影響が考えられ

る。 
4） ボール遊びが継続され習慣化するためには、

保育士や保護者らも幼児とともにボール遊び

をしたり、場の設定や遊具などを変化させる

などの取り組みを行うことが必要である。 
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表 2 投球能力の量的・質的変化 
 年中児（n=15）    年長児（n=16）   

前 後 p 値 ES  前 後 p 値 ES 

パフォーマンス（m） 3.2±1.93 3.7±2.13 0.08 0.24  4.8±1.90 5.7±2.18 0.16 0.47 

動作様式（点） 2.4±0.95 3.3±0.87 <0.01** 0.95  2.9±0.78 3.9±0.60 <0.01** 1.27 
*p<0.05、**p<0.01 

 

表 3 捕球能力の量的・質的変化 
 年中児（n=15）    年長児（n=16）   

前 後 p 値 ES  前 後 p 値 ES 

パフォーマンス（%） 33.3±24.9  34.7±30.5 0.84 0.06  53.8±30.6 61.3±35.0 0.16 0.25 

動作様式（点）  2.9±1.15  2.3±1.19 0.04* 0.55  3.4±1.17 3.8±1.38 0.26 0.37 
*p<0.05、**p<0.01 


