
こども支援セミナー Q&A 

Q1:コロナ禍において、家の中で行う運動、家族と行ったらよい

運動を教えて下さい。具体的に、どのような運動がよいのか、

知りたいです。 

 

Q2:コロナ禍において、家の中で過ごさざるを得ない生活が続

くと、親も子どもも、ストレスがたまります。制限された環境で、

十分からだを動かせていないと、体力も落ちてきます。感染しな

いで、安全に、どんな内容を、どのように行ったらよいのでしょう

か、留意すべき事項も含めて教えてください。 

 

Q3:コロナ禍における、安全な公園の利用について、教えてくだ

さい。 

 

Q4:遊んでも良い少人数って何人くらいが目安？ 

 

Q5:公園の遊具利用において、「くぐって遊ぶトンネルは、呼気

がこもりそうで危ない」のではないのでしょうか。 

 

Q6:公園では、どのような事故が多いのでしょうか。 

 

Q7:寝る前に絵本を読み聞かせるためのライトが、睡眠に良く

ないということですが、明るさを弱めたライトや、画面にフィルタ

ーをかけたスマートフォンの刺激なども、睡眠に悪影響なのでし

ょうか。 

 

Q8:何時ごろから、夜の運動を避けた方が良いのでしょうか。 

 

Q9:運動により、夜に体温を上げるのはよくないとのことです

が、お風呂は何時ごろまでに入るのがよいでしょうか。 

 

 

Q10:何歳ごろまでに、正しい生活リズムを身につけておくのが

よいのでしょうか。 

 

Q11:体温やホルモンバランスが乱れている状態で、どのくらい

の期間、正しい生活リズムで過ごすと、良いリズムが定着する

のでしょうか。 

 

Q12:１週間に１日か２日ほど、眠るのが遅くなってしまいま

す。それ以外は、早寝早起きなのですが、眠るのが遅い日は、

全体の生活リズムにどのくらい影響するのでしょうか。 

 

Q13:うんちが昼に出ることが多いです。生活リズムが乱れてい

るということなのでしょうか。 

 

Q14:早起きが苦手です。体質として、朝型のリズムが合ってい

る人と、夜型のリズムが合っている人とがいるのでしょうか。 

 

Q15:中学生の娘がいるのですが、塾通いなどにより、寝る時

刻、ご飯を食べる時刻が遅くなってしまいます。幼児期に生活リ

ズムを改善するのと、中学生や高校生で生活リズムを改善する

のとでは、改善のしやすさに差があるのでしょうか。 

 

Q16:「早寝・早起き・朝ごはん運動」における朝の光刺激、日

中の運動刺激が大切とのことですが、運動の内容や程度がわ

かりません。運動＝からだを動かすあそびと考えて良いのでしょ

うか？ 

 

Q17:部屋の中が安全に感じます。外あそびの魅力を教えてく

ださい。 

 

Q18:子ども優先より大人優先のご家庭が多いように感じます。

どう声をかけたらよいでしょうか。 

 

  



こども支援セミナー Q&A 

Q1 

コロナ禍において、家の中で行う運動、家族と行ったらよい運動を教えて下さい。具体的に、どのような運動がう

よいのか、知りたいです。 

A1 

外あそびや友だちとの交流を控えなくてはならない状況が続きます。お子さんが家庭内にとどまり続けなくてはな

らないことで、「十分に全身を動かせず、運動不足や体力低下が生じないか」、「人との関わりから育まれるはず

の社会性の発達が遅れるのではないか」と、ご心配されることと思います。そこで、自粛期間中に、私が配信し

ている事柄を紹介してみます。 

まず、家庭内の少しのスペースで、道具がなくてもできる「体力づくり運動」や「体操」がよいでしょう。在宅で、仕

事中のおうちの方も、休憩時間やちょっとした隙間時間で、親子で取り組めますので、ぜひ、お子さんといっしょ

にからだを動かし、スキンシップを楽しみながら、ストレスの発散をしてみてください。 

①姿勢変えあそび（瞬発力、機敏さ、柔軟性、リズム感）：「あぐら（パパ）」「正座（ママ）」「三角座り

（忍者）」の 3 つの姿勢を、おうちの方のかけ声に合わせて、子どもがすばやく姿勢を変えます。順番を変え

たり、スピードを早めたりすることで、より楽しく遊べます。「しゃがむ」「ジャンプする」等、お子さんのできるポーズ

を加えることで、低年齢のお子さんも楽しく取り組めますし、お子さんが自分で好きなポーズを 3 つ考えて行

うのも楽しいでしょう。楽しく運動することになり、「楽しい！」「もう一回！」と、心が動き、繰り返し行うこと

で、家の中でも自然な体力づくりや感動体験を味わうことにつながっていきます。運動、心動、感動です。 

②バランスごっこ（平衡性、筋力、持久力）：向かい合って立ち、片足立ちになります。足以外は、好きなポ

ーズをしてバランスをとります。どちらが長く片足で立っていられるかの競争です。どんなポーズがバランスをとりや

すいか、どんなポーズがおもしろいか等、いろいろ試してみると、楽しいです。 

③おしりたたき（瞬発力、機敏さ、柔軟性）：向かい合って立ち、握手をするように手をつなぎます。空いてい

る手で、相手のお尻をたたきにいきます。自分のお尻もたたかれないように、逃げるのもポイントです。１本の

タオルやハンカチを用意して、握手のかわりに、その両端を持ち合って行うと、距離が確保できるので、動きの

幅が広がります。 

④じゃんけん足踏み（瞬発力、機敏さ）：向かい合って、両手をつないで立ちます。足でじゃんけんをして、勝

った方は負けた方の足を踏みにいきます。負けた方は、踏まれないように、両手をつないだまま、すばやく逃げ

ます。 

⑤ロボット歩き（平衡性、空間認知能力）：親の足の甲の上に子どもが乗り、親子で手を握っていっしょに動

きます。前方や横方向に、また、気をつけながら後方への移動も楽しいです。 

⑥手おし車（筋力、持久力、リズム感）：子どもがうつ伏せの状態になり、腕を立てます。親は子どもの両足

を持ち上げ、子どもは、腕を立てたまま、両手で歩きます。子どもにとって、腹筋や背筋、腕力を使うダイナミッ

クな運動です。お子さんの体力を見つつ、無理をさせないのがポイントです。慣れてきたら、前方向だけでな

く、後方に進むのに挑戦するのもよいです。（前橋 明）  



こども支援セミナー Q&A 

Q２ 

コロナ禍において、家の中で過ごさざるを得ない生活が続くと、親も子どもも、ストレスがたまります。制限された

環境で、十分からだを動かせていないと、体力も落ちてきます。感染しないで、安全に、どんな内容を、どのよう

に行ったらよいのでしょうか、留意すべき事項も含めて教えてください。 

A２ 

コロナ禍では、飛沫感染と接触感染がおこらないように、注意して運動したり、遊んだりすることが必要です。飛

沫感染のことを考えると、人との距離や間隔を、２ｍは離れて、自己空間を確保しての運動がよいでしょう。

例えば、縄跳び、リズム運動、ダンスがよいでしょう。接触感染のことを考えると、接触しないで遊ぶ影ふみや姿

勢変えあそび、バランス競争などがよいでしょう。 

①朝のラジオ体操：毎日だらだらとしないためにも、朝に、誰でもできる「ラジオ体操」を行うのがいいですよ。園

や学校がある時と同じリズムの生活をするきっかけにできると思います。からだを動かして汗をかくと、血液循

環もよくなって、頭がシャキッとします。 

②新聞ボールのキャッチボール：新聞紙を丸めて、柔らかい新聞ボールを作って、投げたり、蹴ったりして遊ぼ

う。 

③空気イスごっこ：イスに座っているように、膝を曲げて耐えるあそびに挑戦しよう。誰が一番、長くできるか

な？ 

④影ふみ：接触しない鬼ごっこを、影ふみの要領で行います。ほとんどの鬼ごっこはできますね。 

⑤なわとび：なわとびの基本として、安全のために、自己スペースを確保して、接触しないように行う運動です

から、そのままできますね。 

⑥ダンス：楽しく踊りながら、テンポや強度、回数を増やせば、トレーニング効果も期待できます。足の回転数

を上げたり、歩幅を広げたり、姿勢を変えたり、維持させたりして、からだを鍛えることができます。 

⑦伝承あそびのコマやけん玉あそび：からだをリズミカルに動かし、物を操作する協応性が身につきます。 

⑧ウォーキングやジョギング：家族といっしょに、ウォーキングやジョギングに出かけ、地域の神社やお寺巡りをして

みましょう。住んでいる地域の珍しいものの発見もできます。きれいな植物や花にもふれ、気持ちが和みま

す。 

⑨テレビやインターネットの動画に流れる体操やリズムに挑戦：いかに楽しくからだを動かすか、そのためのツール

としての利用はおすすめです。 

⑩バトンを使わないリレーあそび：フープを利用して、バトンタッチの代わりに、フープの中に入ると、バトンを渡し

たこととし、次の走者が走るリレーは、接触なしに競走できます。 

要は、３密（密閉・密集・密接）の条件の揃わないところでなら、外で遊んでも大丈夫です。ただし、公園の

固定遊具は、不特定多数が触れるので、感染の心配があります。家に帰ったら、手洗いやうがいをし、こまめに

消毒しましょう。手洗いは、流水で行いましょう。とにかく、子どもをほめてあげて、ポジティブなメッセージを伝えて

いくことで、子どもは、自信を生み、自分で動こうという気持ちになるのです。そして、「おもしろい」、「楽しい」、

「また、したい」と感動すれば、生活の中で、運動実践はずーっと続きます。（前橋 明）  



こども支援セミナー Q&A 

Q３ 

コロナ禍における、安全な公園の利用について、教えてください。 

 

A３ 

まず、混んでいたら利用しない、いつもより短めに使う、独占しないように使うことを基本にしましょう。公園は、

多くの人や子どもたちが集まってきます。各地域の行政は、多くの人が集まる公園での感染対策に苦慮される

ため、利用禁止や立ち入り禁止としたところもありますが、そうなると、とくに子どもたちはますます行き場所を失っ

ているのが問題です。公園は、一律に閉鎖するのではなく、使い方の工夫や利用者に感染対策を呼びかけ、

継続して安全に利用できるように工夫することが望ましいです。公園は、すいた時間や混雑していない区域や

場所を選んで、他人と密接にならないようにすること等、具体的な利用のしかたを呼びかけて、利用してもらい

たいのです。公園でのジョギングも、マスクをして、お互いの距離や間隔をとって行えば、実践は可能でしょう。要

は、密を避けて利用してもらうことです。 

①密集場所（大人数が集まる場所は避けてね） 

②密接場面（間近で会話や発声は控えてね） 

③密閉空間（換気の悪い場所は避けてね） 

に気をつける呼びかけ・掲示をしてください。 

つまり、感染対策時の公園利用にあたっては、「少人数」「短時間」「運動、散歩」利用に限っての使用に理解

を求めることが必要で、「他の人との距離・間隔を、２ｍ以上あける」「混んでいるときは利用を控える」「手洗

い、マスクの着用、咳エチケットを引き続き呼びかける」ことを、お願いします。 

要は、集団感染は、「換気が悪く」、「人が密に集まって過ごすような空間」、「不特定多数が接触する恐れが

高い場所」で起こりますので、公園を利用される場合は、感染拡大防止の面からも、手洗いやマスクの着用、

咳エチケットの徹底が必要不可欠です。 

特に、利用の多いベンチや遊具、広場において、①混んでいたら利用しない、②いつもより短めに使う、③独占

しないように使うことを念頭に、密集を作らないよう、配慮と協力をお願いします。 

また、普通の環境下では、マスクは必要ありませんが、コロナ状況下では、感染を避けるためには、遊んでいると

きも、マスク利用は基本ですね。（前橋 明） 

  



こども支援セミナー Q&A 

Q４ 

遊んでも良い少人数って何人くらいが目安？ 

 

A４ 

２～３人の少人数が、多くの子どもたちによる密集状態を抑えることにつながりますが、人数の問題だけでな

く、あそびの内容やスペースの使い方を考えてください。お互いの距離や間隔があいた状態でできるあそびや運

動はおすすめです。お互いの距離を保って遊べる「ボールの蹴りっこ」、安全のために通常でも距離をとって遊ぶ

「縄跳び」、コンタクトを避ける「影ふみ」、自己空間を維持しながら楽しく動ける「リズム体操」等はいいですね。

これらだと、人数が少し多くなっても、実施可能です。（前橋 明）  



こども支援セミナー Q&A 

Q５ 

公園の遊具利用において、「くぐって遊ぶトンネルは、呼気がこもりそうで危ない」のではないのでしょうか。 

 

A５ 

空気の流通や換気が良ければ、トンネルくぐりは可能ですが、換気が悪く、トンネルの中に数人がこもって遊ぶ

遊び方、または、長いトンネルは密閉状態を作りますので、控えさせましょう。（前橋 明） 

  



こども支援セミナー Q&A 

Q６ 

公園では、どのような事故が多いのでしょうか。 

 

A６ 

転倒、衝突、転落が多いです。 

幼児期は、からだ全体に占める頭の割合が高いという特徴があります。そのため、転倒については、歩行・走行

中にバランスを崩して転ぶ子どもが多くなります。衝突については、仮に外あそびが少なくなってきたのが原因だと

すれば、空間認知能力・身体認識能力が養われず、危険回避ができないことによって、ぶつかりが多く発生す

るのではないかと思います。転落については、滑り台やのぼり棒の上でバランスを崩しての落下、また、固定遊

具を不適切に使用することによって不用意に手を離して落ちるという事故が多いです。（小石 浩一） 

 

わが国では、2020年 3月からのコロナウイルス感染に対する自粛規制が、６月より少しずつ解消されていっ

た後の、関東地域での体育指導時における幼児・児童のケガ・事故の報告（2020年 6月～8月、試合・

合宿除く）を受けた瞬間に、驚いてしまいました。それは、６月から８月までの３か月の中で生じた 19件のケ

ガのうち、７件（63.6％）が骨折であったことでした。通常、子どもたちの運動時のケガで、最も多いのが転

倒や転落に伴う小さなケガ、いわゆる、すり傷、そして、打ち身、鼻出血と続くのですが、2020年度の自粛解

消後には、大きなケガと考える「骨折」が最も多かったこと、しかも、多くのケガや事故は、些細なことが原因で、

また、運動中でないときに起こっていることも気になりました。例えば、「列の後ろに戻る際に滑って転ぶ」、「休憩

時に壁に額を打ちつけた」、「転がったボールを取る際に頭部をぶつけた」、「休憩後、集合場所に戻る際に転

倒した」等です。 

これらのケガは、不注意なこととは思いますが、子ども時代にぜひ育ててほしい身体認識力や空間認知能力が

育っておらず、また、転びそうになった時に、あごを引く、手を出す、全身の筋力で踏ん張るという保護動作や安

全能力が育っていないのでしょう。もちろん、自分の姿勢の維持や安全能力の土台となるバランス感覚や巧緻

性、協応性、敏捷性の弱さが目立っています。これらの能力は、今からでもあそびや運動体験を通して、少し

ずつ育んでいかねばなりません。これらは、空間の中でからだを実際に動かすことによってこそ、育つ能力なので

す。しっかりからだを動かして、運動の生活化を図っていくことが、今、求められています。（前橋 明）  



こども支援セミナー Q&A 

Q７ 

寝る前に絵本を読み聞かせるためのライトが、睡眠に良くないということですが、明るさを弱めたライトや、画面に

フィルターをかけたスマートフォンの刺激なども、睡眠に悪影響なのでしょうか。 

 

A７ 

最近、子どもも大人も、キレやすくなっているように思います。子どもだけでなく、大人もイライラしている人が増

え、簡単にキレて大きな犯罪に結びつくことが多くなってきました。その原因は、いろいろ考えられますが、基本的

には、「現代人の生活のリズム」が、人間、本来がもっている「生物としてのからだのリズム」と合わなくなってきて、

その歪(ひず) みがいろいろな問題を起こしているようです。最も大きな問題は、睡眠リズムの乱れだと思いま

す。 

赤ちゃん時代、子どもたちは寝たり起きたりを繰り返して、１日 16時間ほど眠っています。一見、赤ちゃんは昼

夜に関係なく眠っているようですが、昼と夜とでは、眠り方が少々異なっています。実は、日中、部屋にささやか

な陽光が入る中で眠ることで、赤ちゃんは少しずつ光刺激を受けて、昼という情報を脳内にインプットし、生活

のリズムを作っています。ところが、今は、遮光カーテンの普及で、昼でも部屋の中を真っ暗にでき、逆に夜は遅

くまでテレビやビデオをはじめとする様々な機器から流れる光刺激を受けての情報が脳内に入ることによって、昼

夜に受ける刺激の差が非常に少なくなっています。つまり、乳児の頃から、昼夜の違いを理解し、生活のリズム

を作ってくれる脳機能に、かく乱が生じているのです。さらに、１歳ぐらいになると、一日中、しかも夜遅くまで、テ

レビをつけている環境の中で寝たり起きたりを繰り返していきます。２歳ぐらいになると、テレビだけでなく、自分で

ビデオを操作することができはじめ、夜でも光刺激を受ける時間がグーンと長くなります。そして、幼稚園に通い

始める前には、子どもの昼夜のリズムは大変おかしくなっています。 

人間は、本来、太陽が昇ったら起きて活動し、太陽が沈んだら眠りますが、夜型社会になって、子どもたちのか

らだの方の対応が追いつかなくなっているのです。そのために、今の子どもは乳児期から睡眠のリズムが乱されて

いることと、生活環境の近代化・便利化によって、からだを使わないですむ社会になってきたことで、体力が高ま

らないだけでなく、からだにストレスをためやすい状況になっています。要は、子どもにとって、太陽のリズムに合わ

せた生活を大切にしてやり、昼間にはしっかり陽光刺激を受けさせて、戸外で活動させ、夜は光刺激を避ける

ために暗くすることです。もちろん、このことは赤ちゃん時代から、大切にする必要があります。 

そこで、健康のための睡眠の条件を確認しておきましょう。睡眠には、静けさ、やすらぎ、きれいな空気、そして、

暗さが必要です。寝る前に、絵本を見せて、読んでいるときは、電灯がついているわけですから、暗さがなく、明

るいということです。睡眠の条件から言うと、暗くないので、条件を満たさないことになります。子どもを寝させようと

思うと、寝させる 30分ほど前には、絵本を見せるのを止め、後は、灯りを消して、部屋を暗くし、ストーリーテリ

ングに変える方が良いですよ。（前橋 明） 

  



こども支援セミナー Q&A 

Q８ 

何時ごろから、夜の運動を避けた方が良いのでしょうか。 

 

A８ 

夕食後は穏やかに過ごすのが良いと思います。体温が高い状態での入眠は、スムーズにいきません。寝る前

に、体温を上昇させるような運動をすると、眠れなくなります。夕食後は入眠に向けての準備を進めていく時間

になりますので、できるだけ穏やかに過ごすことを心がけてください。（藤田 倫子） 

 

一日の中で、体温が最も高くなるのは、午後 3時から 5時頃です。このとき、思いきりからだを動かして、子ど

もたちは遊べます。すると、夜は、体温が徐々に下がって、疲れも伴っているため、夜はぐっすり眠れます。基本

的には、夕食後（午後７時頃）からは穏やかに過ごし、体温を下げていきます。逆に、午後７時を過ぎて

も、運動によって体温を上げるのは、血液循環がよくなり、眠れなくなって、よくないでしょう。（前橋 明） 

  



こども支援セミナー Q&A 

Q9 

運動により、夜に体温を上げるのはよくないとのことですが、お風呂は何時ごろまでに入るのがよいでしょうか。 

 

A9 

夜の運動によって、体温が上がり就寝しづらくなるということはありますが、お風呂については、時間の決まりは特

にありません。お風呂は、運動と違って急激に体温が上がるとは言えないからです。就寝前に少しからだを温め

て眠りにつくというのは、ある意味良いのではないでしょうか。 

多くの家庭で、19時ごろに夕食を食べると思いますが、その前に入浴するのがより良いと思います。日中、子ど

もたちはたくさん汗をかいています。ですから、からだは汚れているわけですね。また、現在は感染症防止に注力

されている家庭も多いと思いますので、入浴をして、清潔なからだでご飯を食べる、このような習慣が良さそうで

す。 

入浴の時間は家庭により自由に設定して良いですが、幼児期は午後９時までには就寝できるようにしたいも

のです。 

（小石 浩一） 

 

幼児期には、午後９時までには眠れるように応援したいものです。日本の子どもたちの多くは、夏、暑くて、から

だも汗をかいて汚れているとき、また、コロナ禍で、からだ洗いを帰宅後に、早めにしたい状況であれば、入浴や

シャワーを夕食前にするとよいでしょう。また、寒い冬場は、夕食後に、入浴でからだを温めてから眠らせたい場

合もあるでしょう。いずれにしても、効率よく、午後９時までには眠れるように、入浴と夕食の順番を調整される

ことは、大切な工夫といえます。 

入浴は、からだを清潔にする重要な習慣です。夜間には、幼児であれば、10時間以上の睡眠をとるわけです

から、入浴をしなければ、その間、ずっと不衛生なからだの状態を、朝まで維持することになりますので、健康管

理上、あるいは、保険衛生上、不衛生なことになると考えます。 

また、入浴は、体温を高めて、確かに眠れなくしますが、少し休んで落ち着き始めると、入浴で高まった体温が

グーっと下がるときが来ます。そのときに、子どもは、心地よい眠りにつけるようになりますから、心配はいりません。

（前橋 明） 

  



こども支援セミナー Q&A 

Q１０ 

何歳ごろまでに、正しい生活リズムを身につけておくのがよいのでしょうか。 

 

A１０ 

できるだけ早いに越したことはありません。経験値が増して、その経験が固まってくるまでに、家族の協力のもと、

健康的なリズムでの生活をするようにしてください。乳幼児期に健康的な生活リズムを確立できると、児童期か

ら、子どもたちが自分のしたいことをできるような、ふんばりがきく「からだ」を作れるようになってきますので、できる

だけ乳幼児期に取り組むといいと思います。（藤田 倫子） 

 

「三つ子の魂百まで」と言われるように、幼児期に身につけたことは、ずっと大人になってからも維持できます。ま

た、幼児期に生活習慣とそのリズムを、健康的に、規則正しく身につけると、幼児期から健康的になれるし、悩

むことなく、児童期からも活躍できます。 

（前橋 明） 

  



こども支援セミナー Q&A 

Q１１ 

体温やホルモンバランスが乱れている状態で、どのくらいの期間、正しい生活リズムで過ごすと、良いリズムが定

着するのでしょうか。 

 

A１１ 

まず、ホルモンバランスの乱れが原因であるならば、無理して生活リズムを変えた方が良いのか、あるいはそのま

まで良いのかは、一番に主治医にご相談されることをオススメします。もし、理想とする生活リズムに変えたいとい

うことであれば、はじめに３日間、次に３週間、次に３か月間、就寝時刻や起床時刻、睡眠時間などを表や

グラフに書いて、その日の気分などを記録していくと、定着した時期や期間もわかるのではないかと思います。 

（小石 浩一） 

 

体温リズムの乱れの問題は、幼児・児童期までには起こります。生活習慣を大切にしなかったら、また、生活の

リズムの乱れがエスカレートすると、続いて脳内ホルモンの分泌リズムが乱れてきます。これは、中学校期・高校

期には起こります。遅くなればなるほど、改善するのに時間と労力を必要とします。ですから、ちょっとの努力で済

む幼児期に、生活リズムを整え、改善の努力をしておく方が良いです。早めがいいね。生理的には、3033運

動で示すように、1日 30分の運動を、週 3回、3 か月は続けると、生理的なリズムの定着につながっていきま

す。（前橋 明） 

  



こども支援セミナー Q&A 

Q１２ 

１週間に１日か２日ほど、眠るのが遅くなってしまいます。それ以外は、早寝早起きなのですが、眠るのが遅い

日は、全体の生活リズムにどのくらい影響するのでしょうか。 

 

A１２ 

１週間に 1日か 2日ということですから、そこまで悪いことではありません。それくらいのズレであれば、「良く頑張

っていますね、気にしなくて大丈夫ですよ。」と、言ってあげたいくらいです。 

ただ、遅く寝た次の日だけは、課題があると思います。園や学校の開始時刻は一定ですよね。ですから、遅く寝

た次の日も起床時刻は変わりません。そのため、その日の睡眠不足は否めませんし、午前中の活動量も低下

する、これは仕方がないです。それでも、その日にいつもと同じ時刻に就寝できれば、次の日は今まで通りの活

動ができるようになると思います。特に、早寝早起きをしているお子さんであれば、次の日だけに影響がでると考

えて良いのではないでしょうか。（小石 浩一） 

 

生活時間の一つが乱れると、連鎖を生じて、全体の生活時間もずれていきます。それに歯止めをかけるには、

いくら遅いときがあっても、朝は決まった時刻に起こすようにすることです。その日は、ぼっとしていますので、その日

の効率を期待することはやめて、その 1日分の期待を捨てると、その日は疲れて早く寝て、次の日から、また元

のリズムに戻すことができます。 

幼児の生活リズムの基本ですが、就寝は遅くとも午後９時（できれば、午後８時）頃までに寝させて、朝は

午前７時頃までには自然に目覚めてもらいたいのです。午後９時に眠るためには、夕食は遅くとも午後７時

頃までには済ませる必要があります。時に夜遅く寝ることもあるでしょうが、朝は常に一定の時刻に起きる習慣

をつくることが大切です。朝の規則正しいスタートづくりが、何より肝腎なのです。（前橋 明） 

 

  



こども支援セミナー Q&A 

Q１３ 

うんちが昼に出ることが多いです。生活リズムが乱れているということなのでしょうか。 

 

A１３ 

データを処理すると、うんちが昼頃に出るパターンのお子さんはいるように思います。生活には特に問題はないの

かもしれません。昼にうんちをしていても、元気な子どもはたくさんいます。ただし、午前中の活動で、おなかの中

におもりが入っているよりも、すっきりして活動する、この方が運動パフォーマンスを高めるには良いと思います。ま

た、小学校の場合を考えると、授業中に便意をもよおすと、授業に集中ができなくなります。 

大切なのは習慣をつけるということです。お昼にうんちをする子は、お昼にうんちをする習慣になっているということ

です。その習慣を少し早くして、登園や登校前にウンチをする習慣づけをし、すっきりとして家を出るようにしたい

ものです。習慣をつけるためには、うんちが出なくても便座に座るということが大事ではないかと思います。（小石 

浩一） 

 

うんちは、朝、出るのが、長い長い歴史の中で身につけてきた動物のリズムです。うんちが出るためには、食事の

量と質、特に野菜分（残りかす：食物繊維が大腸内の便を絡めながら、運んでくれる）が必要です。そして、

日頃の運動で腸の働きをよくしておくこと、朝のゆとり時間も大切です。それらのいずれかが満たされていないと、

朝のウンチはなかなか出ません。言い換えれば、朝の排便がないことは、生活リズムの乱れにつながっていくと考

えられます。（前橋 明） 

  



こども支援セミナー Q&A 

Q１４ 

早起きが苦手です。体質として、朝型のリズムが合っている人と、夜型のリズムが合っている人とがいるのでしょう

か。 

 

A１４ 

体質ではないと思います。起床というのは、環境が大きく関与しています。外の光を取り入れ、光の影響を受け

て起きることで、生活リズムは変わります。ただ、今は遮光カーテンの普及で、光を遮ることも多くみられるのが現

状ですね。そもそも人間は、朝方にあったリズムで生活をしてきておりますので、朝型をオススメしたいところです。 

体力のある大人であれば、朝型でも夜型で問題ないのではないでしょうか。しかし、大人でも、子育てをしてい

る方は、お子さまの生活リズムの朝型に合わせてください。なぜかと言いますと、園や学校が始まる時刻は、朝か

らと決まっているからです。幼児や児童の場合には、少しずつ朝方のリズムに変えていくためにも、早めに就寝す

ることを心がけたいものです。もし体質が問題であれば、お医者さんにご相談されるのが良いと思います。人間

は適応能力が高いと思いますので、是非、朝方のリズムに、変えてみてください。 

（小石 浩一） 

 

「現代人の生活のリズム」が、人間、本来がもっている「生物としてのからだのリズム」と合わなくなってきて、その

歪(ひず) みが、いろいろな問題を起こしているようです。最も大きな問題は、睡眠リズムの乱れだと思います。 

人間は、本来、太陽が昇ったら、陽光による明るさを感じて起きて、太陽の明るさのもとで安全に活動し、太陽

が沈んだら眠ります（朝型）が、夜型社会になって、子どもたちのからだの方の対応が追いつかなくなって、リズ

ムにずれを生じているのです（夜型）。ですから、リズムの問題は、体質によるものではないようです。そのため

に、今の子どもは、乳児期から睡眠のリズムが乱されていることと、生活環境の近代化・便利化によって、からだ

を使わないですむ社会になってきたことで、体力が高まらないだけでなく、からだにさらなるストレスをためやすい状

況になっています。 

要は、子どもにとって、太陽のリズムに合わせた生活を大切にしてやり、昼間にはしっかり陽光刺激を受けさせ

て、戸外で活動させることです。もちろん、このことは、赤ちゃん時代から、大切にする必要があります。 

（前橋 明） 

 

  



こども支援セミナー Q&A 

Q１５ 

中学生の娘がいるのですが、塾通いなどにより、寝る時刻、ご飯を食べる時刻が遅くなってしまいます。幼児期

に生活リズムを改善するのと、中学生や高校生で生活リズムを改善するのとでは、改善のしやすさに差があるの

でしょうか。 

 

A１５ 

個人差はありますが、乳幼児期の方が改善しやすいです。なぜならば、乳幼児期はこれからいろいろなことを身

につけ、習慣化させていく、一番はじめの時期に当たるからです。児童期・青年期に移行していくうえで、嗜好

的な活動が増えたり、人間関係ができてきたりと、生活リズムを改善しようとしても、自分の力だけではどうしよう

もできないことが発生してきたりもします。あるいは、大きな変化がなければ、生活リズムを改善できないというこ

とも起こってきます。ですので、できるだけ早い時期に生活リズム改善に取り組むことをおすすめします。 

乳幼児期に健康的な生活リズムを身につけるためには、家族の協力が必要になります。できるだけ、子どもたち

に合わせた時間の使い方や、子どもたちが健康的な生活習慣を身につけられるように、家族そろって、ご配慮い

ただくことを願っております。（藤田 倫子） 

 

改善のしやすさには、差があります。幼児期には少しの努力で、改善の可能性がありますが、中学・高校生に

なると、いろいろな生活経験が増え、ネガティブに働く生活習慣も定着してきますので、改善に大きな努力と時

間を要するようになります。 

開いた扇子を頭に描いてみてください。手元は幼児期でその面積は小さいです、そして、手元から離れるほど、

小学校期、中学校期、高校期と進んでいき、面積が大きくなります。高校になるほど、改善のための努力は、

とても大きなものとなります。ちょっとの努力ですむ幼児期に、腰を据えて、調整していきましょう。(前橋 明) 

  



こども支援セミナー Q&A 

Q１６ 

「早寝・早起き・朝ごはん運動」における朝の光刺激、日中の運動刺激が大切とのことですが、運動の内容や

程度がわかりません。運動＝からだを動かすあそびと考えて良いのでしょうか？ 

 

A１６ 

運動には、からだ動かし～運動あそび～大筋肉活動に至るまでの幅広さをもっています。それらの運動を使っ

て、子どもたちの健全育成を図ることが、育児、保育、教育として大切です。また、成長期には、一生涯の健

康を支えるための体力を養うという運動の役割もあります。よって、体力づくりを持続させるための興味づくりを工

夫する必要もでてきます。さらに、子どもたちには、自己の生活の中で、運動を用いた健康の原理を適用できる

ようにもさせたいものです。つまり、運動が果たす役割は大きいということです。 

そこで、近年の幼児のからだや生活実態と照らし合わせてみて、大切な運動の内容についてお話をします。

今、不足しているのは、逆さ感覚や回転感覚を育てる倒立や回転運動、反射能力やバランスを保ちながら危

険を回避する鬼あそびやボール運動、空間認知能力を育てる「這う」・「くぐる」・「まわる」・「登る」等の運動の

機会であり、それらの運動の経験の場を積極的に設けてあげたいものです。また、自律神経を鍛え、五感を育

み、身体機能を促進する戸外での運動やあそびも、是非とも大切にしてもらいたいと願います。 

成長期に必要な運動とは、運動不足やストレスの解消だけでなく、成長期の子どもにとっては、機敏さや瞬発

力、リズム感、巧緻性、柔軟性、平衡性などの体力の向上をねらえる運動が良いでしょう。また、運動能力を

高めるためには、幼児期から４つの基本の運動スキルを、バランスよく身につけさせたいと考えます。それらは、

①移動系運動スキル：歩く、走る、這う、跳ぶ、スキップする、泳ぐ等、ある場所から他の場所へ動く技術、②

平衡系運動スキル：バランスをとる、渡る等、姿勢の安定を保つスキル、③操作系運動スキル：投げる、蹴

る、打つ、取る等、物に働きかけたり、操ったりする動きの技術、④非移動系運動スキル（その場での運動ス

キル）：その場で、押したり、引いたり、ぶらさがったりする技術です。 

どの程度、行ったらよいかにつきましては、安全な架空の緊急事態のある環境下で、「必死に動く」、そして、

「心臓や肺臓が、ドキドキ、スースー・ハーハーする」ぐらい、要は、「汗をしっかりかくくらい」の運動が、自律神経

の働きを高める目安になるため、おすすめです。例として、鬼ごっこや、しっぽ取り競争、ドッジボール等で味わえ

る運動負荷が求められます。 （前橋 明） 

  



こども支援セミナー Q&A 

Q１７ 

部屋の中が安全に感じます。外あそびの魅力を教えてください。 

 

A１７ 

忘れてはならない「外あそび」の魅力について、お話をさせていただきます。外あそびに興じることによって、子ども

たちは、からだの発達と知的・精神的発達に伴って、あそびのルールや創造する力を生み、集団活動に適応で

きるようになっていきます。そして、他者とのかかわりの中で、新しい自己の目標を設定して、挑戦していきます。

あそびは強制されてするものではないため、外に出てよく遊ぶ子は、それだけ自ら進んで遊び、あそびの中で、何

らかの課題を見つけて自分から進んで解決していこうとする態度や力を身につけていきます。 

このように、自分で考えて自分で決めていく創造の力は、次の課題を発展させます。つまり、子どもたちは、自発

性をフルに発揮させる行為を積み重ねており、この繰り返しで成長していくのです。 

今日の子どもたちの生活状態を考えてみますと、もっと「からだづくり」のことを考えていかねばならないと感じま

す。とくに、健康的な生活を送るために必要な体力や基本運動スキルを、外あそびの繰り返しで、身につける

中で、五感のトレーニングを重視し、危険を予知する能力を養うからだづくりが必要です。そのためには、子ども

たちに、もっと戸外での運動を奨励し、自然の中や太陽光の下で、適応力や抵抗力、空間認知能力、安全

能力を身につけさせ、あわせて、多くの仲間とかかわり合いながら、しっかり運動することと、集団で動く楽しさを

経験させていただきたいのです。つまり、外あそびの経験の拡大とともに、オートマチックにからだを守り、意欲を出

させてくれる自律神経の働きを良くしていくことが大切です。 

もちろん、子どもの体調を見きわめて、展開することを基本にしますが、実際には、子どもが戸外で運動すること

を好きになり、いろいろな種類の運動に抵抗なく取り組もうとする意欲づくりと、思いきりからだを動かす喜びや、

力いっぱいからだを動かした後の爽快感のわかる子、感動できる子に育てていただきたいのです。とくに、幼少児

の運動実践では、運動技能の向上を主目的とするのではなく、外あそび場面での動き（運動）を通して、ど

のような気持ちを体験したのかを優先してほしいのです。楽しい、嬉しい、すごい、悔しい等といった、感動する

心がもてる豊かな人間性を育てたいものです。 

そのためには、何か一つでも、子どもが１人でできたときの喜びを大切にしていく配慮が必要です。そういう大人

たちの配慮と、子どもたち自らの経験があると、子どもたちはそれらの体験を機会に、積極的に戸外で遊び込

み、課題に取り組んでいこうとするようになるはずです。つまり、戸外での運動あそびをすることで、体力や運動

能力の向上だけを望むのではなく、「がんばってできるようになった」という達成感や満足感を自信につなげていく

ような「感動体験の場」をもたせることを大切にしたいと考えます。（前橋 明）  



こども支援セミナー Q&A 

Q１８ 

子ども優先より大人優先のご家庭が多いように感じます。どう声をかけたらよいでしょうか。 

 

A１８ 

園や学校関係などの現場で活動されている方の意見だと考え、回答いたします。 

声をかける時には、是非、画像や動画を見せて、「子どもの生活習慣」の大切さをお伝えすると良いと思いま

す。しかし、どの地域の園や学校でも、子どもの生活習慣の乱れを話したい保護者に、どのように伝えると良い

のかを悩まれています。 

そこで、「伝え方に問題がある」と、考えてみてはいかがでしょうか。そして、できることとしては、 

１．参観日を利用して、保護者会で「子どもの生活習慣」の大切さを伝える。 

２．親子行事の際に、「子どもの生活習慣」の大切さを伝える。 

３．配布プリントを工夫し、データや画像でわかりやすく示す。 

４．ポスターや掲示物を工夫し、楽しいイラストを記入する。 

５．親子の生活習慣（就寝時刻・起床時刻など）が、毎日記入できる表やグラフを配布する。 など 

大切なことは、 

・会って話ができる場を設定する。 

・読みたくなるような資料を作成する。 

・質問や回答が届く問いかけにする。 

・声がけが問題であれば、話す内容を十分に理解し、わかりやすい説明を学習する。 

課題としては、 

保護者が理解されたかどうかの確認をすることだと思います。（小石 浩一） 

 

例えば、就寝が大人の生活に流されて、寝るのが遅くなっている子どもをよく見かけます。 

そのような場合、①問題に気づいていない親御さんには、親御さんにお伝えすることが必要でしょう。園や学校

のお便りや通信を使う方法もあります。楽しい体験型のプログラムを準備して、親子でいっしょに楽しく活動しな

がら、できていない大切なことやメッセージを、ワンポイントアドバイスの形でお伝えする方法もあります。講演でお

伝えするよりも、ママ友に協力してもらって伝える方法も有効でしょう。 

悩みとして多いのは、②問題はわかっているけれど、できない保護者の方の場合です。だから、親は、子どもに

「寝なさい！」、「早く寝なさい！」と、連発が続くのです。こんなケースは、保護者に言うよりも、園や学校で、し

っかり子どものからだを動かして、夜になったら、心地よく疲れさせ、眠れるからだづくりに協力することが一番良い

方法です。 

ですから、方法は、相手に伝えるだけでなく、こちらでできることを考える、また、地域でできることを模索する等、

いろいろな切り口からアプローチすることが大切です。また、先輩ママたちの成功経験や成功事例を発信する

と、耳を傾けてくれることも多いです。がんばりましょう。  （前橋 明） 


