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子どもの肥満について
 アメリカではすべての年代の子どもにおいて肥
満が大きな問題になっている。
13.9%(2から5歳)
18.8% (6から11歳)
17.4% (12から19歳)
 以下の子どもの値は高くなっている
低所得の家の子ども、都会の家族
アフリカンアメリカン、ヒスパニックの子ども
•

(Center for Disease Control and Prevention, 2007).

子どもの肥満の値の高さは私たちは
子どものフィジカルアクティビティの役割を考えなくてはならない。
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子どもの直面する課題
肥満
座位姿勢の多い生活
貧困
ファーストフード
スクリーンの時間(TV/
ビデオゲーム/インター
ネット/IM)
• 安全性の問題
• 片親/両親の共働き

•
•
•
•
•

• 過度の生徒数
• 体育の時間の減少
– 予定
– 子どもの数
• 体育の資源の限界
• 学力重視社会
– 少ない体育の時間
– 勉学の重視
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フィジカルアクティビブになることで
得られる価値
• 減るもの
– BMI
– 肥満
– 心臓病
– 血圧
– 糖尿病
–癌
– 持病
– 動作への問題は?

• 増えるもの
– 適切な体重
– 筋の量
– CV の持久力
– 骨密度
– 精神機能
– Quality of life
– 健康に良い結果
– 学力の成果は?
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アメリカの子どもの身体活動の全体の傾向

年齢の高い子どもは幼い子どもと比較し、活動的でな
い。
男子は女子より活動的
高校の男子の73% 、女子の67%が活動的
家庭の収入が増加すると、その家族でアクティブな時
間が増加する。
アフリカンアメリカンの女子は最も活動的でない。
50%のヒスパニックの黒人の女子だけ活動的で
ある。
都会に住む子どもは郊外や田舎の子どもと比較し、
活動的でない。
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私たちは子どものフィジカルアク
ティビティをどのように促進して
いくのか?
いくのか
• 早期に始めることを発展的なプロ
セスとして提示する。
•若者をﾌｨｼﾞｶﾙｱｸﾃｨﾌﾞにするため
に、私たちは、keyとなる時期の子
ども、思春期の子どもをサポートす
る。
SCHOOL OF
PHYSICAL ACTIVITY &
EDUCATIONAL SERVICES
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幼児期にフィジカルアクティビティを
発見する
Review of literature–36 studies on Early Childhood physical activity

•
•
•
•
•

プレスクール期の子どもの運動は充分でない。
プレスクールの女の子は男の子に比較し活動的でない。
子どもは年齢が高くなるにつれて活動的でなくなっていく。
活動的でない子どものテレビを見る時間は多く、BMIも高い。
子どもは週末と比較して、プレスクールのプログラムでよりアク
ティブになる。

私たちは、年齢の低い子どもにとって
理論に基づいたフィジカルアクティビティが必要である。
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Lolas Halverson – 運動発達の例
•

What role can we play in helping the
teachers of tomorrow learn how to see
and set free those who become trapped
in negative feelings in the atmosphere of
our gyms? How can we nurture not kill the
sparkle, the joy, the trust, the willingness
to explore, the freedom to fail and try
again so often seen in preschoolers?
(Halverson, 1985, p. 9)

私たちは、フィジカルアクティビ
ティや運動能力の発展を生涯
続けるための方法を見つける
必要がある。
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子どものフィジカルアクティビティの
国のガイドライン
(CDCP, 2007)

60分の適度な強度の運動を
毎日行うことが好ましい。

SCHOOL OF
PHYSICAL ACTIVITY &
EDUCATIONAL SERVICES
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“活動を始める
活動を始める”
活動を始める

Preschool Guidelines
5つのガイドライン
60分の毎日構造化されたフィジカル
アクティビティ
60分、そして何時間かの非構造化さ
れたフィジカルアクティビティ
FMSの能力発達のために遊ぶ場所を
設ける
運動の重要性について熟知している
指導者を育成する

NASPE, 2009
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運動発達のmountainを昇る
運動発達の
を昇る
Competence in
FMS are
necessary in
Secondary
order to be able
to engage in
sports & games.
Children must
break through
Upper Elementary the proficiency
barrier.
Critical

Lower Elementary
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運動発達のmountain
運動発達の

High
Skillful

Low
Context
FMS

FMS are the “base camp” to the mount of motor development.
Clarke & Metcalfe, 2003
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発展的なアプローチ
Blaize

私たちは運動発達、フィジカルアクティビティ、それに影響する要因には
発展への軌跡があることを認識しなければならない。
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どのようにして運動を学ぶか?
どのようにして運動を学ぶか
子どものフィジカルアクティビティを促進するこ
とは特に焦点をあてられているが、そのうち、
彼らが成長するなかで、どのように子どもは運
動を学ぶのか、運動能力がどのように発達して
いくのかについても考えられている。
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FMSのタイプ
のタイプ
• 運動力のある人 –移
動する能力
– Run
– Hop
– Skip
– Gallop
– Slide
– Leap

• Object Control – 物
(ボールなど)をうまく
操作できる能力
– Throw
– Kick/Punt
– Catch
– Roll
– Bounce
– Strike
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FMSの重要性
の重要性
 運動スキル(FMS)は、より発達した運動スキル、スポーツ、
ゲームの基礎的要素である。– 運動の能力
 幼児期は、一般的にFMSを発達させるのに適切な時期である。
 FMSは学習者、環境、タスクから課される制約によって得るこ
とができる。
 FMSは自然に発生するものではないが、先生や両親によって
は自然に発生するものではないが、先生や両親によって
教えられ、強化されなければならない。
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理論的な方向性
 ダイナミックシステム理論
 運動パフォーマンスは３つのエリアから課せ
られるものによって得られる。
 運動パフォーマンスは人の動作の多くの下
位組織の連携のプロセスである。
Task
Environmental
Person
ehe.osu.edu

FMSの評価法
の評価法
•
• 発達の順位性
• すべてのFMSは効果 •
的でないパフォーマン
スから、効果的なパ
フォーマンスへ発達す
るために順位性をもつ。

運動発達のテスト2
運動発達のテスト
FMSにおけるプロセス
の基準や、標準を評
価する方法。
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発達ステージ理論
• 特定のタイムスパンの中のあるタスクを達成することは、
高いレベルに発展する過程において必要不可欠なことで
ある。
•発達ステージは、予測することができる運動である。
•ステージセオリーは階層制であり(他に比べて１ステージ
高い)、質的な変化(見た目で異なる) を提案する。
•すべての結果ーすべての子どもがこれと同じ過程通る
のか？
•普遍の結果ーすべての子どもが同じ過程の結果で進む
のか？
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発達ステージへの二つのアプローチ
• Total Body アプローチ • Component approach
• ステージはすべての体の • ステージは体の部分レベ
ルで発達する。
レベルで発達する。
• ボールの投動作には5つ • ステップ(4), 両腕を頭の上
に上げる(4), 体幹 (3), 上
のステージがある。
腕(3),前腕(3)
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投動作の体全体のステージ
• 1 – Chop throw - 腰を屈曲し、肩からボールを投げる。
• 2 – Sling shot throw –横から腕が体を横切る。
• 3 – Ipsilateral step & throw - 子どもはステップと投動
作を同じ手と足で行う。
• 4 – Contralateral step & throw – 子どもはステップと
投動作を反対の腕と脚で行う。
• 5 – Contralateral step with wind up – 子どもはステ
プと投動作を反対の腕から脚へ行う。投げる前、腕は円
を描きながら後ろに下がり、ワインドアップポジションにな
る。
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投動作ステージの構成
• Step: 1-ステップなし; 2-同じ側のステップ; 3-短い同じ
側のステップ; 4-長い反対側のステップ(身長の50％)
• Trunk: 1-体幹なし (forward/backward; 2-block
rotation; 3-部分か異なるローテーション(hips before
shoulder)
• Humerus: 1-遠回りの上腕(arms moves forward); 2上腕の位置を合わせ、しかし独立した(arm makes a
right angle with trunk); 3-上腕の遅延(arm behind the
trunk).
• Forearm: 1-前腕の遅延なし； 2-前腕の遅延 (forearm
behind body); 3-前腕の遅延(time lag)
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全体の運動発達のテスト２
•
•
•
•
•
•
•

Locomotor Subscale
Run
Gallop
Hop
Leap
Jump
Slide
Range 0-48 points

•
•
•
•
•
•
•

Object Control Subscale
Throw
Bounce
Strike
Catch
Kick
Roll
Range 0-48 points

• 2 Trials

•
•
•
•
•

Score each trial
Standard score
Percentile
Age Equivalent
GMQ

Ulrich, 2000
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子どものフィジカルアクティビティに影響する発達メカニズムの軌跡

Stodden, D. F., Goodway, J. D., Lagendorfer, S. A, Roberton, M. A., Rudisill, M.
E., Garcia, C., & Garcia, L. (2008). Quest,60, 290-306.
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Disengagementのネガティブスパイラル
のネガティブスパイラル

SCHOOL OF
PHYSICAL ACTIVITY &
EDUCATIONAL SERVICES

Motor competence (MC) << is related to >> physical activity(PA)

Low MC > opt out of PA > have lower PA
Less PA drives lower MC
Environment

Over time low MC drives low Perceived
Motor Competence (PMC)

$$$$$

Interaction between PMC &
MC drives lower PA levels
Role Models

Inactive & disengaged children
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Michigan–Urban-PreK
性別によるランキング
Locomotor – no sig differences
OC – sig gender differences

N=59 African American

100
80
60

ANOVA
Locomotor

23.8

Object Control

16.3

40

10.7

22.6

Females
Males

p<.01

25%

20

Developmental
Delay

0
Locomotor

Object Control
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Texas-Large Urban-PreK
性別によるランキング
N=137 Hispanic/Mexican American

ANOVA

100
80

Females
Males

60
40
25%
20

6.51

14.37

6.42

4.24

Developmental
Delay

0
Locomotor

Object Control

Locomotor – no differences
OC – gender differences
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Urban-PreK
性別による順位

N=275
100

AA Females
AA Males

80

Hispanic Females
60

Hispanic Males
Females

40
20

16 18 8 11 12 14

24

20
12

8

21

Males

11

AA=African American

0
Locomotor

Object Control

Gender differences in OC not locomotor
AA better locomotor skills than Hispanics
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全体の結果
• FMS能力は男子に比較し、女子の能力は発達が
遅かった。
• 明かに、OCスキルは男女で違いがあったが、
locomotorスキルに相違がなかった。
• 南部アメリカとアメリカ中西部の子どものOC スキ
ルは似ていた。
• 南部アメリカの子どものLocomotorスキルは中西
部のアメリカの子ども比較し、明らかに低かった。
• 優先的なパフォーマンススキルにおけるスキルの
知識や経験は限界があり、現存しない。
• 幼児期の年代の先生は子どものフィジカルアクティ
ビティのシステムの経験や運動発達について何も
計画をもっていなかった。
• 多くの都会の学校は子どもを3年生まで体育の授
業をとってはいけないと区別されている。 (8
years old).
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• 質の研究 – 都会では、フィジカルアクティビティを従事し、基本
的な運動能力の発達を遮るバリアが存在している。
• 家で座る時間の多い子供は、親の関与をほとんど必要としない
室内の運動をおこなう。
• スクリーンの時間(e.g. TV, video games)は子どもをおとな
しくさせるのに効果的である。
• “室内の子ども” – ギャング、ドラッグ、銃、割れたガラスは子ど
もが外で遊ぶことを遮った主な理由であった。
• 両親はフィジカルアクティビティを評価したが、子どもがフィジカ
ルアクティビティを行うための条件が整ってなかった。 (時間、お
金、施設、場所、経験)
• 子どもが住むコミュニティのフィジカルアクエィビティのための条
件や、ロールモデルはなかった。両親(ほとんど女性)はフィジカ
ルアクティブでなかった。
• 専門的な体育のサービスは３年生まで制限があり、きちんと受
けられることはない。
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子どものフィジカルアクティビティに影響する発達メカニズムの軌跡
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運動能力の理解
 子どもが運動において有能であることを理解する程度– 具体
的で、発達した領域
 Susan Hater – 子どもの状況で変化する発達のスケールの
発達のシリーズ
 Pictorial Scale of Perceived Competence & Social
Acceptance (Harter & Pike, 1984)
 Physical Competence in preschoolers
 3.28 (SD=.43) – they are “pretty good” at motor
skills.
 Self Perception Profile for Children (Harter, 1982, 1985)
 early childhood からmiddle childhood (明確なオペレーショ
ン)への発達段階において、よく自身の能力認知が低下する
傾向がある。
 知覚された運動能力は“Negative spiral of disengagement”
& “Positive spiral of engagement”につながる。
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他の要因に焦点を充てた運動能力の研究
 Davidson et al. (2006) – in girls (9-11 yrs)
relationship between perceived competence
& self-reported PA. Perceived competence
predicted 27% of variance in PA.
 No test of actual PA or MC
 Southall, et al. (2004) – found overweight
children (M age 10.8 yrs) had significantly
lower actual & perceived motor competence
 Goodway & Rudisill (1997) – 4 yr old
children – locomotor competence did not
predict perceived motor competence but
OC skills did significantly predict children’s
perceptions of their movement competence
did not align with their actual motor
competence.
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子どもへの介入
“Children must have adequate time,
equipment, and space for practice.”
“Enthusiastic guidance & example
from the adults who most effect his
life.” (Halverson, 1963)
Environmental Engineering

“The need for carefully
developed environmental
situations in which the child is
challenged enough to grow in
motor maturity and skill, but
not frustrated by overchallenge.”
(Halverson, 1966)
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適合度
フィジカルアクティビティと運動の介
入を考えるときには、子どもの発達
と、文化的特徴、学校やコミュニ
ティの要求に適合させる必要があ
る。 －一つのタイプではすべてに
フィットしない。

Developmental Contextual Theory
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恵まれないプレスクールの子どもへの
運動介入
• 学校の運動スキルのプログラム
– Midwest – Michigan & Ohio
– Southwest/South – Texas & Alabama
•
•
•
•

FMSに焦点をあて、フィジカルアクティビティを維持した
9-12 週
2 X per week for 30 to 45 mins/session
それぞれのセッションの成り立ち:
– 10 mins of sustained activity introduction
– 30 mins (3 X 10 mins) of skill instruction stations

• 参加者
– 4-6歳
– African American, Hispanic, 低所得
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ANOVA with Repeated Measure
**Group x Time Interaction**

80
2. Pre-to-Post

70

Main Effects
•Group
• Time

60
50
40

3. Posttest

Expt
Control

30
20

1. Pretest
2. Pre-to-Post

10
0
Pretest

Posttest
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FMSパフォーマンスの介入によるプレとポスト
パフォーマンスの介入によるプレとポスト
Significant
Group X Time
Interaction.
MSI
significantly
better than
Comparison
from pre-post

100
90
80

80

80

70
60
50

MSI

40

Comparison

30
20

25

26

24

17 18

15

10
0
PrLoc

p<.001

PoLoc

PrOC

Midwestern
African American
N=137

PoOC

p=<.001
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FMSパフォーマンスの介入によるプレとポスト
パフォーマンスの介入によるプレとポスト
100

Significant
Group X Time
interaction

90
80
70
61

60
50

50

MSI

40

Comparison

30
20
10

8

11 13

PoLoc

PrOC

7 7

17

Southwestern
Hispanic
N=138

0
Pr-Loc

PoOC

p<.001

p<.001
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運動能力の知覚
4
Not only did FMS
improve but also
their perceptions
of motor competence

3.9
3.8
3.7

3.74

3.6
MSI
Control

3.5
3.4
3.3
3.2

3.41

3.39
3.37

Significant Group X
Time Interaction

3.1
3
Pretest

Posttest
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励まし
• 子どもの弾力性(何があっても跳ね返し、自分の意志を貫ける)。
特に貧困な子どもであっても、介入することによってすぐに運動
能力を向上させることができる。
• FMSのパワフルな改善の教育の結果
• 子どもの運動能力が向上しただけでなく、彼らは運動能力の向
上について理解した。
• 子どもは学ぶ準備ができているが、彼らの指導者は成長のサ
ポートをするために必要となることを理解していなかった。
• 子どもはい家でフィジカルアクティビティを行うことによって、母
親と一諸に変わるようになる。彼らの母親は体重が減少し、もっ
と活動的になる。
• 体育科教育学の授業は以下のもので学ばれる
– Cue words & demonstrations, developmental task analysis
– Student choice
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フィジカルアクティビティを促進するため
の将来のビジョン
• さまざまなアクティビティに従順することができ
る充分なスキル
• 十分なCVの活動、筋の強さ、フィットネスの強
化する健康を維持する柔軟性
• 人生の中で早い段階でポジティブな視点を発
達し、維持し、健康な動きを発展させること
• 何を、なぜ、いつ、どのくらいかを理解する十
分な知識
• 生活のなかで、活動的な優先順位のための充
分な動作のツールをもつこと
• 学校は勉学と同じくらい運動能力に価値を持
たせる場所である。
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