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緒言 

あなたのお子さんはスキップができますか？ 

片足立ちで１０秒立てますか？ 

４－５歳で４－８秒の片足立、６歳でスキップができる。 

これらが健常児の運動発達とされています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

うちの小学二年生の息子（７歳）は健常児ですが運動が苦手でスキップができません！ 

4 歳の息子の息子は右足でなら 4 秒以上できますが左足では４秒以下です。 

これは我が家の問題だけではなく、運動が苦手な子供たち子供ロコモ(子供運動器機訓練異

常)が増え社会的にも問題視されています。 

 

 

 



 

転んでも手がつけない子供が増えています 

 

【子供ロコモとは】 

転んでも手がつけない、片脚でしっかり立てない、踵をついてしゃがみ込めない等、身体

を傷害から守る動作が困難とされるいわゆる子どものロコモが急増しています。 

発育不全や運動不足、偏った栄養摂取などが原因となり、筋肉、骨、関節などの運動器の

いずれかもしくは複数に障害が起き、歩行や日常生活に何らかの障害を引き起こす事が懸

念されています。 

 

転んだ時に手を付けない子供たち 

「転ぶときに手をつけない」「まっすぐに走ることができない」など、子どものからだにさ

まざまな異変が生じています。 

この原因として子どもの遊びが昔と比べ大きく変化していることがあげられています。 

昔なら鬼ごっこ、相撲、ゴム跳びといった多様で豊富な遊びを通じて身につけていた動きが、

現在では「サンマ（遊ぶ空間、時間、仲間）がない」ともいわれるように、遊びを通じて身

につける機会が少なくなっているからだと指摘されています。 

 

【子供ロコモへの取り組み】 

文部科学省の幼児運動指針： 

https://www.mext.go.jp/a_menu/sports/undousisin/1319771.htm 

NPO 法人ストップロコモシンドローム：https://sloc.or.jp/?page_id=149 

各自治体での子供ロコモに関する取り組み 

このように、子供の運動機能障害が社会問題になり多くの取り組みがされていますが、 

十分とは言えない状況です。

 

 

https://www.mext.go.jp/a_menu/sports/undousisin/1319771.htm


日本整形外科学会によると、バランス力・柔軟性に何かしら問題のある中高生が４０パー

セントに及ぶとされています。 

 

 

 

原因 

【子供たちの運動量の変化】 

体の使い方を学べない子供達。 

ネット環境が整った時代に生まれ、スマホやタブレットなどのデジタルデバイスの進化と

ともに成長してきた現代の子どもたち。 

親世代の子ども時代とは、社会環境や生活の仕方が変化した今、子どもたちの心身には新

たな問題が起きています。 

 

〇原因 

・余暇の過ごし方の変化 (スマホ、ゲーム、YouTube)  

 

〈関連リンク〉平成 30年度青少年のインターネット利用環境実態調査 内閣府 P9-25 

https://www8.cao.go.jp/youth/youth-harm/chousa/h30/net-

jittai/pdf/kekka_gaiyo.pdf 

・コロナによるおうち時間の増加（緊急事態宣言、お友達と遊ぶ機会の減少） 

近年のコロナ禍、緊急事態宣言により『おうち時間』が増たことが子どもたちの運動離れ

をさらに加速させています。 

https://www8.cao.go.jp/youth/youth-harm/chousa/h30/net-jittai/pdf/kekka_gaiyo.pdf
https://www8.cao.go.jp/youth/youth-harm/chousa/h30/net-jittai/pdf/kekka_gaiyo.pdf


順天堂大学内藤久士研究科長・教らの研究調査によると 

とくに幼児期の歩行に着目した運動量は外出の有無に影響されます。 

外出しない場合の一日の総歩数は 3～5 才では約 4 割減と大きな減少幅になっていました

（図 2）。 

 

2020 年 4～5 月の新型コロナウイルス感染症対策の緊急事態宣言中に実施された為、 

緊急事態宣言による外出の制限が子供運動量に減少の大きな要因になったことが推察され

ます。 

2021 年７月現在もコロナ禍は続いており『ステイホーム』での子供との過ごし方を考えな

いといけません。 

〈関連リンク〉歩数調査から見た緊急事態宣言下での幼児の活動実態 順天堂大学 2020 

https://www.juntendo.ac.jp/news/20200902-02.html 

 

【子供たちの運動離れ】 

また、過去 40 年を振り返ると幼児の身体能力が 40 年前に比べ、 

低下しているというデータもあります。 

 

https://www.juntendo.ac.jp/news/20200902-02.html


〈関連リンク〉幼児の運動能力における 40 年間の推移 : 同一幼稚 園の体力測定の結果か

ら 2019 http://id.nii.ac.jp/1087/00003247/ 

 

 

 

山梨大学中村教授によると同一の評価規準によって、1985 年の幼児と現代の幼児及び、

1985 年の幼児 と現代の小学生との比較を行った時、現代の５歳（年長）児は、25 年前の

３歳（年少）児と同様な動作発達 段階、現代の３年生・４年生は、25 年前の５歳（年長）

児と同様な動作発達段階であると言われています。 

＜関連リンク＞ 

幼児の運動発達の現状「1985 年と 2007 年との動作得点の比較（山梨大学中村和彦ら

2009）」https://www.jstage.jst.go.jp/article/jspehss/60/0/60_185_2/_article/-char/ja/ 

 

以上の事から 

子供たちを取り巻く様々な要因から運動をする機会が減り運動能力自体にも低下がみられ

る。 

体の使い方を学べない（学ぶ機会がない！）子供達。 

その原因は 

・余暇の過ごし方の変化 

  (幼児期からスマホ、ゲーム、YouTube…インターネットに触れる時間が長い！)  

・コロナによるおうち時間の増加 

http://id.nii.ac.jp/1087/00003247/
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jspehss/60/0/60_185_2/_article/-char/ja/


  （子供たちをとりまく社会環境の変化） 

・幼児期の運動離れ 

文部科学省の幼児期運動指針では 1 日 60 分以上の体を動かす時間が必要とされている。 

子どもの運動不足を補うため幼稚園や保育所では、「遊び」を通したさまざまな運動の導

入が配慮 されている 2, 3）が、 

十分な運動量が確保できていない子どもも多いことが懸念され、就学後の運動 嫌いを予防

する幼児期の運動習慣への取り組みの必要性も指摘されている。 

 

なぜ幼児期に運動が必要なのか 

 

 

【 スキャモンの成長曲線】 

20 歳の状況を 100 としたときに、人の成 長の仕方は４つの型に分類されると言われて い

ます。   

その中で、運動能力の習得には神経型と一 般型が関係していますが、このうち神経型は 



10 歳までの段階でほぼ完成します。とくに 6 才までに約 90％が発達するとされています。 

プレゴールデンエイジと呼ばれる幼児期は運動能力の基礎ができあがる時期で、 

器用さ・リズム感・バランス感覚などを習得する大きなチャンスです。 

この時期に様々な動きを経験することで神経を刺激 し、神経回路を開いておくことが、将

来のス ポーツ活動において大切だとされています。 

神経回路を開くというのは、体の使い方、動かし方を学ぶということです。これは、実際

に体を動かさないと身に付きません。 

 

【幼児期の運動発達の特徴】 

 

 ①基本的な動きの習得（動きの多様化）→ レパートリーの多様さ  

・いろいろな種類の基本的な動きを幅広く体験〔量〕  

②基本的な動きの洗練（動きの洗練化）→ バリエーションの多様さ  

・基本的な動きの変化〔質〕 

 ・空間的変化（上下、曲線 他） 

・時間的変化（速く、リズミカルに 他） 

・力量的変化（強く、一定に 他） 

幼児に対する運動アプローチでは、これらを遊びの中に取り入れていく必要があります。 

【幼児期に体験したい運動】 

人間の基本的な動きは 36 種類に分類されます。 

これが基本となって人間の複雑な動きを支えています。 

幼 少 期 で き る だ け た く さ ん 経 験 し 身 に つ け る の が 重 要 と さ れ て い ま す 。

 



 

しかし、生活様式の変化や社会環境により意識しなければ経験しない動作が増えています。 

またコロナ感染拡大下でのステイホームプール・海水浴場の閉鎖、ソーシャルディスタン

ス、なども幼児期の貴重な経験を損ねる一因になっています。 

その結果、貴重な幼児期の運動体験が失われています。 

日医学校保健委員 会や「運動器の 10 年」日本委員会によると、子どもの運動器は運動不

足による筋力、柔軟性、平 衡性の低下もしくは運動過多による筋肉、骨、関節障害の増加

の「二極化」が進むと明示しており、子どものロコモがますます増えることを懸念してい

ます。 

 

【関連リンク】 

１）ストップザロコモ認定 NPO 法人  全国ストップ・ザ・ロコモ協議会  事務局

https://sloc.or.jp/?page_id=165 

2) 高原和子･角南良幸･瀧 信子. (2014). 身体活動を取り入れた遊びが幼児の体力・運動能

力に及 ぼす影響について. 福岡こども短期大学紀要, 15, 63-71. 3) 木村美知代･村岡眞澄. 

(2009). 運動遊びを楽しむ幼児を育てる. 愛知教育大学教育実践総合センター紀要, 12, 237-

242. 4) 文部科学省. (2007). 中央教育審議会スポーツ･青少年分科会. 子どもの心身の健康

を守り,安 全・安心を確保するために学校全体としての取組を進めるための方策について」 

 文部 科学省ホームページ 

< http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo5/08012506/001.pdf> 

４）運動遊びプログラム.indd 

〈 https://www.pref.shimane.lg.jp/education/child/kodomo/tairyoku/misyuugakuji-

tairyokukoujou.data/program_rion.pdf?site=sp〉 

 

 

 

 

 

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo5/08012506/001.pdf


提案 

子供ロコモ予防・体を動かすきっかけづくりをサポート！ 

理学療法士監修「運動が苦手な子供達でも楽しく取り組める運動プログラムアプリ」のご

提案いたします。 

 

① 1 人 1 人の発達に合わせた運動を提案しお子様の健やかな発達をサポート！ 

年齢別、発達別に合わせた運動強度のプログラムをご提案。子供たち一人一人に合わせ

た目標を選択できます！ 

幼児期は同じ年齢であってもその成長には個人差があります。（エビデンス追記） 

一人ひとりの発達に応じた運動を提案することで、楽しく確実にステップアップを目指

します。 

 

 

② 運動プログラムは全て理学療法士監修 

 発達段階や目標別にエビデンスに基づいた運動やストレッチをご提案します！ 

 幼児期に過度な運動を実践させることも運動器障害を起こす原因とされています。 

発達段階の大切な時期だからこそ、正しい運動を行うことが重要です。 

 

 

③ アプリで楽しく運動習慣を身につける 

毎日体を動かす習慣を身につけるための仕掛けをご用意！ 

できなかったことが出来るようになった！お子様の成長の可視化でやる気アップ！ 

毎日頑張った後にはご褒美も！ご褒美ポイントをためて好きなものと交換しよう！ 

（脳科学→毎日つづけるためのコツ エビデンス追記） 

 

保護者の方と一緒に過ごす楽しい時間！ 

幼児期の発達では保護者の方との関わり方が重要です。 

（エビデンス追記） 

 

【ターゲット層】 

メイン対象：３－６歳の幼児とその保護者 

サブ対象：６－７歳小学校低学年児童 

 

幼児期から小学校低学年の学童とその保護者がターゲット。 

3－6 歳児の 45－60％以上がインターネットに触れているという内閣府調査結果あり。 



また育児に関心が高く大きな市場が見込めます。 

無料コンテンツでは特に幼児期に力を入れる。 

発達時期に必要な遊びの要素を取り入れた運動プログラム 

有料の個別カリキュラムではその兄弟や成長した児童達の受け皿として個別カリキュラム

を設定したい。 

 

 

【マネタイズ案】 

① 提携・スポンサー先からの収益 

1 日分のプログラム終了後、ご褒美ポイントを獲得。 

ポイントを集めると、好きな な景品と交換できる！ 

例)・外食チェーン店割引クーポン（回転寿司一皿プレゼント、ファミレスポテトプレゼン

ト！など) 

 ・文房具メーカー割引クーポン 

 ・DVD・CD レンタル割引クーポン 

 ・おもちゃメーカー割引クーポン 

協賛企業、スポンサー企業の募集 

  

② アプリ内広告 

 

③ クラウドファンディング 

製作段階から Facebook やツイッター、YouTube などを活用しコンテンツの紹介。 

クラウドファンディングでのアプリの製作費の支援を募る活動を行う。 

 

④有料コンテンツの制作 

例) 

❶ゲスト講師を呼んでの動画コンテンツ 

月ごと（480）講師別など料金設定  

・ダンス 

・スポーツ選手 

・アイドル 

・キャラクター 

・歌のお姉さん兄さん、体操のお兄さん 

 

❷有料カリキュラム 480 円 

上達するポイントを動画や写真、イラストで解説。 



週一回、子供の姿を動画に残すことで成長具合を確認。 

親御さんや子供たち自身で次の課題を見つけプログラムに取り組んでいただきます。 

 ・かけっこがはやくなるコース 

1．お子さんの走る姿を動画で撮影、タイム、運動テストも併用します。 

２．運動評価するポイントを解説 

かけっこに必要な要素 １リズム ２手の振り ３あしの振り上げ・踏み込み 4 姿勢 

５バランス 

この五つの要素でチェック。 

３．五つのうち苦手な要素に対し、運動プログラムを提案、記録をつけながらプログラム

に取り組んでいただきます。 

４．１週間後に同じ条件で動画を撮影。できるようになった部分は次のステップへ、苦手

な部分にはもう一度チャレンジ！ 

再評価と次の目標づくりをサポートします。 

他にも 

 逆上がりできるようになるコース 

上手にボール投げコース 

 サッカー上手になるコース 

など予定中です。 

 

❸個別アドバイスコース 月 2800 円 

月に２回、❷の動画とプログラムの実施状況を送信。 

テキストにて専門家のアドバイスと次週のプログラムを作成し返信するコースです。 

毎日忙しい保護者の方がお子様にあったプログラムを考案するのは大変です。 

送られてきた動画を元に専門家が運動プログラムを考案。お子様との余暇時間を有意義

にお過ごしいただけます。 

 

➍Web カメラを利用したリアルタイム指導 

 料金：講座や講師ごとに月謝や受講人数の変動 

 Zoom など WＥＢカメラを用いたオンライン運動プログラムも予定！ 

 

 

 

 

  



期待できる効果 

３－６歳はプレゴールデンエイジ！ 

器用さ・リズム感・バランス感覚などを習得する大きなチャンスです。 

この時期に多種多様な運動を経験することで様々な効果を期待できます！ 

 

幼児期は脳も体も目覚ましいスピードで発達・成長をしています。 

脳や感覚器などの神経系が発達する幼児期には「自分の体をコントロールする」感覚を養

うことが運動発達につながります。 

 

子供の運動トレーニングは大人と違い筋力ではなく「認知」が必要。 

遊びを通じたプログラムで様々な動きを経験し、全身の感覚器や脳がその動きを認知する

ことで健やかな発達を促します。 

 

 

① 運動の持ち越し効果 

子ども時代に身体活動を伴う遊びや運動習慣を通して、健康な心身を保っていれば、

大人に なっても運動を継続して健康であり続けることはもちろん、仮に運動から離れ

たとしても子ども時代に運動をしていなかった人よりも健康な状況を保つことが多い

と言われています。 

 

 

② お子様の運動センスを伸ばすコオーディネーショントレーニングにも対応 

「運動神経」「運動センス」を伸ばすためのコオーディネーショントレーニングが注目

されています。 

コオーディネーショントレーニングはスポーツパフォーマンス向上の為、ドイツで発

祥したスポーツ科学に基づくトレーニング方法です。世界で活躍するトップアスリー

ト達もトレーニングに取り入れられています。 

コオーディネーショントレーニングとは、「リズム能力」「バランス能力」「変換能力」

「反応能力」「連結能力」「定位能力」「識別能力」の七つのコオーディネーション能力

を鍛えるトレーニング方法で様々な運動・スポーツをする為のベースとなります。 

このコオーディネーション能力は神経系の発達と相関があり、神経系の発達は 5 歳で

成人の 80％に達すると言われています。 

アプリでは文部科学省の幼児期運動指針を元にコオーディネーショントレーニングも

意識した運動プログラムを提供します。 

発達の段階に合わせたコオーディネーショントレーニングを取り入れ「運動神経」



「運動センス」を育てましょう。 

 

③ 体力の改善  

近年、姿勢保持の困難さ、手先の不器用さ、バランスの悪さ、動きのぎこちなさなど、

各現場では、 子どもたちの体の動きについて、保育者から戸惑いや疑問、心配する声

があがっています。特に、姿勢 保持の困難さについては、小・中学校の先生方からも、

同様の声が聞かれます。文部科学省の調査では運動をしない子と、習慣的に運動をし

ている子どもが二極化しており、それに伴う体⼒水準の二極化傾向が明らかになって

います。 

文部科学省や世界保健機関（WHO）をはじめとして、多くの国々では、幼児を含む子

どもの 心身の健康的な発達のために「毎日、合計 60 分以上の中強度から高強度の身

体活動※」 を推奨しており、この目安は現在の世界的なスタンダードといえます。 

 

幼稚園や保育園がない日でも毎日楽しく体を動かせるよう、多様な遊びをとりいれた

運動プログラムを提案します。 

 

 

④ 運動の発達＝脳の発達 

幼児期は遊びを通した運動経験から運動技能や体だけではなく、保護者や他者との関

わりを学び、将来に向けての心や学びの基盤をつくっていきます。 

自分の体をコントロールする、自己の認知が確立することで他者の存在に理解を深め

ます。 

また体力向上により集中力が向上学習への意欲を高める効果や認知機能の向上により

自ら考える力が身につくといわれています。 

「体をコントロール」することで「考える力」や行動をコントロールする「抑制機能」

が発達します。 

 



 

⑤ 親子コミュニケーション 

幼児期は保護者とのかかわり方が大切な時期です。 

一緒に運動に取り組むこと、お父さんお母さんに自分を見てもらうこと、 

運動ができた時に褒めてもらうことが子供たちのモチベーションは向上します。 

アプリではパートナーと一緒に行うエクササイズもご提案することで、お子様だけで

なく保護者の方もぜひ一緒に取り組み、大人の健康づくりにも役立ちます。 

 

WHO では幼児のスマホ利用は 1 時間までが好ましいとされていますが、デジタル

ネイティブ世代の子供たちは半数以上が乳幼児期からデジタルコンテンツに接してい

ます。 

本アプリではお子様一人での利用時間の制限や音声アナウンス、体を動かす時間を

入れることで画面を注視する時間を減らすよう取り組みます。 

2020 年から小学校から授業でのタブレット利用やプログラミング学習が必修になり

る中、「体を動かす事」に特化したアプリでデジタルコンテンツとのかかわり方を親

子で考えるきっかけづくりもサポートします。 

 

 

⑥ 運動が好きになるから得意になる！ 

遊びを中心に考えたプログラムで運動が苦手な子も楽しんで続けられるプログラムを

提案します。 

運動が苦手な子供は運動に対する苦手意識が強く、体を動かさないことからさらに運

動が不得意になる悪循環に陥ります。 

アプリでは親子で楽しみながら運動を継続できる仕掛けをたくさんご用意しています。 
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