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 研究資料（査読付） 

幼児期の運動遊びプログラムにおける「調整力」 

：サーキット遊びおよびリレー遊びの実践から 

大高千明 1)・杉島尚徳 2) 

 

Coordination and integration of human movement in motor play of early childhood 

: Practice of circuit challenge play and relay play 

Chiaki Ohtaka1)  Takanori Sugishima2) 
 

Abstract 
Children remarkably develop in nervous system and motor skill in early childhood. 

Therefore, it is the optimal time to acquire wide variety of movements and improve the ability 
to control their body as intended. However, children of recent date have poor experience to 
control their body smoothly. 

In this study, we investigated the motor play of early childhood focusing on the coordination 
and integration of movement by practicing the circuit challenge play and relay play. Results 
showed that children mainly experienced the movements required the balance ability in circuit 
challenge play, and the motor skill as orientation and differentiation abilities in relay play. 
Although motor play is incorporated in the nursery sites quite a while ago, in which have 
included the elements of coordination and integration of movement. By adding the idea to 
motor play from the point of view of the coordination and integration of movement will lead to 
increasing the opportunity to experience movements of control one’s body for children. 
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はじめに 

 

 幼児期は，神経系機能の発達が著しく，運動機能

の発達も顕著にみられることから，運動コントロ

ール能力を向上させるのに至適な時期であるとい

われている 10)．そのため，幼児期に遊びなどを通

して多種多様な動きを十分に経験しておくことは，

その後の運動発達を大きく左右する 16)．しかしな

がら，社会環境や生活様式の変化から，現代の子ど

もたちは身体を動かして遊ぶ機会が減少し，かね

てから体力や運動能力の低下が指摘されている． 

 そうした中で，2012年（平成 24年）3月には「幼

児期運動指針」13)が策定され，この指針では，幼児

期から様々な遊びの中で楽しく体を動かす機会や

その手立てを十分に保障することの重要性が述べ

られている．さらに，2017年（平成 29年）3月 31

日に改訂された「幼稚園教育要領」14)が 2018年（平

成 30年）4月 1日より施行された．この改訂で新

たに明示された点の一つとして，心身の健康に関

する領域「健康」における運動遊びに関する事項が

挙げられる．具体的には，「いろいろな遊びの中で

十分に体を動かす」という内容に対する「内容の取

扱い」の（2）において，「様々な遊びの中で，幼児

が興味や関心，能力に応じて全身を使って活動す

ることにより，体を動かす楽しさを味わい，安全に

ついての構えを身に付け，自分の体を大切にしよ

うとする気持ちが育つようにすること．」という改

訂前からの表記に続き，「その際，多様な動きを経

験する中で，体の動きを調整するようにすること」

という文言が加わった．「安全についての構えを身

に付け，」という表記は，独立した事項となり，よ

り詳細な記述に変更された． 

 この改訂では，幼児期の発達的特徴や運動能力

に関する現状に基づき，新たな教育的課題が反映

されたと考えられる．よって，現代の子どもたちは

多様な動きの経験が乏しいだけでなく，自らの身

体を上手くコントロールする経験についても十分

でないことが現状であろう．様々な動きを巧みに

行うためには，最大下で力の大きさや方向，タイミ

ングを自由自在に調節する能力が求められる 15)．

これらのことから，幼児期の運動や運動遊びにお

いて，身体を巧みにコントロールする力である「調

整力」に焦点を当てていく必要があるだろう． 

 幼児期の運動に関しては，運動遊びが子どもの

体力や運動能力向上に及ぼす影響について 18)，保

育者や指導者育成の観点から運動プログラムの有

効性や指導法について 2) 4) 8)を中心に実践報告がな

されてきている．しかしながら，「調整力」にまつ

わる報告に関してはまだ僅かである 7) 11) 20)．今回の

改訂で「調整力」の重要性について明示されたこと

から，どのような運動遊びにおいて「調整力」を養

う動きや要素が含まれているのか，従来から実施

されている運動遊びにおいても改めて確認する必

要があると考える． 

 そこで本稿では，幼児期の運動遊びについて「調

整力」という切り口から検討し，今回は，保育者養

成校の学生が 5 歳児の子どもたちに実践した運動

遊びプログラムを例に報告する． 

 

調整力とは 

 

 「調整力」とは，「平衡性，巧緻性（器用性），敏

捷性などからなる能力」として定義されており，予

測性や緩衝性などの要素も含めて考えられる場合

もある 12)．神経系の発達と密接な関係があり，幼

児期の発達変化が著しいといわれている．あるい

は「コオーディネーション能力」ともいわれてお

り，これまで幾つかの先行研究において，運動能力

の中での位置づけや，構造モデルが示されてきた．

加納 6)は，これまでの国内外の調整力・コオーディ

ネーション能力に関する研究動向について整理し

ている．コオーディネーション能力は理論とその

実践について研究が進められているが，単一の測

定方法によって評価できるものではなく，動作や

年齢に応じた検討が必要であると述べている．中

でも幼児期の運動を対象とした研究は非常に少な

い．幼児期のコオーディネーション能力を考える

場合，特に「空間的定位能力（以下，定位能力）」

と「運動筋肉感覚的分化能力（以下，分化能力）」
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が重要であると示されており，以下のように定義

されている 6)． 

 

定位能力：決められた場所や動いている相手・ボー

ルの状態（位置，方向，距離，速さなど）

に対して，予測性を伴いながら素早く

正確に時空間を把握する能力． 

分化能力：視覚や聴覚の情報から，運動課題に対し

て自分の体や用具などを精密に操作す

ることを可能にする能力． 

 

 さらに，児童期を対象とした構造モデルでは，

「定位能力」と「分化能力」が重要な能力として位

置づけられ，次いで「反応能力」，「平衡能力」，「リ

ズム化能力」が関連する形で構成されることが示

されている 19)．これらのことを踏まえると，幼児

期から児童期における調整力・コオーディネーシ

ョン能力を考える上では，巧緻性と関連する「定位

能力」と「分化能力」，敏捷性と関連する「反応能

力」，そして「リズム化能力」と「平衡能力」を中

心に検討していく必要があるだろう．加納ら 5)は幼

児期の投動作および跳動作におけるコオーディネ

ーション能力の特性について，「定位能力」，「分化

能力」，「反応能力」，「リズム化能力」，「平衡能力」

に着目し，検討している．本稿においても，この 5

つの能力を取り上げ，幼児期の運動遊びにみられ

る動作の特性を示す． 

 

運動遊びのプログラム 

 

 N 幼稚園の 5 歳児クラス男女約 90 名に対して，

年間計 6 回実施した運動遊びプログラムを対象と

した注1）．今回はその中から，「サーキット遊び」と

「リレー遊び」の実践を報告する． 

 

１）サーキット遊び 

 サーキット遊びとは，様々な遊具や運動具を組

み合わせて多種多様な動きができるコースを構成

し，そのコースを循環していく運動遊びである．そ

の特徴として，多種多様な動きを経験できること，

同じ用具でも子どもの運動能力に応じて柔軟な運

動の仕方や遊び方ができることである 4)． 

 従来のサーキット遊びでは，コースを円形に構

成したものが多いが，今回は各コースが独立した 8

つのコースで環境構成を行った． 

 各コースで子どもたちが経験できる動作につい

て，動作の多様性および調整力に焦点を当てて検

討した．動作の多様性については，基本的な動作と

その分類 3)に基づいて，調整力については，コオー

ディネーションテストにおける能力分類表 5)を参

考に整理した．表 1に一覧表を示した． 

 

①ケンケンパ・ゴム跳び（図 1） 

 環境構成：フープを並べ，その先に，コーンとコ

ーンをゴムで繋いだものを置いた．さらにその

先に学生がトンネルを作った． 

 子どもの動き：フープの中を跳び進み，ゴムの上

を跳び，学生の脚の下をくぐり抜けた． 

 

 安定性：― 

 移動動作：跳ぶ，くぐる，走る 

 操作動作：― 

 調整力：平衡能力，定位能力，分化能力（下肢），

リズム化能力 

 

 

 

②よーいドン・ぐるぐる（図 2） 

 環境構成：スタートとゴールにコーンを置いた．

ゴールのコーンの先に学生を配置した． 

 子どもの動き：お友だちと 2 人でスタートライ

ンに立ち，「よーいドン」の合図でコーンまで

図 1．ケンケンパ・ゴム跳び 
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競争した．コーンにタッチした後，学生にしが

みつき，ぐるぐる廻してもらった． 

 

 安定性：― 

 移動動作：走る 

 操作動作：しがみつく 

調整力：平衡能力，反応能力 

 

 

③平均台（図 3） 

 環境構成：平均台を 2台並べ，1台は傾斜をつけ

て跳び箱へ掛けた． 

 子どもの動き：平均台の上を歩き，跳び箱へ渡っ

た後，マットの上に跳び降りた． 

 

 安定性：乗る，渡る，渡り歩く 

 移動動作：跳び乗る，跳び降りる，歩く 

 操作動作：― 

 調整力：平衡能力 

 

 

 

④マットのおやま（図 4） 

 環境構成：高さの異なる跳び箱を配置し，その上

にマットを掛けた． 

 子どもの動き：始めに低い跳び箱，次に高い跳び

箱をよじ登り，マットの上に跳び降りた． 

 

 安定性：乗る 

 移動動作：よじ登る，跳び乗る，跳びつく，降り

る，跳び降りる 

 操作動作：― 

 調整力：平衡能力 

 

 

⑤グラグラ橋・飛び石（図 5） 

 環境構成：タイヤの上に木の橋を掛け，その先

に，大きさと高さの異なる飛び石を並べた． 

 子どもの動き：木の橋の上を歩き，飛び石の上を

渡った． 

 

 安定性：乗る，渡る，渡り歩く 

 移動動作：乗る，降りる，跳ぶ，歩く 

 操作動作：― 

 調整力：平衡能力，定位能力，分化能力（下肢），

リズム化能力 

 

図 2．よーいドン・ぐるぐる 

図 3．平均台 

図 4．マットのおやま 

図 5．グラグラ橋・飛び石 
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⑥マットゴロゴロ（図 6） 

 環境構成：マットを丸めた上に，傾斜をつけて厚

いマットを配置した． 

 子どもの動き：マットをよじ登った後，マットの

上を転がり降りた． 

 

 安定性：転がる，寝転ぶ 

 移動動作：よじ登る，跳び乗る，跳びつく，走る 

操作動作：― 

 調整力：平衡能力 

 

 

 

⑦的当て（ボール投げ）（図 7） 

 環境構成：コーンを的として配置し，的から投げ

る位置までの距離を複数設けた．ボールは幼児

用ドッジボール 2号球を用いた． 

 子どもの動き：投げる位置まで，ボールをついて

移動し，好きな位置から的を狙ってボールを投

げた． 

  

 安定性：止まる 

 移動動作：歩く 

 操作動作：投げる，つく，つかむ 

 調整力：平衡能力，定位能力，分化能力（上肢） 

 

 

 

 

 
図 6．マットゴロゴロ 

図 7．的当て（ボール投げ） 

表 1．「サーキット遊び」における基本的な動作および調整力の分類一覧 

安定性 移動 操作 定位 分化 反応 リズム化 平衡

① ケンケンパ・ゴム跳び 〇 〇 〇 〇 ●

② よーいドン・ぐるぐる 〇 〇 〇 ●

③ 平均台 〇 〇 ●

④ マットのおやま 〇 〇 ●

⑤ グラグラ橋・飛び石 〇 〇 〇 〇 〇 ●

⑥ マットゴロゴロ 〇 〇 ●

⑦ 的当て（ボール投げ） 〇 〇 〇 〇 〇 ●

⑧ ターザン 〇 ●

基本的な動作 調整力
サーキット遊び

（〇関係している動作および能力　●基盤となる能力）



26 

 

⑧ターザン（図 8） 

 環境構成：長いマットを敷き，その先に跳び箱を

配置した．学生 2人で棒を担いだ． 

 子どもの動き：両手で棒を掴み，先の跳び箱まで

ぶら下がり続けた． 

  

 安定性：ぶら下がる，降りる 

 移動動作：― 

 操作動作：― 

 調整力：平衡能力 

 

 

 

２）リレー遊び 

リレー遊びは，基本的動作の一つである「走る」

動作を用いた運動遊びである．今回は，縦型で距離

を短く設定し，1 人 1 回ではなくエンドレスに繰

り返し走るような環境構成としたことによって，

｢バトンタッチ」をたくさん経験することができる

遊びであった．「サーキット遊び」の分類と同様に，

子どもたちの動作を整理した．表 2 に一覧表を示

した． 

 

①折り返しリレー（図 9） 

環境構成：スタート地点と折り返し地点の距離

が約 20m の直走路となるようにコーンを配置

した． 

子どもの動き：スタート地点のコーンから折り

返し地点のコーンに向かって走り，コーンを折

り返して次のお友だちに手でタッチして順番

を交代した． 

 

安定性：止まる 

移動動作：走る 

操作動作：― 

調整力：平衡能力，反応能力 

 

 

 

②対面リレー（図 10） 

環境構成：コーンは，①の折り返しリレーと同様に

配置した．子どもたちは，両コーンの外側に一列

で待機した． 

子どもの動き：向かい合う列のお友だちに向かっ

て走り，対面したお友だちと手でタッチして折

り返し，次のお友だちにタッチして順番を交代

した． 

図 8．ターザン 

図 9．折り返しリレー 

表 2．「リレー遊び」における基本的な動作および調整力の分類一覧 

安定性 移動 操作 定位 分化 反応 リズム化 平衡

① 折り返しリレー 〇 〇 〇 ●

② 対面リレー 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ●

（〇関係している動作および能力　●基盤となる能力）

リレー遊び
基本的な動作 調整力
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手でタッチした｢バトンタッチ」部分のバリエー

ションを増やし，以下の身体部位でのタッチを取

り入れた． 

 ・両手 

 ・おでこ 

 ・お尻 

 

安定性：止まる 

移動動作：走る 

操作動作：あたる，ぶつかる 

調整力：平衡能力，定位能力，分化能力（上肢・

下肢），反応能力，リズム化能力 

 

 さらに「バトンタッチ」部分を発展させて，ボー

ルのパス交換を取り入れたリレー遊びも行った． 

 

 

 

子どもたちの動きと「調整力」 

 

１）サーキット遊び 

サーキット遊びは，従来から幼児期の運動遊び

に頻繁に取り入れられている．大型遊具などを用

いることで，日常の遊びの中だけでは経験できな

い子どもたちの様々な動きを引き出すことができ

る．先行研究では，サーキット遊びが子どもの体

力・運動能力に及ぼす影響について評価されてお

り，サーキット遊びやラダー運動遊びは，自由遊び

よりも「体を移動する動き」や「用具を操作する動

き」を高めることが報告されている 18)． 

基本的な動作の分類に着目すると，今回の実践

で用いた 8つのコースでは，「操作動作」のカテゴ

リーに分類される動きは僅かであったが，「安定性」

と「移動動作」のカテゴリーに分類される動作は多

く含まれていた．特に，平均台の上を渡るなど，平

衡性を養うような動きや（コース③，⑤），子ども

自身の背丈よりも大きな障壁（跳び箱やマット）を

よじ登り，跳び降りるようなダイナミックな動き

（コース④，⑥）が多く占められていた． 

子どもたちは，それぞれのコースにおいて，遊び

方を選択しながら取り組んでいた．それに伴い学

生たちも，それぞれの子どもに応じた援助をして

いた．例えばコース③の平均台であれば，学生の手

を握りながら渡る子もいれば，両手を広げて 1 人

でバランスをとりながら渡る子もおり，学生は子

どもの様子を側で見守りながら，その時々に相応

しい援助を心掛けていた．このように，同じ遊具で

も柔軟な遊び方ができ，遊びの選択の幅があり，取

り組みやすいことも，サーキット遊びの特徴の一

つである 4)．それぞれの子どもたちが，自身の運動

能力に応じて，楽しみながら多様な動きを経験で

きる機会となっていたと考えられる． 

「調整力」という観点からみると，「平衡能力」

は運動発達においてすべての能力の土台になると

位置づけられていることから 1)，すべてのコースに

おいて基盤となる能力として分類した．先述した

ように，基本的な動作の「安定性」のカテゴリーに

分類される動きは，サーキット遊びに多く含まれ

ていた．「調整力」の一要素である「平衡能力」は，

基本的な動作の「安定性」のカテゴリーと関連して

おり，今回の実践では特に，コース③や⑤におい

て，平衡性を必要とする動きがみられた． 

加えて，「定位能力」と「分化能力」が含まれた

コースとして，主に 2種類あげられる．1つ目は，

自分自身の身体を狙ったところへコントロールす

る動作である．コース①や⑤では，飛び石やフープ

を狙って跳ぶ動作が含まれていた． 

 2つ目は，用具を正確に操作し，狙ったところへ

図 10．対面リレー（上：おでこ，下：お尻） 
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コントロールする動作である．今回の場合はコー

ス⑦がこれに相当し，ボール（用具）をうまく操作

し，コーン（的）をめがけて投げるという動作であ

った．先行研究において，ボールを用いた的あて動

作は，コオーディネーション能力の「定位能力」，

「分化能力」を評価する課題として用いられてい

る 5)．また，唯一「反応能力（敏捷性）」が含まれ

ていたのは，コース②であった． 

これらのことから，「サーキット遊び」は，多種

多様な動きを経験できる運動遊びであることが再

確認され，今回の実践では特に，「安定性」と「移

動動作」のカテゴリーに分類される動作について

多く経験でき，「調整力」から捉える場合において

も，特に「平衡能力」を養う環境構成であったとい

える． 

 

２）リレー遊び 

 リレー遊びは，小学校体育において，「走の運動

遊び」として低学年の内容に含まれている．走る楽

しさに触れながら基本的な運動能力を身につける

遊びとして位置づけられており，走ること自体を

楽しむ，競争を楽しむなど，環境構成や遊び方を工

夫することによって，様々な特性を持つ 9)．今回は

走る楽しさを一番の狙いとしながら，対面リレー

では，バトンタッチの場面で様々な身体部位によ

るタッチを取り入れた．そうすることによって，

「調整力」の観点からみると，子どもたちは相手の

動きを予測しながら自らの身体をコントロールし

なければならず，特に「定位能力」と「分化能力」

を養う遊びとなったといえるだろう．基本的な動

作の分類から捉えると，「走る」が主な動作であり，

対面リレーの場合「走る」に加えて「止まる」動作

も重要になり，さらに「操作動作」が求められた． 

 実際に子どもたちの動きの様子としては，両手

でのタッチの場合，走ってきた勢いのまま両手を

前に出し，相手のお友だちと手のひらを合わせて

いたが，おでこでのタッチになると，相手と対面す

る直前に走るスピードを緩め，おでこ同士をそっ

と合わせるような動きがみられた．さらにお尻で

のタッチでは，走る方向と反対側の身体部位同士

を合わせることになるため，相手と対面するかな

り前の段階から後ろ向きで走る子もみられた． 

 これらのことから，「リレー遊び」において特に

対面リレーは，相手の動きに合わせて自分自身の

動きをコントロールすることを経験できる運動遊

びであったことが確認できた． 

 

運動遊びにおける「調整力」 

 

 今回は運動遊びプログラムにおける子どもたち

の動きについて，「調整力」という観点から分類す

ることで，「サーキット遊び」や「リレー遊び」に

含まれる動きの要素について確認することができ

た．サーキット遊びでは「安定性」と「移動動作」

に分類される動作が多様に含まれる内容であり，

リレー遊びでは特に「巧緻性」を養う動きが含まれ

る内容であった．従来から実施されている運動遊

びにおいても調整力の要素は含まれており，運動

遊びを考える際に，「調整力」という視点や工夫を

加えることで，子どもたちが自分自身の身体をコ

ントロールする機会や経験を増やすことに繋がる

だろう．例えば，まずはコーンやフープなどを用い

て，ターゲットに対して自らの身体や用具をコン

トロールする動きを引き出す環境構成が重要だと

考える．跳ぶ動作であれば，「ターゲットジャンプ」
5)，「目安跳び」や「両足連続跳び」17)，投げる動作

であれば，「的あて」5) 20)などが挙げられる．思いっ

きり全力での動作だけでなく，狙ったところへコ

ントロールする動きを引き出す運動遊びや環境構

成によって，調整力，特に「定位能力」および「分

化能力」である「巧緻性」の部分を養っていくこと

ができるだろう． 

さらに，動いているものに対して予測しながら

自らの身体や用具をコントロールする動きを考え

ると，今回の「対面リレー遊び」は相手に合わせる，

タイミングを合わせる動きであったが，対して，例

えば「鬼遊び」であれば，相手から逃げる，タイミ

ングをずらす動きが求められる． 

調整力を要する多様な動きを通して，自分自身

の身体をコントロールする機会をたくさん経験す
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ることが重要であると考える．今後さらに，「鬼遊

び」や「リズム体操」など，その他の運動遊びにつ

いても「調整力」の要素について引き続き検討して

いく必要性があるだろう． 

 

注 

 

注 1）保育者養成課程の学生たちが履修する授業の一環とし

て行った．2 年間通年で週 1 時間の授業形態であり，運動

プログラムの企画から実践，その後の振り返りを重ねた．

大規模なサーキット遊びは，遊びを展開できる環境と子ど

もたちを援助する人員が必要となるが，授業の一部とした

ことによってそれが可能となった．各コースを 2，3人の学

生で担当し，子どもたちへの援助の仕方や，安全管理につ

いて学びながら取り組むことができた． 
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