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遊びとは？（広辞苑より） 

①あそぶこと。なぐさみ。遊戯。 

 源氏物語 桐壺「御心につくべき御―をし」。  

②猟や音楽のなぐさみ。竹取物語「御―などもなかりけり」  
③遊興。特に、酒色や賭博をいう。「―好き」「―人」 
④あそびめ。うかれめ。遊女。 

 源氏物語澪標「―どものつどひ参れるも」  
⑤仕事や勉強の合い間。「―時間」  
⑥(文学・芸術の理念として)人生から遊離した美の世界を 

 求めること。  

⑦気持のゆとり、余裕。「名人の芸には―がある」  
⑧〔機〕機械の部分と部分とが密着せず、その間にある程度動き
うる余裕のあること。「ハンドルの―」 

「あそび心」 



子どもの時のあそび 

子どもにとってあそびは、食べたり飲んだり眠ったりといった
人間の生命を維持する行為と同じように大切 

子どもの発達にとって、遊びはなくてはならないもの 

子どもは遊ぶことによって成長する 

子どもにとってあそびとは、「生きること」そのもの 

子どもはあそびながらたくさんのことを学び 成長し  

心を豊かに育む 

鬼ごっこ かくれんぼ かけっこ じゃんけん 影踏み 

石けり 馬とび 水きり おしくらまんじゅう 通りゃんせ 

ケンケンぱ かごめかごめ 

ままごと 塗り絵 切り絵 おり紙 積み木 山くずし 

水鉄砲 竹馬 けん玉 こま回し 凧あげ etc. 

 

DS PSP Xbox スマホなどのゲーム 

       体力低下などの・・諸問題 



走る  跳ぶ  投げる  蹴る 

打つ  捕る  登る  つかむ 

はう  転がる  押す  引っ張る 

ぶら下がる  持ち上げる 

座る  しゃがむ  立ち上がる 

ささえる  倒す  引きちぎる 

はさむ  押さえる  転がす 

泳ぐ  もぐる  飛び込む など 

子どもが本来遊びで身につける身体能力 



大人になってからのあそび（＝娯楽？）  

人間の「いきいき」や「明るさ」「楽しさ」はみな「遊び」の成分 「深
刻さ」「つらさ」「悲しさ」は「遊び」の対極にある 

「遊び」がなくても人は餓えることはないが「遊び」がなくては人
は生活の彩りを失う 

 
「遊びリテーション」より  1989年 竹内孝仁 

音楽 

美術 

スポーツ(運動) 

芸能 

食事(お酒) 

観光    その他 





「あそびは 

 人間活動の本質である」 
 

オランダの歴史学者ヨハン・ホイジンガ著 

『ホモ・ルーデンス』より 



運動に遊びを取り入れる必要性 
 

 子ども＃1 乳幼児 未就学児 小学生 

       「人間」づくり 

 子ども＃2 中学生 高校生 

       楽しい雰囲気の下「身体づくり」 
 大人＃1  青年 18歳ぐらい～ 

       運動を使いコミュニケーションUP 

 大人＃2  中年 35歳前後～ 

       楽しみながらの健康維持・ストレス解消 

 大人＃3  高齢者 65歳前後～ 

       楽しみながらの老化防止 

 大人＃4  後期高齢者 75歳以上（80歳以上） 
       いきいき・楽しい人生 認知症予防 



運動に遊びを取り入れる必要性 

ドキドキ感 
ワクワク感  

よろこび・楽しさ倍増！ 
これから、そして次への 

期待もＵＰ。。 



そこで、レクリエーションのすすめ 

レクリエーション（recreation）とは。。  

 「仕事や勉強などの精神的・肉体的な疲れを休養や娯楽によって癒すこと。 
                 また、そのために行う休養や娯楽」：広辞苑 
 
 レクリエーションの語源はラテン語のre-creare（“再び創る”という意味） 
 と考えられている。 
      
 「食事を共にすることによってリフレッシュすること、軽い食事、  

                （精神的影響及び飲食による）元気回復、滋養」     
             
    ① recreation ：休養、保養、気晴らし 
    ② re-creation：改造、作り直し、改造物 

レクリエーションは基本的に楽しければ何でもＯＫ！  



＜レクリエーションを取り入れた運動支援＞ 

・アイスブレイク（導入・つかみ 各種ゲーム） 

・コーディネーショントレーニング 

 （脳トレ・デュアルタスク ～コグニサイズ） 

・コミュニケーション 

 （仲間づくり～継続意識を高める 各種ゲーム） 

・スポーツ（創作ニュースポーツ） 
・音楽の有効利用 

・その他（イベント ウォーキングなど）  

知らず知らずに心と身体が動いてる。。 



シチュエーションの違いにより 

「遊び方」も様々 

◇対象 

◇ロケーションの確認 

◇財(使用するもの)を選ぶ 

・ことば 

・音楽 

・道具＊スポーツ用品 遊具 文房具 etc. 

◇やり方（進行方法） 
  



実際例をご紹介 

◇大学・専門学校（体育実習） 
◇中高年健康づくり教室 

◇中高年文化祭舞台発表 

◇後期高齢者のいきいき健康教室 

◇各種ウォーキング教室 

◇体力測定の現場 

◇小学生クリスマス運動会 

◇学童保育のお楽しみ会 

◇子ども一時保護所での取組み 



◇大学・専門学校（体育実習） 
・グループ（チーム）を作る 

・チーム名を決めそれをテーマに 

 パフォーマンスを考え披露（投票） 
・各単元実施種目のグループ対抗戦 

 勝敗を得点制にし、順位決定（表彰） 
・実技テストに「あそび」 
◆メンバー間のコミュニケーションＵＰ 

◆チーム力の向上 



◇中高年健康づくり教室 

・あそびを交えたコーディネーション 

 トレーニング 

・指導者のオバーリアクション 

・グループワークを多用 

・各種ニュースポーツの 

 ハンデキャップマッチ（例：Ｇゴルフ） 
・懇親会を定期的に・・・ 
◆メンバー間のコミュニケーションＵＰ 

◆健康維持・認知症予防 



◇中高年文化祭舞台発表 

・賑やかに、運動が苦手な人の 

           晴れ舞台に！ 

・見ている人が楽しめる内容に 

 

◆身体を動かすことの喜びを感じる 

◆明日への活力 



◇後期高齢者のいきいき健康教室 

・継続は力なり 毎回、同様の運動に 

 少しだけ「言葉」のエッセンスを！ 

・デュアルタスクの多用（コグニサイズ） 
・能力別指導を簡潔に 

・運動遊び・歌唱のすすめ 

◆一体感 

◆健康維持・認知症予防 

◆次回への期待 



◇各種ウォーキング教室 

・コースを複数用意 

・課題解決（クイズ）形式 

・たまには昼食や宴会をセット 

・ノルディックウォーキングのすすめ 

◆しんどい・・からの脱却 

◆次回への期待 



◇体力測定の現場 

・「体力番付」で楽しみながら！ 

・団体、グループ、施設ごとに 

 オリジナル測定（簡単なもの）を！ 

 

◆体力測定を身近なものに 

◆めざせ半年～一年に1回 



体力テストにゲーム性を！～体力番付～ 

/25 
/25 
/25 

/25 

/100 



みんスポ＆SSK 共同開発 



いきいき生活チェック byみんスポ 

高齢者向き体力測定   



いきいき生活チェック byみんスポ 

高齢者向き体力測定   



いきいき生活チェック byみんスポ 

高齢者向き体力測定   



いきいき生活チェック byみんスポ 

高齢者向き体力測定   



いきいき生活チェック byみんスポ 

高齢者向き体力測定   



いきいき生活チェック byみんスポ 

高齢者向き体力測定   



いきいき生活チェック byみんスポ 

高齢者向き体力測定   



いきいき生活チェック byみんスポ 

高齢者向き体力測定   



いきいき生活チェック byみんスポ 

高齢者向き体力測定   



いきいき生活チェック byみんスポ 

高齢者向き体力測定   



いきいき生活チェック byみんスポ 

高齢者向き体力測定   



◇小学生クリスマス運動会 

・低学年、高学年それぞれができる 

 種目 そして共通種目を用意 

・高学年から縦割りのグループ作り 

・ナンバー入りビブスでチーム力ＵＰ 

・夜店（カフェテリア）形式で 

・順位発表パフォーマンス 

◆運動しながら非日常的な気分へ 

◆縦割りチームで社会性の向上 



◇学童保育のお楽しみ会 

・クラフト（工作）をスポーツに変化 

・長時間でも飽きない流れに 

 

◆遊びながら運動 

◆豊かな心を育む 

 



◇子ども一時保護所での取組み 

・非日常的な体験（運動遊び） 
・ゲーム性を多くもつプログラム 

・興味を持てるような演出 

・音楽、楽器の有効利用 

 

◆大人に対する不信感からの脱却 

◆楽しかったと思える空間 



大阪市における児童相談所の現状 

 大阪市では、政令市権限に基づいてこども相談センターを設置し、大阪市域を対象に、児童虐待をはじめ、養育困難、
非行、障がいなど、児童及びその家族に関する相談、助言、指導を実施 

  ・ 24時間・365日体制で「児童虐待ホットライン」を運営、相談・即応体制を整備 
  ・ 必要に応じて一時保護所で一時保護 
  ・ 長期的な保護が必要な場合などについては、児童福祉施設への入所を措置 
 各地域における相談、支援業務などについては、こども相談センターと連携のうえ、区役所の保健福祉センター内の子
育て支援室で対応 
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《こども相談センターにおける業務の流れ》 

必要に応じ
一時保護 

助言 
指導 

親権 
停止等 

家裁 

※市・こども相談センター資料を一部加工・簡略化 

管轄面積 
(km2) 

管轄人口 
管轄 

児童人口 
総受付 
相談件数 

虐待相談 
対応件数 

（内訳） 
児童福祉施設入所 

里親 
委託 

面接 
指導 

その他 
一時保護所の 

1日平均保護人員 

223  2,665,314 371,384  11,002  2,238  166 7 2,036 29 59.6 

《業務実績（H23年度）》 

一時保護所 
  定員：70名 
  設備：居室・学習室・食堂・浴室等 

児－１ 



全国の児童相談件数等との比較 

 ※ 厚生労働省 福祉行政報告例（平成23年度） を基に作成 
   児童相談所1か所当たりの平均件数：総受付相談件数、虐待相談対応件数について、各自治体が設置している児童相談所数（（ ）内にか所数を記載、支所・分室・駐在等を除く）で除したものであり、

各児童相談所の実績ではない 

 大阪府域の児童相談所（府・大阪市・堺市）に対する児童相談の状況をみると、総受付相談件数、虐待相談への対
応件数ともに全国最多 

 各自治体ごとにみた場合、大阪府は総受付相談件数、虐待相談への対応件数ともに第1位、大阪市は総受付相談件
数で第9位、虐待相談対応件数で第6位 

 児童相談所1か所当たりの平均件数でみた場合、大阪市は総受付相談件数、虐待相談対応件数ともに第1位 

【全国の児童相談の状況】 

都道府県全体 自治体別 

総受付相談件数 虐待相談対応件数 総受付相談件数 虐待相談対応件数 
児童相談所1か所当たりの平均件数 

総受付相談件数 虐待相談対応件数 

第1位 大阪府 43,462件 大阪府 8,900件 大阪府 28,136件 大阪府 5,711件 大阪市(1) 11,002件 大阪市(1) 2,238件 

第2位 神奈川県 31,570件 神奈川県 7,296件 東京都 25,154件 東京都 4,559件 京都市(1) 8,973件 大阪府(6) 952件 

第3位 東京都 25,154件 東京都 4,559件 横浜市 15,877件 埼玉県 3,461件 仙台市(1) 7,061件 堺市(1) 951件 

第4位 愛知県 18,027件 埼玉県 4,360件 埼玉県 14,221件 横浜市 2,702件 神戸市(1) 5,436件 さいたま市(1) 899件 

第5位 福岡県 17,978件  千葉県 2,960件 愛知県 13,410件 千葉県 2,388件 札幌市(1) 5,158件 広島市(1) 858件 

第6位 兵庫県 17,933件 愛知県 2,628件 兵庫県 12,497件 大阪市 2,238件 大阪府(6) 4,689件 相模原市(1) 778件 

第7位 埼玉県 17,661件 広島県 2,347件 千葉県 12,006件 神奈川県 2,136件 北九州市(1) 4,628件 横浜市(4) 676件 

第8位 北海道 16,973件 兵庫県 2,228件 北海道 11,815件 兵庫県 1,618件 堺市(1) 4,324件 神戸市(1) 610件 

第9位 千葉県 15,768件 福岡県 1,724件 大阪市 11,002件 愛知県 1,499件 横浜市(4) 3,969件 京都市(1) 591件 

第10位 京都府 12,299件 北海道 1,515件 福岡県  9,534件 広島県 1,489件 福岡市(1) 3,816件 埼玉県(6) 577件 

児－４ 



まとめ 
運動に遊びを取り入れて 
辛いや苦しい、「毎回一緒で面白くない」と言わせない！ 
いきいきと楽しく 運動を身近なものに 
 子どもも大人も病気やケガの予防 
 高齢者は認知症の予防 
 休養の意味での「あそび」も大切に 

おふざけ ではございません  大まじめなのです 

自らあそび心を大切に 日々の生活を 楽しみましょう 

常に情報収集、なんにでも興味を持ちましょう 

我々、運動指導者が健康寿命を延ばしましょう！ 


