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1．はじめに

最近の子どもたちをみると成長期に必要不
可欠な基本的生活習慣が大きく乱れており，
この乱れが学習意欲や気力，体力の低下の要
因の一つであると指摘されている。家庭にお
ける食事や睡眠など，基本的生活習慣の乱れ
に起因した子どもたちをめぐる問題は，個々
の家庭の問題として見過ごすのではなく，社
会全体の問題として考えることが必要であ
る。
今回，本学において実施した「子どもの生

活習慣づくり支援事業」の一環として，夏休
みにおける生活リズムの変化についての調査
概要をまとめたので報告する。

2．子どもの生活習慣づくり支援事業

平成20年度まで文部科学省が実施した「子
どもの生活リズム向上プロジェクト」では，
各地域において，子どもの生活リズムを向上
させるための地域ぐるみの取り組みを実践
し，実践地域における事例の分析や効果の検
証等を行ってきている1）2）3）。
本学で実施した「子ども生活習慣づくり支

援事業」は，これまで行われてきた成果をも
とに，「子どもの生活リズム向上プロジェク
ト」の取り組みの類型化・分析を行ったもの
である。さらに，これをもとにした普及モデ
ル（複数）を設定し，その実践結果の検証を
行うことにより，子どもの生活習慣づくりの
ための地域における効果的な取り組みの推進
を図ることができ，各地域や家庭で取り組み
の促進ができると考えている。
これまで3年間行われてきた「子どもの生

活リズム向上プロジェクト」における調査研
究においては，選ばれた各地域において，そ
れぞれの工夫による取り組みが行われるとと
もに，個々の主体が周辺地域に取り組み状況
を周知することにより，近隣地域が取り組み
を認知し，取り組みの結果について評価した
結果を報告書にとりまとめることとされてき
た1）2）3）。
しかしながら，この場合，各地域での取り

組みについて，横断的な，類型毎の分析等が
欠けるため，その取り組みを通じた検証結果
が限定的なものとなっていた。
このため，これまで行われてきた「子ども

の生活リズム向上プロジェクト」において取
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り組まれてきた実践事例をもとに，その実践
結果の普及を行う必要性から，本学において
「子どもの生活習慣づくりフォーラム in中
部」を開催することになった。

3．子どもの生活習慣づくりフォーラム in
中部

都市化，核家族化及び地域における地縁的
なつながりの希薄化等により，家庭の教育力
の低下が指摘されている。家庭における食事
や睡眠など，基本的生活習慣の乱れに起因し
た子どもたちをめぐる問題は，個々の家庭の
問題として見過ごすことなく，社会全体の問
題として取り組むことが必要であり，本学で
も「子どもの生活習慣づくり支援事業」にお
いて，先進的な実践活動等についての調査研
究を行ってきたところである。また，今回の
フォーラムでは，子どもの健やかな成長のた
めの基本的生活習慣の確立を図るために，こ
の調査結果に基づき，普及モデルの確立に向
けた実践報告会として実施する予定である。

4．子どもの生活習慣づくりに関する調査

本学では，このフォーラムに先立ち全国の
小学校を対象に子どもの生活習慣づくりに関
する調査をし，特に夏休みにおける生活リズ
ムの変化と，その具体的な改善案について次
のような趣旨のもと調査研究を行った。
⑴ 趣旨
夏休みは，一般に子どもの生活リズムは乱

れがちになる。そこで，夏休み期間の地域や
家庭での諸活動を促進することで生活リズム
が乱れないようにすることが重要である。ま
た，生活リズムの定着には，家庭の協力が不
可欠である。習慣化している生活スタイルの
変容は容易ではない。あらゆる機会をとらえ
て継続して指導していくことが，行動化につ
ながると考えられる。これまで3年間行われ

てきた「子どもの生活リズム向上プロジェク
ト」における調査研究においては，様々な取
り組みの結果について評価，報告書としてま
とめられてきた。しかしながら，横断的な，
類型毎の分析が欠ける等新たな課題も出てき
た。
そこで，今回は夏休みの期間に注目し，地

域と家庭・学校の連携により子どもの生活リ
ズムを向上させるために様々な取り組みの検
証をした7）。
なお，これらの調査は，子どもの望ましい

基本的生活習慣の確立に資する普及モデルを
設定し，子どもの健やかな成長のための基本
的生活習慣の確立をめざす基礎資料として活
用することを目的としている。
⑵ 調査内容
調査は，全国の小学校の内希望された7つ

の小学校に依頼し，2学年と5学年の1，099
名の児童を対象に次のような調査を行った。

調査期間 平成21年7月と8月又は9月
（計2回）

調査対象 小学校2・5年生
調査地域 岐阜県高山市，岐阜県笠松町

新潟県佐渡市，沖縄県那覇市

調査内容（一部）
〈基本的生活習慣に関する設問〉
・朝は，決まった時間に起きますか。
・寝る時間は，決まっていますか。
・朝ごはんは，食べますか。
・夕ごはんは，食べますか。
〈学習に関する設問〉
・あなたは，「学校に行く日」は，だい
たいどれくらい学習をしますか。

〈生活に関する設問〉
・あなたは，この頃次のことを感じたこ
とは，ありますか。
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図1 起床時刻

1．体がだるい
2．すぐに疲れる
3．授業中によく眠くなる
4．頭が痛くなる
5．ボーッとしてしまう
6．イライラする
7．調子はよい

5．生活リズム向上の具体的な活動

生活リズムを向上させる指導の取り組みに
ついては，様々な指導が考えられる。特に，
夏休みにおける生活リズム向上の取り組みで
は，従来は朝の地域での「ラジオ体操」，「夏
季学習」と，夏休みの「プール活動」等によ
り，児童の生活リズムを維持させている。こ
の他にも，一人一研究・一作品として，夏休
みに作品製作や調査研究を行っている小学校
もある。
しかし，「ラジオ体操」や「プール活動」・

「夏季学習」に共通して，都市化，核家族化
及び地域における地縁的なつながりの希薄化
等により，徐々に実施が少なくなっている現
状がある1）。
そこで，本学では，新学習指導要領の各教

科の内容と関連がある活動を通じて，生活リ
ズム向上を図ることを考えた。つまり，生活
リズムを向上させるための指導は，夏休みに
おける児童生徒の主体的な学習活動を通じて
行われるべきであり，夏休みを含めた“学習
の連続性”を図ることが重要であると考えて
いる。例えば，太陽の南中については小学校
で学習するが，朝7時の太陽の動きと，棒の
影の長さを夏休み中継続して測定することに
より，太陽の動きと地球の自転を体感させる
ことができる4）。このような学習体験は，児
童の創造性開発にもつながると考えられ
る5）。そのため，生活リズム向上と学習体験

とをクロスさせる学習モデルを考えて，普及
できないかと考えている8）。この他に，今回
の調査で，家庭と地域が連携した学習活動を
中心に実際に行われた例を示す。
⑴ Ａ小学校
夏休み前に，児童により生活リズムを向上

するための活動を設定させ，その実践をどの
程度行ったかについて自己評価させ，カレン
ダー等に記録することを通じて，生活リズム
を向上させる取り組み。
⑵ Ｂ小学校
「歯と口の健康づくり」をもとに，歯磨き

の実施状況を毎日カレンダーに記録させるこ
とにより，生活リズムを向上する取り組み。

6．調査結果

⑴ 基本的生活習慣
⒜ 起床時刻
起床時刻は，2年生が「6時ごろ」（29．1

％），「6時30分ごろ」（29．8％）となってお
り，約6割が6時台に起床している。5年生
では，約5割が「6時30分ごろ」に起床して
いる。

⒝ 起床状況
起床状況は，「ほとんど自分で起きている」

は2年生のほうが割合は高く，52．3％と約半
数が自分で起きている。5年生では，「自分
で起きている」児童と「起こしてもらってい
る」児童がほぼ半分ずつであった。
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図2 起床状況

図3 夕食時刻

図5 就寝時刻

図6 朝食の摂取状況

⒞ 夕食時刻
夕食時刻は，2年生では「18時ごろ」がもっ

とも多く，40．2％であった。5年生では19時
ごろが最も多く（49．8％），約5割の児童が
19時台に夕食を食べていた。

⒟ 夕食後の状況
夕食後の状況は，どちらの学年でも「勉強

（宿題）」が最も高く，次いで，「好きなこと」，

「テレビ・ビデオ・DVD」となっている。
⒠ 就寝時刻
就寝時刻は，2年生では「21時ごろ」が

58．0％と最も高く，5年生では「22時ごろ」
が49．9％と最も高くなっている。特異なのは
2年生で，「夜0時すぎ」が1．1％いたことで
あった。

⒡ 朝食の摂取状況
朝食の摂取状況は，「毎日食べる」が2年

生で85．3％，5年生で91．2％となっており，
5年生のほうが毎日朝食を食べていることが
わかった。調査結果としては，全般的に，朝
食の摂取率が高いといえる。

⒢ 朝食を一緒に食べる人
朝食を一緒に食べる人は，2年生，5年生

図4 夕食後の状況 図7 朝食を一緒に食べる人



子どもの生活習慣づくりに関する調査概要（久世 均，齋藤陽子，松本香奈）

31― ―

図8 学校外での勉強時間

図9 起床時刻と体調の関係

図10 就寝時刻と体調の関係（5年生）

ともに「みんなではないが，誰かと食べる」
が最も高い。「家族みんなで食べる」は，2
年生で3割以上，5年生で2割以上となって
いる。
⒣ 学校外での勉強時間
学校外での勉強時間は，2年生で「30分ぐ

らい」が27．7％，「1時間くらい」が24．7％
となっており，半数を超えている。5年生で
は「1時間ぐらい」と「1時間30分ぐらい」
が高く，「2時間より長い」と答えた児童も
23．6％いた。

2 設問間の関係性
⒜ 体調の状況と起床時刻との関係
体調の状況と起床時刻との関係は，2年生

の「体調はよい」では，起床時刻が「毎日決
まっている」が72．0％，「ほとんど決まって
いる」が40．6％と高く，逆に「あまり決まっ
ていない」では，32．2％，「いつもばらばら」
が26．5％と低くなっている。

⒝ 体調の状況と就寝時刻との関係
体調の状況と就寝時刻との関係は，2年生

と5年生で共通して「体調がよい」児童は，
就寝時刻が「毎日決まっている」「ほとんど
決まっている」が53．5％，55．8％と多い。逆
に就寝時刻が「いつもばらばら」では，「授
業中によく眠くなる（63．4％）」，「ボーっと
してしまう（33．3％）」，「イライラする（30．3
％）」と回答する児童が多かった。

⒞ 体調の状況と朝食の摂取状況との関係
体調の状況と朝食の摂取状況との関係で

は，1～6の設問において，朝食の摂取状況

図11 朝食摂取状況と体調の関係（5年生）
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図12 起床時刻の夏休み前後の変化（2年生）

への回答が「食べない日が多い」「食べない」
とした児童の割合が高くなっている。
⑶ 夏休み前後における起床時刻の変化
夏休み前と比較して夏休み後の起床時刻

は，2年生と5年生で共通して，全般に6時
30分ごろに集中する傾向があった。例えば「7
時以降」に起きる児童の割合が減少している。

7．おわりに

本研究では，今回「子どもの生活習慣づく
りに関する調査結果」の一部を報告した。調
査内容は，参考文献で記載されている報告書
となるべく同じ設問にし，他地域と比較でき
るようにしている。
今回調査した地域では，児童の基本的な生

活習慣は概ね確立されており，他の地域と比
較しても起床時刻・就寝時刻・朝食の摂取状
況で，望ましい結果であった。
今後，学校，学年間や生活リズム向上に関

する改善活動の有効性，地域間の意識差によ
る生活リズムの差異等，この調査をさらに多
角的に分析することにより，子どもの望まし
い基本的生活習慣の確立に資する普及モデル
を設定し，子どもの健やかな成長のための基
本的生活習慣の確立をめざす基礎資料として
活用する予定である。
改正教育基本法第10条に家庭教育支援が規

定されたことや，教育振興基本計画等におい
て家庭教育支援の重要性が盛り込まれるな
ど，社会全体で取り組む家庭教育支援の必要

性がさらに高まっている。このため，各地域
におけるこれまでの取り組みを活性化させ，
子どもの健やかな成長のための基本的生活習
慣の確立をめざす必要がある。
そこで，本学においても，子どもの生活習

慣づくり支援事業の一環として，本調査結果
の報告も含め「子どもの生活習慣づくり
フォーラム in中部」を10月11日に実施する。
その成果として，地域と各家庭との連携が図
られ，保護者に対するきめ細かな家庭教育支
援が行われるきっかけとなり，また，家庭の
教育力の向上につながると期待している。
最後に，本研究にあたって，調査全体につ

いて岐阜女子大学学長の後藤忠彦教授に指導
いただいた。また，高山市教育委員会並びに
羽島郡二町教育委員会，佐渡市教育委員会，
那覇市教育委員会の関係者の皆様の大変な協
力に対し，厚く感謝の意を表します。
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