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子どもの生活感情とスポーツ
―小学校 1～ 6学年生を対象とした生活調査をもとにして―

岸本　肇

Children's Life Feelings and Sports:
 Based on a Survey of Their Daily Life of the First to the Sixth Graders

Hajime Kishimoto

要約
　本研究の主目的は、子どもの日常生活における諸感情とスポーツとの関わりを明らかにすることである。調査対象は某私立
小学校の 1～ 6学年男女計 341人であり、質問紙調査法によった。その結果は、大要、以下のごとくである。

1．小学生が「夢中になるもの」には、男女ともスポーツがもっとも多い。そしてそのことは、男子のほうに顕著である。
2．男子にとって、最大の「将来の夢」はスポーツ選手であり、学年を問わず、その割合は 3分の 1から半分に及ぶ。
3．「いらいら」「がまん」の原因として、「スポーツがしたい」に対する親の抑制もある。
4．子どもが読む本において、「スポーツ根性」物語がすたれ、才能と努力でスポーツ人生を切り開く筋書きが増えている。

キーワード
生活感情、からだと心、スポーツ

1. はじめに
　子どもは、社会の中に生きている。子ども社会は、

時代とともに変化しており、特に地域社会は、遊び

で自然成長させる教育力をほとんど失っている状況

がある。子どもは、生活時間の大部分を学校と家庭

で過ごす。したがって基本的には、子どもの喜びと

悲しみは、学校か家庭で醸成されている。そういっ

た子どもの生活や遊び、生活感情に関する調査は無

限といってよいほどある。

　1960年に入ろうとするとき、小川（1960）は、

教育学の構図の中で、戦後に子どもの遊び集団が大

きくなったのは、自主性・協同性と男女差別撤廃を

重視した学校教育の成果であると論じた。しかし同

時に、小川は、戦後の社会と教育が少年非行の増大

を惹起した問題性も指摘していた。

　1964年、東京オリンピックの開催は、経済が復

興し、豊かになってきた日本の国力を世界に示した。

しかしその頃から、子どものからだと心の発達に

はっきりと陰りが見えてきた。1966年、「体育白書」

と別称されたときの『教育白書』（文部省）は、体

格は大きくなったが体力がそれに伴っていない青少

年の現状を宣伝した。そのことには同時に、精神的

にひ弱な青少年も意味されていた。小・中・高校の

体育で体力目標が強調されるようになったのは（学

習指導要領，1968・69・70年改訂）、そのような状

況と大いに関係する。現行の学習指導要領における

体育の目標で「心と体を一体として」がうたわれて

いる心身を一体としてとらえる教科・体育の伏線は、

すでにその頃にあったと考えることができる。

　1970年代以降、民間教育研究運動の分野におい

て、物質文明の時代に育った「現代っ子」のからだ

と心の問題にどう対処すべきかが、教育実践課題と

して重視されるようになった。そして、子どもを対

象とした全国的な生活環境調査が実施され、子ども

のからだと心から失われた「人間らしさ」が警告さ

れた（日教組・民研，1980）。

　テレビゲームや携帯電話に代表される子どもの生

活の変化は、現在の子どものからだと心をさらにゆ

がめている。子どもに人間らしいからだと心を取り

戻す生活文化としての遊びやレクリエーション、ス
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ポーツへの期待が高まっていることは、1994年に

わが国でも発効した国連「子どもの権利条約」第

31条からも明らかである。その条約の達成度を非

政府側から発信した報告書（子どもの権利条約　市

民・NGO報告書をつくる会，1997）は、過度の忙

しさと消費文化が、子どもの休息、遊び・レクリエー

ションの権利を侵害している実態と、その一方で盛

んになった子どもの地域スポーツが、子どもの心身

の発達にマイナスに作用している問題性も提起して

いる。しかし目を、教育研究運動から “学” として

の教育臨床学に転じても、子どものからだと心の問

題に関しては、保健室の機能論、養護教諭の相談活

動の実践論に止まり、実際に身体を動かしているス

ポーツとの関連性まで視野を拡大できていないのが

現状である（小林他，2002）。

　本研究の主目的は、民間の教育研究運動をとおし

て得られた調査資料により、子どもの生活における

生きがいや鬱積された感情とスポーツとがどう関

わっているのかを明らかにすることである。その上

に立って、学校と地域に向けて、子どものからだと

心を育てるスポーツの今日的な実践課題を提起した

いと考える。

2. 方法
(1)　調査対象と調査人数

　調査対象は、「教育熱心」な後背地を抱く関西の

某私立小学校の 1学年から 6学年の男女全員であ

る。その小学校へ入学するためには、言語、知的関心、

協調性、運動能力などの検査で一定以上の基準に達

していなければならない。公立学校とは異なる「質」

の高い教育を受けさせたい、所得水準の高い家庭の

子どもたちが通っている。授業料、諸会費の毎月の

納入額は、5万円を超えると見積もられている。

　調査人数の内訳は、表 1に示したごとくである。

表 1　調査人数

学年
男子 女子 計

人 人 人
1年 24 31 55
2年 28 29 57
3年 26 28 54
4年 30 30 60
5年 30 28 58
6年 29 28 57
計 167 174 341

(2)　調査時期

　2006年 7月

(3) 調査内容

　「子どもの権利条約をすすめる神戸の会」（2006）

が国連への報告書を作成するために収集した資料の

一部である。具体的に本研究で用いた調査項目は、

以下のとおりである。

　「学校は楽しいか」「家は楽しいか」「いらいらし

たことはありますか」「夢中になるものはあります

か」「がまんしていることはありますか」「好きな絵

本はなんですか」「夢はありますか」

(4) 調査方法と資料分析の方法

　質問紙調査法による。学級担任教師が、質問紙に

記載されている上記の質問項目を 1つずつ読み上げ

て、子どもに記入させた。

　得られた資料の分析は、調査対象が小人数につき、

傾向の分析とする。

3. 結果および考察
(1)　子どもの楽しさと夢

1）楽しさ

　「学校が楽しい」と感じている者の割合は、1～

6学年込みで男子 89.8％、女子 92.5％であった。約

30年前の全国調査では、学校が楽しい小学生は約

8割であった（日教組・民研，1980）。最近の調査

では、約 9割がそうであるというのがある（金沢市

教育委員会，2001）。　

　「家が楽しい」という回答は、全学年合算で男子
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85.6％、女子 87.4％と、男女とも「学校が楽しい」

より約 5％下まわっていた。

　したがって、学校が楽しくない小学生が、1、2

割はいると考えなくてはならないが、統計的に見る

かぎり、大部分の子どもの意識において学校は楽し

い。しかも、学校は家庭より楽しいのである。

　なお、6学年になると、学校と家庭における「楽

しさ」感が男女とも相対的に低下する傾向が見られ、

そのことは思春期に向かう多感な年齢にかかってい

ることを推察させる。

2）夢中になるもの

　楽しくなくては、夢中になれない。「夢中」は「楽

しさ」に関連する事柄と考えることができる。表 2

は、「夢中になるものはあるか」で「ある」と回答

した内容を学年別・男女別にまとめたものである。

　それによると、夢中になるものには、男女とも全

学年をとおしてスポーツ（系）が多い特徴がある。

その種目は、学年進行に伴い、サッカー、野球、バ

レエから、バスケットボール、バレー、ラグビー、

水泳、テニス、卓球、スケート、ダンスなどへと多

様化していく。小学生段階では、サッカーは女子に

も人気スポーツであることがわかる。30人程度の

クラスの中に、おおむね 5人以上のサッカー少年少

女がいる計算になる。なお、女子の低学年において

は、一輪車や竹馬も夢中になる対象である。学校の

体育や体力づくりの波及効果と考えられる。

　「友人と遊ぶ」は男女とも全学年にわたるが、外

遊びというより、特に女子の場合、仲良しグループ

のおしゃべりも含まれていると推定される。

　スポーツ（系）以外では、ゲーム、パズルなどの

室内でする「頭脳ゲーム」、読書が、代表的である。

ゲームは男子の全学年で、読書は女子のほぼ全学年

で挙げられている。また、工作・プラモデルは男子

に多く、絵を描く、ピアノ・バイオリンは女子に多

い傾向がある。

　パソコンに夢中になる子どもが、早くも 2学年男

子から見られる。インターネットをする割合は、こ

の調査では 6学年で 4割程度であった。

　全体として、女子が夢中になるものは、男子より

静的であり、室内活動が多い。また、テレビのよう

表 2　夢中になるものはあるか（「ある」の内容）
学年 男子 女子

1年
ゲーム⑤サッカー④　テレビ②　発掘遊び①　レース①　勉
強①　家族①

友人と遊ぶ②　ゲーム②　ブランコ②　一輪車①　勉強①
レゴブロック①　ホッピング①　竹馬①　シャボン玉①　ピ
アノ①　テレビ①

2年

本③サッカー②　ゲーム②　野球①　テレビ①　生き物取り
①　パソコン①

読書⑥　絵を描く②　一輪車②　テレビ①　動物と遊ぶ①　
工作①　サッカー①　勉強①　バイオリン①　友人と遊ぶ①
ジェットコースター①　フラフープ①　おしゃれ①　バレエ
①　ゲーム①　楽しいこと①

3年
ゲーム⑨サッカー④　野球②　テレビ②　友人と遊ぶ①　プ
ラモデル①　絵を描く①　勉強①　レゴブロック①　ディズ
ニーをみる①　キックベース①

読書③　スケート②　友人と遊ぶ②　ゲーム②　テレビ①　
動物と遊ぶ①　絵を描く①　水泳①　パソコン①　ピアノ①
バレエ①

4年
ゲーム⑦　テレビ④　サッカー③　友人と遊ぶ③　野球②　
カメや犬のお世話②　読書①　勉強①　漢字パズル①　テニ
ス①　水泳①　ラグビー①　工作を作るとき①

読書⑨　ゲーム⑧　テレビ④　友人と遊ぶ④　スポーツ②　
スケート②　卓球①　絵を描く①　漫画を書く①　歌う①　
水泳①　パソコン①　手芸①　ダンス①

5年
サッカー⑦　読書③　ゲーム③　野球②　テレビ②　友人と
遊ぶ②　録画をみる②　漫画を読む①　水泳①　そろばん①
メール①　映画①

読書⑦　友人と遊ぶ⑤　サッカー③　テレビ③　バスケット
②　スケート②　絵を描く①　漫画を書く①　歌う①　水泳
①　パソコン①　手芸①　ダンス①

6年

読書⑤　ゲーム⑤　テニス④　バスケット③　友人と遊ぶ③
野球②　サッカー②　スポーツ①　ピアノ①　水泳①　勉強
①　マンガ①　

友人と遊ぶ⑤　ダンス⑤　マンガ③　パズル②　スポーツ②
バスケット②　読書①　ゲーム①　ミュージカル①　ドラム
①　サッカー①　テニス①　水泳①　友人とのおしゃべり①
家族とのおしゃべり①

注）○囲み数字は、回答数。
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に夢中にならないほうがよいものや習い事も含まれ

ていた。

　スポーツは、遊びとは異なる。特に、この調査で

子どもが回答したスポーツ種目は、大人が敷いた

レールの上で子どもが夢中になっているものが多い

と推定される。しかし遊ばせようにも，地域に子ど

も集団も場所も崩壊している現実がある。地域のス

ポーツ指導者である永井（2004）が指摘している

ような大人にゆがめられない少年スポーツ、遊びの

延長線上で “熱中体験” をさせるスポーツ活動を地

域に根づかせたいものである。

3）将来の夢

　「夢はあるか」の質問に対して「ある」と答えた

中身が、表 3で一覧できる。男子の一番は、サッカー

選手と野球選手である。さらに、テニス、ゴルフ、

ラグビー、バスケットボール、水泳の選手もある。

要するに、スポーツ選手は男子では最大の夢となっ

ており、学年を問わず、クラスの 3分の 1から半

分が「スポーツ選手志望」である。

　その他、男子の夢には、「強いもの」「速いもの」

「かっこういいもの」が多い。宇宙飛行士、パイロッ

ト、探偵、弁護士、レーサーなどが、それに該当す

る。さらにそれら以外に、科学者や建築家といった

仕事を夢とする男子も多い。

　女子の夢にもスポーツ選手は多いが、他の夢とく

らべて特別多いというわけではない。また男子と異

なり、体操、スケート、ゴルフなど、華やかなス

ポーツに魅力を感じる傾向もある。それに美しさも

加わったモデル、花屋、バレリーナ、宝塚ジェンヌ

なども、女子の夢に多い。

表 3　夢はあるか（「ある」の内容）
学年 男子 女子

1年

サッカー選手⑥　医師③　宇宙飛行士②　恐竜博士①　工事
現場①　カウボーイ①　虫博士①　弁護士①　落ちた夢①　
学校の先生①　車の工場①　マジシャン①　バイオリニスト
①　能楽①　忍じゃ①　魔法使い

ペットショップ⑥　パティシェ④　医師③　ミュージカル③
　花屋さん②　アイドル②　スケート選手①　バレエの先生
①　体操選手①　チア・ガール①　学校の先生①　弁護士①
　宝塚ジェンヌ①　キャビンアテンダント①　歌手①　バイ
オリニスト①　ファションデザイナー①　モデル①　作家①

2年

サッカー選手⑥　プロ野球選手⑥　医師③　画家②　テニス
プレーヤー①　アイスホッケー①　ラグビー選手①　水泳選
手①　学校の先生①　弁護士①　科学者①　パン屋①　ゲー
ム①　機械や①　コックさん①　虫取り名人①　パイロット
①

バレリーナ③　キャビンアテンダント③　パティシェ③　医
師②　ピアニスト②　花屋さん②　ファションデザイナー②
　ペットショップ②　お嫁さん②　スケート手①　新体操選
手①　幼稚園の先生①　教授①　看護師①　宝塚ジェンヌ①
　ミュージカル①　モデル①　バイオリニスト①　歌手①　
やさしいママ①

3年

サッカー選手⑩　プロ野球選手⑤　医師②　テニスプレー
ヤー①　スピードスケータ－①　水泳選手①　レーサー①　
ゲーム①　大工①　名探偵①　パイロット①　画家①　芸人
①

歌手②　医師①　テニスプレーヤー①　バレリーナ①　水泳
の選手①　スキーの選手①　保育士①　キャビンアテンダン
ト①　パティシェ①　ピアニスト①　パン屋①　バイオリニ
スト①　アイドル①　通訳①　英語の教師①　ファションデ
ザイナー①　ネイルアート店のオーナ①　マンガ家①　お金
持ち①

4年

サッカー選手⑬　プロ野球選手④　　医師③　科学者（ロ
ボットを作る）②　テニスプレーヤー①　ラグビー選手①　
歯科医①　生物科学者①　ラーメン屋①　建築家①　水族館
の飼育員①　社長①

幸せな家庭④　医師③　バレリーナ②　キャビンアテンダン
ト②　ピアニスト②　小説家②　水泳選手①　音楽家①　ア
イドル①　俳優①　流しそうめん屋①　ユニセフのグループ
にはいる①　ネイリスト①　デスノート①　パティシェ①　
アナウンサー①　美容師①　獣医①　ファションデザイナー
①　

5年

サッカー選手⑥　プロ野球選手④　メジャー年俸５億①　ラ
グビー選手①　テニスプレーヤー①　テニスコーチ①　プロ
ゴルファー①　競泳選手①　医師①　歯科医　①　秘密①　
科学者①　消防士①　建築家①　億万長者①　優しい父①

内緒⑤　サッカー選手①　スケート選手①　俳優①　医師①
　人を大切にする①　漫画家①　小説家①　デスノート①　
ダンサー①　ミュージカル①　天文学①　優しい人①　ファ
ションデザイナー①　幸せな家庭①

6年

医者④　野球選手③　バスケ選手③　スポーツ選手②　テニ
スプレーヤー②　恐竜を探す①　サッカー選手①　ピアニス
ト①　ゴルフプレーヤー①　水族館で働く①　ドラマー①　
弁護士か検事①

ダンサー③　FBI②　バレリーナ①　ゴルファー①　テニス
プレーヤー①　オリンピック選手①　ミュージカル①　保育
士①　キャビンアテンダント①　家族全員で暮らす①　デザ
イナー①　母親①　フローリスト①

注）○囲み数字は、回答数。
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　以上の結果は、ベネッセ（2005）の調査結果と

よく似ている。しかし、この今回の調査では、女子

の夢としての学校・幼稚園の先生、保育士、キャビ

ンアテンダント、看護師の影が薄い。

　男女とも医師や弁護士を夢とした者が多いのは、

調査対象児の家庭背景の反映もあると推定される。

拝金主義やマイホーム主義の世相が反映した金持

ち、社長、お嫁さん、幸せな家庭なども、散見される。

　子どものスポーツ選手への憧れに、テレビなどの

影響が大きいのは言うまでもない。アンフェアや暴

力と無関係な「見るスポーツ」は、子どもの教育の

立場からもきわめて重要である。

(2)　子どもの「いらだち」と抑うつ感

1) いらいら

　「いらいらしたことがある」の割合は、男子の場合、

1学年の 54.1％から直線的に右肩上がりに増加し、

5学年 86.6％、6学年 93.1％であった。女子の場合、

1学年 64.5％から 6学年 89.2％に増加する。村山ら

（2000）が収集した資料によると、「いらいら、むしゃ

くしゃする」割合は、小学校 6学年で約 8割である。

要するに、小学校高学年になると男女とも 8、9割

が「いらいら」の経験者と考えてよいだろう。

2) がまん

　「いらいら」の原因や中身は、ある程度、がまん

の内容から類推できる。表 4で「がまん」の内容を

参照されたい。

　子どもは、「遊びたい」「好きなことをしたい」の

を抑制されている。その中には、サッカーなどのス

ポーツもある。そのことは、特に勉強が期待されて

いる私立小学校に通う今回の調査対象児には顕著と

思われる。また、子どもは、買ってほしいものをが

まんさせられている。インターネットやメールも、

その範疇と考えてよいだろう。その他、「がまん」

の内容は、「夢中になるもの」（表 2）と、かなり相

応している特徴がある。

　「がまん」には、やりたいことばかりでなく、や

りたくないことをやらされることに対する「がまん」

もある。ピアノをやめたいのにやめられない、がそ

の例に挙げられる。

　たしかに、田中（1998）がいうように、何でも「親

のせい」にしてしまう子どもは問題である。そうい

う子どもが多くならないように、「いらいら」「がま

ん」の原因ではなく、それを解消する「子どもスポー

ツ」を創造したいものである。

3)「いらいら」の解消法

　「いらいら」の解消法として、挙げられた主な内

容は、表 5に示したように「好きなことをする」「人

にあたる」「動物とはなす」「泣きわめく」「ける・

表 4　「がまんをしていること」の内容
学年 男子 女子

1年 ゲーム④ バレエ②　自転車①　はんこう①　ゲーム①　犬をかいたい
①　どこかへ行きたい①　授業①

2年
本③　サッカー③　ゲーム②　生き物取り①　科学実験① バレエ②　プール①　チアガールしたい①　おけいこ①　

ゲーム①　ピアノやめたい①　塾でアップできない①　旅行
したい①

3年 家族③　告白①　サッカークラブで①　友人の家に行くこと
①　ゲーム①　カードゲームのカードを渡すこと①

家族（兄、妹）②　アイススケート①　人にあたること①　ゲー
ムをかうこと①　母を取られる①　家に友人を呼ぶこと①

4年 ゲーム⑤　友人と遊ぶこと①　虫取りしたい①　ノーコメン
ト①　学校探検①　勉強①　モーターカーを作ること①

ゲームがしたい④　友人と家であそびたい①　ペットと遊び
たい①　いじわるされたとき②　メールをしたい①

5年 けんか③　サッカーをしたい①　昼寝②　友人の家に行くこ
と①　インターネットをつないでほしい①

ボールが蹴りたい①　テレビを見る①　ゲームがしたい①　
メールをしたい①　人を殴りたい①

6年 柔道①　野球①　ゲーム①　むかついても殴れない① 遊びたい③　ダンスをしたい①　体操の練習①　ゲームをし
たい①　マンガを読みたい①　ピアノをやめたい①

注）○囲み数字は、回答数。
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こわす」である。

　男女ともに相対的にもっとも多いのは「好きなこ

とをする」である。そして男女とも、全体として分

布の山は 4学年である。

　その他、「ける・こわす」行為は、1学年と 2学

年には見られず、「人にあたる」は低学年で少なく、

「動物とはなす」は高学年で少なく、「泣きわめく」

には中学年に山があると、比較の上ではいえる。子

どもの「いらいら」の解消法に発達段階が反映して

いる傾向は看取できるが、精査によりたしかめる必

要がある。

　総じて、「人にあたる」以外は、自分にこもる傾

向がある。スポーツには、仲間をつくり、感情をコ

ントロールできる子どもに育てる教育機能がある。

遊びやスポーツでエネルギーを発散させている子ど

もは、簡単に切れたりはしないと思われる。その意

味で「好きなことをする」の内容に、スポーツが含

まれているように期待したい。

(3) 子どもの「読む文化」におけるスポーツ感情

　テレビやゲーム、映像、音響などに関する子ども

文化については他の研究に譲り、本研究では読書を

取り上げる。

　表 6に、2学年以上が挙げた「好きな絵本」を示

した。低学年も含まれる関係上、文字どおりの絵本

から、昆虫・動植物の図解・図鑑、漫画までが含ま

れている。

　それによると、特に現代風なのは、科学アニメ、

サイバー物、テレビ漫画や映画化されたものである。

一般に、「カタカナ」の書名が多くなっている。そ

れらの勢いに押されて、一昔前であれば、夏休みの

宿題の読書感想文で書いたような児童小説、偉人伝・

英雄伝、寓話、歴史物語、冒険物語、探偵物などが

減っている。

　小学生の読書とスポーツとの関係であるが、男子

が女子よりスポーツ物を好む傾向がある。3学年『リ

トル巨人君』、4学年『キャプテン翼』、5学年『中

村俊輔物語』、6学年に『史上最強の弟子』などが、

男子により挙げられている。ひところの『巨人の星』

に代表される「スポ根」一辺倒ではなく、天分と努

力で夢を実現していく筋書きが増えている。そこに

は、『バッテリー』『ダイブ！』『サッカーキッズ物

語』などの「スポーツ小説」が、一様に子どもに自

らを主張させているととらえられているのと（山本、

2007）、同傾向が読み取れる。女子の読書には、ス

ポーツ物が少ない代わりに、「女の子」や子どもが

主人公の読み物が多い傾向がある。

　子ども文化が描くスポーツから根性主義が弱まっ

ているのは、健全な「子どもスポーツ」の発展のた

めには好ましい現象と考える。それでも、勝利主義

を排除できないのは、漫画や物語の限界ではないだ

ろうか。高橋（2007）は、明治の小説には俗悪メディ

アから教育的メディアへの転換があったと論じてい

表 5　「いらいら」の解消法（人）
男子 女子

好きなこ
とをする

人にあ
たる

動物と
はなす

泣きわ
めく

ける・
こわす

計
好きなこ
とをする

人にあ
たる

動物と
はなす

泣きわ
めく

ける・
こわす

計

1年 4 0 5 4 0 13 7 2 2 2 0 13
2年 7 2 5 0 0 14 7 6 6 2 0 21
3年 6 6 1 1 4 18 3 2 4 0 4 13
4年 13 7 4 5 7 36 20 6 7 4 5 42
5年 12 6 3 2 2 25 12 4 1 2 1 20
6年 16 4 2 0 8 30 10 8 0 1 1 20
平均 7.8 4.2 3.3 2.0 3.5 22.7 9.8 4.7 3.3 1.8 1.8 21.5

注）重複回答
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るが、スポーツ漫画・物語の「変質」に限らず、現

代のスポーツ・マスコミには、正しいスポーツ観を

形成する教育メディアとしての自覚が求められてい

ると思う。

4．結論
　多くの小学生の日常生活において、「楽しさ」「夢

中」「将来の夢」や「いらいら」「がまん」などの生

活感情は、「やっている」あるいは「やりたい」スポー

ツと深く関わっている。総じて、現代の子どもにとっ

て、スポーツは、喜びや生きがいを生み出す半面、

表 6　好きな絵本
学年 男子 女子

2年

マジックツリーハウス②　ドラゴンボール②　ドラえもん
②　怪傑ゾロリ②　コナン②　火垂るの墓①　スパイター
ヴィックリーの謎①　名探偵ネート①　ガラスのウサギ①　
豆腐 100丁あぶらあげ 100枚①　世界の話①　昆虫記①　
ギリシャ神話①　はなくそとおじいちゃん①　友だち①　ロ
ボットの国①　コロボックル①　はなくそぶたのたね①　デ
ルトラ・クエス①　ダレン①

リトルジニー⑧　マジックツリーハウス③　ようかいレスト
ラン②　クレヨンしんちゃん②　しずくちゃん②　フラン
ダースの犬①　ハリー・ポッター①　星の王子さま①　小人
のくつや①　ナビ・ルナ①　フェリックスの手紙①　のろい
のファッション①　犬かいの童話①　いぬうえ君がやってき
た①　モモシリーズ① 　ティズニーの妖精①　魔女っ子①　
夢時間①　ハムスターのくれた宿題①　ゆめからさめた夢①
幽霊列車レストラン①

3年

マジックツリーハウス④　怪傑ゾロリ③　星のカビィ②　デ
ルトラ・クエス①　フランダースの犬①　ワインの本①　ベ
イブ①　コロコロコミック①　シュバイツアー①　ダレン①
ドラゴンボール①　カーズ①　　Vジャンプ①　ファーブル
昆虫記①　裸の王様①　王様魔法ゲーム①　リトル巨人君①
チョコレート戦争①　麦と王様①　こちら亀あり公園前派出
所①　ケロロ軍曹①

グットラック①　ちいさなスプーンおばさん①　宇宙の挨拶
①　ベックとラズベリー大戦争①　フランダースの犬①　マ
ジックスパーン①　チャオ①　リボン①　バムとけろ①　年
に一度のお客様①　幸せなロバ①　メシャックとベルナデッ
タ①　だｱだｱだｱ①　不思議なバイオリン①　女王フェテピ
の謎①　女の子のジニーの本①　あたしんち①　王様はなぜ
なぜ戦争を①　ウサギがくれたバレーシューズ①　アマゾン
大脱出①　サンタクロースとこびとたち①　天使のかいかた
①　星のカビィ①　不思議なカギおばさん①　図鑑・森から
の手紙①　かぜになったヤギ①　アンネリちゃんとオンネリ
ちゃん①　やかまし村①　リトルジニー①　舌切り雀①　マ
ジックツリーハウス①

4年

マジックツリーハウス④　シャーロックホームズの冒険③　
ケロロ軍曹②　恐竜サイダー①　こそあど森①　IQ探偵ムー
①　ドラえもん①　ドラゴンボール①　ウオリーをさがせ①
おまえうまそうだな①　カブト・クワガタの解体①　キャプ
テン翼①　ドラベース①　銀翼のこおり①　ベロだしチョン
マ①　ナルト①　ライオンボーイ①　ゴーストハンター①　
トムソーヤの冒険①　ヘンリーシリーズ①　ローワンのはな
し①　レジガンプ①

ラブコン③　動物占い②　窓際のトットちゃん①　二十面相
の呪い①　ダラダンカン①　若おかみは小学生①　デスノー
ト①　チョコレート戦争①　エルマーの冒険①　アﾂプルパイ
ン①　おじいちゃんは魔法使い①　小学生のまんが俳句辞典
①　名探偵ネート①　怪談レストラン①　伝記の本①　不思
議をのせたアリエール号①　ドラえもん①　ちびまるこちゃ
ん①　こげぱん①　パンクポンク小学４年生①　ＩＱ探偵
ムー①　ほんの少しの勇気から①　マジックツリーハウス①
ピーチガール①　怪盗クイーン①　コライダティーフライ①
こそあどの森のミュージカルスパイス①

5年

ゲド戦記④　ハリー・ポッター②　アモス・ダラゴン②　２
人のロッテ①　ロードロス①　どぶ教室①　ナルニア国物語
①　マジック・ツリーハウス①　ライオンと魔女①　中村俊
輔物語①　地球はえらい①　ズッコケ３人組①　シャーロッ
ク・ホームズ①　ブリアンペロー①　バッテリー①　西遊記
①　おやさしい巨人①　デルトラ・クエスト①　テストの前
に本を読む①　ポッコちゃん①　かばいばあちゃん①　チョ
コレート工場の秘密①

ハリー・ポッター②　ダレン・シャン②　モモ②　ゲド戦記
①　アモス・ダラゴン①　窓際のトットちゃん①　二十面相
の呪い①　僕のつくった魔法の薬①　マンモスと謎の原始人
①　野良犬物語①　若おかみは小学生①　二四の瞳①　コロ
ボックル①　グットラック①　だれも知らない小さい国①　
江戸川乱歩の少年探偵シリーズ①　果てしない物語①　じん
じろべー①　教室①　ノシーとマーム①　バッテリー①　デ
スノート①　星の王子さま①　ヒップ・ホップにヘコマン隊
①　チョコレート工場の秘密①　ロード・ロス①　夢水清史
郎事件ノートシリーズ①　トムは真夜中の庭で①

6年

スラムダンク③　ワンピース②　ハッピー・バースデイ②　
注文の多い料理店①　三国志①　チョコレート戦争①　バー
ティミアス①　デルトラクエスト①　15少年漂流記①　ハ
リー・ポッター①　穴道①　かばいばあちゃん①　MAJOR
①　絶体絶命デンジャラスじいさん①　史上最強の弟子①　
ABC殺人事件①　いちご①　電池が切れるまで①　ルパン・
シリーズ①　真夜中の庭で①　透明人間①　クラバート①　
日本に A級戦犯などない①　キャプテン翼①　若おかみは小
学生①　江戸川乱歩①　ドラえもん①

モモ③　二人のロッテ②　電池が切れるまで①　キャプテン
翼①　ハッピーバースデイ①　窓ぎわのトットちゃん①　ブ
レイブ①　ストーリー①　そして 5人はいなくなる①　グッ
トラック①　かばいばあちゃん①　若おかみは小学生①　江
戸川乱歩①　長くつのピッピー①　青空の向こう①　グリッ
クの冒険①　ライオンと魔女①　きりのむこうの不思議な町
①

注）○囲み数字は、回答数。
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悲しみや苦痛の原因ともなる。また子ども文化にも、

読み物に示されているごとくスポーツは浸透してい

る。したがって、プロ、アマを問わず、マスコミを

通して流されるスポーツは、子どもへの影響という

観点からも健全であるべきである。また、実際に子

どもがスポーツをする場である地域スポーツや学校

の運動部においては、マスコミ以上に教育的でなけ

ればならないのは当然である。体育の授業における

からだと心を育てるねらいは、そういうスポーツを

めぐる良好な社会的環境があってこそ、達成される

ものであろう。
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