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ジュニア期のスポーツ

九州大学名誉教授 小宮 秀―

はじめに

ジュニア期

`5歳

-18歳)

1)Pre‐ Golden Ag0 5,6歳 -8歳頃

2)Golden Ago 9-12歳 頃

3)Post‐Golden Ago 13歳以降

4)Independent Agα 15-16歳以降

発冑 。発量という用目の意味

「発育」 とは,「そだつこと」を意味する言葉で,「 growth」 と同じ意味で使われる つ

まり,身体の形態的な変化,すなわち,量的な変化で,その変化に個人の意志が直接関与しな

いもの,或いはできないものとしてとらえる

「発達」(devdopmcnt)と いう用語は,身体の機能的な変化としてとらえ,個人の意志がそ

の機能の発達に直接関与するもの,或いはじうるような場合に用いる すなわち,身体への働

きかけによる身体機能の変化を指して言う

発育 。発遺過程における三原則

1)発育・発達は,身体の構成要素ごとに,概ね,一定の年齢までカロ齢に応じて連続的に一

定の順序で進む。

2)発育・発達は,連続的ではあるが,それは常に同じ速さでは進まない 構成要素や個体

差などにより遅速がある

3)それぞれの器官や身体的機能の発育・発達には,決定的に重要な時期がある.

運動トレーニングと年齢

ジュニア期のからだは,二つの可能性をもつている

1)「変わりうる」という発育・発達の可能性



2)「変えうる」という教育の可能性

従つて,「 ジュニア期のからだは,変えられる」という原則に基づいた適切な 「働きかけJ

としての運動が必要である

この 「働きかけ」の運動としては,「神経系J「 呼吸循環系」「筋肉系」の自然の発達過程

に見合ったものでなければならない

つまり,発育・発達に応 じた トレーニング内容を考える重要な時期がある

1)小児期 :神経機能が関与 した 「上手な身のこなし」 (調整力 ;神経・筋コン トロールの

I.ス キャモ ンの発育 曲線 (p141)

R E Scammonは ,1930年に 4つの発育パターンを発表 した (Thc Measurement ofMan Un市

Mincsota Prcss,1930)

II 身長 と体重の発育 (p.140-141)

トレーニング)

2)思春期前半 :呼吸循環器機能が関与した

3)思春期後半 :筋機能が関与した「力強さ」

重要な内容

「ねばり強さ」(持 久力の トレーニング)

(筋力 と筋パワーの トレーニング)

付表 性潟1 年齢別 身長と体重の平均値

男子

年齢  身長,cm  体重,kg

女子

身長,cm  体重,kg

o歳   487    298     483    2,1
:姜良       749        928           733        871

2歳      86'       :203          854       1139

3貴員       95.1        14 10           939        1359

4歳      1020        1599          100'       :56S

5貴詭      1105        189           10'5        :85

6歳      1166       213          1156       208

7歳   1226   24.0     1216   234

8貴鯰      1232        270           12,4        26.4

9歳   1335   30.3     1335   298
10=員       1388        338           1402        34.0

11齊陀      1450        380           1467        388

12論識      1523        438           1519        43.6

13瑞2     1596       490          155.0       471

14瑞ユ     1651       542          :S66       499

15月2     1683       594          1571       514

16属識      1`'9        61.3           157.6        524

17=疵       1'07        63.1           1580        523

o晟 -4歳 :平成 22年度乳幼児身体発青コ査.

5歳 -1'晟 1学校保撻続計爾査 ―平成 20年度
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発育交差現象 :

平成 23年度
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発育期の一時期だけ女子の平均値が男子の平均値を凌駕する現象

身長 110歳 -11歳 :体重 110歳 -11歳

650

600

550

500

450

400

ど350

`300250

200

15.0

100

50

0.0

6  8  10 12
年齢 ,歳

12 14 16 18          0  2  4

付 図 1 身長 と体菫 の発育 曲線
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付図 2. 身長と体重の発育速度曲線

身長発育速度ピーク年齢 (PHV年齢 I Peak Hetht Ve10city)

体重発育速度ピーク年齢 (PWV年齢 :Peak Welght Vdoc″ )

平成 23年度 男子PHV年齢 ‖歳と12歳の間 :7 3cm/yr
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男子PHV年齢 12歳 と 13歳の間 :7 3cm～ r

女 了PHV年齢  9歳 と 10歳の間 :6 7cm～ r

体重発育速度 ピーク年齢 (PWV年齢 ,Pcak Wetht VdOC守 )

平成 23年度 男子PWV年齢 ‖歳と 12歳 の間 :5 8kg/yr

女了PWV年齢 10歳 と 11歳 の間 :48kノyr

女了PWV年齢 ‖歳と 12歳 の間 :4 8kg/yr

PWV年齢付近では,身長 lcmの伸びに対 して,体重の増加は :

男了約 800g 女了約 700g

身長が急に伸び始め,体重も増加 しは じめたら 1年以内 (PHV・

PWVの直前)に初経がある

III.身 体組成 p141

身 体組 成 は, ヒトのからだを構成する要素である

体重は,人体を構成する要素 (身体組成)の合計である

体重を構成する身体組成は体脂 肪 量 と除脂 肪 量 とに

大きく三分される (2成分モデル)

女性ホルモンは,体脂肪の合成を促進 し,男性ホルモン

は,強い蛋自質合成作用をもつてお り,筋肉や骨の蛋自

質 (除脂肪)の合成を促進する

身長の発育量に見合 うだけの体重の増加は,主 として

除脂肪量の増加によるものであるが,それ以上の体重

増加は脂肪量の増加によるところが大きい

IV 骨の発育 P140

身長の大きさは,基本的に骨の長さの発台に関わる

骨を発育過程によつて大別すると,①置換骨 (軟骨性骨)と ②結合組織性骨 (膜様骨)の 2

種類になる

①軟骨性骨 :軟骨ができその軟骨が硬い骨に変わつて行くもので,脊柱・体肢などの骨

②膜様骨 :結合組織からできるもので,頭蓋冠・顔面などの骨

発育に影響を与える要因 :後天的要因と先天的要因

後天的要因 :環境的要因 (社会的 。経済的・文化的などの条件):栄養・生活様式・運動・

睡眠など

先天的要因 :遺伝的・生得的 (素質)な ど :身長の高さや速筋繊維 と遅筋線維の割合など

口
' 2 2‐

成分モデルによる体菫の構成■■
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長管骨の骨{じ と発膏 長管骨の発育に及ほす

トレーニングの影響

身長が伸びる時期には,成長軟骨層 (骨端軟骨)と いう弱い部分があり,こ こに繰 り返 し激 し

い力が加えられると障害が生 じる (膝関節 :オスグット・シュラッテル病く骨端軟骨障害>サ

ッカー少年に多い)

V神 経系の発達 (神経・筋 コン トロール能力の発達)p.141-142

幼児期から小学生低学年・中学年の頃,感覚の発達や神経・筋コン トロール能力の向上が著

しい.特に,五感 (視覚・聴覚・味覚・嗅覚・皮膚感覚)ばか りでなく,運動に関する平衡感

覚・位置感覚・深部感覚などが 10歳までに急速に発達するので感覚的な動き (タ イ ミング・ リ

ズム感・ リラクセーションなど)は , この頃までに基礎を養 う必要がある

また,刺激に対 して素早く反応する反応時間の中でも「動作開始時間」の短縮が著 しく短縮

される
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筋の発育 (筋 力の発達)p.142

骨格筋は,筋東・筋繊維・筋原繊維からできている。

筋繊維の種類 :速筋線維 (FT線維 ;自 筋<鯛や ヒラメ>)

遅筋線維 (ST線維 ;赤筋くマグロや鰹 >)

全場反瘍時間の時間相

よ,内 4t lし



速筋線維は PHv年齢以前には日立った発達がみられない

速筋線維の発達が急速になるのは,PHv年齢以降である

幼児や小学生が強い瞬発力を発揮できにくいのは,速筋線維

の働きが未発達なため

筋の発育に伴 う筋力発達は,筋繊ltの数の増加のためでは

なく,筋線維が長くなることと,肥大することの 2要因に

よつて生 じる
● ● |1鮨

_

'71コ
メア

〇  骨16筋の構造

Ⅵ l.最大酸素摂取量 と持久力の発達 p.143

最大酸素摂取量 (MaximJ oxygcn uptakα  Vo2maX):酸素摂取量の最大値,通常 1分 当たりの

絶対値 もしくは体重で害1つ た値で表す

最大酸素摂取量は,PHV午齢付近で急速に増大する

持久カ トレーニングは,エネルギーの有効利用能力を高めることができる 従つて,最大酸

素摂取量を高めなくても,エネルギー利用の効率を高めることで持久カ トレーニングの効果

は得られる つまり,最大酸素摂取量の急速な増大がない PHV年齢以前であつても,動作の

合理性追求の トレーニングによつて持久走などのパフォーマンスは高まる

VIII.発育発達期の心理的特徴 (p.144)

幼児や児童は, 自己概念 (自 分がどのような人間であるかというイメージ)を構成する領域

が単純なため,遊びで 「できた」とか 「やった」という達成経験を積むと, 自分はやればでき

る 1と いう「運動有能感」をもつようになる その結果,運動が好きになり,行動も積極的に

なる

反面,一生懸命やつても上達 しない,何時も「負け」たりという経験を繰 り返すと,自 分は

ダメだ !と いう「運動無力感」をもつようになる その結果,運動嫌いになるだけではなく,劣

等感が強くなり,全てにおいて消極的になる

この時期に形成 された 「運動無力感」は,成人になってからの運動参加を阻害する大きな要

因となる  (図 1運動経験 と自己概念の関係についての模式図 ;参照)

■ に ■ 日(11嚢
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指導場面における 「成績志向的雰囲気」 と「課題志向的雰囲気」

指導者が,他人より上手であることや勝つことを重視する「成績志向的雰囲気」をもつ場合 ,

「運動無力感」をもつことが多くなり,運動から受けるマイナスの影響は顕著である

これに対 して,努 力や過程を重視する 「課題志向的雰囲気」をもつ指導者のもとでは,勝ち

負けや上手下手は関係なく,努力することが高く評価されるため,運動から受けるマイナスの

影響は殆 どない

ジュニア期,特に児童期は 「能力」と「努力」の概念が未分化なため,努力の評価は能力の

評価 と同 じ意味をもつ すなわち,「課題志向的雰囲気」をもつ指導者のもとでは,努力が評

価されるため,下手でも「運動有能感」が高まるのである

つまり,「成績志向的雰囲気」でのスポーツ指導は,高校生期からで十分であると考えられ

る

「内発的動機づけ」 と「外発的動機づけ」 (p.146)

「内発的動機づけJと f外的動機づけ」との違いは,何によつて 「やる気・意欲・興味・動

機」が引き出されるかという要因の違いである

「内発的動機づけ」:内部要因 (htemJ factor)に よつてある行動や態度が動機づけられ

ることを言 う 欲求や要求の対象が 「興味関心」にあれば 「内発的動機

づけ (h“mJ m。 lvalon)」 となる

「外発的動機づけ」:外部要因 (extrhsた factor)に よってある行動や態度が動機づけられ

ることを言 う 欲求や要求の対象が 「外部の報酬」にあれば 「外発的動

機づけ (cxt‖ nsた molvatbn)と なる

遊びとして運動を指導する場合 :内発的動機が満足される楽 しさを十分味わえるようにする

ことが重要である (表 l遊びとしての運動の楽 しさは,内発的動機が満足される楽 しさ;参照)

IX.発 育発達期 に多いケガや病気 (P.147)

1)ジ ュニア期のからだの特徴とケガ

①長管骨の骨端線 (成長軟骨)の問題 (先述)

②発育のスピードが組織によつて異なる問題 (骨の伸びが活発なときには筋が堅くなる ;

p147)

③発育のスピー ドや時期に個人差が大きい

2)ジュニア期に多いケガ (p148)

年少ジュニア :骨折・創傷 (切 り傷・却lし 傷など)・ 捻挫や打撲

年中ジュニア :骨折・捻挫や打撲・創傷



年長ジュニア :捻挫や打撲・骨折・創傷

3)ジュニア期に多いケガの部位

年少ジュニア :手指 (つき指)・ 足関節 (捻挫 )

年長ジュニア :足関節・膝 (靱帯損傷)

4)運動誘発性喘息 (運動環境に注意)p151

5)Bumout Syndromo(燃 え尽き症候群):心理的エネルギーが切れた状態 p.152

心理的なエネルギーがなくなると,身体的に問題がなくてもスポーツ活動が行えなくな

る

6)VIJ slgns(生 命に関わる諸機能の指標)p152

呼吸・脈拍・血圧・循環・出血・体温・尿など

7)脱水症 p153

定期的・計画的な水分補給が重要

X.発育発達期のプログラム (p.154)     ´

一員指導の重要性

子ども達の発育と共に,指導内容が一貫している「一貫指導Jが重要である.

そのために,指導者は, 子ども達にとつて魅力あるスポーツになるような目標を設定するこ

とが重要であり,発育発達に従つて目標を設定し,これらの目標を体系的に高めて行きなが

ら,長期的な視野で少しずつ習得させていくことが重要である

この時の目標は, 子ども達の発育発達段階に応 じた トレーニング内容で設定されるべきであ

る

1)発育・発達に応 じた指導内容 (p.154)

発育発達段階に応 じた トレーニングを展開していく中で,課題が「吸収しやすい時期」と「吸

収しにくい時期」とがあるため、その時期を適切に把握した指導が重要である.試合での勝ち

負けに固執 した指導では,発育・発達の段階を無視した トレーニングが進められ,正常な発育

と発達を害することになる

2)Pre‐Golden Ageと Golden Ageに おける トレーニング (p.15o

この時期は,スポーツの基礎づくりから種々の技術を獲得するのに最も重要な時期である.

(1)プ レゴールデン エイジ :5,6歳 から8歳頃にかけて

(2)ゴールデン エイジ :9歳 から 12歳 にかけて

<1>プ レゴールデンエイジ (6歳 から8歳にかけて)小学校 1年から3年にかけて

この時期の特徴は,神経系の発達が著しい時期であり,様々な神経回路が張り巡らされ

る

新生児では,神経細胞が過剰につくられる (神経過増殖現象)が,やがて必要な神経回



路が形成 されると余分の神経細胞や神経線維 (軸索)が消失する.

ニューロンの構造とシナップス

「運動浪費 J:その運動と関係ない神経回路まで興奮させてしまい, 目的に合わない動

きが出て しまうこと

「随伴運動」:「運動浪費」による余分な動作のこと

「運動衝動」:自 然な欲求として興味がどんどん移 り,集中力が継続 しない特徴の時期

である そのため,多種多様な

"1激

を求めてお り,動いていないと気

が済まない状態のことを言 う

8歳頃には徐々にこれらの特徴はみられなくなる.

<2>プ レゴールデ ン エイジの トレー■ング (p.155)

集中力が持続 しないこの年齢段階の特徴から,多種多様な トレーニング内容を準備 し

ておく必要がある

この年齢段階の特徴 として,スポーツ種 日の基礎技術を繰 り返 し反復練習させること

が重要である

しか し, この年齢段階では,スポーツ種 日そのものの技術にこだわることなく,様々

な遊びを通 して,各種スポーツ種 目にとつて必要になる基本的な動きを獲得 しておく

ことも重要である.

<3>ゴールデ ンエイジ (9歳 か ら 12歳 にかけて)小学校 4年か ら中学 1年 にかけて

(p.156)

この時期の特徴は,「運動浪費」や 「運動衝動」が消えて, 目的に合わせて身体を動か

せるようになり,上手に動かせるだけでなく,それぞれの動きをコントロールできる

』
○



ようになる

「即座 の習得」:新 しい動きを何度か見ただけですぐに身につけることができること

この時期にスポーツに関わる多くの動きが覚えられ, この時期に覚えた動きは一生忘

れない

身長や体重など形態的な面でからだのプロポーションも非常にバランスがとれ,動き

の習得には最高の時期 と言える

<4>ゴールデ ン エイジの トレーニング p.156‐ 157

ある特定のスポーツ種日だけを行 うことよりも,幅広 く運動経験を積むためにも,

種々のスポーツ種 目を経験 しておくことが重要である

「時期を得た専門化」:体操競技やフィギアスケー ト,卓球といつた種日は,基礎を養

成 した上で他の種 日より早い段階での専門化も必要である

この時期,体力面では持久的な トレーニング効果が得 られやすい時期なので,適正な

持続時間での持久カ トレーニングを行 う必要もある.

<5>ポ ス ト ゴールデン エイジの トレーニング p.157

発育発達のスパー トを迎えるこの時期は,身体的な発達が急激であることと,動 きを

理性的に理解 しようとするため,「即座の習得」も見られなくなる

従つて, この時期は, これまでに獲得 した技術を維持することと,その動きの質を高

める努力が重要である

また,理性的に理解 しようとする特徴を生かして,技術や戦略に関する問題に注意を

向けさせることも重要であり,「考えながら練習する」とい う習慣づけが重要である.

特に,体力面では,男性ホルモンの分泌で,筋力,特に速筋繊維の発達が進むので,

動きを「より速く」「より強く」といつた トレーニングが有効である.

く6>イ ンデ ィベ ンデ ン ト エイジの トレーニング P.158

発育のスパー トが終わり,成人の体型に近づく時期で,特に,短時間にパワーを引き出

す能力や無酸素性能力の高まる時期である

トレーニングは,専門的な技術や専門的な体カ トレーニングが中心の内容 となる

性差に応 じた トレーニングが重要である
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