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Ⅰ 問題・目的

子どもの健やかな成長が，子どもの生活習
慣と深い関係があると言われて久しい。子ど
もの意欲や気力の低下，身体能力や身体発育
の面においても低下傾向が見られ，食事を中
心とした生活習慣との関係があることは，多
くの研究により明らかにされている。しかし
今日の幼児を取り巻く環境は，子どもが健や
かに育つための力を獲得できず，先にあげた
負の傾向がますます顕著になっている。
また児童虐待，離婚など子どもに大きな影

響を与えることが明らかな事象から「過干渉」
「甘やかし」など子どもに良かれと思って一
生懸命子育てをしている家庭に育つ子どもの
中にも大きな問題を抱えている場合があり，
子育てをする環境には多くの課題が山積して
いる。
乳幼児の心身の健康に貢献する環境として

幼稚園及び保育園があげられるが，幼稚園は
文部科学省の管轄，保育園は厚生労働省の管

轄である。
保育園入所を許可される要件は「日中の保

育に欠ける」場合が一般的であり，保育の必
要性が幼稚園に入所している幼児に比べ高い
のが特徴である。母親の就労や病気，家庭内
での老親の介護などにより保育を必要とする
ための入所であり，乳幼児の世話が家庭で十
分にできない者等が対象である。
それに対し幼稚園に乳幼児を通園させる親

は，教育的な関心や配慮から通園させると考
えられ，より乳幼児の心身の発達やしつけや
育て方に高い関心があると考えられる。つま
り従来から指摘されるように，幼稚園と保育
所に子どもを通わせる親の意識や子どもの生
活スタイルには違いがあると考えられる。
そこで本報告では，岐阜県山県市内の幼稚

園と保育園に通園している子どもの生活習慣
の獲得の実態を調査し，生活習慣獲得のため
の今日の問題点や今後の課題を明らかにした
い。
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Ⅱ 方法

⑴ 対象
岐阜県山県市内の幼稚園及び保育園の3歳

児を持つ保護者を対象に調査をお願いし，Ｈ
幼稚園76人，Ｓ保育園6人，Ｔ保育園43人，
ＴＭ保育園29人，Ｉ保育園25人，ＩＷ保育園
8人，ＩＮ保育園5人，ＵＭ保育園7人，Ｏ
保育園6人，Ｎ保育園11人，ＴＮ保育園7人
であり，幼稚園76人，保育園147人，計223人
の回答を回収した。
回答した人は，図1のように幼稚園は75人

（98．7％）が母親，父親1人（1．3％）であっ
た。それに対し保育園は144人（98％）が母
親，父親1人（0．7％），祖母1人（0．7％）
が回答している。
また図2の回答者の就労状況を見ると，幼

稚園は61．8％が専業主婦であり，保育園は
31％が専業主婦と回答しており，専業主婦率

は幼稚園の約半分である。保育園の「保育に
欠ける」入所要件のうち就労のための入所で
ないものが3割（専業主婦）である。

⑵ 実施時期
平成21年7月に各園の3歳児担当の保育者

を通して保護者に質問紙を配布，1週間後に
回収した。

⑶ 調査内容
質問紙は，「幼稚園教育要領2）」及び「保育

所保育指針1）」にあげられている3歳児の獲
得すべき基本的生活習慣，すなわち「清潔」
「食事」「着脱衣」「排泄」「睡眠」の5つの
領域について獲得されているかどうかを問う
内容で構成した。質問紙の内容は，対象児以
外の子どもの人数と年齢，家族構成，母親の
就業形態など対象児童プロフィール把握のた
めの6項目，「決まった時間におやつを食べ
る」「決まった時間に排便をする」「おねしょ
をする」など基本的生活習慣を問う質問36項
目，そして生活時間帯を把握する時間帯調査
1項目の計43項目で構成した。

⑷ 分析方法
質問紙調査により得られた回答は，統計解

析ソフト SPSSを使用し解析を行った。

Ⅲ 結果と考察

⑴ 子どもの生活リズム
①起床時間
図3は子どもの起床時間を園種別に見たも

のである。幼稚園は子どもの起床時間のピー
クは7：00で44．7％であり，6：30起床の
30．3％を足すと75％が6：30から7：00まで
に起床している。保育園もピークは7：00起
床の40．1％であり，続いて6：30起床24．5％
である。しかし7：30以降に起床する子ども

図1 回答者の幼児との関係

図2 回答者の就労状況
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が，幼稚園の場合7：30起床11．8％，8：00
起床5．3％を足して17．1％であるのに対し，
保 育 園 は7：30起 床18．4％，8：00起 床
8．8％，8：30起床1．4％と28．6％を占め，幼
稚園に比べて7：30以降に起床するものが
11．5％多い。

②朝食時間
図4は園種別に見た朝食時間である。
幼稚園の朝食時間のピークは7：30の

52．6％であり，7：00の22．4％であり，7：
00～7：30に朝食をとるものは75％である。
一方保育園のピークは7：30の43．5％，8：
00の19％，7：00の18．4％となっている。幼
稚園の起床時間は6：30～7：00に75％であ
り，朝食時間も7：00～7：30に連続してと

られている。保育園は起床時間が6：30～
7：30のものが84％であり，朝食は7：00～
8：00に摂っているものが80．9％である。つ
まり起床時間及び朝食時間が分散する傾向に
ある。しかも8：00～9：00に朝食を摂って
いるものが31％であり，幼稚園の17％（8：
00朝食11．8％，8：30朝食5．3％）に比べる
と2倍である。
保育園は幼稚園に比べ，生活習慣帯が集中

せず，各家庭の事情により時間帯が分散する
傾向がみられる。

③排便時間
図5は園種別に見た排便時間である。
幼稚園は7：30排便30．3％，8：00排便

26．3％であり，6割弱のものが7：30～8：
00に排便をする。これは食事との関連が高く
食後に排便をするという習慣があると考えら
れる。
しかし保育園は，7：30排便30．6％であ

り，その次に高いのは無記入の26．5％である。
これは排便の時間が一定していないため記入
されないのではないだろうか。保育園の場合，
食事と排便が連動しているグループはある
が，幼稚園ほどには連関が見られず排便時間
にばらつきが大きい。

図3 園種別に見た子どもの起床時間

図4 園種別に見た朝食時間 図5 園種別に見た排便時間
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図6 園種別に見た歯磨き時間

④歯磨き時間
図6は園種別に見た歯磨き時間である。
幼稚園は7：30～8：30に歯磨きをするも

のが81．6％である。それに対し保育園も7：
30～8：30に歯磨きを実施するものが多く
64．7％である。
しかし保育園の場合，歯磨き時間の無記入

が26．5％と幼稚園に比べて多く，これは歯磨
きの決まった時間が設定されていない家庭が
多いためではないかと推測できる。

⑤登園時間
図7は園種別に登園時間をあらわしたもの

である。
幼稚園は8：30に登園するものが最も多く

44．7％である。続いて9：00登園が23．7％，

9：30登園が18．4％である。起床時間が6：
30～7：00に集中し75％であったことから登
園の2時間前に起床しているのではないかと
思われる。
保育園は8：30登園が39．5％，9：00登園

が35．4％と8：30～9：00に登園するものが
74．9％である。しかし保育園の場合，起床時
間が6：30～7：00のものは約65％であり，
10％弱のものが7：00以降に起床し，慌ただ
しく朝の身支度をする子どもと母親の姿があ
るのではないかと思われる。

⑥夕食時間
図8は園種別に見た夕食時間である。
図8を見ると，幼稚園は夕食時間として一

番多いのは18：00の27．6％である。続いて
18：30の26．3％，19：00の23．7％となってい
る。最も早い時間に食事をとっているもので
17：30であり，最も遅いもので20：00である。
一方保育園は，18：30に夕食を摂っているも
のが一番多く32．7％，次に18：00の24．5％，
19：00が20．4％と続く。夕食時間は幼稚園・
保育園ともに18：00～19：00に摂っている家
庭が多いが，保育園の場合早く夕食を摂るも
のでは16：00にと回答したものが0．7％，そ
して最も遅く夕食を摂る家庭では21：30とい
う回答が見られた。仕事の都合であろうが，

図7 園種別に見た登園時間 図8 園種別に見た夕食時間
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図9 園種別に見た就寝時間

保育園は早いもしくは非常に遅い時間の夕食
を摂るものが2．1％見られるが，このような
極端な夕食時間は幼稚園には見られない。

⑦就寝時間
図9は園種別に見た就寝時間である。
幼稚園では，21：00就寝34．2％，20：30就

寝27．6％，21：30就寝17．1％である。つまり
20：30～21：30で約8割のものが就寝してい
る。また最も早い就寝で19：30，遅い就寝は
22：00である。それに対し保育園は21：00に
就寝するものが最も多く41．5％，次に21：30
就寝22．4％，20：30就寝12．9％，22：00就寝
10．2％である。保育園の最も早い就寝は，幼
稚園と同じく19：30であり，遅い就寝は24：
00が0．7％である。幼稚園は概ね20：30～21：
00に就寝時間のピークがあるのに対し，保育
園の場合は21：00～21：30に就寝時間のピー
クがある。つまり保育園よりも幼稚園の方が
30分程度就寝時間が早い。

⑵ 基本的生活習慣の獲得
基本的生活習慣には，食事，排泄，睡眠，

清潔，着脱衣がある。この5つの領域につい
てそれぞれ3歳児の獲得すべき項目を抽出し
て質問し「いつもする」「ほとんどいつもす
る」「ほとんどない」「全くない」の4択で回

答をしてもらった。その結果について統計処
理を行い，χ2検定で5％水準以上の有意差が
認められたものについて述べる。

①決まった時間の就寝時間
子どもの生活リズムの「⑦就寝時間」でも

述べたが，就寝時間が決まっているか否か，
幼稚園と保育園別に見たとき，1％水準で有
意な差が認められた。
図10を見ると，「ほとんどいつも」が69．7％，

「いつもする」が30．3％であり，幼稚園に通
う全員の就寝時間が習慣化されている。前述
した就寝時間の概ね20：30～21：00に就寝す
るという記載は，たまたまのものではなく毎
日のリズムになっていることがわかる。
保育園は，決まった時間に就寝することが

「ほとんどない」 ものが11．6％，「全くない」
ものが0．7％おり，約10人に1人強の子ども
が毎日その日のなりゆきで就寝し，決まった
時間での就寝が習慣化されていない。
そこで，先の就寝時間項目で，24時まで起

きている子どもは，24時就寝が習慣化されて
いるのではなく，バラバラな就寝時間である
ことが推測される。不規則勤務により母親の
帰宅が同じではなく，子どもの生活習慣に影
響を与えてることも考えられる。

図10 決まっている就寝時間
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図11 園種別に見た蝶結び

②蝶結び
図11は園種別に見た蝶結びができるかを表

した図である。蝶結びができるかの問の結果
5％水準で有意な差が認められた。
幼稚園は蝶結びが「ほとんどない」が

18．4％，「全くない」が81．6％で，幼稚園に
通園する3歳児の全員が蝶結びはほとんどで
きないと答えている。それに対し保育園に通
園する子どもは「いつもする」が4．1％，「ほ
とんどいつもする」が6．1％，「ほとんどない」
22．4％，「まったくない」67．3％である。
幼稚園に通園する子どもでは，蝶結びので

きる子どもは全くいないが，保育園に通園す
る子どものうち約1割が蝶結びができる。こ
れは幼稚園に通園する子どもの場合，母親が
常に子どもの世話をすることができ，3歳児
に難しそうに見える蝶結びは子どもにさせず
親が手を出して技術の獲得ができないでいる
と考えられる。保育園に通園する子どもでは，
母親が四六時中子どもの世話をすることがで
きないため，子どもが自分でできるようにし
つけることが多いのではないかと思われる。

③服の着脱
服の着脱衣を自分でできるかの問について

の結果1％水準で有意差が見られた。
幼稚園は，「いつもする」が42．1％，「ほと

んどいつもする」53．9％と96％の子どもが着
脱衣を自分ですることができる。
保育園は「いつもする」62．6％，「ほとん

どいつもする」36．7％であり，99％の子ども
が自分で着脱衣している。差が見られるのは
概ねできるのであるが「いつもする」と「ほ
とんどいつもする」の回答に違いがあるため
であり，保育園に通園する子どもの方が，着
脱衣の自立が高いと回答者は評価している。
これは先の蝶結びと同様に，保護者が四六

時中面倒を見ることができないため，できる
だけ子ども自身に自立的行動をとらせること
が必然になっているためと考えられる。
その結果，蝶結び，着脱衣など手の巧緻性

を求められる生活技術が早くに獲得できるの
ではないだろうか。

Ⅳ 総合考察・今後の課題

幼稚園に通園する子どもと保育園に通園す
る子どもでは，その生活リズムの実態はどの
ようになっているのか，違いがあるのか，ま
た生活習慣の獲得に差が見られるのかを検討
した結果，次のことが言える。
起床時間，朝食時間などの生活リズムは，

幼稚園の通園する子どもの方が，一定傾向を
持ち，保育園に通う子どもよりも30分程度就
寝時間が早いなど子どもの生活スタイルが確

図12 園種別に見た着脱衣
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立されている。それに対し保育園に通園する
子どもの生活リズムは，大人の時間に影響を
受ける場合が見られ，極端なものでは就寝時
間が24時というケースが見られた。しかも規
則正しい生活が確保されていないものもわず
かであるがおり，その日その日のリズムが
整っていない生活をしていることが明らかに
なった。
基本的生活習慣については，就寝時間，蝶

結び，着脱衣に幼稚園通園児と保育園通園児
との間に差が見られた。就寝時間は幼稚園児
の場合100％のものがいつも決まった時間に
だいたい就寝できるが，保育園児の場合全く
決まっていないものがみられた。これは親の
生活スタイルが，子どもに影響しているため
と考えられる。また，しつけには忍耐と時間
が必要であるが，その手間をかけることがで
きない親がいることも推測できる。
蝶結び，着脱衣など親が手をかけることの

できる幼稚園児よりも，親が手をかけるため
の十分な時間が持てない保育園児の方が，そ
の習慣を獲得していることが明らかになっ
た。
以上より，親が四六時中面倒を見ることが

できないことで，子どもの生活技術は早期に

身に付くが，生活リズムといった精神的なよ
り添いや忍耐が必要な項目については幼稚園
児の方がよく獲得されている。
また，家庭の生活習慣は家庭内におけるし

つけの影響を強く受けると考えるが，その背
景には幼稚園と保育園の教育方針が保護者の
しつけ観に影響を与える面もあるであろう。
今後さらに生活習慣が子どもの心にどのよ

うな影響を与えるのか，この報告をもとに発
展させていく予定である。また，教育方針や
園への在園時間の違いによる生活習慣の獲得
の影響についても検討を行いたい。
調査にご協力いただいた山県市役所，山県

市立保育所・山県市内幼稚園及び保護者様に
感謝申し上げます。
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