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Green and blue spaces and psycho-physiological
adaptation in primary school children: The SOTOASOBI Project

Mari Yoshinaga and Koji Ohnishi

Table １．Percentages of children’s gender by schools

Background:
This study used the framework of a community based participatory 
research approach. In this area the local government is planning to have a 
new adventure playground and we have taken part in the activity to 
encourage residents to support the plan in SOTOASOBI project

Objective: 
We examined the impact of contact with green and blue settings on 
indicators of psycho-physiological adaptation in school children. The 
SOTOASOBI Project is a cross-sectional study conducted in Kinuta Area, 
Setagaya, Tokyo, using community based participatory research approach.

Background and Objective Subjects and Methods

We obtained data using self-rated questionnaire conducted among children 
of two elementary schools (K & F) as shown in Figure 1. The inquiry items 
were concerning their way and places of outdoor play, psychological mood, 
level of motivation, and self-efficacy in academic achievements. In addition, 
their parents were asked the duration that the subject children spent in 
green and blue spaces including the adventure playground, ordinary parks 
with a fringe of trees and gardens, and playground on the riverside. Parents 
were also asked to respond to the Strength and Difficulties Questionnaires 
(SDQ) and ADHD/DSM-V questionnaire. 
We also conducted a workshop-tour involving walking around the play spots 
in their residential area to share the children’s experience during playing 
nearby green and blue environment (Figure 2). The tracks recorded by GPS 
were shown in Figure 1. The description of the results from the workshop -
tour are not included in this presentation.

Results
Green and Blue outdoor settings appear to induce the well-adapted condition among children and the 
association is more significant when the time spent there was longer. The results of parents’ SDQ scores are 
partly statistically significantly different between groups that do and do not engage in playing in Green and Blue 
settings, frequent active playing, and frequent outdoor playing. Additionally, ADHD/DSM-5 scores indicated the 
well-adapted condition among children who played in such an environment and spent much time playing.

Table 3. Comparison of SDQ scores

Conclusion
These findings support beneficial impacts of contact with green and blue setting on psycho-physiological adaptation in school children.

Figure 1. Research site (left) and subjects’ walking tracks recorded by 
GPS on the day of the walking workshop-tour

Figure 2. Photos of walking workshop-tour

Figure 3. Comparison of ADHD/DSM-5 scores between groups that did and did not 
engage in “play in green” (left) and “frequent active play” (right).

* *
Play in green Frequent active play


コード表

		二子玉川小学校遊び場調査　保護者用アンケート フタコタマガワ ショウガッコウ アソ バ チョウサ ホゴシャヨウ

		【１】お子さんは小学校に入学してから、放課後はどのように過ごしていますか。 コ ショウガッコウ ニュウガク ホウカゴ ス

								1		2		3		4		5

		【１】-1）		友達と自宅や友人宅で遊んでいる トモダチ ジタク ユウジンタク アソ		SA		めったにない		１か月に１回-３回 ゲツ カイ カイ		一週間に１回-２回 イッシュウカン カイ カイ		一週間に３回-４回 イッシュウカン カイ カイ		ほぼ毎日 マイニチ

		【１】-2）		公園で遊んでいる コウエン アソ		SA		めったにない		１か月に１回-３回 ゲツ カイ カイ		一週間に１回-２回 イッシュウカン カイ カイ		一週間に３回-４回 イッシュウカン カイ カイ		ほぼ毎日 マイニチ

		【１】-3）		プレーパークに行っている イ		SA		めったにない		１か月に１回-３回 ゲツ カイ カイ		一週間に１回-２回 イッシュウカン カイ カイ		一週間に３回-４回 イッシュウカン カイ カイ		ほぼ毎日 マイニチ

		【１】-4）		校庭で遊んでいる コウテイ アソ		SA		めったにない		１か月に１回-３回 ゲツ カイ カイ		一週間に１回-２回 イッシュウカン カイ カイ		一週間に３回-４回 イッシュウカン カイ カイ		ほぼ毎日 マイニチ

		【１】-5）		外に遊びに行かず家の中にいる ソト アソ イ イエ ナカ		SA		めったにない		１か月に１回-３回 ゲツ カイ カイ		一週間に１回-２回 イッシュウカン カイ カイ		一週間に３回-４回 イッシュウカン カイ カイ		ほぼ毎日 マイニチ

		【１】-6）		塾や習い事に行っている ジュク ナラ ゴト イ		SA		めったにない		１か月に１回-３回 ゲツ カイ カイ		一週間に１回-２回 イッシュウカン カイ カイ		一週間に３回-４回 イッシュウカン カイ カイ		ほぼ毎日 マイニチ

		【１】-7）		学童やBOPに行っている ガクドウ イ		SA		めったにない		１か月に１回-３回 ゲツ カイ カイ		一週間に１回-２回 イッシュウカン カイ カイ		一週間に３回-４回 イッシュウカン カイ カイ		ほぼ毎日 マイニチ

		【１】-8）		児童館に行っている ジドウカン イ		SA		めったにない		１か月に１回-３回 ゲツ カイ カイ		一週間に１回-２回 イッシュウカン カイ カイ		一週間に３回-４回 イッシュウカン カイ カイ		ほぼ毎日 マイニチ

		【１】-9）		その他 タ		FA

		【２】次のことを、お子さんは毎日どれくらいの時間していますか。 ツギ コ マイニチ ジカン						1		2		3		4

		【２】-1）		体をうごかして遊ぶ時間（学校の休み時間以外に） カラダ アソ ジカン ガッコウ ヤス ジカン イガイ		SA		ほとんどしない		30分ぐらい フン		1時間ぐらい ジカン		2時間よりながい ジカン

		【２】-2）		テレビやビデオ、インターネット動画をみる時間 ドウガ ジカン		SA		ほとんどしない		30分ぐらい フン		1時間ぐらい ジカン		2時間よりながい ジカン

		【２】-3）		電子ゲームをする時間 デンシ ジカン		SA		ほとんどしない		30分ぐらい フン		1時間ぐらい ジカン		2時間よりながい ジカン

		【２】-4）		木や草がある緑の自然環境で遊ぶこと キ クサ ミドリ シゼン カンキョウ アソ		SA		ほとんどしない		30分ぐらい フン		1時間ぐらい ジカン		2時間よりながい ジカン

		【２】-5）		登下校や遊びや習い事にいくときに4）の環境を通る時間 トウゲコウ アソ ナラ ゴト カンキョウ トオ ジカン		SA		ほとんどしない		30分ぐらい フン		1時間ぐらい ジカン		2時間よりながい ジカン

		【２】-6）		池や川などの水辺のある自然環境で遊ぶこと イケ カワ ミズベ シゼン カンキョウ アソ		SA		ほとんどしない		30分ぐらい フン		1時間ぐらい ジカン		2時間よりながい ジカン

		【２】-7）		登下校や遊びや習い事にいくときに6）の環境を通る時間 トウゲコウ アソ ナラ ゴト カンキョウ トオ ジカン		SA		ほとんどしない		30分ぐらい フン		1時間ぐらい ジカン		2時間よりながい ジカン

		【3】お子さんの遊び場について教えてください。 コ アソ バ オシ

		【３】-①子どもだけで遊ぶときは主にどこで遊んでいますか コ アソ オモ アソ						1		0

		【３】-①-１		校庭 コウテイ		SA		○がある		無記入 ム キニュウ

		【３】-①-２		体育館 タイイクカン		SA		○がある		無記入 ム キニュウ

		【３】-①-３		緑道 リョクドウ		SA		○がある		無記入 ム キニュウ

		【３】-①-４		空き地 ア チ		SA		○がある		無記入 ム キニュウ

		【３】-①-５		児童館 ジドウカン		SA		○がある		無記入 ム キニュウ

		【３】-①-６		自宅の中 ジタク ナカ		SA		○がある		無記入 ム キニュウ

		【３】-①-７		友人宅の中 ユウジンタク ナカ		SA		○がある		無記入 ム キニュウ

		【３】-①-８		親戚の家の中 シンセキ イエ ナカ		SA		○がある		無記入 ム キニュウ

		【３】-①-９		誰かのうちの庭 ダレ ニワ		SA		○がある		無記入 ム キニュウ

		【３】-①-１０		岡本公園 オカモト コウエン		SA		○がある		無記入 ム キニュウ

		【３】-①-１２		小さい広場や公園 チイ ヒロバ コウエン		SA		○がある		無記入 ム キニュウ

		【３】-①-１３		自宅近くの道 ジタク チカ ミチ		SA		○がある		無記入 ム キニュウ

		【３】-①-１４		マンションの広場 ヒロバ		SA		○がある		無記入 ム キニュウ

		【３】-①-１５		きぬたまのプレーパーク		SA		○がある		無記入 ム キニュウ

		【３】-①-１６		大蔵運動公園 オオクラ ウンドウ コウエン		SA		○がある		無記入 ム キニュウ

		【３】-①-１７		塾や習い事の近く ジュク ナラ ゴト チカ		SA		○がある		無記入 ム キニュウ

		【３】-①-１８		駅前の広場など エキマエ ヒロバ		SA		○がある		無記入 ム キニュウ

		【３】-①-１９		幼稚園や保育園 ヨウチエン ホイクエン		SA		○がある		無記入 ム キニュウ

		【３】-①-２０		コンビニ		SA		○がある		無記入 ム キニュウ

		【３】-①-２１		駄菓子屋 ダガシヤ		SA		○がある		無記入 ム キニュウ

		【３】-①-２２		神社 ジンジャ		SA		○がある		無記入 ム キニュウ

		【３】-①-２３		寺 テラ		SA		○がある		無記入 ム キニュウ

		【３】-①-２４		仙川沿いのそばや橋 セン カワ ゾ ハシ		SA		○がある		無記入 ム キニュウ

		【３】-①-２５		池のそば イケ		SA		○がある		無記入 ム キニュウ

		【３】-①-２６		商店街 ショウテンガイ		SA		○がある		無記入 ム キニュウ

		【３】-①-２７		多摩川の河原や兵庫橋のあたり タマガワ カワラ ヒョウゴ バシ		SA		○がある		無記入 ム キニュウ

		【３】-①-２８		野側のそばやがけや橋 ノ ガワ ハシ		SA		○がある		無記入 ム キニュウ

		その他 タ		その他の遊び場 タ アソ バ		FA

		【３】-②お子さんと一緒に遊ぶときは主にどこで遊んでいますか コ イッショ アソ オモ アソ						1		2

		【３】-②-1		校庭 コウテイ		SA		○がある		無記入 ム キニュウ

		【３】-②-2		体育館 タイイクカン		SA		○がある		無記入 ム キニュウ

		【３】-②-3		緑道 リョクドウ		SA		○がある		無記入 ム キニュウ

		【３】-②-4		空き地 ア チ		SA		○がある		無記入 ム キニュウ

		【３】-②-5		児童館 ジドウカン		SA		○がある		無記入 ム キニュウ

		【３】-②-6		自宅の中 ジタク ナカ		SA		○がある		無記入 ム キニュウ

		【３】-②-7		友人宅の中 ユウジンタク ナカ		SA		○がある		無記入 ム キニュウ

		【３】-②-8		親戚の家の中 シンセキ イエ ナカ		SA		○がある		無記入 ム キニュウ

		【３】-②-9		誰かのうちの庭 ダレ ニワ		SA		○がある		無記入 ム キニュウ

		【３】-②-10		岡本公園 オカモト コウエン		SA		○がある		無記入 ム キニュウ

		【３】-②-12		小さい広場や公園 チイ ヒロバ コウエン		SA		○がある		無記入 ム キニュウ

		【３】-②-13		自宅近くの道 ジタク チカ ミチ		SA		○がある		無記入 ム キニュウ

		【３】-②-14		マンションの広場 ヒロバ		SA		○がある		無記入 ム キニュウ

		【３】-②-15		きぬたまのプレーパーク		SA		○がある		無記入 ム キニュウ

		【３】-②-16		大蔵運動公園 オオクラ ウンドウ コウエン		SA		○がある		無記入 ム キニュウ

		【３】-②-17		塾や習い事の近く ジュク ナラ ゴト チカ		SA		○がある		無記入 ム キニュウ

		【３】-②-18		駅前の広場など エキマエ ヒロバ		SA		○がある		無記入 ム キニュウ

		【３】-②-19		幼稚園や保育園 ヨウチエン ホイクエン		SA		○がある		無記入 ム キニュウ

		【３】-②-20		コンビニ		SA		○がある		無記入 ム キニュウ

		【３】-②-21		駄菓子屋 ダガシヤ		SA		○がある		無記入 ム キニュウ

		【３】-②-22		神社 ジンジャ		SA		○がある		無記入 ム キニュウ

		【３】-②-23		寺 テラ		SA		○がある		無記入 ム キニュウ

		【３】-②-24		仙川沿いのそばや橋 セン カワ ゾ ハシ		SA		○がある		無記入 ム キニュウ

		【３】-②-25		池のそば イケ		SA		○がある		無記入 ム キニュウ

		【３】-②-26		商店街 ショウテンガイ		SA		○がある		無記入 ム キニュウ

		【３】-②-27		多摩川の河原や兵庫橋のあたり タマガワ カワラ ヒョウゴ バシ		SA		○がある		無記入 ム キニュウ

		【３】-②-28		野側のそばやがけや橋 ノ ガワ ハシ		SA		○がある		無記入 ム キニュウ

		その他 タ		その他の遊び場 タ アソ バ		FA

		【３】-③お子さんが子どもだけで行く公園はどこですか。 コ コ イ コウエン

		【３】-③-１		子どもだけでよくいく公園１ コ コウエン		FA

		【３】-③-２		子どもだけでよくいく公園２ コ コウエン		FA

		【３】-③-３		子どもだけでよくいく公園３ コ コウエン		FA

		【３】-④お子さんと一緒によく行く公園はどこですか。 コ イッショ イ コウエン

		【３】-④-１		大人と一緒に行く公園１ オトナ イッショ イ コウエン		FA

		【３】-④-２		大人と一緒に行く公園２ オトナ イッショ イ コウエン		FA

		【３】-④-３		大人と一緒に行く公園３ オトナ イッショ イ コウエン		FA

		【３】-⑤-１		子どもだけでよくいく水辺１ コ ミズベ		FA

		【３】-⑤-２		子どもだけでよくいく水辺２ コ ミズベ		FA

		【３】-⑤-３		子どもだけでよくいく水辺３ コ ミズベ		FA

		【３】-⑥-１		大人と一緒に行く水辺１ オトナ イッショ イ ミズベ		FA

		【３】-⑥-２		大人と一緒に行く水辺２ オトナ イッショ イ ミズベ		FA

		【３】-⑥-３		大人と一緒に行く水辺３ オトナ イッショ イ ミズベ		FA

		【４】保護者からみたお子さんの強さと困難さについて ホゴシャ コ ツヨ コンナン

								あてはまらない		まああてはまる		あてはまる

		【４】-1）		他人の気持ちをよく気づかう タニン キモ キ		SA		0		1		2

		【４】-2）		おちつきがなく、長い間じっとしていられない ナガ アイダ		SA		0		1		2

		【４】-3）		頭が痛い、お腹が痛い、気持ちが悪いなどと、よくうったえる アタマ イタ ナカ イタ キモ ワル		SA		0		1		2

		【４】-4）		他の子どもたちと、よく分け合う タ コ ワ ア		SA		0		1		2

		【４】-5）		カッとなったり、かんしゃくを起こすことがよくある オ		SA		0		1		2

		【４】-6）		一人でいるのが好きで、一人で遊ぶことが多い ヒトリ ス ヒトリ アソ オオ		SA		0		1		2

		【４】-7）		素直で、だいたいは大人の言うことをよくきく スナオ オトナ イ		SA		0		1		2

		【４】-8）		心配事が多く、いつも不安なようだ シンパイゴト オオ フアン		SA		0		1		2

		【４】-9）		誰かが心を痛めていたり、嫌な思いをしているときなどにすすんで助ける ダレ ココロ イタ イヤ オモ タス		SA		0		1		2

		【４】-10）		いつもそわそわしたり、もじもじしている		SA		0		1		2

		【４】-11）		中の良い友達が、少なくとも一人はいる ナカ ヨ トモダチ スク ヒトリ		SA		0		1		2

		【４】-12）		よく他の子とケンカをしたり、いじめたりする タ コ		SA		0		1		2

		【４】-13）		落ち込んで沈んでいたり、涙ぐんでいたりすることがよくある オ コ シズ ナミダ		SA		0		1		2

		【４】-14）		他の子どもたちから、だいたいは好かれているようだ タ コ ス		SA		0		1		2

		【４】-15）		すぐに気が散りやすく、注意を集中できない キ チ チュウイ シュウチュウ		SA		0		1		2

		【４】-16）		目新しい場面に直面すると不安ですがりついたり、すぐに自信をなくす メアタラ バメン チョクメン フアン ジシン		SA		0		1		2

		【４】-17）		年下の子どもたちに対してやさしい トシシタ コ タイ		SA		0		1		2

		【４】-18）		よく大人に対して口答えをする オトナ タイ クチゴタ		SA		0		1		2

		【４】-19）		ほかの子から、いじめの対象にされたり、からかわれたりする コ タイショウ		SA		0		1		2

		【４】-20）		自分からすすんで他人をよく手伝う ジブン タニン テツダ		SA		0		1		2

		【４】-21）		よく考えてから行動することができる カンガ コウドウ		SA		0		1		2

		【４】-22）		他の子に対していじわるをする ホカ コ タイ		SA		0		1		2

		【４】-23）		他の子どもたちより、大人といる方がうまくいくようだ ホカ コ オトナ ホウ		SA		0		1		2

		【４】-24）		こわがりで、すぐにおびえたりする		SA		0		1		2

		【４】-25）		ものごとを最後までやりとげ、集中力もある サイゴ シュウチュウリョク		SA		0		1		2

		【５】お子さんの特徴について コ トクチョウ

								ない		ある

		【５】-1）		勉強や遊び等の最中に、不注意なまちがいなどをする ベンキョウ アソ トウ サイチュウ フチュウイ		SA		0		1

		【５】-2）		勉強や遊び等の最中に、注意を持続することができない ベンキョウ アソ トウ サイチュウ チュウイ ジゾク		SA		0		1

		【５】-3）		話しかけられているのに、聞いていないように見えることがある ハナ キ ミ		SA		0		1

		【５】-4）		しばしば言いつけを守らず、片付けや準備等をやりとげることができない イ マモ カタヅ ジュンビ トウ		SA		0		1

		【５】-5）		家の中のことや勉強で順序立ててやることが苦手である イエ ナカ ベンキョウ ジュンジョ タ ニガテ		SA		0		1

		【５】-6）		集中しないとできないことを避ける シュウチュウ サ		SA		0		1

		【５】-7）		勉強道具、重要なもの、遊びの道具などをしばしばなくしてしまう ベンキョウ ドウグ ジュウヨウ アソ ドウグ		SA		0		1

		【５】-8）		音がしたりだれかが通るとすぐに気が散ってしまう オト トオ キ チ		SA		0		1

		【５】-9）		忘れっぽい ワス		SA		0		1

		【５】-10）		手足をそわそわ動かしたりとんとんたたいたり、もじもじする テアシ ウゴ		SA		0		1

		【５】-11）		席についていなくてはいけないときにしばしば席を離れてしまう セキ セキ ハナ		SA		0		1

		【５】-12）		不適切な状況でしばしば走り回ったり高いところに登ったりする フテキセツ ジョウキョウ ハシ マワ タカ ノボ		SA		0		1

		【５】-13）		静かに遊んだり休んだりすることがしばしばできない シズ アソ ヤス		SA		0		1

		【５】-14）		しばしばじっとしていなくて、まるでエンジンで動かされているように行動する ウゴ コウドウ		SA		0		1

		【５】-15）		しばしばしゃべりすぎる		SA		0		1

		【５】-16）		しばしば質問が終わる前に出し抜いて答え始めてしまう シツモン オ マエ ダ ヌ コタ ハジ		SA		0		1

		【５】-17）		しばしば順番を待つことが困難である ジュンバン マ コンナン		SA		0		1

		【５】-18）		しばしば周りの人や相手の邪魔や妨害をしてしまう マワ ヒト アイテ ジャマ ボウガイ		SA		0		1

		【５】-19）		不注意や行動をおさえられないせいで学校生活に支障がある フチュウイ コウドウ ガッコウ セイカツ シショウ		SA		0		1

		【６】遊びに対する考えや子どもの教育環境についての考え アソ タイ カンガ コ キョウイク カンキョウ カンガ

								1		2		3		4		5

		【6】-1）		子どもにとって外遊びは重要である コ ソト アソ ジュウヨウ		SA		そう思わない オモ		あまりそう思わない オモ		どちらともいえない		ややそう思う オモ		そう思う オモ

		【6】-2）		子どもがのびのび自由に遊べるプレーパークのような環境を整備するべきだ コ ジユウ アソ カンキョウ セイビ		SA		そう思わない オモ		あまりそう思わない オモ		どちらともいえない		ややそう思う オモ		そう思う オモ

		【6】-4）		自分の子ども時代はよく外遊びをした ジブン コ ジダイ ソト アソ		SA		そう思わない オモ		あまりそう思わない オモ		どちらともいえない		ややそう思う オモ		そう思う オモ

		【6】-5）		思い切りのびのび遊ぶ際には多少のケガは仕方がない オモ キ アソ サイ タショウ シカタ		SA		そう思わない オモ		あまりそう思わない オモ		どちらともいえない		ややそう思う オモ		そう思う オモ

		【6】-6）		低学年から学校以外の勉強をさせたい テイガクネン ガッコウ イガイ ベンキョウ		SA		そう思わない オモ		あまりそう思わない オモ		どちらともいえない		ややそう思う オモ		そう思う オモ

		【6】-7）		学校以外に地域の子どもの居場所があるといい ガッコウ イガイ チイキ コ イバショ		SA		そう思わない オモ		あまりそう思わない オモ		どちらともいえない		ややそう思う オモ		そう思う オモ

		【6】-8）		子どもが近所の人と挨拶や交流をするのは良いことだ コ キンジョ ヒト アイサツ コウリュウ ヨ		SA		そう思わない オモ		あまりそう思わない オモ		どちらともいえない		ややそう思う オモ		そう思う オモ

		【７】あなたは、住んでいる地域をどう思いますか ス チイキ オモ

								1		2		3		4		5

		【7】-1）		この地域が、すきだ チイキ		SA		そう思わない オモ		あまりそう思わない オモ		どちらともいえない		ややそう思う オモ		そう思う オモ

		【7】-2）		この地域の一員だと感じる チイキ イチイン カン		SA		そう思わない オモ		あまりそう思わない オモ		どちらともいえない		ややそう思う オモ		そう思う オモ

		【7】-3）		この地域は安全だ チイキ アンゼン		SA		そう思わない オモ		あまりそう思わない オモ		どちらともいえない		ややそう思う オモ		そう思う オモ

		【7】-4）		この地域は安心できる チイキ アンシン		SA		そう思わない オモ		あまりそう思わない オモ		どちらともいえない		ややそう思う オモ		そう思う オモ

		【7】-5）		地域の子どもたちに関心がある チイキ コ カンシン		SA		そう思わない オモ		あまりそう思わない オモ		どちらともいえない		ややそう思う オモ		そう思う オモ

		【7】-6）		将来もこの地域に住みたい ショウライ チイキ ス		SA		そう思わない オモ		あまりそう思わない オモ		どちらともいえない		ややそう思う オモ		そう思う オモ

		【８】属性 ゾクセイ

		【８】-1）-１		木や草花がある公園 キ クサ ハナ コウエン		FA		数値入力 スウチ ニュウリョク

		【８】-1）-２		木や草花がある緑道など通行できる場所 キ クサ ハナ リョクドウ ツウコウ バショ		FA		数値入力 スウチ ニュウリョク

		【８】-1）-３		池や川など水辺で遊べる公園や遊び場 イケ カワ ミズベ アソ コウエン アソ バ		FA		数値入力 スウチ ニュウリョク

		【８】-1）-４		池や川など水辺のそばで通行できる場所 イケ カワ ミズベ ツウコウ バショ		FA		数値入力 スウチ ニュウリョク

								1		2		3		4		5

		【８】-2）		年齢 ネンレイ		SA		20代 ダイ		30代 ダイ		40代 ダイ		50代 ダイ		60代以上 ダイ イジョウ

		【８】-3）		お子さんとの関係 コ カンケイ		SA		父親 チチオヤ		母親 ハハオヤ		祖父母 ソフボ		その他 タ

		【８】-4）		勤務形態 キンム ケイタイ		SA		無職 ムショク		非常勤（パート） ヒジョウキン		常勤（フルタイム） ジョウキン

		【８】-5）		世帯人数 セタイ ニンズウ		FA		数値入力 スウチニュウリョク

		【８】-6）-１		居住地（町） キョジュウチ マチ		FA

		【８】-6）-２		居住地（丁目） キョジュウチ チョウ モク		FA

		【８】-7）		居住年数 キョジュウ ネンスウ		SA		1年未満 ネン ミマン		～3年 ネン		～5年 ネン		～10年 ネン		10年以上 ネン イジョウ

		せたがやっ子の遊びと遊び場しらべ コ アソ アソ バ

								1		2

		（１）		学年 ガクネン		FA		数値入力 スウチ ニュウリョク

				性別 セイベツ		SA		男子 ダンシ		女子 ジョシ

				居住地（町） キョジュウチ チョウ		FA

				居住地（丁目） キョジュウチ チョウ モク		FA

		（２）あなたが住んでいる町についてどう思っていますか　 ス マチ オモ						1		2		3		4		5

		（２）-１		このまちがすきだ		SA		思わない オモ		あまりそう思わない オモ		どちらともいえない		まあまあそう思う オモ		思う オモ

		（２）-２		このまちにいるとあんしんする		SA		思わない オモ		あまりそう思わない オモ		どちらともいえない		まあまあそう思う オモ		思う オモ

		（２）-３		このまちはあんぜんだ		SA		思わない オモ		あまりそう思わない オモ		どちらともいえない		まあまあそう思う オモ		思う オモ

		（２）-４		このまちであうおとなは、あいさつをしてくれる		SA		思わない オモ		あまりそう思わない オモ		どちらともいえない		まあまあそう思う オモ		思う オモ

		（２）-５		このまちのおとなははなしをきいてくれる		SA		思わない オモ		あまりそう思わない オモ		どちらともいえない		まあまあそう思う オモ		思う オモ

		（２）-６		しょうらいもこのまちにすみたい		SA		思わない オモ		あまりそう思わない オモ		どちらともいえない		まあまあそう思う オモ		思う オモ

		（３）あなたがよくやる遊び アソ

								1		0

		（３）－１		キャッチボール/野球 ヤキュウ		SA		○がある		無記入 ム キニュウ

		（３）－２		ドッヂボール		SA		○がある		無記入 ム キニュウ

		（３）－３		サッカー		SA		○がある		無記入 ム キニュウ

		（３）－４		バドミントン		SA		○がある		無記入 ム キニュウ

		（３）－５		バレーボール・バスケット		SA		○がある		無記入 ム キニュウ

		（３）－６		むしとり		SA		○がある		無記入 ム キニュウ

		（３）－７		ザリガニつり		SA		○がある		無記入 ム キニュウ

		（３）－８		どんぐりや木のみひろい キ		SA		○がある		無記入 ム キニュウ

		（３）－９		キックボード		SA		○がある		無記入 ム キニュウ

		（３）－１０		じてんしゃのり		SA		○がある		無記入 ム キニュウ

		（３）－１１		すべりだいやぶらんこ		SA		○がある		無記入 ム キニュウ

		（３）－１２		すなやどろあそび		SA		○がある		無記入 ム キニュウ

		（３）－１３		ドロケイ		SA		○がある		無記入 ム キニュウ

		（３）－１４		おにごっこ		SA		○がある		無記入 ム キニュウ

		（３）－１５		花をつむ、みつをすう ハナ		SA		○がある		無記入 ム キニュウ

		（３）－１６		ぽこぺんやかんけり		SA		○がある		無記入 ム キニュウ

		（３）－１７		こうさくやなにかつくる		SA		○がある		無記入 ム キニュウ

		（３）－１８		おいかけっこ		SA		○がある		無記入 ム キニュウ

		（３）－１９		なわとび		SA		○がある		無記入 ム キニュウ

		（３）－２０		ゴムだんやゴムとび		SA		○がある		無記入 ム キニュウ

		（３）－２１		木のぼり キ		SA		○がある		無記入 ム キニュウ

		（３）－２２		おえかきやマンガをかく		SA		○がある		無記入 ム キニュウ

		（３）－２３		ままごとやおにんぎょう		SA		○がある		無記入 ム キニュウ

		（３）－２４		マンガをよむ		SA		○がある		無記入 ム キニュウ

		（３）－２５		ほんをよむ		SA		○がある		無記入 ム キニュウ

		（３）－２６		ゲーム		SA		○がある		無記入 ム キニュウ

		（３）－２７		動画をみる ドウガ		SA		○がある		無記入 ム キニュウ

		その他 タ				FA

		学校の休み時間の遊び ガッコウ ヤス ジカン アソ				MA		,区切りで数字記入 クギ スウジ キニュウ

		（４）よく遊ぶ場所 アソ バショ

								1		0

		（４）-１		こうてい		SA		○がある		無記入 ム キニュウ

		（４）-２		たいいくかん		SA		○がある		無記入 ム キニュウ

		（４）-３		りょくどう		SA		○がある		無記入 ム キニュウ

		（４）-４		あきち		SA		○がある		無記入 ム キニュウ

		（４）-５		じどうかん		SA		○がある		無記入 ム キニュウ

		（４）-６		じぶんのいえのなか		SA		○がある		無記入 ム キニュウ

		（４）-７		ともだちのいえのなか		SA		○がある		無記入 ム キニュウ

		（４）-８		しんせきのいえのなか		SA		○がある		無記入 ム キニュウ

		（４）-９		だれかのうちのにわ		SA		○がある		無記入 ム キニュウ

		（４）-１０		おかもとこうえん		SA		○がある		無記入 ム キニュウ

		（４）-１２		ちいさいこうえんやひろば		SA		○がある		無記入 ム キニュウ

		（４）-１３		いえのちかくのみち		SA		○がある		無記入 ム キニュウ

		（４）-１４		マンションのそとのひろば		SA		○がある		無記入 ム キニュウ

		（４）-１５		きぬたまのプレーパーク		SA		○がある		無記入 ム キニュウ

		（４）-１６		おおくらうんどうこうえん		SA		○がある		無記入 ム キニュウ

		（４）-１７		じゅくやならいごとのばしょ		SA		○がある		無記入 ム キニュウ

		（４）-１８		えきのそばのひろば		SA		○がある		無記入 ム キニュウ

		（４）-１９		ようちえんやほいくえん		SA		○がある		無記入 ム キニュウ

		（４）-２０		コンビニ		SA		○がある		無記入 ム キニュウ

		（４）-２１		だがしや		SA		○がある		無記入 ム キニュウ

		（４）-２２		じんじゃ		SA		○がある		無記入 ム キニュウ

		（４）-２３		おてら		SA		○がある		無記入 ム キニュウ

		（４）-２４		せんかわのそばやはし		SA		○がある		無記入 ム キニュウ

		（４）-２５		いけのそば		SA		○がある		無記入 ム キニュウ

		（４）-２６		おみせのちかく		SA		○がある		無記入 ム キニュウ

		（４）-２７		たまがわのかわらやひょうごばしのあたり		SA		○がある		無記入 ム キニュウ

		（４）-２８		のがわのそばやがけやはし		SA		○がある		無記入 ム キニュウ

		その他 タ

		（５）（４）の遊び場のなかで特に好きな場所の番号 アソ バ トク ス バショ バンゴウ

		（５）－１		好きな場所１ ス バショ		FA		数字記入 スウジ キニュウ

		（５）－２		好きな場所２ ス バショ		FA		数字記入 スウジ キニュウ

		（５）－３		好きな場所３ ス バショ		FA		数字記入 スウジ キニュウ

		（６）よくいくこうえんのなまえ

		（６）－１		公園１ コウエン		FA		数字記入 スウジ キニュウ

		（６）－２		公園２ コウエン		FA		数字記入 スウジ キニュウ

		（６）－３		公園３ コウエン		FA		数字記入 スウジ キニュウ

		（７）あなたにはまちの中にじぶんたちのひみつのみちがある？ ナカ

								1		2		3

		（７）		秘密基地の有無 ヒミツ キチ ウム		SA		ある		ない		あるけれどおしえられない

		（７）具体例 グタイ レイ

		（８）あなたは、まちの中をじぶんたちでたんけんすることがある？ ナカ

								1		2

		（８）-１		探検の有無 タンケン ウム		SA		ある		ない

		（８）具体例 グタイ レイ		どんな場所 バショ		FA

		（９）つぎのようなことをやったことがありますか						1		2

		生卵 ナマタマゴ		なまたまごをわったこと		SA		ある		ない

		米 コメ		米をといだこと コメ		SA		ある		ない

		花 ハナ		はなのみつをすったこと		SA		ある		ない

		食器 ショッキ		しょっきをあらうこと		SA		ある		ない

		木登 キノボリ		きのぼりをしたこと		SA		ある		ない

		カンきり		カンきりでカンづめをあけること		SA		ある		ない

		大通り オオドオ		おおきなみちをひとりでわたったこと		SA		ある		ない

		包丁 ホウチョウ		ほうちょうでりょうりをすること		SA		ある		ない

		赤ちゃん アカ		あかちゃんをだいたこと		SA		ある		ない

		（１０）あなたのふだんの生活についておしえてください セイカツ

								1		2		3

		（１０）-ア		よるねる時間はきまっていますか ジカン		SA		いつも決まっている キ		決まっていない キ

		（１０）-イ		ねるのがおそくなるりゆう（３つまで）		MA		,区切りで数字記入 クギ スウジ キニュウ

		（１０）-ウ		ふとんにはいって、すぐにねむれるか		SA		すぐにねむれる		ときどきねむれないことがある		いつも、なかなかねむれない

		（１０）-エ		あさおきる時間はきまっているか ジカン		SA		いつも決まっている キ		決まっていない キ

		（１０）-エ時間 ジカン		おきるじかんはだいたいなんじごろですか		FA

		（１０）-オ		どうやっておきていますか		SA		しぜんにめがさめる		めざましどけいでじぶんでおきる		うちのひとにおこされる

		（１０）-カ		おきたときのかんじはどうですか		SA		すっきりしている		すこし、ねむたい		とても、ねむたい

		（１１）つぎのことをまいにちどれくらいやっていますか。

								1		2		3

		からだ		からだをうごかしてあそぶ				ほとんどしない		30分から1時間ぐらい フン ジカン		1時間以上 ジカン イジョウ

		自然遊び シゼン アソ		木や草花があるような自然のなかであそぶ キ クサバナ シゼン				ほとんどしない		30分から1時間ぐらい フン ジカン		1時間以上 ジカン イジョウ

		自然通過 シゼン ツウカ		木や草花があるような自然のなかをとおる キ クサバナ シゼン				ほとんどしない		30分から1時間ぐらい フン ジカン		1時間以上 ジカン イジョウ

		水辺遊び ミズベ アソ		かわやいけなどのみずがあるところのそばであそぶ				ほとんどしない		30分から1時間ぐらい フン ジカン		1時間以上 ジカン イジョウ

		水辺通過 ミズベ ツウカ		かわやいけなどのみずがあるところのそばでをとおる				ほとんどしない		30分から1時間ぐらい フン ジカン		1時間以上 ジカン イジョウ

		動画 ドウガ		テレビやビデオ、動画をみる ドウガ				ほとんどしない		30分から1時間ぐらい フン ジカン		1時間以上 ジカン イジョウ

		ゲーム		テレビゲームやDSやPSPをする				ほとんどしない		30分から1時間ぐらい フン ジカン		1時間以上 ジカン イジョウ

		（１２）つぎのようなことがありますか

						1		2		3

		（１２）-１		からだがだるい		よくある		ときどきある		ない

		（１２）-２		いらいらして大声を出したい オオゴエ ダ		よくある		ときどきある		ない

		（１２）-３		しんぱいごとがある		よくある		ときどきある		ない

		（１２）-４		あさ、おなかがいたい		よくある		ときどきある		ない

		（１２）-５		まいにち、うんちがでる		よくある		ときどきある		ない

		（１２）-６		ひととはなすのがいやなときがある		よくある		ときどきある		ない

		（１２）-７		あさごはんをたべないことがある		よくある		ときどきある		ない

		（１３）べんきょうについておしえてください

						1		2		3

		（１３）-１		じゅぎょうちゅうにてをあげる		よくある		ときどきある		ない

		（１３）-２		しゅくだいをわすれることがある		よくある		ときどきある		ない

		（１３）-３		わからないことはせんせいにきく		よくある		ときどきある		ない

		（１３）-４		べんきょうがおもしろいとおもう		よくある		ときどきある		ない

		（１３）-５		ぼんやりしてきいていないことがある		よくある		ときどきある		ない

		（１３）-６		じゅぎょうのとちゅうであきてしまう		よくある		ときどきある		ない





属性

		学年 ガクネン

						割合

		１年生 ネンセイ		99		0.38976

		３年生 ネンセイ		78		0.30709

		５年生 ネンセイ		77		0.30315

		合計		254		1

		性別 セイベツ										Gender								school と 性別 のクロス表

				男子 ダンシ		女子 ジョシ		合計		School		Boys		Girls		合計										性別				合計

		１年生 ネンセイ		56		43		99		F		65.8%		34.2%		99										1		2

		３年生 ネンセイ		43		35		78		K		52.2%		47.8%		78				school		1		度数		164		112		276

		５年生 ネンセイ		55		22		77		Total		55.9%		44.1%		77								school の %		59.40%		40.60%		100.00%

		合計		154		100		254								254						2		度数		223		202		425

										学年 と 性別 のクロス表														school の %		52.50%		47.50%		100.00%

																				合計				度数		387		314		701

																性別								school の %		55.20%		44.80%		100.00%

										学年		1		度数		1		2

														学年 の %		128		121

												2		度数		51.40%		48.60%

														学年 の %		6		5		11

												3		度数		54.50%		45.50%		100.00%

														学年 の %		125		104		229

												4		度数		54.60%		45.40%		100.00%

														学年 の %		3		5		8

												5		度数		37.50%		62.50%		100.00%

		保護者の年齢 ホゴシャ ネンレイ												学年 の %		124		78		202

												6		度数		61.40%		38.60%		100.00%

														学年 の %		1		1		2

				２０代 ダイ		３０代 ダイ		４０代 ダイ		合計				度数		50.00%		50.00%		100.00%

		１年生 ネンセイ		1		50		47						学年 の %		387		314		701

		３年生 ネンセイ		0		26		46								55.20%		44.80%		100.00%

		５年生 ネンセイ		0		17		57

		合計		1		93		150

		回答者の子どもとの関係 カイトウ シャ コ カンケイ

				父親 チチオヤ		母親 ハハオヤ		合計

		１年生 ネンセイ		2		97		99

		３年生 ネンセイ		5		70		75

		５年生 ネンセイ		3		74		77

		合計		10		241		251

		勤務形態 キンム ケイタイ								合計

				無職 ムショク		非常勤（パート） ヒジョウキン		常勤（フルタイム） ジョウキン		99

		１年生 ネンセイ		45		20		34		75

		３年生 ネンセイ		29		23		23		76

		５年生 ネンセイ		24		20		32		250

		合計		98		63		89

		世帯人数 セタイ ニンズウ

										５人 ニン		６人以上 ニンイジョウ		合計

				２人 ニン		３人 ニン		４人 ニン		19		4		99

		１年生 ネンセイ		0		22		54		15		1		76

		３年生 ネンセイ		2		18		40		24		5		77

		５年生 ネンセイ		2		14		35		58		5		252

		合計		3		54		129

		学年 By 居住年数

										～10年 ネン		10年以上 ネン イジョウ		合計

				1年未満 ネン ミマン		～3年 ネン		～5年 ネン		43		22		98

		１年生 ネンセイ		6		11		16		35		20		76

		３年生 ネンセイ		3		9		9		24		31		77

		５年生 ネンセイ		2		6		14		102		73		251

		合計		11		26		39



学年

１年生	99	３年生	78	５年生	77	



性別

男子	１年生	３年生	５年生	56	43	55	女子	１年生	３年生	５年生	43	35	22	





保護者の年齢

２０代	１年生	３年生	５年生	1	0	0	３０代	１年生	３年生	５年生	50	26	17	４０代	１年生	３年生	５年生	47	46	57	１年生	３年生	５年生	0	





回答者の子どもとの関係

父親	１年生	３年生	５年生	2	5	3	母親	１年生	３年生	５年生	97	70	74	





回答者の勤務形態

無職	１年生	３年生	５年生	45	29	24	非常勤（パート）	１年生	３年生	５年生	20	23	20	常勤（フルタイム）	１年生	３年生	５年生	34	23	32	





世帯人数

２人	１年生	３年生	５年生	0	2	2	３人	１年生	３年生	５年生	22	18	14	４人	１年生	３年生	５年生	54	40	35	５人	１年生	３年生	５年生	19	15	24	６人以上	１年生	３年生	５年生	4	1	5	





居住年数

1年未満	１年生	３年生	５年生	6	3	2	～3年	１年生	３年生	５年生	11	9	6	～5年	１年生	３年生	５年生	16	9	14	～10年	１年生	３年生	５年生	43	35	24	10年以上	１年生	３年生	５年生	22	20	31	







問１放課後の様子

		【１】お子さんは小学校に入学してから、放課後はどのように過ごしていますか。 コ ショウガッコウ ニュウガク ホウカゴ ス

		【１】-1）		友達と自宅や友人宅で遊んでいる トモダチ ジタク ユウジンタク アソ

				めったにない		１か月に１回-３回 ゲツ カイ カイ		一週間に１回-２回 イッシュウカン カイ カイ		一週間に３回-４回 イッシュウカン カイ カイ		ほぼ毎日 マイニチ		合計

		１年生 ネンセイ		56		16		16		2		2		92

		３年生 ネンセイ		29		29		13		4		1		76

		５年生 ネンセイ		26		27		19		2		1		75

		合計		111		72		48		8		4		243

		【１】-2）		公園で遊んでいる コウエン アソ

				めったにない		１か月に１回-３回 ゲツ カイ カイ		一週間に１回-２回 イッシュウカン カイ カイ		一週間に３回-４回 イッシュウカン カイ カイ		ほぼ毎日 マイニチ		合計

		１年生 ネンセイ		27		21		32		9		3		92

		３年生 ネンセイ		23		17		25		5		3		73

		５年生 ネンセイ		9		22		26		9		9		75

		合計		59		60		83		23		15		240

		【１】-3）		プレーパークに行っている イ

				めったにない		１か月に１回-３回 ゲツ カイ カイ		一週間に１回-２回 イッシュウカン カイ カイ		一週間に３回-４回 イッシュウカン カイ カイ		ほぼ毎日 マイニチ		合計 ゴウケイ

		１年生 ネンセイ		78		11		0		0		0		89

		３年生 ネンセイ		66		6		1		0		0		73

		５年生 ネンセイ		70		1		1		1		0		73

		合計		214		18		2		1		0		235

		【１】-4）		校庭で遊んでいる コウテイ アソ

				めったにない		１か月に１回-３回 ゲツ カイ カイ		一週間に１回-２回 イッシュウカン カイ カイ		一週間に３回-４回 イッシュウカン カイ カイ		ほぼ毎日 マイニチ		合計 ゴウケイ

		１年生 ネンセイ		46		6		9		16		14		91

		３年生 ネンセイ		26		11		19		8		9		73

		５年生 ネンセイ		64		3		3		2		0		72

		合計		136		20		31		26		23		236

		【１】-5）		外に遊びに行かず家の中にいる ソト アソ イ イエ ナカ

				めったにない		１か月に１回-３回 ゲツ カイ カイ		一週間に１回-２回 イッシュウカン カイ カイ		一週間に３回-４回 イッシュウカン カイ カイ		ほぼ毎日 マイニチ		合計 ゴウケイ

		１年生 ネンセイ		34		17		22		8		5		86

		３年生 ネンセイ		32		16		14		8		3		73

		５年生 ネンセイ		13		11		28		11		8		71

		合計		79		44		64		27		16		230

		【１】-6）		塾や習い事に行っている ジュク ナラ ゴト イ

				めったにない		１か月に１回-３回 ゲツ カイ カイ		一週間に１回-２回 イッシュウカン カイ カイ		一週間に３回-４回 イッシュウカン カイ カイ		ほぼ毎日 マイニチ		合計

		１年生 ネンセイ		10		5		41		25		9		90

		３年生 ネンセイ		3		3		26		38		4		74

		５年生 ネンセイ		8		1		26		34		6		75

		合計		21		9		93		97		19		239

		【１】-7）		学童やBOPに行っている ガクドウ イ

				めったにない		１か月に１回-３回 ゲツ カイ カイ		一週間に１回-２回 イッシュウカン カイ カイ		一週間に３回-４回 イッシュウカン カイ カイ		ほぼ毎日 マイニチ		合計

		１年生 ネンセイ		14		12		22		16		32		96

		３年生 ネンセイ		20		12		15		14		13		74

		５年生 ネンセイ		64		1		4		3		1		73

		合計		98		25		41		33		46		243

		【１】-8）		児童館に行っている ジドウカン イ

				めったにない		１か月に１回-３回 ゲツ カイ カイ		一週間に１回-２回 イッシュウカン カイ カイ		一週間に３回-４回 イッシュウカン カイ カイ		ほぼ毎日 マイニチ		合計

		１年生 ネンセイ		85		2		0		0		1		88

		３年生 ネンセイ		71		0		0		0		1		72

		５年生 ネンセイ		67		5		0		0		0		72

		合計		223		7		0		0		2		232



自宅や友人宅で遊ぶ

めったにない	１年生	３年生	５年生	56	29	26	１か月に１回-３回	１年生	３年生	５年生	16	29	27	一週間に１回-２回	１年生	３年生	５年生	16	13	19	一週間に３回-４回	１年生	３年生	５年生	2	4	2	ほぼ毎日	１年生	３年生	５年生	2	1	1	





公園で遊ぶ

めったにない	１年生	３年生	５年生	27	23	9	１か月に１回-３回	１年生	３年生	５年生	21	17	22	一週間に１回-２回	１年生	３年生	５年生	32	25	26	一週間に３回-４回	１年生	３年生	５年生	9	5	9	ほぼ毎日	１年生	３年生	５年生	3	3	9	





プレーパークに行く

めったにない	１年生	３年生	５年生	78	66	70	１か月に１回-３回	１年生	３年生	５年生	11	6	1	一週間に１回-２回	１年生	３年生	５年生	0	1	1	一週間に３回-４回	１年生	３年生	５年生	0	0	1	ほぼ毎日	１年生	３年生	５年生	0	0	0	





校庭で遊ぶ

めったにない	１年生	３年生	５年生	46	26	64	１か月に１回-３回	１年生	３年生	５年生	6	11	3	一週間に１回-２回	１年生	３年生	５年生	9	19	3	一週間に３回-４回	１年生	３年生	５年生	16	8	2	ほぼ毎日	１年生	３年生	５年生	14	9	0	





外に行かず家の中にいる

めったにない	１年生	３年生	５年生	34	32	13	１か月に１回-３回	１年生	３年生	５年生	17	16	11	一週間に１回-２回	１年生	３年生	５年生	22	14	28	一週間に３回-４回	１年生	３年生	５年生	8	8	11	ほぼ毎日	１年生	３年生	５年生	5	3	8	





塾や習い事に行く

めったにない	１年生	３年生	５年生	10	3	8	１か月に１回-３回	１年生	３年生	５年生	5	3	1	一週間に１回-２回	１年生	３年生	５年生	41	26	26	一週間に３回-４回	１年生	３年生	５年生	25	38	34	ほぼ毎日	１年生	３年生	５年生	9	4	6	





学童やBOPに行く

めったにない	１年生	３年生	５年生	14	20	64	１か月に１回-３回	１年生	３年生	５年生	12	12	1	一週間に１回-２回	１年生	３年生	５年生	22	15	4	一週間に３回-４回	１年生	３年生	５年生	16	14	3	ほぼ毎日	１年生	３年生	５年生	32	13	1	





児童館に行く

めったにない	１年生	３年生	５年生	85	71	67	１か月に１回-３回	１年生	３年生	５年生	2	0	5	一週間に１回-２回	１年生	３年生	５年生	0	0	0	一週間に３回-４回	１年生	３年生	５年生	0	0	0	ほぼ毎日	１年生	３年生	５年生	1	1	0	







問２各行為の時間

		【２】次のことを、お子さんは毎日どれくらいの時間していますか。 ツギ コ マイニチ ジカン

		【２】-1）		体をうごかして遊ぶ時間（学校の休み時間以外に） カラダ アソ ジカン ガッコウ ヤス ジカン イガイ

				ほとんどしない		30分ぐらい フン		1時間ぐらい ジカン		2時間よりながい ジカン		合計

		１年生 ネンセイ		8		35		46		10		99

		３年生 ネンセイ		18		24		29		5		76

		５年生 ネンセイ		26		24		21		6		77

		合計		52		83		96		21		252

		【２】-2）		テレビやビデオ、インターネット動画をみる時間 ドウガ ジカン

				ほとんどしない		30分ぐらい フン		1時間ぐらい ジカン		2時間よりながい ジカン		合計

		１年生 ネンセイ		14		26		41		18		99

		３年生 ネンセイ		6		22		35		15		78

		５年生 ネンセイ		9		20		30		17		76

		合計		29		68		106		50		253

		【２】-3）		電子ゲームをする時間 デンシ ジカン

				ほとんどしない		30分ぐらい フン		1時間ぐらい ジカン		2時間よりながい ジカン		合計

		１年生 ネンセイ		82		12		5		0		99

		３年生 ネンセイ		42		21		11		2		76

		５年生 ネンセイ		36		18		17		6		77

		合計		160		51		33		8		252

		【２】-4）		木や草がある緑の自然環境で遊ぶこと キ クサ ミドリ シゼン カンキョウ アソ

				ほとんどしない		30分ぐらい フン		1時間ぐらい ジカン		2時間よりながい ジカン		合計

		１年生 ネンセイ		37		29		27		6		99

		３年生 ネンセイ		33		29		9		6		77

		５年生 ネンセイ		36		11		19		9		75

		合計		106		69		55		21		251

		【２】-5）		登下校や遊びや習い事にいくときに4）の環境を通る時間 トウゲコウ アソ ナラ ゴト カンキョウ トオ ジカン

				ほとんどしない		30分ぐらい フン		1時間ぐらい ジカン		2時間よりながい ジカン		合計

		１年生 ネンセイ		41		50		8				99

		３年生 ネンセイ		34		39		5				78

		５年生 ネンセイ		31		39		5				75

		合計		106		128		18				252

		【２】-6）		池や川などの水辺のある自然環境で遊ぶこと イケ カワ ミズベ シゼン カンキョウ アソ

				ほとんどしない		30分ぐらい フン		1時間ぐらい ジカン		2時間よりながい ジカン		合計

		１年生 ネンセイ		81		13		2		3		99

		３年生 ネンセイ		68		9		1		0		78

		５年生 ネンセイ		66		5		5		0		76

		合計		215		27		8		3		253

		【２】-7）		登下校や遊びや習い事にいくときに6）の環境を通る時間 トウゲコウ アソ ナラ ゴト カンキョウ トオ ジカン

				ほとんどしない		30分ぐらい フン		1時間ぐらい ジカン		2時間よりながい ジカン		合計 ゴウケイ

		１年生 ネンセイ		86		12		1		0		99

		３年生 ネンセイ		63		14		1		0		78

		５年生 ネンセイ		60		14		2		0		76

		合計		209		40		4		0		253



体を動かして遊ぶ時間

ほとんどしない	１年生	３年生	５年生	8	18	26	30分ぐらい	１年生	３年生	５年生	35	24	24	1時間ぐらい	１年生	３年生	５年生	46	29	21	2時間より	ながい	１年生	３年生	５年生	10	5	6	





動画を見る時間（TV、ネット）

ほとんどしない	１年生	３年生	５年生	14	6	9	30分ぐらい	１年生	３年生	５年生	26	22	20	1時間ぐらい	１年生	３年生	５年生	41	35	30	2時間よりながい	１年生	３年生	５年生	18	15	17	





電子ゲームをする時間

ほとんどしない	１年生	３年生	５年生	82	42	36	30分ぐらい	１年生	３年生	５年生	12	21	18	1時間ぐらい	１年生	３年生	５年生	5	11	17	2時間よりながい	１年生	３年生	５年生	0	2	6	





自然の中で遊ぶ（公園等）

ほとんどしない	１年生	３年生	５年生	37	33	36	30分ぐらい	１年生	３年生	５年生	29	29	11	1時間ぐらい	１年生	３年生	５年生	27	9	19	2時間よりながい	１年生	３年生	５年生	6	6	9	





日常で自然の中を通る時間

ほとんどしない	１年生	３年生	５年生	41	34	31	30分ぐらい	１年生	３年生	５年生	50	39	39	1時間ぐらい	１年生	３年生	５年生	8	5	5	2時間よりながい	１年生	３年生	５年生	





水辺のある自然の中で遊ぶ時間

ほとんどしない	１年生	３年生	５年生	81	68	66	30分ぐらい	１年生	３年生	５年生	13	9	5	1時間ぐらい	１年生	３年生	５年生	2	1	5	2時間よりながい	１年生	３年生	５年生	3	0	0	





日常で水辺の近くを通る時間

ほとんどしない	１年生	３年生	５年生	86	63	60	30分ぐらい	１年生	３年生	５年生	12	14	14	1時間ぐらい	１年生	３年生	５年生	1	1	2	2時間よりながい	１年生	３年生	５年生	0	0	0	







問３遊び場

		【3】お子さんの遊び場について教えてください。 コ アソ バ オシ

		【３】-①子どもだけで遊ぶときは主にどこで遊んでいますか コ アソ オモ アソ

				１年生 ネンセイ		３年生 ネンセイ		５年生 ネンセイ		合計						１年生 ネンセイ		３年生 ネンセイ		５年生 ネンセイ		合計

		幼稚園・保育園 ヨウチエン ホイクエン		0		0		0		0				幼稚園・保育園 ヨウチエン ホイクエン		0%		0%		0%		0

		寺 テラ		0		0		0		0				寺 テラ		0%		0%		0%		0

		池のそば イケ		0		0		0		0				池のそば イケ		0%		0%		0%		0

		野川のそば・がけ・橋 ノガワ ハシ		0		0		0		0				野川のそば・がけ・橋 ノガワ ハシ		0%		0%		0%		0

		大蔵運動公園 オオクラ ウンドウ コウエン		0		0		1		1				大蔵運動公園 オオクラ ウンドウ コウエン		0%		0%		1%		1

		仙川沿い・橋 セン カワ ゾ ハシ		0		0		1		1				仙川沿い・橋 セン カワ ゾ ハシ		0%		0%		1%		1

		駄菓子屋 ダガシヤ		0		0		4		4				駄菓子屋 ダガシヤ		0%		0%		5%		4

		駅前の広場 エキマエ ヒロバ		0		1		2		3				駅前の広場 エキマエ ヒロバ		0%		1%		3%		3

		神社 ジンジャ		0		2		4		6				神社 ジンジャ		0%		3%		5%		6

		コンビニ		1		0		2		3				コンビニ		1%		0%		3%		3

		児童館 ジドウカン		1		0		3		4				児童館 ジドウカン		1%		0%		4%		4

		商店街 ショウテンガイ		1		0		4		5				商店街 ショウテンガイ		1%		0%		5%		5

		岡本公園 オカモト コウエン		1		1		2		4				岡本公園 オカモト コウエン		1%		1%		3%		4

		きぬたまプレーパーク		1		5		2		8				きぬたまプレーパーク		1%		6%		3%		8

		緑道 リョクドウ		2		0		5		7				緑道 リョクドウ		2%		0%		6%		7

		空き地 ア チ		2		4		4		10				空き地 ア チ		2%		5%		5%		10

		多摩川の河原・兵庫橋 タマガワ カワラ ヒョウゴ バシ		3		0		2		5				多摩川の河原・兵庫橋 タマガワ カワラ ヒョウゴ バシ		3%		0%		3%		5

		誰かのうちの庭 ダレ ニワ		3		5		1		9				誰かのうちの庭 ダレ ニワ		3%		6%		1%		9

		塾や習い事の近く ジュク ナラ ゴト チカ		5		1		4		10				塾や習い事の近く ジュク ナラ ゴト チカ		5%		1%		5%		10

		親戚の家の中 シンセキ イエ ナカ		7		2		3		12				親戚の家の中 シンセキ イエ ナカ		7%		3%		4%		12

		自宅近くの道 ジタク チカ ミチ		11		12		7		30				自宅近くの道 ジタク チカ ミチ		11%		15%		9%		30

		体育館 タイイクカン		12		13		2		27				体育館 タイイクカン		12%		17%		3%		27

		マンションの広場 ヒロバ		22		25		10		57				マンションの広場 ヒロバ		22%		32%		13%		57

		友人宅の中 ユウジンタク ナカ		29		34		35		98				友人宅の中 ユウジンタク ナカ		29%		44%		45%		98

		校庭 コウテイ		41		42		4		87				校庭 コウテイ		41%		54%		5%		87

		小さい広場・公園 チイ ヒロバ コウエン		52		55		55		162				自宅の中 ジタク ナカ		60%		51%		51%		138

		自宅の中 ジタク ナカ		59		40		39		138				小さい広場・公園 チイ ヒロバ コウエン		53%		71%		71%		162

		【３】-②お子さんと一緒に遊ぶときは主にどこで遊んでいますか コ イッショ アソ オモ アソ

				1年生 ネンセイ		3年生 ネンセイ		5年生 ネンセイ		合計 ゴウケイ						1年生 ネンセイ		3年生 ネンセイ		5年生 ネンセイ		合計 ゴウケイ

		空き地 ア チ		0		0		0		0				空き地 ア チ		0%		0%		0%		0

		幼稚園や保育園 ヨウチエン ホイクエン		0		0		0		0				幼稚園や保育園 ヨウチエン ホイクエン		0%		0%		0%		0

		駄菓子屋 ダガシヤ		0		0		0		0				駄菓子屋 ダガシヤ		0%		0%		0%		0

		仙川沿いのそばや橋 セン カワ ゾ ハシ		0		0		0		0				仙川沿いのそばや橋 セン カワ ゾ ハシ		0%		0%		0%		0

		体育館 タイイクカン		1		0		0		1				体育館 タイイクカン		1%		0%		0%		1

		コンビニ		0		0		1		1				コンビニ		0%		0%		1%		1

		寺 テラ		0		1		0		1				寺 テラ		0%		1%		0%		1

		神社 ジンジャ		0		1		1		2				神社 ジンジャ		0%		1%		1%		2

		緑道 リョクドウ		2		0		1		3				緑道 リョクドウ		2%		0%		1%		3

		誰かのうちの庭 ダレ ニワ		1		1		1		3				誰かのうちの庭 ダレ ニワ		1%		1%		1%		3

		池のそば イケ		2		1		0		3				池のそば イケ		2%		1%		0%		3

		商店街 ショウテンガイ		1		0		2		3				商店街 ショウテンガイ		1%		0%		3%		3

		児童館 ジドウカン		1		2		1		4				児童館 ジドウカン		1%		3%		1%		4

		校庭 コウテイ		1		1		3		5				校庭 コウテイ		1%		1%		4%		5

		野側のそばやがけや橋 ノ ガワ ハシ		2		2		1		5				野側のそばやがけや橋 ノ ガワ ハシ		2%		3%		1%		5

		きぬたまのプレーパーク		3		4		3		10				きぬたまのプレーパーク		3%		5%		4%		10

		塾や習い事の近く ジュク ナラ ゴト チカ		9		4		1		14				塾や習い事の近く ジュク ナラ ゴト チカ		9%		5%		1%		14

		親戚の家の中 シンセキ イエ ナカ		7		5		3		15				親戚の家の中 シンセキ イエ ナカ		7%		6%		4%		15

		岡本公園 オカモト コウエン		14		1		2		17				岡本公園 オカモト コウエン		14%		1%		3%		17

		駅前の広場など エキマエ ヒロバ		12		3		2		17				駅前の広場など エキマエ ヒロバ		12%		4%		3%		17

		友人宅の中 ユウジンタク ナカ		16		9		4		29				友人宅の中 ユウジンタク ナカ		16%		12%		5%		29

		自宅近くの道 ジタク チカ ミチ		8		13		10		31				自宅近くの道 ジタク チカ ミチ		8%		17%		13%		31

		大蔵運動公園 オオクラ ウンドウ コウエン		18		10		4		32				大蔵運動公園 オオクラ ウンドウ コウエン		18%		13%		5%		32

		マンションの広場 ヒロバ		20		8		5		33				マンションの広場 ヒロバ		20%		10%		6%		33

		多摩川の河原や兵庫橋のあたり タマガワ カワラ ヒョウゴ バシ		32		31		19		82				多摩川の河原や兵庫橋のあたり タマガワ カワラ ヒョウゴ バシ		32%		40%		25%		82

		小さい広場や公園 チイ ヒロバ コウエン		67		43		29		139				小さい広場や公園 チイ ヒロバ コウエン		68%		55%		38%		139

		自宅の中 ジタク ナカ		61		50		43		154				自宅の中 ジタク ナカ		62%		64%		56%		154



子どもだけで遊ぶ場所（実数）

１年生	幼稚園・保育園	寺	池のそば	野川のそば・がけ・橋	大蔵運動公園	仙川沿い・橋	駄菓子屋	駅前の広場	神社	コンビニ	児童館	商店街	岡本公園	きぬたまプレーパーク	緑道	空き地	多摩川の河原・兵庫橋	誰かのうちの庭	塾や習い事の近く	親戚の家の中	自宅近くの道	体育館	マンションの広場	友人宅の中	校庭	小さい広場・公園	自宅の中	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	2	2	3	3	5	7	11	12	22	29	41	52	59	３年生	幼稚園・保育園	寺	池のそば	野川のそば・がけ・橋	大蔵運動公園	仙川沿い・橋	駄菓子屋	駅前の広場	神社	コンビニ	児童館	商店街	岡本公園	きぬたまプレーパーク	緑道	空き地	多摩川の河原・兵庫橋	誰かのうちの庭	塾や習い事の近く	親戚の家の中	自宅近くの道	体育館	マンションの広場	友人宅の中	校庭	小さい広場・公園	自宅の中	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	1	5	0	4	0	5	1	2	12	13	25	34	42	55	40	５年生	幼稚園・保育園	寺	池のそば	野川のそば・がけ・橋	大蔵運動公園	仙川沿い・橋	駄菓子屋	駅前の広場	神社	コンビニ	児童館	商店街	岡本公園	きぬたまプレーパーク	緑道	空き地	多摩川の河原・兵庫橋	誰かのうちの庭	塾や習い事の近く	親戚の家の中	自宅近くの道	体育館	マンションの広場	友人宅の中	校庭	小さい広場・公園	自宅の中	0	0	0	0	1	1	4	2	4	2	3	4	2	2	5	4	2	1	4	3	7	2	10	35	4	55	39	





子どもだけで遊ぶ場所（学年ごとの割合）

１年生	幼稚園・保育園	寺	池のそば	野川のそば・がけ・橋	大蔵運動公園	仙川沿い・橋	駄菓子屋	駅前の広場	神社	コンビニ	児童館	商店街	岡本公園	きぬたまプレーパーク	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.0101010101010102E-2	1.0101010101010102E-2	1.0101010101010102E-2	1.0101010101010102E-2	1.0101010101010102E-2	３年生	幼稚園・保育園	寺	池のそば	野川のそば・がけ・橋	大蔵運動公園	仙川沿い・橋	駄菓子屋	駅前の広場	神社	コンビニ	児童館	商店街	岡本公園	きぬたまプレーパーク	0	0	0	0	0	0	0	1.282051282051282E-2	2.564102564102564E-2	0	0	0	1.282051282051282E-2	6.4102564102564097E-2	５年生	幼稚園・保育園	寺	池のそば	野川のそば・がけ・橋	大蔵運動公園	仙川沿い・橋	駄菓子屋	駅前の広場	神社	コンビニ	児童館	商店街	岡本公園	きぬたまプレーパーク	0	0	0	0	1.2987012987012988E-2	1.2987012987012988E-2	5.1948051948051951E-2	2.5974025974025976E-2	5.1948051948051951E-2	2.5974025974025976E-2	3.896103896103896E-2	5.1948051948051951E-2	2.5974025974025976E-2	2.5974025974025976E-2	





子どもだけで遊ぶ場所（学年ごとの割合）

１年生	緑道	空き地	多摩川の河原・兵庫橋	誰かのうちの庭	塾や習い事の近く	親戚の家の中	自宅近くの道	体育館	マンションの広場	友人宅の中	校庭	自宅の中	小さい広場・公園	2.0202020202020204E-2	2.0202020202020204E-2	3.0303030303030304E-2	3.0303030303030304E-2	5.0505050505050504E-2	7.0707070707070704E-2	0.1111111111111111	0.12121212121212122	0.22222222222222221	0.29292929292929293	0.41414141414141414	0.59595959595959591	0.5252525252525253	３年生	緑道	空き地	多摩川の河原・兵庫橋	誰かのうちの庭	塾や習い事の近く	親戚の家の中	自宅近くの道	体育館	マンションの広場	友人宅の中	校庭	自宅の中	小さい広場・公園	0	5.128205128205128E-2	0	6.4102564102564097E-2	1.282051282051282E-2	2.564102564102564E-2	0.15384615384615385	0.16666666666666666	0.32051282051282054	0.4358974358974359	0.53846153846153844	0.51282051282051277	0.70512820512820518	５年生	緑道	空き地	多摩川の河原・兵庫橋	誰かのうちの庭	塾や習い事の近く	親戚の家の中	自宅近くの道	体育館	マンションの広場	友人宅の中	校庭	自宅の中	小さい広場・公園	6.4935064935064929E-2	5.1948051948051951E-2	2.5974025974025976E-2	1.2987012987012988E-2	5.1948051948051951E-2	3.896103896103896E-2	9.0909090909090912E-2	2.5974025974025976E-2	0.12987012987012986	0.45454545454545453	5.1948051948051951E-2	0.50649350649350644	0.7142857142857143	





保護者と一緒に遊ぶ場所（実数）

1年生	空き地	幼稚園や保育園	駄菓子屋	仙川沿いのそばや橋	体育館	コンビニ	寺	神社	緑道	誰かのうちの庭	池のそば	商店街	児童館	校庭	野側のそばやがけや橋	きぬたまのプレーパーク	塾や習い事の近く	親戚の家の中	岡本公園	駅前の広場など	友人宅の中	自宅近くの道	大蔵運動公園	マンションの広場	多摩川の河原や兵庫橋のあたり	小さい広場や公園	自宅の中	0	0	0	0	1	0	0	0	2	1	2	1	1	1	2	3	9	7	14	12	16	8	18	20	32	67	61	3年生	空き地	幼稚園や保育園	駄菓子屋	仙川沿いのそばや橋	体育館	コンビニ	寺	神社	緑道	誰かのうちの庭	池のそば	商店街	児童館	校庭	野側のそばやがけや橋	きぬたまのプレーパーク	塾や習い事の近く	親戚の家の中	岡本公園	駅前の広場など	友人宅の中	自宅近くの道	大蔵運動公園	マンションの広場	多摩川の河原や兵庫橋のあたり	小さい広場や公園	自宅の中	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	2	1	2	4	4	5	1	3	9	13	10	8	31	43	50	5年生	空き地	幼稚園や保育園	駄菓子屋	仙川沿いのそばや橋	体育館	コンビニ	寺	神社	緑道	誰かのうちの庭	池のそば	商店街	児童館	校庭	野側のそばやがけや橋	きぬたまのプレーパーク	塾や習い事の近く	親戚の家の中	岡本公園	駅前の広場など	友人宅の中	自宅近くの道	大蔵運動公園	マンションの広場	多摩川の河原や兵庫橋のあたり	小さい広場や公園	自宅の中	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	2	1	3	1	3	1	3	2	2	4	10	4	5	19	29	43	





保護者と一緒に遊ぶ場所（学年ごとの割合）

1年生	空き地	幼稚園や保育園	駄菓子屋	仙川沿いのそばや橋	体育館	コンビニ	寺	神社	緑道	誰かのうちの庭	池のそば	商店街	児童館	校庭	0	0	0	0	1.0101010101010102E-2	0	0	0	2.0202020202020204E-2	1.0101010101010102E-2	2.0202020202020204E-2	1.0101010101010102E-2	1.0101010101010102E-2	1.0101010101010102E-2	3年生	空き地	幼稚園や保育園	駄菓子屋	仙川沿いのそばや橋	体育館	コンビニ	寺	神社	緑道	誰かのうちの庭	池のそば	商店街	児童館	校庭	0	0	0	0	0	0	1.282051282051282E-2	1.282051282051282E-2	0	1.282051282051282E-2	1.282051282051282E-2	0	2.564102564102564E-2	1.282051282051282E-2	5年生	空き地	幼稚園や保育園	駄菓子屋	仙川沿いのそばや橋	体育館	コンビニ	寺	神社	緑道	誰かのうちの庭	池のそば	商店街	児童館	校庭	0	0	0	0	0	1.2987012987012988E-2	0	1.2987012987012988E-2	1.2987012987012988E-2	1.2987012987012988E-2	0	2.5974025974025976E-2	1.2987012987012988E-2	3.896103896103896E-2	





保護者と一緒に遊ぶ場所（学年ごとの割合）

1年生	野側のそばやがけや橋	きぬたまのプレーパーク	塾や習い事の近く	親戚の家の中	岡本公園	駅前の広場など	友人宅の中	自宅近くの道	大蔵運動公園	マンションの広場	多摩川の河原や兵庫橋のあたり	小さい広場や公園	自宅の中	2.0202020202020204E-2	3.0303030303030304E-2	9.0909090909090912E-2	7.0707070707070704E-2	0.14141414141414141	0.12121212121212122	0.16161616161616163	8.0808080808080815E-2	0.18181818181818182	0.20202020202020202	0.32323232323232326	0.6767676767676768	0.61616161616161613	3年生	野側のそばやがけや橋	きぬたまのプレーパーク	塾や習い事の近く	親戚の家の中	岡本公園	駅前の広場など	友人宅の中	自宅近くの道	大蔵運動公園	マンシ	ョンの広場	多摩川の河原や兵庫橋のあたり	小さい広場や公園	自宅の中	2.564102564102564E-2	5.128205128205128E-2	5.128205128205128E-2	6.4102564102564097E-2	1.282051282051282E-2	3.8461538461538464E-2	0.11538461538461539	0.16666666666666666	0.12820512820512819	0.10256410256410256	0.39743589743589741	0.55128205128205132	0.64102564102564108	5年生	野側のそばやがけや橋	きぬたまのプレーパーク	塾や習い事の近く	親戚の家の中	岡本公園	駅前の広場など	友人宅の中	自宅近くの道	大蔵運動公園	マンションの広場	多摩川の河原や兵庫橋のあたり	小さい広場や公園	自宅の中	1.2987012987012988E-2	3.896103896103896E-2	1.2987012987012988E-2	3.896103896103896E-2	2.5974025974025976E-2	2.5974025974025976E-2	5.1948051948051951E-2	0.12987012987012986	5.1948051948051951E-2	6.4935064935064929E-2	0.24675324675324675	0.37662337662337664	0.55844155844155841	







問６遊び教育環境評価

		【６】遊びに対する考えや子どもの教育環境についての考え アソ タイ カンガ コ キョウイク カンキョウ カンガ

		【6】-1）		子どもにとって外遊びは重要である コ ソト アソ ジュウヨウ

				そう思う オモ		ややそう思う オモ		どちらともいえない		あまりそう思わない オモ		そう思わない オモ		合計

		１年生 ネンセイ		87		9		0		0		2		98

		３年生 ネンセイ		62		10		3		0		1		76

		５年生 ネンセイ		62		11		0		1		3		77

		合計		211		30		3		1		6		251

		【6】-2）		子どもがのびのび自由に遊べるプレーパークのような環境を整備するべきだ コ ジユウ アソ カンキョウ セイビ

				そう思う オモ		ややそう思う オモ		どちらともいえない		あまりそう思わない オモ		そう思わない オモ		合計

		１年生 ネンセイ		67		25		5		1		1		99

		３年生 ネンセイ		42		25		7		0		2		76

		５年生 ネンセイ		49		15		10		2		1		77

		合計		158		65		22		3		4		252

		【6】-4）		自分の子ども時代はよく外遊びをした ジブン コ ジダイ ソト アソ

				そう思う オモ		ややそう思う オモ		どちらともいえない		あまりそう思わない オモ		そう思わない オモ		合計

		１年生 ネンセイ		71		18		7		2		1		99

		３年生 ネンセイ		57		12		4		1		2		76

		５年生 ネンセイ		62		8		3		3		1		77

		合計		190		38		14		6		4		252

		【6】-5）		思い切りのびのび遊ぶ際には多少のケガは仕方がない オモ キ アソ サイ タショウ シカタ

				そう思う オモ		ややそう思う オモ		どちらともいえない		あまりそう思わない オモ		そう思わない オモ		合計

		１年生 ネンセイ		55		35		6		2		1		99

		３年生 ネンセイ		49		19		6		0		2		76

		５年生 ネンセイ		42		25		7		2		1		77

		合計		146		79		19		4		4		252

		【6】-6）		低学年から学校以外の勉強をさせたい テイガクネン ガッコウ イガイ ベンキョウ										*

				そう思う オモ		ややそう思う オモ		どちらともいえない		あまりそう思わない オモ		そう思わない オモ		合計

		１年生 ネンセイ		31		28		22		14		4		99

		３年生 ネンセイ		17		26		25		5		3		76

		５年生 ネンセイ		11		18		29		13		6		77

		合計		59		72		76		32		13		252

		【6】-7）		学校以外に地域の子どもの居場所があるといい ガッコウ イガイ チイキ コ イバショ

				そう思う オモ		ややそう思う オモ		どちらともいえない		あまりそう思わない オモ		そう思わない オモ		合計

		１年生 ネンセイ		60		29		8		1		1		99

		３年生 ネンセイ		48		18		6		3		1		76

		５年生 ネンセイ		39		25		9		1		3		77

		合計		147		72		23		5		5		252

		【6】-8）		子どもが近所の人と挨拶や交流をするのは良いことだ コ キンジョ ヒト アイサツ コウリュウ ヨ

				そう思う オモ		ややそう思う オモ		どちらともいえない		あまりそう思わない オモ		そう思わない オモ		合計

		１年生 ネンセイ		81		11		5		0		1		98

		３年生 ネンセイ		65		8		1		1		1		76

		５年生 ネンセイ		66		9		1		0		1		77

		合計		212		28		7		1		3		251



子どもの外遊びは重要

そう思う	１年生	３年生	５年生	87	62	62	ややそう思う	１年生	３年生	５年生	9	10	11	どちらともいえない	１年生	３年生	５年生	0	3	0	あまりそう思わない	１年生	３年生	５年生	0	0	1	そう思わない	１年生	３年生	５年生	2	1	3	





自由な遊び環境必要

そう思う	１年生	３年生	５年生	67	42	49	ややそう思う	１年生	３年生	５年生	25	25	15	どちらともいえない	１年生	３年生	５年生	5	7	10	あまりそう思わない	１年生	３年生	５年生	1	0	2	そう思わない	１年生	３年生	５年生	1	2	1	





子ども時代に外遊びをよくした

そう思う	１年生	３年生	５年生	71	57	62	ややそう思う	１年生	３年生	５年生	18	12	8	どちらともいえない	１年生	３年生	５年生	7	4	3	あまりそう思わない	１年生	３年生	５年生	2	1	3	そう思わない	１年生	３年生	５年生	1	2	1	





多少のケガは仕方がない

そう思う	１年生	３年生	５年生	55	49	42	ややそう思う	１年生	３年生	５年生	35	19	25	どちらともいえない	１年生	３年生	５年生	6	6	7	あまりそう思わない	１年生	３年生	５年生	2	0	2	そう思わない	１年生	３年生	５年生	1	2	1	





低学年から学校以外の勉強させたい

そう思う	１年生	３年生	５年生	31	17	11	ややそう思う	１年生	３年生	５年生	28	26	18	どちらともいえない	１年生	３年生	５年生	22	25	29	あまりそう思わない	１年生	３年生	５年生	14	5	13	そう思わない	１年生	３年生	５年生	4	3	6	





学校以外の子どもの居場所があるとよい

そう思う	１年生	３年生	５年生	60	48	39	ややそう思う	１年生	３年生	５年生	29	18	25	どちらともいえない	１年生	３年生	５年生	8	6	9	あまりそう思わない	１年生	３年生	５年生	1	3	1	そう思わない	１年生	３年生	５年生	1	1	3	





子どもと近所との挨拶や交流はよい

そう思う	１年生	３年生	５年生	81	65	66	ややそう思う	１年生	３年生	５年生	11	8	9	どちらともいえない	１年生	３年生	５年生	5	1	1	あまりそう思わない	１年生	３年生	５年生	0	1	0	そう思わない	１年生	３年生	５年生	1	1	1	







問７地域評価

		【７】あなたは、住んでいる地域をどう思いますか ス チイキ オモ

		【7】-1）		この地域が、すきだ チイキ

				そう思う オモ		ややそう思う オモ		どちらともいえない		あまりそう思わない オモ		そう思わない オモ		合計

		１年生 ネンセイ		70		24		3		2		0		99

		３年生 ネンセイ		44		22		6		2		2		76

		５年生 ネンセイ		47		23		5		0		2		77

		合計		161		69		14		4		4		252

		【7】-2）		この地域の一員だと感じる チイキ イチイン カン

				そう思う オモ		ややそう思う オモ		どちらともいえない		あまりそう思わない オモ		そう思わない オモ		合計

		１年生 ネンセイ		34		33		29		3		0		99

		３年生 ネンセイ		24		28		16		5		3		76

		５年生 ネンセイ		36		23		16		0		2		77

		合計		94		84		61		8		5		252

		【7】-3）		この地域は安全だ チイキ アンゼン

				そう思う オモ		ややそう思う オモ		どちらともいえない		あまりそう思わない オモ		そう思わない オモ		合計

		１年生 ネンセイ		30		41		22		6		0		99

		３年生 ネンセイ		26		31		15		3		1		76

		５年生 ネンセイ		30		29		15		2		1		77

		合計		86		101		52		11		2		252

		【7】-4）		この地域は安心できる チイキ アンシン

				そう思う オモ		ややそう思う オモ		どちらともいえない		あまりそう思わない オモ		そう思わない オモ		合計

		１年生 ネンセイ		31		46		17		4		0		98

		３年生 ネンセイ		22		35		16		2		1		76

		５年生 ネンセイ		31		29		15		1		1		77

		合計		84		110		48		7		2		251

		【7】-5）		地域の子どもたちに関心がある チイキ コ カンシン

				そう思う オモ		ややそう思う オモ		どちらともいえない		あまりそう思わない オモ		そう思わない オモ		合計

		１年生 ネンセイ		39		41		13		5		0		98

		３年生 ネンセイ		26		35		12		1		2		76

		５年生 ネンセイ		28		27		19		1		2		77

		合計		93		103		44		7		4		251

		【7】-6）		将来もこの地域に住みたい ショウライ チイキ ス

				そう思う オモ		ややそう思う オモ		どちらともいえない		あまりそう思わない オモ		そう思わない オモ		合計

		１年生 ネンセイ		44		34		17		4		0		99

		３年生 ネンセイ		30		21		19		2		4		76

		５年生 ネンセイ		34		21		20		1		1		77

		合計		108		76		56		7		5		252



この地域がすきだ

そう思う	１年生	３年生	５年生	70	44	47	ややそう思う	１年生	３年生	５年生	24	22	23	どちらともいえない	１年生	３年生	５年生	3	6	5	あまりそう思わない	１年生	３年生	５年生	2	2	0	そう思わない	１年生	３年生	５年生	0	2	2	





この地域の一員と感じる

そう思う	１年生	３年生	５年生	34	24	36	ややそう思う	１年生	３年生	５年生	33	28	23	どちらともいえない	１年生	３年生	５年生	29	16	16	あまりそう思わない	１年生	３年生	５年生	3	5	0	そう思わない	１年生	３年生	５年生	0	3	2	





この地域は安全だ

そう思う	１年生	３年生	５年生	30	26	30	ややそう思う	１年生	３年生	５年生	41	31	29	どちらともいえない	１年生	３年生	５年生	22	15	15	あまりそう思わない	１年生	３年生	５年生	6	3	2	そう思わない	１年生	３年生	５年生	0	1	1	





この地域は安心できる

そう思う	１年生	３年生	５年生	31	22	31	ややそう思う	１年生	３年生	５年生	46	35	29	どちらともいえない	１年生	３年生	５年生	17	16	15	あまりそう思わない	１年生	３年生	５年生	4	2	1	そう思わない	１年生	３年生	５年生	0	1	1	





地域の子どもたちに関心がある

そう思う	１年生	３年生	５年生	39	26	28	ややそう思う	１年生	３年生	５年生	41	35	27	どちらともいえない	１年生	３年生	５年生	13	12	19	あまりそう思わない	１年生	３年生	５年生	5	1	1	そう思わない	１年生	３年生	５年生	0	2	2	





将来もこの地域に住みたい

そう思う	１年生	３年生	５年生	44	30	34	ややそう思う	１年生	３年生	５年生	34	21	21	どちらともいえない	１年生	３年生	５年生	17	19	20	あまりそう思わない	１年生	３年生	５年生	4	2	1	そう思わない	１年生	３年生	５年生	0	4	1	







（２）子ども地域評価

		（２）あなたが住んでいる町についてどう思っていますか　 ス マチ オモ

		（２）-１		このまちがすきだ

				思う オモ		まあまあそう思う オモ		どちらともいえない		あまりそう思わない オモ		思わない オモ		合計

		1年生 ネンセイ		71		13		10		2		2		98

		3年生 ネンセイ		60		10		5		3		0		78

		5年生 ネンセイ		54		13		4		0		6		77

		合計		185		36		19		5		8		253

		（２）-２		このまちにいるとあんしんする

				思う オモ		まあまあそう思う オモ		どちらともいえない		あまりそう思わない オモ		思わない オモ		合計

		1年生 ネンセイ		58		24		10		4		2		98

		3年生 ネンセイ		41		21		13		3		0		78

		5年生 ネンセイ		39		16		12		1		9		77

		合計		138		61		35		8		11		253

		（２）-３		このまちはあんぜんだ

				思う オモ		まあまあそう思う オモ		どちらともいえない		あまりそう思わない オモ		思わない オモ		合計

		1年生 ネンセイ		52		18		21		4		3		98

		3年生 ネンセイ		33		23		16		5		1		78

		5年生 ネンセイ		34		19		14		5		5		77

		合計		119		60		51		14		9		253

		（２）-４		このまちであうおとなは、あいさつをしてくれる

				思う オモ		まあまあそう思う オモ		どちらともいえない		あまりそう思わない オモ		思わない オモ		合計

		1年生 ネンセイ		33		28		17		7		12		97

		3年生 ネンセイ		22		24		12		14		5		77

		5年生 ネンセイ		22		22		16		8		9		77

		合計		77		74		45		29		26		251

		（２）-５		このまちのおとなははなしをきいてくれる

				思う オモ		まあまあそう思う オモ		どちらともいえない		あまりそう思わない オモ		思わない オモ		合計

		1年生 ネンセイ		34		31		19		4		10		98

		3年生 ネンセイ		23		26		14		8		6		77

		5年生 ネンセイ		21		17		18		12		9		77

		合計		78		74		51		24		25		252

		（２）-６		しょうらいもこのまちにすみたい

				思う オモ		まあまあそう思う オモ		どちらともいえない		あまりそう思わない オモ		思わない オモ		合計

		1年生 ネンセイ		59		15		9		8		5		96

		3年生 ネンセイ		40		11		13		10		4		78

		5年生 ネンセイ		29		17		15		5		11		77

		合計		128		43		37		23		20		251



このまちがすきだ

71	60	54	思う	1年生	3年生	5年生	13	10	13	まあまあそう思う	1年生	3年生	5年生	10	5	4	どちらともいえない	1年生	3年生	5年生	2	3	0	あまりそう思わない	1年生	3年生	5年生	2	0	6	思わない	1年生	3年生	5年生	





このまちにいるとあんしんする

58	41	39	思う	1年生	3年生	5年生	24	21	16	まあまあそう思う	1年生	3年生	5年生	10	13	12	どちらともいえない	1年生	3年生	5年生	4	3	1	あまりそう思わない	1年生	3年生	5年生	2	0	9	思わない	1年生	3年生	5年生	





このまちはあんぜんだ

52	33	34	思う	1年生	3年生	5年生	18	23	19	まあまあそう思う	1年生	3年生	5年生	21	16	14	どちらともいえない	1年生	3年生	5年生	4	5	5	あまりそう思わない	1年生	3年生	5年生	3	1	5	思わない	1年生	3年生	5年生	





このまちの大人はあいさつをしてくれる

33	22	22	思う	1年生	3年生	5年生	28	24	22	まあまあそう思う	1年生	3年生	5年生	17	12	16	どちらともいえない	1年生	3年生	5年生	7	14	8	あまりそう思わない	1年生	3年生	5年生	12	5	9	思わない	1年生	3年生	5年生	





このまちの大人は話をきいてくれる

34	23	21	思う	1年生	3年生	5年生	31	26	17	まあまあそう思う	1年生	3年生	5年生	19	14	18	どちらともいえない	1年生	3年生	5年生	4	8	12	あまりそう思わない	1年生	3年生	5年生	10	6	9	思わない	1年生	3年生	5年生	





しょうらいもこのまちにすみたい

59	40	29	思う	1年生	3年生	5年生	15	11	17	まあまあそう思う	1年生	3年生	5年生	9	13	15	どちらともいえない	1年生	3年生	5年生	8	10	5	あまりそう思わない	1年生	3年生	5年生	5	4	11	思わない	1年生	3年生	5年生	







(3)遊び

		（３）あなたがよくやる遊び アソ																														学校休み時間にやる遊び ガッコウ ヤス ジカン アソ

						1年生 ネンセイ		3年生 ネンセイ		5年生 ネンセイ		合計 ゴウケイ																				遊び アソ		1年生 ネンセイ		3年生 ネンセイ		5年生 ネンセイ		全体 ゼンタイ				遊び アソ		1年生 ネンセイ		3年生 ネンセイ		5年生 ネンセイ

		（３）－２０		ゴムだんやゴムとび		6		5		1		12																				ぽこぺんやかんけり		0		1		0		1				ぽこぺんやかんけり		0%		1%		0%

		（３）－１６		ぽこぺんやかんけり		3		2		8		13																				ままごとやおにんぎょう		0		1		0		1				ままごとやおにんぎょう		0%		1%		0%

		（３）－７		ザリガニつり		16		6		6		28																				ザリガニつり		1		1		0		2				ザリガニつり		1%		1%		0%

		（３）－５		バレーボール・バスケット		8		12		12		32																				キックボード		0		1		1		2				キックボード		0%		1%		1%

		（３）－４		バドミントン		9		10		18		37																				じてんしゃのり		2		0		0		2				じてんしゃのり		2%		0%		0%

		（３）－８		どんぐりや木のみひろい キ		31		11		3		45																				ゴムだんやゴムとび		1		1		0		2				ゴムだんやゴムとび		1%		1%		0%

		（３）－２３		ままごとやおにんぎょう		34		8		4		46																				バドミントン		1		1		1		3				バドミントン		1%		1%		1%

		（３）－２１		木のぼり キ		22		18		9		49																				どんぐりや木のみひろい キ		2		1		0		3				どんぐりや木のみひろい キ		2%		1%		0%

		（３）－１		キャッチボール/野球 ヤキュウ		15		21		16		52																				すべりだいやぶらんこ		1		2		0		3				すべりだいやぶらんこ		1%		3%		0%

		（３）－６		むしとり		25		23		8		56																				花をつむ、みつをすう ハナ		4		0		0		4				花をつむ、みつをすう ハナ		4%		0%		0%

		（３）－１２		すなやどろあそび		22		12		24		58																				木のぼり キ		1		2		1		4				木のぼり キ		1%		3%		1%

		（３）－１５		花をつむ、みつをすう ハナ		34		18		6		58																				マンガをよむ		4		3		2		9				マンガをよむ		4%		4%		3%

		（３）－３		サッカー		27		33		14		74																				むしとり		0		10		0		10				むしとり		0%		13%		0%

		（３）－９		キックボード		32		28		15		75																				サッカー		8		4		1		13				サッカー		8%		5%		1%

		（３）－１１		すべりだいやぶらんこ		54		25		11		90																				キャッチボール/野球 ヤキュウ		4		8		3		15				キャッチボール/野球 ヤキュウ		4%		10%		4%

		（３）－２７		動画をみる ドウガ		32		30		30		92																				こうさくやなにかつくる		9		8		3		20				こうさくやなにかつくる		9%		10%		4%

		（３）－１９		なわとび		62		24		12		98																				すなやどろあそび		8		8		8		24				すなやどろあそび		8%		10%		10%

		（３）－２２		おえかきやマンガをかく		43		27		30		100																				バレーボール・バスケット		5		9		12		26				バレーボール・バスケット		5%		12%		16%

		（３）－１８		おいかけっこ		42		41		20		103																				おえかきやマンガをかく		9		7		11		27				おえかきやマンガをかく		9%		9%		14%

		（３）－２４		マンガをよむ		33		41		31		105																				ほんをよむ		12		18		15		45				ほんをよむ		12%		23%		19%

		（３）－２６		ゲーム		26		43		39		108																				ドロケイ		12		13		26		51				ドロケイ		12%		17%		34%

		（３）－１３		ドロケイ		35		34		45		114																				おいかけっこ		22		17		12		51				おいかけっこ		22%		22%		16%

		（３）－２		ドッヂボール		35		51		31		117																				ドッヂボール		15		26		18		59				ドッヂボール		15%		33%		23%

		（３）－１７		こうさくやなにかつくる		58		36		31		125																				なわとび		38		12		10		60				なわとび		38%		15%		13%

		（３）－１０		じてんしゃのり		62		48		36		146																				おにごっこ		45		34		34		113				おにごっこ		45%		44%		44%

		（３）－２５		ほんをよむ		58		55		34		147

		（３）－１４		おにごっこ		64		50		50		164

						1年生 ネンセイ		3年生 ネンセイ		5年生 ネンセイ

		（３）－２０		ゴムだんやゴムとび		6%		6%		1%

		（３）－１６		ぽこぺんやかんけり		3%		3%		10%

		（３）－７		ザリガニつり		16%		8%		8%

		（３）－５		バレーボール・バスケット		8%		15%		16%

		（３）－４		バドミントン		9%		13%		23%

		（３）－８		どんぐりや木のみひろい キ		31%		14%		4%

		（３）－２３		ままごとやおにんぎょう		34%		10%		5%

		（３）－２１		木のぼり キ		22%		23%		12%

		（３）－１		キャッチボール/野球 ヤキュウ		15%		27%		21%

		（３）－６		むしとり		25%		29%		10%

		（３）－１２		すなやどろあそび		22%		15%		31%

		（３）－１５		花をつむ、みつをすう ハナ		34%		23%		8%

		（３）－３		サッカー		27%		42%		18%

		（３）－９		キックボード		32%		36%		19%

		（３）－１１		すべりだいやぶらんこ		55%		32%		14%

		（３）－２７		動画をみる ドウガ		32%		38%		39%

		（３）－１９		なわとび		63%		31%		16%

		（３）－２２		おえかきやマンガをかく		43%		35%		39%

		（３）－１８		おいかけっこ		42%		53%		26%

		（３）－２４		マンガをよむ		33%		53%		40%

		（３）－２６		ゲーム		26%		55%		51%

		（３）－１３		ドロケイ		35%		44%		58%

		（３）－２		ドッヂボール		35%		65%		40%

		（３）－１７		こうさくやなにかつくる		59%		46%		40%

		（３）－１０		じてんしゃのり		63%		62%		47%

		（３）－２５		ほんをよむ		59%		71%		44%

		（３）－１４		おにごっこ		65%		64%		65%



よくやる遊び（実数）

1年生	ゴムだんやゴムとび	ぽこぺんやかんけり	ザリガニつり	バレーボール・バスケット	バドミントン	どんぐりや木のみひろい	ままごとやおにんぎょう	木のぼり	キャッチボール/野球	むしとり	すなやどろあそび	花をつむ、みつをすう	サッカー	キックボード	すべりだいやぶらんこ	動画をみる	なわとび	おえかきやマンガをかく	おいかけっこ	マンガをよむ	ゲーム	ドロケイ	ドッヂボール	こうさくやなにかつくる	じてんしゃのり	ほんをよむ	おにごっこ	6	3	16	8	9	31	34	22	15	25	22	34	27	32	54	32	62	43	42	33	26	35	35	58	62	58	64	3年生	ゴムだんやゴムとび	ぽこぺんやかんけり	ザリガニつり	バレーボール・バスケット	バドミントン	どんぐりや木のみひろい	ままごとやおにんぎょう	木のぼり	キャッチボール/野球	むしとり	すなやどろあそび	花をつむ、みつをすう	サッカー	キックボード	すべりだいやぶらんこ	動画をみる	なわとび	おえかきやマンガをかく	おいかけっこ	マンガをよむ	ゲーム	ドロケイ	ドッヂボール	こうさくやなにかつくる	じてんしゃのり	ほんをよむ	おにごっこ	5	2	6	12	10	11	8	18	21	23	12	18	33	28	25	30	24	27	41	41	43	34	51	36	48	55	50	5年生	ゴムだんやゴムとび	ぽこぺんやかんけり	ザリガニつり	バレーボール・バスケット	バドミントン	どんぐりや木のみひろい	ままごとやおにんぎょう	木のぼり	キャッチボール/野球	むしとり	すなやどろあそび	花をつむ、みつをすう	サッカー	キックボード	すべりだいやぶらんこ	動画をみる	なわとび	おえかきやマンガをかく	おいかけっこ	マンガをよむ	ゲーム	ドロケイ	ドッヂボール	こうさくやなにかつくる	じてんしゃのり	ほんをよむ	おにごっこ	1	8	6	12	18	3	4	9	16	8	24	6	14	15	11	30	12	30	20	31	39	45	31	31	36	34	50	





よくやる遊び（各学年ごとの割合）

1年生	ゴムだんやゴムとび	ぽこぺんやかんけり	ザリガニつり	バレーボール・バスケット	バドミントン	どんぐりや木のみひろい	ままごとやおにんぎょう	木のぼり	キャッチボール/野球	むしとり	すなやどろあそび	花をつむ、みつをすう	サッカー	キックボード	6.0606060606060608E-2	3.0303030303030304E-2	0.16161616161616163	8.0808080808080815E-2	9.0909090909090912E-2	0.31313131313131315	0.34343434343434343	0.22222222222222221	0.15151515151515152	0.25252525252525254	0.22222222222222221	0.34343434343434343	0.27272727272727271	0.32323232323232326	3年生	ゴムだんやゴムとび	ぽこぺんやかんけり	ザリガニつり	バレーボール・バスケット	バドミントン	どんぐりや木のみひろい	ままごとやおにんぎょう	木のぼり	キャッチボール/野球	むし	とり	すなやどろあそび	花をつむ、みつをすう	サッカー	キックボード	6.4102564102564097E-2	2.564102564102564E-2	7.6923076923076927E-2	0.15384615384615385	0.12820512820512819	0.14102564102564102	0.10256410256410256	0.23076923076923078	0.26923076923076922	0.29487179487179488	0.15384615384615385	0.23076923076923078	0.42307692307692307	0.35897435897435898	5年生	ゴムだんやゴムとび	ぽこぺんやかんけり	ザリガニつり	バレーボール・バスケット	バドミントン	どんぐりや木のみひろい	ままごとやおにんぎ	ょう	木のぼり	キャッチボール/野球	むしとり	すなやどろあそび	花をつむ、みつをすう	サッカー	キックボード	1.2987012987012988E-2	0.1038961038961039	7.792207792207792E-2	0.15584415584415584	0.23376623376623376	3.896103896103896E-2	5.1948051948051951E-2	0.11688311688311688	0.20779220779220781	0.1038961038961039	0.31168831168831168	7.792207792207792E-2	0.18181818181818182	0.19480519480519481	





よくやる遊び（学年ごとの割合）

1年生	すべりだいやぶらんこ	動画をみる	なわとび	おえかきやマンガをかく	おいかけっこ	マンガをよむ	ゲーム	ドロケイ	ドッヂボール	こうさくやなにかつくる	じてんしゃのり	ほんをよむ	おにごっこ	0.54545454545454541	0.32323232323232326	0.6262626262626263	0.43434343434343436	0.42424242424242425	0.33333333333333331	0.26262626262626265	0.35353535353535354	0.35353535353535354	0.58585858585858586	0.6262626262626263	0.58585858585858586	0.64646464646464652	3年生	すべりだいやぶらんこ	動画をみる	なわとび	おえかきやマンガをかく	おいかけっこ	マンガをよむ	ゲーム	ドロケイ	ドッヂボール	こうさくやなにかつくる	じてんしゃのり	ほんをよむ	おにごっこ	0.32051282051282054	0.38461538461538464	0.30769230769230771	0.34615384615384615	0.52564102564102566	0.52564102564102566	0.55128205128205132	0.4358974358974359	0.65384615384615385	0.46153846153846156	0.61538461538461542	0.70512820512820518	0.64102564102564108	5年生	すべりだいやぶらんこ	動画をみる	なわとび	おえかきやマンガをかく	おいかけっこ	マンガをよむ	ゲーム	ドロケイ	ドッヂボール	こうさくやなにかつくる	じてんしゃのり	ほんをよむ	おにごっこ	0.14285714285714285	0.38961038961038963	0.15584415584415584	0.38961038961038963	0.25974025974025972	0.40259740259740262	0.50649350649350644	0.58441558441558439	0.40259740259740262	0.40259740259740262	0.46753246753246752	0.44155844155844154	0.64935064935064934	





学校の休み時間にする遊び（実数）

1年生	ぽこぺんやかんけり	ままごとやおにんぎょう	ザリガニつり	キックボード	じてんしゃのり	ゴムだんやゴムとび	バドミントン	どんぐりや木のみひろい	すべりだいやぶらんこ	花をつむ、みつをすう	木のぼり	マンガをよむ	むしと	り	サッカー	キャッチボール/野球	こうさくやなにかつくる	すなやどろあそび	バレーボール・バスケット	おえかきやマンガをかく	ほんをよむ	ドロケイ	おいかけっこ	ドッヂボール	なわとび	おにごっこ	0	0	1	0	2	1	1	2	1	4	1	4	0	8	4	9	8	5	9	12	12	22	15	38	45	3年生	ぽこぺんやかんけり	ままごとやおにんぎょう	ザリガニつり	キックボード	じてんしゃのり	ゴムだんやゴムとび	バドミントン	どんぐりや木のみひろい	すべりだいやぶらんこ	花をつむ、みつをすう	木のぼり	マンガをよむ	むしとり	サッカー	キャッチボール/野球	こうさくやなにかつくる	すなやどろあそび	バレーボール・バスケット	おえかきやマンガをかく	ほんをよむ	ドロケイ	おいかけっこ	ドッヂボール	なわとび	おにごっこ	1	1	1	1	0	1	1	1	2	0	2	3	10	4	8	8	8	9	7	18	13	17	26	12	34	5年生	ぽこぺんやかんけり	ままごとやおにんぎょう	ザリガニつり	キックボード	じてんしゃのり	ゴムだんやゴムとび	バドミントン	どんぐりや木のみひろい	すべりだいやぶらんこ	花をつむ、みつをすう	木のぼり	マンガをよむ	むしとり	サッカー	キャッチボール/野球	こうさくやなにかつくる	すなやどろあそび	バレーボール・バスケット	おえかきやマンガをかく	ほんをよむ	ドロケイ	おいかけっこ	ドッヂボール	なわとび	おにごっこ	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	2	0	1	3	3	8	12	11	15	26	12	18	10	34	





学校の休み時間にする遊び（学年ごとの割合）

1年生	ぽこぺんやかんけり	ままごとやおにんぎょう	ザリガニつり	キックボード	じてんしゃのり	ゴムだんやゴムとび	バドミントン	どんぐりや木のみひろい	すべりだいやぶらんこ	花をつむ、みつをすう	木のぼり	マンガをよむ	むしとり	サッカー	0	0	1.0101010101010102E-2	0	2.0202020202020204E-2	1.0101010101010102E-2	1.0101010101010102E-2	2.0202020202020204E-2	1.0101010101010102E-2	4.0404040404040407E-2	1.0101010101010102E-2	4.0404040404040407E-2	0	8.0808080808080815E-2	3年生	ぽこぺんやかんけり	ままごとやおにんぎょう	ザリガニつり	キックボード	じてんしゃのり	ゴムだんやゴムとび	バドミントン	どんぐりや木のみひ	ろい	すべりだいやぶらんこ	花をつむ、みつをすう	木のぼり	マンガをよむ	むしとり	サッカー	1.282051282051282E-2	1.282051282051282E-2	1.282051282051282E-2	1.282051282051282E-2	0	1.282051282051282E-2	1.282051282051282E-2	1.282051282051282E-2	2.564102564102564E-2	0	2.564102564102564E-2	3.8461538461538464E-2	0.12820512820512819	5.128205128205128E-2	5年生	ぽこぺんやかんけり	ままごとやおにんぎょう	ザリガニつり	キックボード	じてんしゃのり	ゴムだんやゴムとび	バドミントン	どんぐりや木のみひろい	すべりだいやぶらんこ	花をつむ、みつをすう	木のぼり	マンガをよむ	むしとり	サッカー	0	0	0	1.2987012987012988E-2	0	0	1.2987012987012988E-2	0	0	0	1.2987012987012988E-2	2.5974025974025976E-2	0	1.2987012987012988E-2	





学校の休み時間にする遊び（学年ごとの割合）

1年生	キャッチボール/野球	こうさくやなにかつくる	すなやどろあそび	バレーボール・バスケット	おえかきやマンガをかく	ほんをよむ	ドロケイ	おいかけっこ	ドッヂボール	なわとび	おにごっこ	4.0404040404040407E-2	9.0909090909090912E-2	8.0808080808080815E-2	5.0505050505050504E-2	9.0909090909090912E-2	0.12121212121212122	0.12121212121212122	0.22222222222222221	0.15151515151515152	0.38383838383838381	0.45454545454545453	3年生	キャッチボール/野球	こうさくやなにかつくる	すなやどろあそび	バレーボール・バスケット	おえかきやマンガをかく	ほんをよむ	ドロケイ	おいかけっこ	ドッヂボール	なわとび	おにごっこ	0.10256410256410256	0.10256410256410256	0.10256410256410256	0.11538461538461539	8.9743589743589744E-2	0.23076923076923078	0.16666666666666666	0.21794871794871795	0.33333333333333331	0.15384615384615385	0.4358974358974359	5年生	キャッチボール/野球	こうさくやなにかつくる	すなやどろあそび	バレーボール・バスケット	おえかきやマンガをかく	ほんをよむ	ドロケイ	おいかけっこ	ドッヂボール	なわとび	おにごっこ	3.896103896103896E-2	3.896103896103896E-2	0.1038961038961039	0.15584415584415584	0.14285714285714285	0.19480519480519481	0.33766233766233766	0.15584415584415584	0.23376623376623376	0.12987012987012986	0.44155844155844154	







(4)子ども遊び場

				1年生 ネンセイ		3年生 ネンセイ		5年生 ネンセイ		全体 ゼンタイ

		おてら		0		1		0		1

		せんかわのそばやはし		0		0		1		1

		のがわのそばやがけやはし		2		1		0		3

		ようちえんやほいくえん		4		1		1		6

		だがしや		3		0		6		9

		じんじゃ		2		3		4		9

		えきのそばのひろば		6		1		3		10

		りょくどう		5		2		4		11

		コンビニ		5		1		5		11

		あきち		8		2		2		12

		いけのそば		10		0		2		12

		じどうかん		8		1		4		13

		おみせのちかく		5		3		5		13

		だれかのうちのにわ		5		6		4		15

		きぬたまのプレーパーク		6		8		1		15

		おかもとこうえん		10		3		8		21

		じゅくやならいごとのばしょ		15		7		8		30

		しんせきのいえのなか		19		10		3		32

		おおくらうんどうこうえん		17		9		9		35

		たいいくかん		21		18		13		52

		いえのちかくのみち		24		16		13		53

		たまがわのかわらやひょうごばしのあたり		27		19		12		58

		マンションのそとのひろば		33		26		13		72

		こうてい		44		43		17		104

		ともだちのいえのなか		36		31		38		105

		ちいさいこうえんやひろば		67		53		49		169

		じぶんのいえのなか		87		67		54		208

				1年生 ネンセイ		3年生 ネンセイ		5年生 ネンセイ

		おてら		0%		1%		0%

		せんかわのそばやはし		0%		0%		1%

		のがわのそばやがけやはし		2%		1%		0%

		ようちえんやほいくえん		4%		1%		1%

		だがしや		3%		0%		8%

		じんじゃ		2%		4%		5%

		えきのそばのひろば		6%		1%		4%

		りょくどう		5%		3%		5%

		コンビニ		5%		1%		6%

		あきち		8%		3%		3%

		いけのそば		10%		0%		3%

		じどうかん		8%		1%		5%

		おみせのちかく		5%		4%		6%

		だれかのうちのにわ		5%		8%		5%

		きぬたまのプレーパーク		6%		10%		1%

		おかもとこうえん		10%		4%		10%

		じゅくやならいごとのばしょ		15%		9%		10%

		しんせきのいえのなか		19%		13%		4%

		おおくらうんどうこうえん		17%		12%		12%

		たいいくかん		21%		23%		17%

		いえのちかくのみち		24%		21%		17%

		たまがわのかわらやひょうごばしのあたり		27%		24%		16%

		マンションのそとのひろば		33%		33%		17%

		こうてい		44%		55%		22%

		ともだちのいえのなか		36%		40%		49%

		ちいさいこうえんやひろば		68%		68%		64%

		じぶんのいえのなか		88%		86%		70%

		（７）あなたにはまちの中にじぶんたちのひみつのみちがある？ ナカ

				ある		ない		あるけれどおしえられない		合計

		1年生 ネンセイ		30		45		23		98

		3年生 ネンセイ		14		30		34		78

		5年生 ネンセイ		6		56		14		76

		合計		50		131		71		252

		（８）あなたは、まちの中をじぶんたちでたんけんすることがある？ ナカ

				ある		ない		合計

		1年生 ネンセイ		18		79		97

		3年生 ネンセイ		24		54		78

		5年生 ネンセイ		13		61		74

		合計		55		194		249



よく遊ぶ場所（実数）

1年生	おてら	せんかわのそばやはし	のがわのそばやがけやはし	ようちえんやほいくえん	だがしや	じんじゃ	えきのそばのひろば	りょくどう	コンビニ	あきち	いけのそば	じどうかん	おみせのちかく	だれか	のうちのにわ	きぬたまのプレーパーク	おかもとこうえん	じゅくやならいごとのばしょ	しんせきのいえのなか	おおくらうんどうこうえん	たいいくかん	いえのちかくのみち	たまがわのかわらやひょうごばしのあたり	マンションのそとのひろば	こうてい	ともだちのいえのなか	ちいさいこうえんやひろば	じぶんのいえのなか	0	0	2	4	3	2	6	5	5	8	10	8	5	5	6	10	15	19	17	21	24	27	33	44	36	67	87	3年生	おてら	せんかわのそばやはし	のがわのそばやがけやはし	ようちえんやほいくえん	だがしや	じんじゃ	えきのそばのひろば	りょくどう	コンビニ	あきち	いけのそば	じどうかん	おみせのちかく	だれかのうちのにわ	きぬたまのプレーパーク	おかもとこうえん	じゅくやならいごとのばしょ	しんせきのいえのなか	おおくらうんどうこうえん	たいいくかん	いえのちかくのみち	たまがわのかわらやひょうごばしのあたり	マンションのそとのひろば	こうてい	ともだちのいえのなか	ちいさいこうえんやひろば	じぶんのいえのなか	1	0	1	1	0	3	1	2	1	2	0	1	3	6	8	3	7	10	9	18	16	19	26	43	31	53	67	5年生	おてら	せんかわのそばやはし	のがわのそばやがけやはし	ようちえんやほいくえん	だがしや	じんじゃ	えきのそばのひろば	りょく	どう	コンビニ	あきち	いけのそば	じどうかん	おみせのちかく	だれかのうちのにわ	きぬたまのプレーパーク	おかもとこうえん	じゅくやならいごとのばしょ	しんせきのいえのなか	おおくらうんどうこうえん	たいいくかん	いえのちかくのみち	たまがわのかわらやひょうごばしのあたり	マンションのそとのひろば	こうてい	ともだちのいえのなか	ちいさいこうえんやひろば	じぶんのいえのなか	0	1	0	1	6	4	3	4	5	2	2	4	5	4	1	8	8	3	9	13	13	12	13	17	38	49	54	





よく遊ぶ場所（学年ごとの割合）

1年生	おてら	せんかわのそばやはし	のがわのそばやがけやはし	ようちえんやほいくえん	だがしや	じんじゃ	えきのそばのひろば	りょくどう	コンビニ	あきち	いけのそば	じどうかん	おみせのちかく	だれかのうちのにわ	0	0	2.0202020202020204E-2	4.0404040404040407E-2	3.0303030303030304E-2	2.0202020202020204E-2	6.0606060606060608E-2	5.0505050505050504E-2	5.0505050505050504E-2	8.0808080808080815E-2	0.10101010101010101	8.0808080808080815E-2	5.0505050505050504E-2	5.0505050505050504E-2	3年生	おてら	せんかわのそばやはし	のがわのそばやがけやはし	ようちえんや	ほいくえん	だがしや	じんじゃ	えきのそばのひろば	りょくどう	コンビニ	あきち	いけのそば	じどうかん	おみせのちかく	だれかのうちのにわ	1.282051282051282E-2	0	1.282051282051282E-2	1.282051282051282E-2	0	3.8461538461538464E-2	1.282051282051282E-2	2.564102564102564E-2	1.282051282051282E-2	2.564102564102564E-2	0	1.282051282051282E-2	3.8461538461538464E-2	7.6923076923076927E-2	5年生	おてら	せんかわのそばやはし	のがわのそばやがけやはし	ようちえんやほいくえん	だがしや	じんじゃ	えきのそばのひろば	りょくどう	コンビニ	あきち	いけのそば	じどうかん	おみせのちかく	だれかのうちのにわ	0	1.2987012987012988E-2	0	1.2987012987012988E-2	7.792207792207792E-2	5.1948051948051951E-2	3.896103896103896E-2	5.1948051948051951E-2	6.4935064935064929E-2	2.5974025974025976E-2	2.5974025974025976E-2	5.1948051948051951E-2	6.4935064935064929E-2	5.1948051948051951E-2	





よく遊ぶ場所（学年ごとの割合）

1年生	きぬたまのプレーパーク	おかもとこうえん	じゅくやならいごとのばしょ	しんせきのいえのなか	おおくらうんどうこうえん	たいいくかん	いえのちかくのみち	たまがわのかわらやひょうごばしのあたり	マンションのそとのひろば	こうてい	ともだちのいえのなか	ちいさいこうえんやひろば	じぶんのいえのなか	6.0606060606060608E-2	0.10101010101010101	0.15151515151515152	0.19191919191919191	0.17171717171717171	0.21212121212121213	0.24242424242424243	0.27272727272727271	0.33333333333333331	0.44444444444444442	0.36363636363636365	0.6767676767676768	0.87878787878787878	3年生	きぬたまのプレーパーク	おかもとこうえん	じゅくやならいごとのばしょ	しんせきのいえのなか	おおくらうんどうこうえん	たいいくかん	いえのちかくのみち	たまがわのかわらやひょうごばしのあたり	マンションのそとのひろば	こうてい	ともだちのいえのなか	ちいさいこうえんやひろば	じぶんのいえのなか	0.10256410256410256	3.8461538461538464E-2	8.9743589743589744E-2	0.12820512820512819	0.11538461538461539	0.23076923076923078	0.20512820512820512	0.24358974358974358	0.33333333333333331	0.55128205128205132	0.39743589743589741	0.67948717948717952	0.85897435897435892	5年生	きぬたまのプレーパーク	おかもとこうえん	じゅくやならいごとのばしょ	しんせきのいえのなか	おおくらうんどうこうえん	たいいくかん	いえのちかくのみち	たまがわのかわらやひょうごばしのあたり	マンションのそとのひろば	こうてい	ともだちのいえのなか	ちいさいこうえんやひろば	じぶんのいえのなか	1.2987012987012988E-2	0.1038961038961039	0.1038961038961039	3.896103896103896E-2	0.11688311688311688	0.16883116883116883	0.16883116883116883	0.15584415584415584	0.16883116883116883	0.22077922077922077	0.4935064935064935	0.63636363636363635	0.70129870129870131	





ひみつ基地の有無

ある	1年生	3年生	5年生	30	14	6	ない	1年生	3年生	5年生	45	30	56	あるけれどおしえられない	1年生	3年生	5年生	23	34	14	





探検することの有無

ある	1年生	3年生	5年生	18	24	13	ない	1年生	3年生	5年生	79	54	61	







（９）体験

		（９）つぎのようなことをやったことがありますか。

		なまたまごをわったこと

				ある		ない		合計

		1年生 ネンセイ		87		11		98

		3年生 ネンセイ		67		10		77

		5年生 ネンセイ		73		2		75

		合計		227		23		250

		米をといだこと コメ

				ある		ない		合計

		1年生 ネンセイ		67		31		98

		3年生 ネンセイ		54		23		77

		5年生 ネンセイ		60		14		74

		合計		181		68		249

		はなのみつをすったこと

				ある		ない		合計

		1年生 ネンセイ		62		36		98

		3年生 ネンセイ		48		29		77

		5年生 ネンセイ		47		28		75

		合計		157		93		250

		しょっきをあらうこと

				ある		ない		合計

		1年生 ネンセイ		77		21		98

		3年生 ネンセイ		57		20		77

		5年生 ネンセイ		71		4		75

		合計		205		45		250

		きのぼりをしたこと

				ある		ない		合計

		1年生 ネンセイ		78		20		98

		3年生 ネンセイ		63		14		77

		5年生 ネンセイ		56		19		75

		合計		197		53		250

		カンきりでカンづめをあけること

				ある		ない		合計

		1年生 ネンセイ		16		82		98

		3年生 ネンセイ		12		64		76

		5年生 ネンセイ		32		43		75

		合計		60		189		249

		おおきなみちをひとりでわたったこと

				ある		ない		合計

		1年生 ネンセイ		54		44		98

		3年生 ネンセイ		54		22		76

		5年生 ネンセイ		63		12		75

		合計		171		78		249

		ほうちょうでりょうりをすること

				ある		ない		合計

		1年生 ネンセイ		78		20		98

		3年生 ネンセイ		70		7		77

		5年生 ネンセイ		67		8		75

		合計		215		35		250

		あかちゃんをだいたこと

				ある		ない		合計

		1年生 ネンセイ		76		22		98

		3年生 ネンセイ		56		21		77

		5年生 ネンセイ		63		12		75

		合計		195		55		250



生卵を割ったこと

87	67	73	ある	1年生	3年生	5年生	11	10	2	ない	1年生	3年生	5年生	





米をといだこと

67	54	60	ある	1年生	3年生	5年生	31	23	14	ない	1年生	3年生	5年生	





花の蜜をすったこと

62	48	47	ある	1年生	3年生	5年生	36	29	28	ない	1年生	3年生	5年生	





食器を洗うこと

77	57	71	ある	1年生	3年生	5年生	21	20	4	ない	1年生	3年生	5年生	





木登をしたこと

78	63	56	ある	1年生	3年生	5年生	20	14	19	ない	1年生	3年生	5年生	





カンきりで缶詰を開けること

16	12	32	ある	1年生	3年生	5年生	82	64	43	ない	1年生	3年生	5年生	





大きな道を一人で渡ること

54	54	63	ある	1年生	3年生	5年生	44	22	12	ない	1年生	3年生	5年生	





包丁で料理をすること

78	70	67	ある	1年生	3年生	5年生	20	7	8	ない	1年生	3年生	5年生	





赤ちゃんを抱いたこと

76	56	63	ある	1年生	3年生	5年生	22	21	12	ない	1年生	3年生	5年生	







(10)普段の生活

		（１０）あなたのふだんの生活についておしえてください セイカツ

		（１０）-ア		よるねる時間はきまっていますか ジカン

				いつも決まっている キ		決まっていない キ		合計

		1年生 ネンセイ		78		20		98

		3年生 ネンセイ		49		28		77

		5年生 ネンセイ		44		31		75

		合計		171		79		250

		（１０）-イ		ねるのがおそくなるりゆう（３つまで）

				1年生 ネンセイ		3年生 ネンセイ		5年生 ネンセイ

		なんとなく		32		24		18

		ゲーム・パソコン		4		6		8

		テレビ・ビデオ		27		29		25

		習い事 ナラ ゴト		19		25		36

		勉強 ベンキョウ		25		35		35

				1年生 ネンセイ		3年生 ネンセイ		5年生 ネンセイ

		なんとなく		32%		31%		23%

		ゲーム・パソコン		4%		8%		10%

		テレビ・ビデオ		27%		37%		32%

		習い事 ナラ ゴト		19%		32%		47%

		勉強 ベンキョウ		25%		45%		45%

		（１０）-ウ		ふとんにはいって、すぐにねむれるか

				すぐにねむれる		ときどきねむれないことがある		いつも、なかなかねむれない		合計

		1年生 ネンセイ		49		33		16		98

		3年生 ネンセイ		31		26		19		76

		5年生 ネンセイ		36		28		9		73

		合計		116		87		44		247

		（１０）-エ		あさおきる時間はきまっているか ジカン

				いつも決まっている キ		決まっていない キ		合計

		1年生 ネンセイ		81		15		96

		3年生 ネンセイ		58		19		77

		5年生 ネンセイ		54		21		75

		合計		193		55		248

		（１０）-オ		どうやっておきていますか

				しぜんにめがさめる		めざましどけいでじぶんでおきる		うちのひとにおこされる		1.2		1.2.3		1.3		2.3		合計

		1年生 ネンセイ		38		19		36		0		0		3		2		98

		3年生 ネンセイ		26		7		39		1		2		1		1		77

		5年生 ネンセイ		22		17		31		1		1		3		0		75

		合計		86		43		106		2		3		7		3		250

		（１０）-カ		おきたときのかんじはどうですか

				すっきりしている		すこし、ねむたい		とても、ねむたい		合計

		1年生 ネンセイ		39		43		15		97

		3年生 ネンセイ		12		44		20		76

		5年生 ネンセイ		14		40		21		75

		合計		65		127		56		248



夜寝る時間

いつも決まっている	1年生	3年生	5年生	78	49	44	決まっていない	1年生	3年生	5年生	20	28	31	





寝るのが遅くなる理由（実数）

1年生	なんとなく	ゲーム・パソコン	テレビ・ビデオ	習い事	勉強	32	4	27	19	25	3年生	なんとなく	ゲーム・パソコン	テレビ・ビデオ	習い事	勉強	24	6	29	25	35	5年生	なんとなく	ゲーム・パソコン	テレビ・ビデオ	習い事	勉強	18	8	25	36	35	





寝るのが遅くなる理由（学年ごとの割合）

1年生	なんとなく	ゲーム・パソコン	テレビ・ビデオ	習い事	勉強	0.32323232323232326	4.0404040404040407E-2	0.27272727272727271	0.19191919191919191	0.25252525252525254	3年生	なんとなく	ゲーム・パソコン	テレビ・ビデオ	習い事	勉強	0.30769230769230771	7.6923076923076927E-2	0.37179487179487181	0.32051282051282054	0.44871794871794873	5年生	なんとなく	ゲーム・パソコン	テレビ・ビデオ	習い事	勉強	0.23376623376623376	0.1038961038961039	0.32467532467532467	0.46753246753246752	0.45454545454545453	





布団に入ってすぐ眠れるか

すぐにねむれる	1年生	3年生	5年生	49	31	36	ときどきねむれないことがある	1年生	3年生	5年生	33	26	28	いつも、なかなかねむれない	1年生	3年生	5年生	16	19	9	





朝起きる時間

いつも決まっている	1年生	3年生	5年生	81	58	54	決まっていない	1年生	3年生	5年生	15	19	21	





どうやっておきるか

しぜんにめがさめる	1年生	3年生	5年生	38	26	22	めざましどけいでじぶんでおきる	1年生	3年生	5年生	19	7	17	うちのひとにおこされる	1年生	3年生	5年生	36	39	31	





起きた時の感じ

すっきりしている	1年生	3年生	5年生	39	12	14	すこし、ねむたい	1年生	3年生	5年生	43	44	40	とても、ねむたい	1年生	3年生	5年生	15	20	21	







（11）活動時間

		（１１）つぎのことをまいにちどれくらいやっていますか。

		からだをうごかしてあそぶ

				ほとんどしない		30分から1時間ぐらい フン ジカン		1時間以上 ジカン イジョウ		合計

		1年生 ネンセイ		10		52		35		97

		3年生 ネンセイ		14		38		26		78

		5年生 ネンセイ		19		24		31		74

		合計		43		114		92		249

		木や草花があるような自然のなかであそぶ キ クサバナ シゼン

				ほとんどしない		30分から1時間ぐらい フン ジカン		1時間以上 ジカン イジョウ		合計

		1年生 ネンセイ		36		46		14		96

		3年生 ネンセイ		34		33		11		78

		5年生 ネンセイ		37		25		13		75

		合計		107		104		38		249

		木や草花があるような自然のなかをとおる キ クサバナ シゼン

				ほとんどしない		30分から1時間ぐらい フン ジカン		1時間以上 ジカン イジョウ		合計

		1年生 ネンセイ		36		48		11		95

		3年生 ネンセイ		41		29		7		77

		5年生 ネンセイ		36		33		6		75

		合計		113		110		24		247

		かわやいけなどのみずがあるところのそばであそぶ

				ほとんどしない		30分から1時間ぐらい フン ジカン		1時間以上 ジカン イジョウ		合計

		1年生 ネンセイ		75		13		7		95

		3年生 ネンセイ		57		14		7		78

		5年生 ネンセイ		61		11		4		76

		合計		193		38		18		249

		かわやいけなどのみずがあるところのそばでをとおる

				ほとんどしない		30分から1時間ぐらい フン ジカン		1時間以上 ジカン イジョウ		合計

		1年生 ネンセイ		73		17		2		92

		3年生 ネンセイ		56		16		5		77

		5年生 ネンセイ		51		21		3		75

		合計		180		54		10		244

		テレビやビデオ、動画をみる ドウガ

				ほとんどしない		30分から1時間ぐらい フン ジカン		1時間以上 ジカン イジョウ		合計

		1年生 ネンセイ		10		44		41		95

		3年生 ネンセイ		7		41		29		77

		5年生 ネンセイ		23		27		27		77

		合計		40		112		97		249

		テレビゲームやDSやPSPをする

				ほとんどしない		30分から1時間ぐらい フン ジカン		1時間以上 ジカン イジョウ		合計

		1年生 ネンセイ		74		14		9		97

		3年生 ネンセイ		37		29		12		78

		5年生 ネンセイ		37		22		18		77

		合計		148		65		39		252



体を動かして遊ぶ

10	14	19	ほとんどしない	1年生	3年生	5年生	52	38	24	30分から1時間ぐらい	1年生	3年生	5年生	35	26	31	1時間以上	1年生	3年生	5年生	





草木のある自然の中で遊ぶ

36	34	37	ほとんどしない	1年生	3年生	5年生	46	33	25	30分から1時間ぐらい	1年生	3年生	5年生	14	11	13	1時間以上	1年生	3年生	5年生	





草木のある自然の中を通る

36	41	36	ほとんどしない	1年生	3年生	5年生	48	29	33	30分から1時間ぐらい	1年生	3年生	5年生	11	7	6	1時間以上	1年生	3年生	5年生	





水辺のそばであそぶ

75	57	61	ほとんどしない	1年生	3年生	5年生	13	14	11	30分から1時間ぐらい	1年生	3年生	5年生	7	7	4	1時間以上	1年生	3年生	5年生	





水辺のそばを通る

73	56	51	ほとんどしない	1年生	3年生	5年生	17	16	21	30分から1時間ぐらい	1年生	3年生	5年生	2	5	3	1時間以上	1年生	3年生	5年生	





テレビ・ビデオ・動画を見る

10	7	23	ほとんどしない	1年生	3年生	5年生	44	41	27	30分から1時間ぐらい	1年生	3年生	5年生	41	29	27	1時間以上	1年生	3年生	5年生	





テレビゲームをする

74	37	37	ほとんどしない	1年生	3年生	5年生	14	29	22	30分から1時間ぐらい	1年生	3年生	5年生	9	12	18	1時間以上	1年生	3年生	5年生	







（12）不調

		（１２）つぎのようなことがありますか

		（１２）-１		からだがだるい

				よくある		ときどきある		ない		合計

		1年生 ネンセイ		2		27		69		98

		3年生 ネンセイ		5		38		35		78

		5年生 ネンセイ		11		33		33		77

		合計		18		98		137		253

		（１２）-２		いらいらして大声を出したい オオゴエ ダ

				よくある		ときどきある		ない		合計

		1年生 ネンセイ		11		36		51		98

		3年生 ネンセイ		12		33		33		78

		5年生 ネンセイ		21		23		33		77

		合計		44		92		117		253

		（１２）-３		しんぱいごとがある

				よくある		ときどきある		ない		合計

		1年生 ネンセイ		10		23		64		97

		3年生 ネンセイ		7		27		42		76

		5年生 ネンセイ		8		22		46		76

		合計		25		72		152		249

		（１２）-４		あさ、おなかがいたい

				よくある		ときどきある		ない		合計

		1年生 ネンセイ		3		14		81		98

		3年生 ネンセイ		0		15		62		77

		5年生 ネンセイ		1		15		61		77

		合計		4		44		204		252

		（１２）-５		まいにち、うんちがでる

				よくある		ときどきある		ない		合計

		1年生 ネンセイ		10		45		43		98

		3年生 ネンセイ		8		33		37		78

		5年生 ネンセイ		3		28		46		77

		合計		21		106		126		253

		（１２）-６		ひととはなすのがいやなときがある

				よくある		ときどきある		ない		合計

		1年生 ネンセイ		8		25		63		96

		3年生 ネンセイ		3		26		49		78

		5年生 ネンセイ		6		28		43		77

		合計		17		79		155		251

		（１２）-７		あさごはんをたべないことがある

				よくある		ときどきある		ない		合計

		1年生 ネンセイ		2		10		86		98

		3年生 ネンセイ		1		6		71		78

		5年生 ネンセイ		2		8		67		77

		合計		5		24		224		253



体がだるい

2	5	11	よくある	1年生	3年生	5年生	27	38	33	ときどきある	1年生	3年生	5年生	69	35	33	ない	1年生	3年生	5年生	





いらいらして大声を出したい

11	12	21	よくある	1年生	3年生	5年生	36	33	23	ときどきある	1年生	3年生	5年生	51	33	33	ない	1年生	3年生	5年生	





心配事がある

10	7	8	よくある	1年生	3年生	5年生	23	27	22	ときどきある	1年生	3年生	5年生	64	42	46	ない	1年生	3年生	5年生	





朝、お腹が痛い

3	0	1	よくある	1年生	3年生	5年生	14	15	15	ときどきある	1年生	3年生	5年生	81	62	61	ない	1年生	3年生	5年生	





毎日、うんちが出る

10	8	3	よくある	1年生	3年生	5年生	45	33	28	ときどきある	1年生	3年生	5年生	43	37	46	ない	1年生	3年生	5年生	





人と話すのがいやな時がある

8	3	6	よくある	1年生	3年生	5年生	25	26	28	ときどきある	1年生	3年生	5年生	63	49	43	ない	1年生	3年生	5年生	





朝ご飯を食べない時がある

2	1	2	よくある	1年生	3年生	5年生	10	6	8	ときどきある	1年生	3年生	5年生	86	71	67	ない	1年生	3年生	5年生	







（13）勉強

		（１３）べんきょうについておしえてください

		（１３）-１		じゅぎょうちゅうにてをあげる

				よくある		ときどきある		ない		合計

		1年生 ネンセイ		55		32		11		98

		3年生 ネンセイ		35		39		4		78

		5年生 ネンセイ		28		42		7		77

		合計		118		113		22		253

		（１３）-２		しゅくだいをわすれることがある

				よくある		ときどきある		ない		合計

		1年生 ネンセイ		3		22		73		98

		3年生 ネンセイ		3		39		36		78

		5年生 ネンセイ		6		32		39		77

		合計		12		93		148		253

		（１３）-３		わからないことはせんせいにきく

				よくある		ときどきある		ない		合計

		1年生 ネンセイ		37		39		21		97

		3年生 ネンセイ		28		46		4		78

		5年生 ネンセイ		29		33		14		76

		合計		94		118		39		251

		（１３）-４		べんきょうがおもしろいとおもう

				よくある		ときどきある		ない		合計

		1年生 ネンセイ		55		30		13		98

		3年生 ネンセイ		48		17		13		78

		5年生 ネンセイ		30		34		12		76

		合計		133		81		38		252

		（１３）-５		ぼんやりしてきいていないことがある

				よくある		ときどきある		ない		合計

		1年生 ネンセイ		8		26		64		98

		3年生 ネンセイ		4		36		37		77

		5年生 ネンセイ		10		41		25		76

		合計		22		103		126		251

		学年 By （１３）-６

		（１３）-６		じゅぎょうのとちゅうであきてしまう

				よくある		ときどきある		ない		合計

		1年生 ネンセイ		10		24		63		97

		3年生 ネンセイ		8		21		49		78

		5年生 ネンセイ		16		23		38		77

		合計		34		68		150		252



授業中に手を挙げる

55	35	28	よくある	1年生	3年生	5年生	32	39	42	ときどきある	1年生	3年生	5年生	11	4	7	ない	1年生	3年生	5年生	





宿題を忘れることがある

3	3	6	よくある	1年生	3年生	5年生	22	39	32	ときどきある	1年生	3年生	5年生	73	36	39	ない	1年生	3年生	5年生	





わからないことは先生に聞く

37	28	29	よくある	1年生	3年生	5年生	39	46	33	ときどきある	1年生	3年生	5年生	21	4	14	ない	1年生	3年生	5年生	





勉強がおもしろいと思う

55	48	30	よくある	1年生	3年生	5年生	30	17	34	ときどきある	1年生	3年生	5年生	13	13	12	ない	1年生	3年生	5年生	





ぼんやりして聞いていないことがある

8	4	10	よくある	1年生	3年生	5年生	26	36	41	ときどきある	1年生	3年生	5年生	64	37	25	ない	1年生	3年生	5年生	





授業の途中で飽きてしまう

10	8	16	よくある	1年生	3年生	5年生	24	21	23	ときどきある	1年生	3年生	5年生	63	49	38	ない	1年生	3年生	5年生	
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				Play in Green														Frequent active play														Inattention				Hyperactivity

						means		SD		t		p		effect size				means		SD		t		p		effect size						no		yes		no		yes

		Inattention		no		4.2		3.0		2.3		<0.05		0.10		no		4.5		3.1		2.1		<0.05		0.10						4.2		3.6		1.3		1.2

				yes		3.6		2.7								yes		3.7		2.8

		Hyperactivity		no		1.3		1.9		0.8		ns				no		1.3		2.1		-010		ns

				yes		1.2		1.8								yes		1.3		1.8

														仲間関係１
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				F-G		17.3		7.0								F-G

		Total		R-G		15.9		6.9								R-G





Sheet9 (3)

		





Sheet9 (2)

				Play in Green														Frequent outdoor play												Frequent active play												Play in Blue
 (rating by children)

						means		SD		t		p		effect size				means		SD		t		p		effect size				means		SD		t		p		effect size				means		SD		t		p		effect size

		Conduct problems		no		3.2		9.3		1.5		ns				no		2.6		6.3		-0.3		ns				no		3.4		10.8		1.4		ns				no		2.8		7.0		0.9		ns

				yes		2.2		1.8								yes		2.7		6.0								yes		2.5		4.8								yes		2.3		1.8

		Hyperactivity/ inattention		no		3.3		2.4		1.8		ns				no		3.1		2.5		-0.6		ns				no		3.1		2.4		-0.2		ns				no		3.0		2.4		-1.0		ns

				yes		3.0		2.4								yes		3.2		2.4								yes		3.1		2.4								yes		3.3		2.5

		emotional symptoms		no		1.8		2.1		2.1		<0.05		0.10		no		2.1		2.1		4.7		<0.001		0.20		no		2.3		2.2		3.1		<0.05		0.29		no		1.7		1.9		1.0		ns

				yes		1.5		1.7								yes		1.3		1.6								yes		1.5		1.8								yes		1.5		1.9

		peer relationship problems		no		2.2		1.8		4.0		<0.05		0.20		no		2.2		1.9		4.6		<0.001		0.20		no		2.9		2.1		5.0		<0.001		0.46		no		2.0		1.7		3.1		<0.01		0.16

				yes		1.6		1.5								yes		1.6		1.4								yes		1.7		1.5								yes		1.5		1.5

		prosocial behavior		no		6.5		2.1		-2.5		ns		0.10		no		6.7		2.2		-1.0		ns				no		6.5		2.3		-1.6		ns				no		6.9		2.1		0.3		ns

				yes		7.0		2.1								yes		6.9		2.1								yes		6.9		2.1								yes		6.8		2.1

														行為1

														多動１

														情緒1

														仲間関係１

														向社会性１

														合計１

				F-G		17.3		7.0								F-G												F-G												F-G

		Total		R-G		15.9		6.9								R-G												R-G												R-G
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		グループ統計量																												差の 95% 信頼区間

				活用１介入２		N		平均値		標準偏差		平均値の標準誤差				F 値		有意確率		t 値		自由度		有意確率 (両側)		平均値の差		差の標準誤差		下限		上限

		行為1		1		16		4.63		2.729		.682		等分散を仮定する。		.030		.863		1.838		81		.070		1.267		.689		-.105		2.638

				2		67		3.36		2.416		.295		等分散を仮定しない。						1.704		20.974		.103		1.267		.743		-.280		2.813

		多動１		1		16		3.56		2.476		.619		等分散を仮定する。		1.282		.261		.776		81		.440		.458		.590		-.716		1.632

				2		67		3.10		2.031		.248		等分散を仮定しない。						.687		20.091		.500		.458		.667		-.933		1.849

		情緒1		1		16		1.44		1.315		.329		等分散を仮定する。		.594		.443		-.787		81		.433		-.339		.430		-1.195		.517

				2		67		1.78		1.594		.195		等分散を仮定しない。						-.886		26.625		.383		-.339		.382		-1.123		.446

		仲間関係１		1		16		2.13		1.310		.328		等分散を仮定する。		.534		.467		.085		81		.932		.035		.416		-.793		.864

				2		67		2.09		1.535		.188		等分散を仮定しない。						.094		25.811		.926		.035		.377		-.741		.812

		向社会性１		1		16		5.50		2.582		.645		等分散を仮定する。		.092		.763		-.148		81		.883		-.112		.757		-1.619		1.395

				2		67		5.61		2.752		.336		等分散を仮定しない。						-.154		23.845		.879		-.112		.728		-1.615		1.391

		合計１		1		16		17.25		7.038		1.759		等分散を仮定する。		.019		.891		.683		81		.497		1.310		1.918		-2.506		5.125

				2		67		15.94		6.858		.838		等分散を仮定しない。						.672		22.312		.508		1.310		1.949		-2.729		5.348

		行為1		1		16		4.13		2.125		.531		等分散を仮定する。		1.826		.180		1.764		81		.081		1.140		.646		-.146		2.425

				2		67		2.99		2.364		.289		等分散を仮定しない。						1.885		24.688		.071		1.140		.605		-.106		2.386

		多動１		1		16		2.81		2.257		.564		等分散を仮定する。		.029		.865		.467		81		.642		.275		.589		-.897		1.447

				2		67		2.54		2.084		.255		等分散を仮定しない。						.444		21.525		.661		.275		.619		-1.010		1.561

		情緒1		1		16		1.31		1.448		.362		等分散を仮定する。		1.255		.266		-.475		81		.636		-.240		.504		-1.243		.764

				2		67		1.55		1.885		.230		等分散を仮定しない。						-.559		28.545		.581		-.240		.429		-1.118		.638

		仲間関係１		1		16		1.94		1.482		.370		等分散を仮定する。		.084		.773		.415		81		.679		.176		.425		-.670		1.022

				2		67		1.76		1.538		.188		等分散を仮定しない。						.424		23.362		.675		.176		.415		-.682		1.035

		向社会性１		1		16		6.50		2.582		.645		等分散を仮定する。		.076		.783		1.154		81		.252		.903		.782		-.653		2.459

				2		67		5.60		2.861		.349		等分散を仮定しない。						1.230		24.603		.230		.903		.734		-.610		2.416

		合計１		1		16		16.69		5.388		1.347		等分散を仮定する。		.322		.572		1.213		81		.228		2.255		1.858		-1.442		5.952

				2		67		14.43		6.937		.848		等分散を仮定しない。						1.417		28.223		.167		2.255		1.591		-1.004		5.513

		NOGOmistake1		1		15		3.00		2.726		.704		等分散を仮定する。		.074		.787		-1.286		67		.203		-1.019		.792		-2.599		.562

				2		54		4.02		2.709		.369		等分散を仮定しない。						-1.282		22.295		.213		-1.019		.794		-2.665		.628

		GOmistake1		1		15		.93		.884		.228		等分散を仮定する。		1.392		.242		.521		67		.604		.193		.369		-.545		.930

				2		54		.74		1.348		.184		等分散を仮定しない。						.658		34.188		.515		.193		.293		-.402		.788

		RNOGOmistake1		1		15		4.07		2.712		.700		等分散を仮定する。		.577		.450		.391		68		.697		.285		.729		-1.171		1.740

				2		55		3.78		2.447		.330		等分散を仮定しない。						.368		20.647		.717		.285		.774		-1.326		1.896

		RGOmistake1		1		15		.87		1.060		.274		等分散を仮定する。		1.006		.319		-.518		68		.606		-.224		.433		-1.088		.640

				2		55		1.09		1.578		.213		等分散を仮定しない。						-.647		32.928		.522		-.224		.347		-.930		.481

		NOGOmistake2		1		16		2.94		1.769		.442		等分散を仮定する。		2.470		.120		-1.386		74		.170		-.879		.634		-2.143		.384

				2		60		3.82		2.361		.305		等分散を仮定しない。						-1.637		30.870		.112		-.879		.537		-1.975		.216

		GOmistake2		1		16		.25		.447		.112		等分散を仮定する。		8.031		.006		-1.596		74		.115		-.700		.439		-1.574		.174

				2		60		.95		1.731		.224		等分散を仮定しない。						-2.801		73.997		.006		-.700		.250		-1.198		-.202

		RNOGOmistake2		1		16		2.56		1.965		.491		等分散を仮定する。		.879		.351		-1.444		73		.153		-.912		.632		-2.171		.347

				2		59		3.47		2.307		.300		等分散を仮定しない。						-1.584		27.319		.125		-.912		.576		-2.093		.269

		RGOmistake2		1		16		.69		1.014		.254		等分散を仮定する。		.084		.773		-.482		73		.631		-.160		.332		-.821		.501

				2		59		.85		1.215		.158		等分散を仮定しない。						-.535		27.850		.597		-.160		.299		-.772		.452

		zenkutsu1		1		14		27.50		4.238		1.133		等分散を仮定する。		2.262		.137		2.094		70		.040		3.879		1.852		.185		7.574

				2		58		23.62		6.590		.865		等分散を仮定しない。						2.722		30.254		.011		3.879		1.425		.969		6.789

		zenkutsu2		1		16		25.25		3.873		.968		等分散を仮定する。		2.393		.126		.641		79		.524		1.265		1.975		-2.666		5.197

				2		65		23.98		7.637		.947		等分散を仮定しない。						.934		47.301		.355		1.265		1.355		-1.459		3.990

		righthand1		1		15		8.700		1.8400		.4751		等分散を仮定する。		.256		.614		3.115		71		.003		1.8776		.6027		.6758		3.0793

				2		58		6.822		2.1356		.2804		等分散を仮定しない。						3.403		24.717		.002		1.8776		.5517		.7407		3.0144

		righthand2		1		16		10.44		2.366		.591		等分散を仮定する。		3.994		.049		2.913		81		.005		2.811		.965		.891		4.730

				2		67		7.63		3.671		.449		等分散を仮定しない。						3.787		34.618		.001		2.811		.742		1.303		4.318

		lefthand1		1		15		7.767		1.5337		.3960		等分散を仮定する。		2.789		.102		1.817		43		.076		1.1000		.6054		-.1209		2.3209

				2		30		6.667		2.0734		.3785		等分散を仮定しない。						2.008		36.544		.052		1.1000		.5478		-.0105		2.2105

		lefthand2		1		16		10.00		2.129		.532		等分散を仮定する。		5.552		.021		2.817		81		.006		2.537		.901		.745		4.329

				2		67		7.46		3.439		.420		等分散を仮定しない。						3.742		36.312		.001		2.537		.678		1.162		3.912

		taishiji1		1		15		31.633333		17.1044132		4.4163405		等分散を仮定する。		.047		.828		1.000		71		.321		5.6540230		5.6567862		-5.6252883		16.9333342

				2		58		25.979310		20.0791221		2.6365179		等分散を仮定しない。						1.099		24.978		.282		5.6540230		5.1434706		-4.9396222		16.2476682

		taishiji2		1		16		38.13		22.330		5.583		等分散を仮定する。		.157		.693		1.273		75		.207		7.617		5.982		-4.299		19.533

				2		61		30.51		21.030		2.693		等分散を仮定しない。						1.229		22.486		.232		7.617		6.198		-5.221		20.455

		1回目左右ジャンプ(回)		1		15		7.60		1.682		.434		等分散を仮定する。		3.953		.051		-.005		71		.996		-.003		.633		-1.266		1.260

				2		58		7.60		2.294		.301		等分散を仮定しない。						-.007		29.057		.995		-.003		.528		-1.084		1.077

		jump2		1		16		9.50		2.309		.577		等分散を仮定する。		.774		.382		1.617		75		.110		.943		.583		-.219		2.104

				2		61		8.56		2.013		.258		等分散を仮定しない。						1.491		21.360		.151		.943		.632		-.371		2.256

		poleresponse1		1		7		44.57		9.158		3.461		等分散を仮定する。		.050		.824		2.089		44		.042		8.366		4.004		.296		16.436

				2		39		36.21		9.846		1.577		等分散を仮定しない。						2.200		8.689		.056		8.366		3.804		-.285		17.018

		poleresponse2		1		16		36.88		6.228		1.557		等分散を仮定する。		5.604		.020		1.530		81		.130		5.188		3.391		-1.559		11.936

				2		67		31.69		13.170		1.609		等分散を仮定しない。						2.317		50.945		.025		5.188		2.239		.693		9.683

		独立サンプルの検定

						等分散性のための Levene の検定				2 つの母平均の差の検定										差の 95% 信頼区間

														有意確率 (両側)		平均値の差		差の標準誤差		下限		上限

						F 値		有意確率		t 値		自由度		.070		1.267		.689		-.105		2.638

		行為1		等分散を仮定する。		.030		.863		1.838		81		.103		1.267		.743		-.280		2.813

				等分散を仮定しない。						1.704		20.974		.440		.458		.590		-.716		1.632

		多動１		等分散を仮定する。		1.282		.261		.776		81		.500		.458		.667		-.933		1.849

				等分散を仮定しない。						.687		20.091		.433		-.339		.430		-1.195		.517

		情緒1		等分散を仮定する。		.594		.443		-.787		81		.383		-.339		.382		-1.123		.446

				等分散を仮定しない。						-.886		26.625		.932		.035		.416		-.793		.864

		仲間関係１		等分散を仮定する。		.534		.467		.085		81		.926		.035		.377		-.741		.812

				等分散を仮定しない。						.094		25.811		.883		-.112		.757		-1.619		1.395

		向社会性１		等分散を仮定する。		.092		.763		-.148		81		.879		-.112		.728		-1.615		1.391

				等分散を仮定しない。						-.154		23.845		.497		1.310		1.918		-2.506		5.125

		合計１		等分散を仮定する。		.019		.891		.683		81		.508		1.310		1.949		-2.729		5.348

				等分散を仮定しない。						.672		22.312		.081		1.140		.646		-.146		2.425

		行為1		等分散を仮定する。		1.826		.180		1.764		81		.071		1.140		.605		-.106		2.386

				等分散を仮定しない。						1.885		24.688		.642		.275		.589		-.897		1.447

		多動１		等分散を仮定する。		.029		.865		.467		81		.661		.275		.619		-1.010		1.561

				等分散を仮定しない。						.444		21.525		.636		-.240		.504		-1.243		.764

		情緒1		等分散を仮定する。		1.255		.266		-.475		81		.581		-.240		.429		-1.118		.638

				等分散を仮定しない。						-.559		28.545		.679		.176		.425		-.670		1.022

		仲間関係１		等分散を仮定する。		.084		.773		.415		81		.675		.176		.415		-.682		1.035

				等分散を仮定しない。						.424		23.362		.252		.903		.782		-.653		2.459

		向社会性１		等分散を仮定する。		.076		.783		1.154		81		.230		.903		.734		-.610		2.416

				等分散を仮定しない。						1.230		24.603		.228		2.255		1.858		-1.442		5.952

		合計１		等分散を仮定する。		.322		.572		1.213		81		.167		2.255		1.591		-1.004		5.513

				等分散を仮定しない。						1.417		28.223		.203		-1.019		.792		-2.599		.562

		NOGOmistake1		等分散を仮定する。		.074		.787		-1.286		67		.213		-1.019		.794		-2.665		.628

				等分散を仮定しない。						-1.282		22.295		.604		.193		.369		-.545		.930

		GOmistake1		等分散を仮定する。		1.392		.242		.521		67		.515		.193		.293		-.402		.788

				等分散を仮定しない。						.658		34.188		.697		.285		.729		-1.171		1.740

		RNOGOmistake1		等分散を仮定する。		.577		.450		.391		68		.717		.285		.774		-1.326		1.896

				等分散を仮定しない。						.368		20.647		.606		-.224		.433		-1.088		.640

		RGOmistake1		等分散を仮定する。		1.006		.319		-.518		68		.522		-.224		.347		-.930		.481

				等分散を仮定しない。						-.647		32.928		.170		-.879		.634		-2.143		.384

		NOGOmistake2		等分散を仮定する。		2.470		.120		-1.386		74		.112		-.879		.537		-1.975		.216

				等分散を仮定しない。						-1.637		30.870		.115		-.700		.439		-1.574		.174

		GOmistake2		等分散を仮定する。		8.031		.006		-1.596		74		.006		-.700		.250		-1.198		-.202

				等分散を仮定しない。						-2.801		73.997		.153		-.912		.632		-2.171		.347

		RNOGOmistake2		等分散を仮定する。		.879		.351		-1.444		73		.125		-.912		.576		-2.093		.269

				等分散を仮定しない。						-1.584		27.319		.631		-.160		.332		-.821		.501

		RGOmistake2		等分散を仮定する。		.084		.773		-.482		73		.597		-.160		.299		-.772		.452

				等分散を仮定しない。						-.535		27.850		.040		3.879		1.852		.185		7.574

		zenkutsu1		等分散を仮定する。		2.262		.137		2.094		70		.011		3.879		1.425		.969		6.789

				等分散を仮定しない。						2.722		30.254		.524		1.265		1.975		-2.666		5.197

		zenkutsu2		等分散を仮定する。		2.393		.126		.641		79		.355		1.265		1.355		-1.459		3.990

				等分散を仮定しない。						.934		47.301		.003		1.8776		.6027		.6758		3.0793

		righthand1		等分散を仮定する。		.256		.614		3.115		71		.002		1.8776		.5517		.7407		3.0144

				等分散を仮定しない。						3.403		24.717		.005		2.811		.965		.891		4.730

		righthand2		等分散を仮定する。		3.994		.049		2.913		81		.001		2.811		.742		1.303		4.318

				等分散を仮定しない。						3.787		34.618		.076		1.1000		.6054		-.1209		2.3209

		lefthand1		等分散を仮定する。		2.789		.102		1.817		43		.052		1.1000		.5478		-.0105		2.2105

				等分散を仮定しない。						2.008		36.544		.006		2.537		.901		.745		4.329

		lefthand2		等分散を仮定する。		5.552		.021		2.817		81		.001		2.537		.678		1.162		3.912

				等分散を仮定しない。						3.742		36.312		.321		5.6540230		5.6567862		-5.6252883		16.9333342

		taishiji1		等分散を仮定する。		.047		.828		1.000		71		.282		5.6540230		5.1434706		-4.9396222		16.2476682

				等分散を仮定しない。						1.099		24.978		.207		7.617		5.982		-4.299		19.533

		taishiji2		等分散を仮定する。		.157		.693		1.273		75		.232		7.617		6.198		-5.221		20.455

				等分散を仮定しない。						1.229		22.486		.996		-.003		.633		-1.266		1.260

		1回目左右ジャンプ(回)		等分散を仮定する。		3.953		.051		-.005		71		.995		-.003		.528		-1.084		1.077

				等分散を仮定しない。						-.007		29.057		.110		.943		.583		-.219		2.104

		jump2		等分散を仮定する。		.774		.382		1.617		75		.151		.943		.632		-.371		2.256

				等分散を仮定しない。						1.491		21.360		.042		8.366		4.004		.296		16.436

		poleresponse1		等分散を仮定する。		.050		.824		2.089		44		.056		8.366		3.804		-.285		17.018

				等分散を仮定しない。						2.200		8.689		.130		5.188		3.391		-1.559		11.936

		poleresponse2		等分散を仮定する。		5.604		.020		1.530		81		.025		5.188		2.239		.693		9.683

				等分散を仮定しない。						2.317		50.945





Sheet3 (2)

		対応サンプルの統計量														対応サンプルの検定																																		対応サンプルの相関係数

						平均値		N		標準偏差		平均値の標準誤差								対応サンプルの差										t 値		自由度		有意確率 (両側)																				N		相関係数		有意確率

		ペア 1		行為1		4.63		16		2.729		.682														差の 95% 信頼区間																								ペア 1		行為1 & 行為1		16		.744		.001

				行為1		4.13		16		2.125		.531								平均値		標準偏差		平均値の標準誤差		下限		上限																						ペア 2		多動１ & 多動１		16		.688		.003

		ペア 2		多動１		3.56		16		2.476		.619				ペア 1		行為1 - 行為1		.500		1.826		.456		-.473		1.473		1.095		15		.291																ペア 3		情緒1 & 情緒1		16		.554		.026

				多動１		2.81		16		2.257		.564				ペア 2		多動１ - 多動１		.750		1.880		.470		-.252		1.752		1.596		15		.131																ペア 4		仲間関係１ & 仲間関係１		16		.828		.000

		ペア 3		情緒1		1.44		16		1.315		.329				ペア 3		情緒1 - 情緒1		.125		1.310		.328		-.573		.823		.382		15		.708																ペア 5		向社会性１ & 向社会性１		16		.640		.008

				情緒1		1.31		16		1.448		.362				ペア 4		仲間関係１ - 仲間関係１		.188		.834		.209		-.257		.632		.899		15		.383																ペア 6		合計１ & 合計１		16		.749		.001

		ペア 4		仲間関係１		2.13		16		1.310		.328				ペア 5		向社会性１ - 向社会性１		-1.000		2.191		.548		-2.167		.167		-1.826		15		.088																ペア 7		NOGOmistake1 & NOGOmistake2		15		.116		.681

				仲間関係１		1.94		16		1.482		.370				ペア 6		合計１ - 合計１		.563		4.661		1.165		-1.921		3.046		.483		15		.636																ペア 8		GOmistake1 & GOmistake2		15		-.156		.578

		ペア 5		向社会性１		5.50		16		2.582		.645				ペア 7		NOGOmistake1 - NOGOmistake2		.000		3.094		.799		-1.713		1.713		.000		14		1.000																ペア 9		RNOGOmistake1 & RNOGOmistake2		15		-.008		.978

				向社会性１		6.50		16		2.582		.645				ペア 8		GOmistake1 - GOmistake2		.733		1.033		.267		.161		1.305		2.750		14		.016																ペア 10		RGOmistake1 & RGOmistake2		15		.161		.567

		ペア 6		合計１		17.25		16		7.038		1.759				ペア 9		RNOGOmistake1 - RNOGOmistake2		1.467		3.399		.878		-.416		3.349		1.671		14		.117																ペア 11		zenkutsu1 & zenkutsu2		14		-.163		.578

				合計１		16.69		16		5.388		1.347				ペア 10		RGOmistake1 - RGOmistake2		.133		1.356		.350		-.617		.884		.381		14		.709																ペア 12		righthand1 & righthand2		15		.395		.146

		ペア 7		NOGOmistake1		3.00		15		2.726		.704				ペア 11		zenkutsu1 - zenkutsu2		1.714		6.170		1.649		-1.848		5.277		1.040		13		.317																ペア 13		lefthand1 & lefthand2		15		-.073		.796

				NOGOmistake2		3.00		15		1.813		.468				ペア 12		righthand1 - righthand2		-1.6333		2.3865		.6162		-2.9549		-.3118		-2.651		14		.019																ペア 14		taishiji1 & taishiji2		15		.065		.818

		ペア 8		GOmistake1		.93		15		.884		.228				ペア 13		lefthand1 - lefthand2		-2.0333		2.6421		.6822		-3.4965		-.5702		-2.981		14		.010																ペア 15		1回目左右ジャンプ(回) & jump2		15		-.115		.682

				GOmistake2		.20		15		.414		.107				ペア 14		taishiji1 - taishiji2		-6.7666667		27.8234913		7.1839946		-22.1748026		8.6414692		-.942		14		.362																ペア 16		poleresponse1 & poleresponse2		7		-.784		.037

		ペア 9		RNOGOmistake1		4.07		15		2.712		.700				ペア 15		1回目左右ジャンプ(回) - jump2		-2.000		3.047		.787		-3.688		-.312		-2.542		14		.023

				RNOGOmistake2		2.60		15		2.028		.524				ペア 16		poleresponse1 - poleresponse2		8.857		16.680		6.304		-6.569		24.284		1.405		6		.210

		ペア 10		RGOmistake1		.87		15		1.060		.274

				RGOmistake2		.73		15		1.033		.267

		ペア 11		zenkutsu1		27.50		14		4.238		1.133

				zenkutsu2		25.79		14		3.847		1.028

		ペア 12		righthand1		8.700		15		1.8400		.4751

				righthand2		10.33		15		2.410		.622

		ペア 13		lefthand1		7.767		15		1.5337		.3960

				lefthand2		9.80		15		2.042		.527

		ペア 14		taishiji1		31.633333		15		17.1044132		4.4163405

				taishiji2		38.40		15		23.086		5.961

		ペア 15		1回目左右ジャンプ(回)		7.60		15		1.682		.434

				jump2		9.60		15		2.354		.608

		ペア 16		poleresponse1		44.57		7		9.158		3.461

				poleresponse2		35.71		7		8.499		3.212

		対応サンプルの統計量														対応サンプルの検定

						平均値		N		標準偏差		平均値の標準誤差								対応サンプルの差										t 値		自由度		有意確率 (両側)

		ペア 1		行為1		3.36		67		2.416		.295														差の 95% 信頼区間

				行為1		2.99		67		2.364		.289								平均値		標準偏差		平均値の標準誤差		下限		上限

		ペア 2		多動１		3.10		67		2.031		.248				ペア 1		行為1 - 行為1		.373		2.616		.320		-.265		1.011		1.168		66		.247

				多動１		2.54		67		2.084		.255				ペア 2		多動１ - 多動１		.567		2.506		.306		-.044		1.178		1.853		66		.068

		ペア 3		情緒1		1.78		67		1.594		.195				ペア 3		情緒1 - 情緒1		.224		1.816		.222		-.219		.667		1.009		66		.317

				情緒1		1.55		67		1.885		.230				ペア 4		仲間関係１ - 仲間関係１		.328		1.471		.180		-.030		.687		1.827		66		.072

		ペア 4		仲間関係１		2.09		67		1.535		.188				ペア 5		向社会性１ - 向社会性１		.015		3.018		.369		-.721		.751		.040		66		.968

				仲間関係１		1.76		67		1.538		.188				ペア 6		合計１ - 合計１		1.507		8.529		1.042		-.573		3.588		1.447		66		.153

		ペア 5		向社会性１		5.61		67		2.752		.336				ペア 7		NOGOmistake1 - NOGOmistake2		-.064		3.345		.488		-1.046		.918		-.131		46		.896

				向社会性１		5.60		67		2.861		.349				ペア 8		GOmistake1 - GOmistake2		-.106		1.521		.222		-.553		.340		-.479		46		.634

		ペア 6		合計１		15.94		67		6.858		.838				ペア 9		RNOGOmistake1 - RNOGOmistake2		-.229		2.815		.406		-1.047		.588		-.564		47		.575

				合計１		14.43		67		6.937		.848				ペア 10		RGOmistake1 - RGOmistake2		.146		1.271		.184		-.223		.515		.795		47		.431

		ペア 7		NOGOmistake1		3.98		47		2.754		.402				ペア 11		zenkutsu1 - zenkutsu2		-.745		9.286		1.252		-3.256		1.765		-.595		54		.554

				NOGOmistake2		4.04		47		2.395		.349				ペア 12		righthand1 - righthand2		-.6719		4.1902		.5550		-1.7838		.4399		-1.211		56		.231

		ペア 8		GOmistake1		.68		47		1.181		.172				ペア 13		lefthand1 - lefthand2		.0667		3.6666		.6694		-1.3025		1.4358		.100		29		.921

				GOmistake2		.79		47		1.531		.223				ペア 14		taishiji1 - taishiji2		-2.4019608		29.2589985		4.0970793		-10.6311867		5.8272652		-.586		50		.560

		ペア 9		RNOGOmistake1		3.58		48		2.431		.351				ペア 15		1回目左右ジャンプ(回) - jump2		-1.000		3.365		.471		-1.946		-.054		-2.123		50		.039

				RNOGOmistake2		3.81		48		2.285		.330				ペア 16		poleresponse1 - poleresponse2		6.026		16.504		2.677		.601		11.451		2.251		37		.030

		ペア 10		RGOmistake1		.96		48		1.237		.179

				RGOmistake2		.81		48		1.214		.175

		ペア 11		zenkutsu1		23.11		55		5.824		.785

				zenkutsu2		23.85		55		8.211		1.107

		ペア 12		righthand1		6.837		57		2.1517		.2850

				righthand2		7.51		57		3.860		.511

		ペア 13		lefthand1		6.667		30		2.0734		.3785

				lefthand2		6.60		30		3.440		.628

		ペア 14		taishiji1		27.382353		51		20.7140697		2.9005499

				taishiji2		29.78		51		21.324		2.986

		ペア 15		1回目左右ジャンプ(回)		7.71		51		2.377		.333

				jump2		8.71		51		2.033		.285

		ペア 16		poleresponse1		36.61		38		9.651		1.566

				poleresponse2		30.58		38		13.015		2.111

																												対応サンプルの相関係数

																																N		相関係数		有意確率

																												ペア 1		行為1 & 行為1		67		.401		.001

																												ペア 2		多動１ & 多動１		67		.259		.035

																												ペア 3		情緒1 & 情緒1		67		.465		.000

																												ペア 4		仲間関係１ & 仲間関係１		67		.542		.000

																												ペア 5		向社会性１ & 向社会性１		67		.422		.000

																												ペア 6		合計１ & 合計１		67		.236		.055

																												ペア 7		NOGOmistake1 & NOGOmistake2		47		.162		.278

																												ペア 8		GOmistake1 & GOmistake2		47		.394		.006

																												ペア 9		RNOGOmistake1 & RNOGOmistake2		48		.288		.047

																												ペア 10		RGOmistake1 & RGOmistake2		48		.462		.001

																												ペア 11		zenkutsu1 & zenkutsu2		55		.158		.249

																												ペア 12		righthand1 & righthand2		57		.119		.380

																												ペア 13		lefthand1 & lefthand2		30		.189		.318

																												ペア 14		taishiji1 & taishiji2		51		.031		.827

																												ペア 15		1回目左右ジャンプ(回) & jump2		51		-.159		.265

																												ペア 16		poleresponse1 & poleresponse2		38		-.039		.815





Sheet1

		

		処理したケースの要約

				ケース

				有効数				欠損				合計

				N		パーセント		N		パーセント		N		パーセント

		活用１介入２ * gender		83		56.5%		64		43.5%		147		100.0%

		活用１介入２ * GONOGOcategory		73		49.7%		74		50.3%		147		100.0%

		活用１介入２ * GONOGOcategory2		76		51.7%		71		48.3%		147		100.0%

		活用１介入２ * sotoasobisuki		76		51.7%		71		48.3%		147		100.0%

		活用１介入２ * gender

		クロス表

								gender				合計		活用１介入２ と gender のクロス表

								1		2								Gender				Total

		活用１介入２		1		度数		10		6		16						Boy		Girl

						活用１介入２ の %		62.5%		37.5%		100.0%		活用１介入２		Frequent Outdoor Play Group (F-G)		10		6		16

						標準化残差		.4		-.5								62.5%		37.5%		100.0%

						調整済み残差		.7		-.7						Rare Outdoor Play Group (R-G)		36		32		68

				2		度数		35		32		67						52.9%		47.1%		100.0%

						活用１介入２ の %		52.2%		47.8%		100.0%				Total		46		38		84

						標準化残差		-.2		.2								54.8%		45.2%		100.0%

						調整済み残差		-.7		.7				合計

		合計				度数		45		38		83

						活用１介入２ の %		54.2%		45.8%		100.0%				値		自由度		漸近有意確率 (両側)		正確有意確率 (両側)

														カイ 2 乗検定		.478a		1		.489

		カイ 2 乗検定														.170		1		.680				正確有意確率 (片側)

				値		自由度		漸近有意確率 (両側)		正確有意確率 (両側)		正確有意確率 (片側)		Pearson のカイ 2 乗		.483		1		.487

		Pearson のカイ 2 乗		.548a		1		.459						連続修正b								.583

		連続修正b		.212		1		.645						尤度比		.472		1		.492

		尤度比		.554		1		.457						Fisher の直接法		84								.342

		Fisher の直接法								.580		.324		線型と線型による連関

		線型と線型による連関		.541		1		.462						有効なケースの数

		有効なケースの数		83

		グループ統計量

				活用１介入２		N		平均値		標準偏差		平均値の標準誤差

		行為1		1		16		4.63		2.729		.682

				2		67		3.36		2.416		.295

		多動１		1		16		3.56		2.476		.619

				2		67		3.10		2.031		.248

		情緒1		1		16		1.44		1.315		.329

				2		67		1.78		1.594		.195

		仲間関係１		1		16		2.13		1.310		.328

				2		67		2.09		1.535		.188

		向社会性１		1		16		5.50		2.582		.645

				2		67		5.61		2.752		.336

		合計１		1		16		17.25		7.038		1.759

				2		67		15.94		6.858		.838

		行為1		1		16		4.13		2.125		.531

				2		67		2.99		2.364		.289

		多動１		1		16		2.81		2.257		.564

				2		67		2.54		2.084		.255

		情緒1		1		16		1.31		1.448		.362

				2		67		1.55		1.885		.230

		仲間関係１		1		16		1.94		1.482		.370

				2		67		1.76		1.538		.188

		向社会性１		1		16		6.50		2.582		.645

				2		67		5.60		2.861		.349

		合計１		1		16		16.69		5.388		1.347

				2		67		14.43		6.937		.848

		NOGOmistake1		1		15		3.00		2.726		.704

				2		54		4.02		2.709		.369

		GOmistake1		1		15		.93		.884		.228

				2		54		.74		1.348		.184

		RNOGOmistake1		1		15		4.07		2.712		.700

				2		55		3.78		2.447		.330

		RGOmistake1		1		15		.87		1.060		.274

				2		55		1.09		1.578		.213

		NOGOmistake2		1		16		2.94		1.769		.442

				2		60		3.82		2.361		.305

		GOmistake2		1		16		.25		.447		.112

				2		60		.95		1.731		.224

		RNOGOmistake2		1		16		2.56		1.965		.491

				2		59		3.47		2.307		.300

		RGOmistake2		1		16		.69		1.014		.254

				2		59		.85		1.215		.158

		zenkutsu1		1		14		27.50		4.238		1.133

				2		58		23.62		6.590		.865

		zenkutsu2		1		16		25.25		3.873		.968

				2		65		23.98		7.637		.947

		righthand1		1		15		8.700		1.8400		.4751

				2		58		6.822		2.1356		.2804

		righthand2		1		16		10.44		2.366		.591

				2		67		7.63		3.671		.449

		lefthand1		1		15		7.767		1.5337		.3960

				2		30		6.667		2.0734		.3785

		lefthand2		1		16		10.00		2.129		.532

				2		67		7.46		3.439		.420

		taishiji1		1		15		31.633333		17.1044132		4.4163405

				2		58		25.979310		20.0791221		2.6365179

		taishiji2		1		16		38.13		22.330		5.583

				2		61		30.51		21.030		2.693

		1回目左右ジャンプ(回)		1		15		7.60		1.682		.434

				2		58		7.60		2.294		.301

		jump2		1		16		9.50		2.309		.577

				2		61		8.56		2.013		.258

		poleresponse1		1		7		44.57		9.158		3.461

				2		39		36.21		9.846		1.577

		poleresponse2		1		16		36.88		6.228		1.557

				2		67		31.69		13.170		1.609

		独立サンプルの検定																		差の 95% 信頼区間

						等分散性のための Levene の検定				2 つの母平均の差の検定						平均値の差		差の標準誤差		下限		上限

																1.267		.689		-.105		2.638

						F 値		有意確率		t 値		自由度		有意確率 (両側)		1.267		.743		-.280		2.813

		行為1		等分散を仮定する。		.030		.863		1.838		81		.070		.458		.590		-.716		1.632

				等分散を仮定しない。						1.704		20.974		.103		.458		.667		-.933		1.849

		多動１		等分散を仮定する。		1.282		.261		.776		81		.440		-.339		.430		-1.195		.517

				等分散を仮定しない。						.687		20.091		.500		-.339		.382		-1.123		.446

		情緒1		等分散を仮定する。		.594		.443		-.787		81		.433		.035		.416		-.793		.864

				等分散を仮定しない。						-.886		26.625		.383		.035		.377		-.741		.812

		仲間関係１		等分散を仮定する。		.534		.467		.085		81		.932		-.112		.757		-1.619		1.395

				等分散を仮定しない。						.094		25.811		.926		-.112		.728		-1.615		1.391

		向社会性１		等分散を仮定する。		.092		.763		-.148		81		.883		1.310		1.918		-2.506		5.125

				等分散を仮定しない。						-.154		23.845		.879		1.310		1.949		-2.729		5.348

		合計１		等分散を仮定する。		.019		.891		.683		81		.497		1.140		.646		-.146		2.425

				等分散を仮定しない。						.672		22.312		.508		1.140		.605		-.106		2.386

		行為1		等分散を仮定する。		1.826		.180		1.764		81		.081		.275		.589		-.897		1.447

				等分散を仮定しない。						1.885		24.688		.071		.275		.619		-1.010		1.561

		多動１		等分散を仮定する。		.029		.865		.467		81		.642		-.240		.504		-1.243		.764

				等分散を仮定しない。						.444		21.525		.661		-.240		.429		-1.118		.638

		情緒1		等分散を仮定する。		1.255		.266		-.475		81		.636		.176		.425		-.670		1.022

				等分散を仮定しない。						-.559		28.545		.581		.176		.415		-.682		1.035

		仲間関係１		等分散を仮定する。		.084		.773		.415		81		.679		.903		.782		-.653		2.459

				等分散を仮定しない。						.424		23.362		.675		.903		.734		-.610		2.416

		向社会性１		等分散を仮定する。		.076		.783		1.154		81		.252		2.255		1.858		-1.442		5.952

				等分散を仮定しない。						1.230		24.603		.230		2.255		1.591		-1.004		5.513

		合計１		等分散を仮定する。		.322		.572		1.213		81		.228		-1.019		.792		-2.599		.562

				等分散を仮定しない。						1.417		28.223		.167		-1.019		.794		-2.665		.628

		NOGOmistake1		等分散を仮定する。		.074		.787		-1.286		67		.203		.193		.369		-.545		.930

				等分散を仮定しない。						-1.282		22.295		.213		.193		.293		-.402		.788

		GOmistake1		等分散を仮定する。		1.392		.242		.521		67		.604		.285		.729		-1.171		1.740

				等分散を仮定しない。						.658		34.188		.515		.285		.774		-1.326		1.896

		RNOGOmistake1		等分散を仮定する。		.577		.450		.391		68		.697		-.224		.433		-1.088		.640

				等分散を仮定しない。						.368		20.647		.717		-.224		.347		-.930		.481

		RGOmistake1		等分散を仮定する。		1.006		.319		-.518		68		.606		-.879		.634		-2.143		.384

				等分散を仮定しない。						-.647		32.928		.522		-.879		.537		-1.975		.216

		NOGOmistake2		等分散を仮定する。		2.470		.120		-1.386		74		.170		-.700		.439		-1.574		.174

				等分散を仮定しない。						-1.637		30.870		.112		-.700		.250		-1.198		-.202

		GOmistake2		等分散を仮定する。		8.031		.006		-1.596		74		.115		-.912		.632		-2.171		.347

				等分散を仮定しない。						-2.801		73.997		.006		-.912		.576		-2.093		.269

		RNOGOmistake2		等分散を仮定する。		.879		.351		-1.444		73		.153		-.160		.332		-.821		.501

				等分散を仮定しない。						-1.584		27.319		.125		-.160		.299		-.772		.452

		RGOmistake2		等分散を仮定する。		.084		.773		-.482		73		.631		3.879		1.852		.185		7.574

				等分散を仮定しない。						-.535		27.850		.597		3.879		1.425		.969		6.789

		zenkutsu1		等分散を仮定する。		2.262		.137		2.094		70		.040		1.265		1.975		-2.666		5.197

				等分散を仮定しない。						2.722		30.254		.011		1.265		1.355		-1.459		3.990

		zenkutsu2		等分散を仮定する。		2.393		.126		.641		79		.524		1.8776		.6027		.6758		3.0793

				等分散を仮定しない。						.934		47.301		.355		1.8776		.5517		.7407		3.0144

		righthand1		等分散を仮定する。		.256		.614		3.115		71		.003		2.811		.965		.891		4.730

				等分散を仮定しない。						3.403		24.717		.002		2.811		.742		1.303		4.318

		righthand2		等分散を仮定する。		3.994		.049		2.913		81		.005		1.1000		.6054		-.1209		2.3209

				等分散を仮定しない。						3.787		34.618		.001		1.1000		.5478		-.0105		2.2105

		lefthand1		等分散を仮定する。		2.789		.102		1.817		43		.076		2.537		.901		.745		4.329

				等分散を仮定しない。						2.008		36.544		.052		2.537		.678		1.162		3.912

		lefthand2		等分散を仮定する。		5.552		.021		2.817		81		.006		5.6540230		5.6567862		-5.6252883		16.9333342

				等分散を仮定しない。						3.742		36.312		.001		5.6540230		5.1434706		-4.9396222		16.2476682

		taishiji1		等分散を仮定する。		.047		.828		1.000		71		.321		7.617		5.982		-4.299		19.533

				等分散を仮定しない。						1.099		24.978		.282		7.617		6.198		-5.221		20.455

		taishiji2		等分散を仮定する。		.157		.693		1.273		75		.207		-.003		.633		-1.266		1.260

				等分散を仮定しない。						1.229		22.486		.232		-.003		.528		-1.084		1.077

		1回目左右ジャンプ(回)		等分散を仮定する。		3.953		.051		-.005		71		.996		.943		.583		-.219		2.104

				等分散を仮定しない。						-.007		29.057		.995		.943		.632		-.371		2.256

		jump2		等分散を仮定する。		.774		.382		1.617		75		.110		8.366		4.004		.296		16.436

				等分散を仮定しない。						1.491		21.360		.151		8.366		3.804		-.285		17.018

		poleresponse1		等分散を仮定する。		.050		.824		2.089		44		.042		5.188		3.391		-1.559		11.936

				等分散を仮定しない。						2.200		8.689		.056		5.188		2.239		.693		9.683

		poleresponse2		等分散を仮定する。		5.604		.020		1.530		81		.130

				等分散を仮定しない。						2.317		50.945		.025
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								GONOGO1		不活発不活発以外１		GONOGO2		不活発不活発以外２		分化NOGO1回目		分化GO1回目		分化notask１回目		逆転NOGO1回目		逆転GO1回目		逆転notask1回目		分化NOGO2回目		分化GO2回目		分化notask2回目		逆転NOGO2回目		逆転GO2回目		逆転notask2回目

		1		大橋		浩之		2		2		1		1		7		0		1		3		0		6		6		2		4		8		1		10

		2		中瀬		響		5		2		1		1		2		0		0		2		0		0		4		1		0		2		0		1

		3		小宮山		景		3		2		1		1		2		1		6		0		3		1		3		1		5		5		1		2

		5		野間		真由子		1		1		1		1		8		2		8		3		2		8		7		5		3		6		3		4

		6		小野寺		凛		2		2		2		2		4		0		0		3		1		0		5		0		5		2		0		1

		7		中野		立揮		1		1		1		1		3		6				4		6				8		3				5		2

		8		大宮		沙綾		1		1		4		2		5		3		4		4		1		3		0		0		2		4		1		2

		9		笠原		祐斗		2		2		2		2		6		0		0		3		1		0		4		0		0		6		0		1

		12		安藤		ゆず		5		2		2		2		0		0		0		1		0		0		5		0		0		2		0		0

		13		岩田		叶		1		1		2		2		3		1		2		3		0		0		7		0		1		5		0		1

		14		小寺		一豊		2		2		2		2		5		0		0		6		0		0		4		0		0		5		0		0

		16		高木		祐里		1		1		5		2		3		1		0		1		0		0		1		0		0		2		0		0

		17		塚田		唯		4		2		2		2		1		0		1		2		2		0		6		0		0		8		0		2

		18		中村		千歩		1		1		3		2		4		1		0		5		1		2		1		2		4		4		3		6

		19		橋谷		颯夏		2		2		2		2		4		0		0		4		0		1		4		0		0		4		1		3

		21		福留		梨帆		2		2		2		2		6		0		2		6		0		17		3		0		0		3		0		2

		22		堀田		大樹		1		1		1		1		3		1		0		4		1		0		4		1		2		3		1		2

		23		三上		珠奈		5		2		2		2		0		0		0		1		0		0		9		0		2		7		0		2

		25		田畑		佑芽乃		1		1		1		1		5		1		5		3		2		4		3		1		0		4		1		4

		28		我孫子		春		4		2		4		2		2		0		1		4		0		7		2		0		0		2		1		0

		29		石川		里奈		2		2		2		2		3		0		1		0		0		0		6		0		1		5		0		2

		30		石塚		百花		2		2		2		2		5		0				3		2		5		5		0				4		0		0

		31		太田		賢心		1		1		2		2		5		3		3		6		1		3		8		0		0		5		0		0

		34		小坂		琥太郎		2		2		1		1		6		0		5		5		3		9		3		7		4		2		5		8

		35		櫻井		裕女		2		2		2		2		5		0		13		3		0		4		5		0		0		5		1		3

		37		清水		奏		1		1		2		2		9		2				8		0				4		0				5		1

		39		須田		恵		3		2		1		1		0		3				4		2				8		3				8		2

		40		トーンイ		蒼		1		1		2		2		4		1		0		5		1		0		4		0		0		9		0		0

		42		原　		瑞季		2		2		2		2		6		0		0		5		0		0		9		0		0		5		0		0

		44		宮前		律桜子		5		2		2		2		0		0		0		1		0		0		3		0		0		1		0		1

		45		山崎		春人		1		1		3		2		3		1		1		1		2		0		0		2		1		1		3		0

		47		玉置		翠		1		1		2		2		9		1		1		10		0		1		6		0		0		2		0		1

		48		植田		空		3		2		2		2		1		1		1		1		2		0		5		0		1		4		0		5

		49		宮崎		樹		1		1		5		2		4		1		0		3		3		0		2		0		0		1		0		2

		50		岩崎		和奏		2		2		5		2		3		0		0		1		1		0		1		0		0		1		0		0

		51		青山		夏依		3		2		1		1		0		1		1		2		3		0		3		1		2		3		2		5

		52		森　		映仁		3		2		4		2		2		3		2		5		0		2		2		0		1		4		0		1

		53		佐々木		律歌		2		2		2		2		3		0		1		8		0		4		3		0		0		1		0		3

		54		松川		芽生		2		2		4		2		4		0		1		6		1		2		2		0		1		1		1		2

		55		山元		五十八		1		1		2		2		3		2		2		3		1		1		3		0		3		1		3		4

		57		谷口		朔太朗		3		2		2		2		0		2		0		2		0		0		3		0		0		3		0		1

		58		谷口		陽太朗		1		1		4		2		6		1		1		4		1		1		2		0		1		1		2		1

		59		橋本		頼人		1		1		2		2		7		1		1		7		0		3		4		0		1		8		1		2

		60		佐藤		美雨		3		2		3		2		3		1		3		5		0		3		1		1		0		1		2		0

		61		平林		岳大		4		2		3		2		0		0		1		2		1		0		1		1		0		5		0		0

		62		佐藤		唯		5		2		2		2		0		0		1		2		0		0		7		0		2		3		0		3

		12		吉田		有希		2		2		2		2		4		0		8		4		2		0		3		0		2		3		0		3

		66		永井		亜子		2		2		2		2		9		0		0		7		0		3		5		0		0		3		2		0

		67		滝井		連汰		2		2		1		1		11		0				11		1				7		2				4		3

		68		佐藤		晴香		2		2		4		2		6		0		0		4		0				2		0		2		4		1

		69		藤田		唯愛		2		2		4		2		4		0		0		4		0		0		2		0		1		4		1		1

		70		中野		愛子		4		2		2		2		0		0		0		0		1		0		4		0		6		0		0		4

		76		栁沢		堅人		1		1		1		1		9		2				9		1				5		4				4		1

		77		合崎		琉人		1		1		2		2		7		1		3		5		1		1		5		0		0		4		1		3

		79		佐藤		雄貴		4		2		5		2		2		0		0		3		0		0		1		0		0		1		0		0

		80		田中		美優		3		2		5		2		0		1		0		1		0		0		2		0		0		1		0		0

		82		萩原		あおい		4		2		5		2		1		0		0		1		2		0		0		0		0		1		0		0

		83		土屋		広大		2		2		2		2		4		0		0		4		3		2		5		0		4		4		0		5

		84		和田		はな		5		2		2		2		1		0		0		2		0		0		3		0		0		4		0		5

		85		内田		詩映		3		2		3		2		1		2				6		0				1		1				3		1

		88		金光　優								4		2				4										2		0		1		2		1		1

		89		金光　涼								4		2				4										2		0		0		3		0		1

		90		賀陽　悠

		91		宮代　孔

		92		稲葉　波								2		2				2										4		0		0		1		0		0

		93		倉田　陽								2		2				2										10		0		4		2		1		4

		94		小嶌　ノ								3		2				3										0		2		0		4		2		10

		95		山寺　み								3		2				3										0		2		0		1		2		0

		96		吉田　実

		97		渡辺　唯								2		2				2										3		0		0		2		1		5

		98		渡辺　夢								2		2				2										4		0		3		3		1		1

		99		林　陸人								1		1				1										5		1		17		6		4		10

		100		浅野　由								2		2				2										8		0		3		4		1		2

		101		大竹　陽								2		2				2										4		0		1		3		0		5

		102		咲間　怜								2		2				2										4		0		1		4		1		1

		103		田中　瑠

		104		外山　香								1		1				1										4		2		0		5		1		5

		105		西尾　慎								1		1				1										4		1		0		0		0		2

		106		藤井　理								1		1				1										6		1		2		2		1		4

		107		師岡　佳								2		2				2										4		0		0		5		2		4

		108		矢野　奏								1		1				1										3		0		1		4		2		5

		109		吉田　陽								2		2				2										6		0		0		3		0		2

		110		出雲　唯								3		2				3										1		2		1		0		3		2

		111		市井　希

		112		伊藤　さ								1		1				1										3		1		0		4		1		2

		113		岩寺　祐								1		1				1										4		1		0		0		6		2

		115		熊倉　琉								5		2				5										1		0		0		2		1		1

		116		清水　柾								2		2				2										7		0		3		3		2		6

		117		白石　和								2		2				2										8		0		2		4		3		4

		118		高橋　大								2		2				2										5		0		0		5		1		2

		119		広瀬　夢								2		2				2										3		0		1		2		1		3

		120		湯川　夏								4		2				4										2		0		1		1		1		1

		121		井上　拓								2		2				2										4		0		0		2		0		1

		122		曽田　快								2		2				2										3		0		0		1		1		8

		123		橋本　和								2		2				2										6		0		5		4		1		3

		124		花輪　武								3		2				3										1		1		1		0		4		1

		125		前田　奈								2		2				2										5		0		3		5		0		7

		126		光澤　黎								2		2				2										4		0		1		6		0		2

		127		本谷　真								2		2				2										3		0		2		6		0		7

		129		久保　佑								3		2				3										1		1		1		1		2		0

		130		金井　彩								4		2				4										1		0		0		5		1		1

		131		忽那　有								2		2				2										4		0		0		4		3		2

		132		新井　花								2		2				2										3		0		1		3		1		3

		133		山根　梨								1		1				1										8		3		34		4		3		2

		134		森本　晴								2		2				2										5		0		5		6		2		6

		135		石井　美								2		2				2										5		0		0		2		2		2

		136		吉田　咲								4		2				4										2		0		0		0		1		1

		137		佐藤　優								4		2				4										2		0		4		1		1		0

		138		小田倉　								4		2				4										2		0		0		0		1		0

		139		神野　蒼								2		2				2										5		0		0		2		1		0

		140		宮島　岳								2		2				2										6		0		5		2		1		2

		141		石井　樹								4		2				4										0		0		0		1		1		0

		142		前田　伸								2		2				2										7		0		1		7		0		10

		143		田中　陸								2		2				2										3		0		9		1		1		8

		144		政岡　秀								2		2				2										3		0		3		1		0		5

		145		内田　大								2		2				2										3		0		0		6		1		2

		146		神　集晴								4		2				4										1		0		2		4		0		12





Sheet3

		対応サンプルの統計量														対応サンプルの検定																																		対応サンプルの相関係数

						平均値		N		標準偏差		平均値の標準誤差								対応サンプルの差										t 値		自由度		有意確率 (両側)																				N		相関係数		有意確率

		ペア 1		行為1		4.63		16		2.729		.682														差の 95% 信頼区間																								ペア 1		行為1 & 行為1		16		.744		.001

				行為1		4.13		16		2.125		.531								平均値		標準偏差		平均値の標準誤差		下限		上限																						ペア 2		多動１ & 多動１		16		.688		.003

		ペア 2		多動１		3.56		16		2.476		.619				ペア 1		行為1 - 行為1		.500		1.826		.456		-.473		1.473		1.095		15		.291																ペア 3		情緒1 & 情緒1		16		.554		.026

				多動１		2.81		16		2.257		.564				ペア 2		多動１ - 多動１		.750		1.880		.470		-.252		1.752		1.596		15		.131																ペア 4		仲間関係１ & 仲間関係１		16		.828		.000

		ペア 3		情緒1		1.44		16		1.315		.329				ペア 3		情緒1 - 情緒1		.125		1.310		.328		-.573		.823		.382		15		.708																ペア 5		向社会性１ & 向社会性１		16		.640		.008

				情緒1		1.31		16		1.448		.362				ペア 4		仲間関係１ - 仲間関係１		.188		.834		.209		-.257		.632		.899		15		.383																ペア 6		合計１ & 合計１		16		.749		.001

		ペア 4		仲間関係１		2.13		16		1.310		.328				ペア 5		向社会性１ - 向社会性１		-1.000		2.191		.548		-2.167		.167		-1.826		15		.088																ペア 7		NOGOmistake1 & NOGOmistake2		15		.116		.681

				仲間関係１		1.94		16		1.482		.370				ペア 6		合計１ - 合計１		.563		4.661		1.165		-1.921		3.046		.483		15		.636																ペア 8		GOmistake1 & GOmistake2		15		-.156		.578

		ペア 5		向社会性１		5.50		16		2.582		.645				ペア 7		NOGOmistake1 - NOGOmistake2		.000		3.094		.799		-1.713		1.713		.000		14		1.000																ペア 9		RNOGOmistake1 & RNOGOmistake2		15		-.008		.978

				向社会性１		6.50		16		2.582		.645				ペア 8		GOmistake1 - GOmistake2		.733		1.033		.267		.161		1.305		2.750		14		.016																ペア 10		RGOmistake1 & RGOmistake2		15		.161		.567

		ペア 6		合計１		17.25		16		7.038		1.759				ペア 9		RNOGOmistake1 - RNOGOmistake2		1.467		3.399		.878		-.416		3.349		1.671		14		.117																ペア 11		zenkutsu1 & zenkutsu2		14		-.163		.578

				合計１		16.69		16		5.388		1.347				ペア 10		RGOmistake1 - RGOmistake2		.133		1.356		.350		-.617		.884		.381		14		.709																ペア 12		righthand1 & righthand2		15		.395		.146

		ペア 7		NOGOmistake1		3.00		15		2.726		.704				ペア 11		zenkutsu1 - zenkutsu2		1.714		6.170		1.649		-1.848		5.277		1.040		13		.317																ペア 13		lefthand1 & lefthand2		15		-.073		.796

				NOGOmistake2		3.00		15		1.813		.468				ペア 12		righthand1 - righthand2		-1.6333		2.3865		.6162		-2.9549		-.3118		-2.651		14		.019																ペア 14		taishiji1 & taishiji2		15		.065		.818

		ペア 8		GOmistake1		.93		15		.884		.228				ペア 13		lefthand1 - lefthand2		-2.0333		2.6421		.6822		-3.4965		-.5702		-2.981		14		.010																ペア 15		1回目左右ジャンプ(回) & jump2		15		-.115		.682

				GOmistake2		.20		15		.414		.107				ペア 14		taishiji1 - taishiji2		-6.7666667		27.8234913		7.1839946		-22.1748026		8.6414692		-.942		14		.362																ペア 16		poleresponse1 & poleresponse2		7		-.784		.037

		ペア 9		RNOGOmistake1		4.07		15		2.712		.700				ペア 15		1回目左右ジャンプ(回) - jump2		-2.000		3.047		.787		-3.688		-.312		-2.542		14		.023

				RNOGOmistake2		2.60		15		2.028		.524				ペア 16		poleresponse1 - poleresponse2		8.857		16.680		6.304		-6.569		24.284		1.405		6		.210

		ペア 10		RGOmistake1		.87		15		1.060		.274

				RGOmistake2		.73		15		1.033		.267

		ペア 11		zenkutsu1		27.50		14		4.238		1.133

				zenkutsu2		25.79		14		3.847		1.028

		ペア 12		righthand1		8.700		15		1.8400		.4751

				righthand2		10.33		15		2.410		.622

		ペア 13		lefthand1		7.767		15		1.5337		.3960

				lefthand2		9.80		15		2.042		.527

		ペア 14		taishiji1		31.633333		15		17.1044132		4.4163405

				taishiji2		38.40		15		23.086		5.961

		ペア 15		1回目左右ジャンプ(回)		7.60		15		1.682		.434

				jump2		9.60		15		2.354		.608

		ペア 16		poleresponse1		44.57		7		9.158		3.461

				poleresponse2		35.71		7		8.499		3.212

		対応サンプルの統計量														対応サンプルの検定

						平均値		N		標準偏差		平均値の標準誤差								対応サンプルの差										t 値		自由度		有意確率 (両側)

		ペア 1		行為1		3.36		67		2.416		.295														差の 95% 信頼区間

				行為1		2.99		67		2.364		.289								平均値		標準偏差		平均値の標準誤差		下限		上限

		ペア 2		多動１		3.10		67		2.031		.248				ペア 1		行為1 - 行為1		.373		2.616		.320		-.265		1.011		1.168		66		.247

				多動１		2.54		67		2.084		.255				ペア 2		多動１ - 多動１		.567		2.506		.306		-.044		1.178		1.853		66		.068

		ペア 3		情緒1		1.78		67		1.594		.195				ペア 3		情緒1 - 情緒1		.224		1.816		.222		-.219		.667		1.009		66		.317

				情緒1		1.55		67		1.885		.230				ペア 4		仲間関係１ - 仲間関係１		.328		1.471		.180		-.030		.687		1.827		66		.072

		ペア 4		仲間関係１		2.09		67		1.535		.188				ペア 5		向社会性１ - 向社会性１		.015		3.018		.369		-.721		.751		.040		66		.968

				仲間関係１		1.76		67		1.538		.188				ペア 6		合計１ - 合計１		1.507		8.529		1.042		-.573		3.588		1.447		66		.153

		ペア 5		向社会性１		5.61		67		2.752		.336				ペア 7		NOGOmistake1 - NOGOmistake2		-.064		3.345		.488		-1.046		.918		-.131		46		.896

				向社会性１		5.60		67		2.861		.349				ペア 8		GOmistake1 - GOmistake2		-.106		1.521		.222		-.553		.340		-.479		46		.634

		ペア 6		合計１		15.94		67		6.858		.838				ペア 9		RNOGOmistake1 - RNOGOmistake2		-.229		2.815		.406		-1.047		.588		-.564		47		.575

				合計１		14.43		67		6.937		.848				ペア 10		RGOmistake1 - RGOmistake2		.146		1.271		.184		-.223		.515		.795		47		.431

		ペア 7		NOGOmistake1		3.98		47		2.754		.402				ペア 11		zenkutsu1 - zenkutsu2		-.745		9.286		1.252		-3.256		1.765		-.595		54		.554

				NOGOmistake2		4.04		47		2.395		.349				ペア 12		righthand1 - righthand2		-.6719		4.1902		.5550		-1.7838		.4399		-1.211		56		.231

		ペア 8		GOmistake1		.68		47		1.181		.172				ペア 13		lefthand1 - lefthand2		.0667		3.6666		.6694		-1.3025		1.4358		.100		29		.921

				GOmistake2		.79		47		1.531		.223				ペア 14		taishiji1 - taishiji2		-2.4019608		29.2589985		4.0970793		-10.6311867		5.8272652		-.586		50		.560

		ペア 9		RNOGOmistake1		3.58		48		2.431		.351				ペア 15		1回目左右ジャンプ(回) - jump2		-1.000		3.365		.471		-1.946		-.054		-2.123		50		.039

				RNOGOmistake2		3.81		48		2.285		.330				ペア 16		poleresponse1 - poleresponse2		6.026		16.504		2.677		.601		11.451		2.251		37		.030

		ペア 10		RGOmistake1		.96		48		1.237		.179

				RGOmistake2		.81		48		1.214		.175

		ペア 11		zenkutsu1		23.11		55		5.824		.785

				zenkutsu2		23.85		55		8.211		1.107

		ペア 12		righthand1		6.837		57		2.1517		.2850

				righthand2		7.51		57		3.860		.511

		ペア 13		lefthand1		6.667		30		2.0734		.3785

				lefthand2		6.60		30		3.440		.628

		ペア 14		taishiji1		27.382353		51		20.7140697		2.9005499

				taishiji2		29.78		51		21.324		2.986

		ペア 15		1回目左右ジャンプ(回)		7.71		51		2.377		.333

				jump2		8.71		51		2.033		.285

		ペア 16		poleresponse1		36.61		38		9.651		1.566

				poleresponse2		30.58		38		13.015		2.111

																												対応サンプルの相関係数

																																N		相関係数		有意確率

																												ペア 1		行為1 & 行為1		67		.401		.001

																												ペア 2		多動１ & 多動１		67		.259		.035

																												ペア 3		情緒1 & 情緒1		67		.465		.000

																												ペア 4		仲間関係１ & 仲間関係１		67		.542		.000

																												ペア 5		向社会性１ & 向社会性１		67		.422		.000

																												ペア 6		合計１ & 合計１		67		.236		.055

																												ペア 7		NOGOmistake1 & NOGOmistake2		47		.162		.278

																												ペア 8		GOmistake1 & GOmistake2		47		.394		.006

																												ペア 9		RNOGOmistake1 & RNOGOmistake2		48		.288		.047

																												ペア 10		RGOmistake1 & RGOmistake2		48		.462		.001

																												ペア 11		zenkutsu1 & zenkutsu2		55		.158		.249

																												ペア 12		righthand1 & righthand2		57		.119		.380

																												ペア 13		lefthand1 & lefthand2		30		.189		.318

																												ペア 14		taishiji1 & taishiji2		51		.031		.827

																												ペア 15		1回目左右ジャンプ(回) & jump2		51		-.159		.265

																												ペア 16		poleresponse1 & poleresponse2		38		-.039		.815





Sheet4

		クロス表																				カイ 2 乗検定

								GONOGOcategory										合計						値		自由度		漸近有意確率 (両側)

								1		2		3		4		5						Pearson のカイ 2 乗		7.030a		4		.134

		活用１介入２		1		度数		5		3		5		1		1		15				尤度比		6.221		4		.183

						活用１介入２ の %		33.3%		20.0%		33.3%		6.7%		6.7%		100.0%				線型と線型による連関		.042		1		.838

						調整済み残差		.2		-1.5		2.5		-.2		-.4						有効なケースの数		73

				2		度数		18		24		5		5		6		58

						活用１介入２ の %		31.0%		41.4%		8.6%		8.6%		10.3%		100.0%

						調整済み残差		-.2		1.5		-2.5		.2		.4

		合計				度数		23		27		10		6		7		73

						活用１介入２ の %		31.5%		37.0%		13.7%		8.2%		9.6%		100.0%

		クロス表																				カイ 2 乗検定

								GONOGOcategory2										合計						値		自由度		漸近有意確率 (両側)

								1		2		3		4		5						Pearson のカイ 2 乗		4.297a		4		.367

		活用１介入２		1		度数		1		7		3		3		2		16				尤度比		4.610		4		.330

						活用１介入２ の %		6.3%		43.8%		18.8%		18.8%		12.5%		100.0%				線型と線型による連関		2.103		1		.147

						調整済み残差		-1.6		-.2		1.0		1.2		.1						有効なケースの数		77

				2		度数		15		28		6		5		7		61

						活用１介入２ の %		24.6%		45.9%		9.8%		8.2%		11.5%		100.0%

						調整済み残差		1.6		.2		-1.0		-1.2		-.1

		合計				度数		16		35		9		8		9		77

						活用１介入２ の %		20.8%		45.5%		11.7%		10.4%		11.7%		100.0%

		活用１介入２ と sotoasobisuki のクロス表														カイ 2 乗検定

								sotoasobisuki				合計						値		自由度		漸近有意確率 (両側)		正確有意確率 (両側)		正確有意確率 (片側)

								1		2						Pearson のカイ 2 乗		1.160a		1		.282

		活用１介入２		1		度数		3		12		15				連続修正b		.588		1		.443

						活用１介入２ の %		20.0%		80.0%		100.0%				尤度比		1.237		1		.266

						調整済み残差		-1.1		1.1						Fisher の直接法								.363		.225

				2		度数		21		40		61				線型と線型による連関		1.144		1		.285

						活用１介入２ の %		34.4%		65.6%		100.0%				有効なケースの数		76

						調整済み残差		1.1		-1.1

		合計				度数		24		52		76

						活用１介入２ の %		31.6%		68.4%		100.0%
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						T1		T2

		Children

		Go/No Go		No. of mistakes		ü		ü

		Forward bending		length (cm)		ü		ü

		Grip strength		weight (kg)		ü		ü

		Jumping		No. of jumpings		ü		ü

		Body support		time (second)		ü		ü

		Rod reaction		length (cm)		ü		ü

		Parent

		SDQ		points		ü		ü





体力

		Forward bending		F-G (T1)		14		27.50		*				Forward bending		F-G (T1)		27.50		*

				R-G (T1)		58		23.62								R-G (T1)		23.62

		Forward bending		F-G (T2)		16		25.25						Forward bending		F-G (T2)		25.25

				R-G (T2)		65		23.98								R-G (T2)		23.98

		Grip strength right		F-G (T1)		15		8.700		**				Grip strength right		F-G (T1)		8.700		**

				R-G (T1)		58		6.822								R-G (T1)		6.822

		Grip strength right		F-G (T2)		16		10.44		**				Grip strength right		F-G (T2)		10.44		**

				R-G (T2)		67		7.63								R-G (T2)		7.63

		Grip strength left		F-G (T1)		15		7.767						Grip strength left		F-G (T1)		7.767

				R-G (T1)		30		6.667								R-G (T1)		6.667

		Grip strength left		F-G (T2)		16		10.00		**				Grip strength left		F-G (T2)		10.00		**

				R-G (T2)		67		7.46								R-G (T2)		7.46

		Body support		F-G (T1)		15		31.633333						Body support		F-G (T1)		31.633333

				R-G (T1)		58		25.979310								R-G (T1)		25.979310

		Body support		F-G (T2)		16		38.13						Body support		F-G (T2)		38.13

				R-G (T2)		61		30.51								R-G (T2)		30.51

		Jumping		F-G (T1)		15		7.60						Jumping		F-G (T1)		7.60

				R-G (T1)		58		7.60								R-G (T1)		7.60

		Jumping		F-G (T2)		16		9.50						Jumping		F-G (T2)		9.50

				R-G (T2)		61		8.56								R-G (T2)		8.56

		Rod reaction		F-G (T2)		16		36.88		*				Rod reaction		F-G (T2)		36.88		*

				R-G (T2)		67		31.69								R-G (T2)		31.69





体力

		





Sheet9

				Groups		T1				T2

						means		SD		means		SD

		Conduct problems		F-G		4.6		2.7		4.1		2.1		行為1		1		16		4.63		2.729

				R-G		3.4		2.4		3.0		2.4				2		67		3.36		2.416

		Hyperactivity/ inattention		F-G		3.6		2.5		2.8		2.3		多動１		1		16		3.56		2.476

				R-G		3.1		2.0		2.5		2.1				2		67		3.10		2.031

		emotional symptoms		F-G		1.4		1.3		1.3		1.4		情緒1		1		16		1.44		1.315

				R-G		1.8		1.6		1.6		1.9				2		67		1.78		1.594

		peer relationship problems		F-G		2.1		1.3		1.9		1.5		仲間関係１		1		16		2.13		1.310

				R-G		2.1		1.5		1.8		1.5				2		67		2.09		1.535

		prosocial behavior		F-G		5.5		2.6		6.5		2.6		向社会性１		1		16		5.50		2.582

				R-G		5.6		2.8		5.6		2.9				2		67		5.61		2.752

		Total		F-G		17.3		7.0		16.7		5.4		合計１		1		16		17.25		7.038

				R-G		15.9		6.9		14.4		6.9				2		67		15.94		6.858

														行為1		1		16		4.13		2.125

																2		67		2.99		2.364

														多動１		1		16		2.81		2.257

																2		67		2.54		2.084

														情緒1		1		16		1.31		1.448

																2		67		1.55		1.885

														仲間関係１		1		16		1.94		1.482

																2		67		1.76		1.538

														向社会性１		1		16		6.50		2.582

																2		67		5.60		2.861

														合計１		1		16		16.69		5.388

																2		67		14.43		6.937

		Total		F-G		17.25		7.038

				R-G		15.94		6.858
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