
 
教員免許状更新講習 指導案 

 
 
 
 

      
１ 単元（題材）名 障害のある子どもの体育指導―障害のある子もない子も主役になれる授業を目指して― 
   
２ 単元（題材）の目標 
  ・知的障害・発達障害のある子どもの特性を理解し、体育活動内容や指導の工夫ができる。 
  ・インクルーシブ体育の実践の視点を理解し、そのための実践方法を見出すことができる。 
  ・自らの実践を振り返りつつ、日々の実践に活用することができる。 
    
３ 指導に当たって 
（１）学習者観 

 様々な校種の教員がおり、各々が知的障害・発達障害をもつ子どもの体育指導の際に、難しさを

感じている。それらの難しさは、アダプテッド体育に関することとインクルーシブ体育に関するこ

とに大別することができる。具体的には、障害のある子どもを目の前にしてどのように授業内容を

提供すべきなのか、どのように展開すれば良いのか、障害のない子どもとどのような関係性の中で

授業展開をすれば良いのかに悩んでいる姿がみられる。また、指導方法に関しては、すぐに実施で

き、難しさを解決できる即効性の高い方法の教示を求めている。学習者に共通していることは、よ

りよい授業を展開したいと考えていることである。 
 
（２）教材（題材）観 

     スライドを使用し、アダプテッド体育およびインクルーシブ体育の知識や具体例・事例を多く用

いること、および、講義をただ聴くということではなく、自らで考えることができるワークシート

を使用することを通して、障害特性を含めた対象理解の重要性を確認し、即効性の高い方法（特効

薬のような方法）はないことを感じ、あくまでも目の前にいる子どもの特性に応じてアダプテッド

を考えることができるようになる。また、アダプテッド体育の理解が進むことにより、インクルー

シブ体育に関する実践方法を理解し、配慮や工夫を考えることができるようになる。 
 

 （３）指導観 
      指導方法を考える上で障害の有無に関わらず重要な部分は同じであることを再確認し、アダプテ

ッドの視点で様々な工夫を考えられるよう、様々な例を挙げながら、指導は大がかりなものではな

いことが伝わる様にする。そのようなことから、インクルーシブ体育に対する苦手意識を減らし、

実践に向けての意欲が増すようにする。講義の次の時間に実技・演習が続いており、その中で、グ

ループワークと実践を行うことから、講義では、自身でしっかりと考えることができる機会となる

ようにする。アダプテッド体育の理解が進むことにより、インクルーシブ体育の実践に関する関

心・態度・意欲が増す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



４ 講義での学習 
（１）小単元（題目等）名：知的障害・発達障害のある子どもの体育指導（講義形式） 
（２）本時のねらい 

・知的障害・発達障害のある子どもの特性を理解し、体育場面で想定されるアダプテッドについて知る。

【理解・知識】 
  ・自らの実践を振り返り、アダプテッドの視点からルールや用具の工夫について考えることができる。

【思考・判断】 
  ・インクルーシブ体育の実践方法を知ることを通して、自らの実践に活かそうとする。【関心・意欲・態

度】 
（３）準備・資料等：スライド・ワークシート（ワークシート例：A3 で 1 枚（表面は例 1 枚目が右 4 枚目が

左、裏面は左から 2 と 3 枚目） 
（４）本時の展開 

学習活動 指導上の留意点 スライド例 
1．知的障害・発達障害は見えづ

らい障害であることを確認する。

（1 分） 
 
2．知的障害・発達障害の理解（4
分） 
2-1．知的障害・発達障害の定義

を知る。 
2-2．知的障害と発達障害の相互

関係を理解する。 
 
 
2-3．知的障害・発達障害の子ど

も達はスローラーナーであるこ

とを確認する。 
 
3．障害名に捉われない支援の重

要性を学ぶ（5 分） 
 
 
 
 
4．知的障害・発達障害をもつ子

どもの体育指導時の留意点（20
分） 
4-1．体育の授業時に関係すると

考えられる知的障害・発達障害を

もつ子どもの苦手さを想像する。 
4-2．知的障害・発達障害をもつ

子どもの体育指導時の困難さか

らみた留意点と配慮の方法（想定

されるアダプテッド）に関する知

識を学ぶ。 
 
 
 

・誤解や無理解が生じる怖さがあること、正しく理解し、適

切な指導をすることが大切であることを再確認できるように

促す。 
 
 
 
・知的障害・発達障害および主な発達障害の定義／特性を確

認する。 
・知的障害と他の発達障害との相互関係から、知的障害と発

達障害とは重なりが認められること、必要な支援・指導には

共通する部分が多いことを伝える。そのため、本講義および

次に続く演習では同じ回で取り扱うことを伝える。 
・スローラーナーであることが分かり易いように図等で示す。

発達の遅れや発達がアンバランスでありゆっくりではあるが

確実に発達すること、「待つ」という事も重要であることを伝

える。 
・ADHD、自閉症スペクトラム等の発達障害を区別せずに考

えると、原因として考えられる可能性があるもの（～かも）

が増えることから、支援の可能性も広くなることを伝える。 
・指導の方法を考える際には、あくまでも目の前にいる子ど

もの姿から考えて欲しいことを強調する。 
 
 
 
 
・体育と他の教科の違い（場所、全身活動の有無等）に触れ、

体育授業に関する知的障害・発達障害をもつ子どもの困難さ

について考えてもらうように促す。 
・①特定の感覚が苦手②見通しを持つのが苦手③言語理解お

よび抽象的な言葉が苦手④空間の把握が苦手⑤巧みな動きが

苦手 
⑥：①～⑤が整ってから、子どもが活動場面でどのような振

る舞いを見せているかを分析する。そのためには、課題がそ

の子どもに合っているか、課題達成のための環境が整ってい

るかを何度も吟味する必要があることを伝える（3 つの制約の

図を使用する：参考文献 2 の P.18）。 

スライド例

① 
 
 
 
 
スライド例

②③④⑤ 
スライド例

⑥ 
 
 
スライド例

⑦ 
 
 
スライド例

⑧⑨⑩ 
 
スライド例

⑪ 
 
 
 
 
 
 
 
スライド例

⑫⑬ 
 
スライド例

⑭ 
 
 
 



 
 
 
4-3．賞賛と成功体験を積み重ね

るために必要な具体的な声かけ

を学ぶ（次のステップへの動機づ

け）。 
 
4-4．健康で安全に体育を行うた

めに必要な情報について学ぶ。 
 
 
 
 
 
 
5．インクルーシブ体育の実践方

法について学ぶ（20 分） 
5-1．インクルーシブ体育実践の

前の留意点 
 
 
 
 
 
 
 
 
5-2．ステーション型授業につい

て学ぶ 
 
 
5-3．インクルーシブ体育時の「配

慮・工夫」を事例から考える。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6．実際にやってみることの重要

性を学ぶ。 

・様々な配慮を行ったとしても、時として子どもは、パニッ

クに陥ることがあることを伝え⑦にうつる。⑦情動の調整が

苦手 
・肯定的なフィードバックを行う必要性に触れる。ただ、ほ

める機会をたくさん作るということではなく、「なにを」頑張

ったか、「どのように」頑張ったかを具体的に伝えることが大

切であることを強調する（事例の例①：参考文献 2 の P.19）。
これこそが評価（動機づけ）であることを伝える。 
・体育を実施する際には健康を阻害しないことや安全である

ことが大前提であるが、障害により併存している可能性のあ

る疾患が存在し、知的障害は、身体に麻痺や欠損がある訳で

はないため、他の障害種と比べると安全面への配慮が軽視さ

れやすい傾向にあることを伝える 
・心臓の疾患、筋緊張の低下、頸椎の不安定さ、てんかん等

により運動制限を受けている場合があるため、必ず事前に確

認する必要があることを強調する。 
 
・例を示し、障害がない子どもも特別な教育的ニーズを持っ

ていることを確認し（インクルージョン例：参考文献 6 の P. 
11）、インクルーシブ体育の対象が障害をもっている子どもだ

けではないことを伝える。つまり、インクルーシブ体育では、

障害のある子どもはもとより、全ての子どもがそれぞれに特

別な教育的ニーズをもつと位置づけることを伝える（ユニバ

ーサルデザイン）。 
・インクルーシブ体育は、常に同じ場所で同じことをすると

いう意味ではなく、時には障害のある子が別の場所で別な部

分的な学習を行い、再び合流してみんなといっしょに活動す

ると言う場合もあることを強調する。 
・一つのテーマをもつ単元で子ども同士のペアや小グループ

が複数の学習方法・課題によって構成されるステーションか

ら活動を選んで行うものであるステーション型授業について

参考文献 7 の P.61 の図を示しながら伝える。 
・具体的な授業場面（困難さに気付いている場面）を設定し、

その場面に対面したときに、教師や指導者がとるべき行動や

声掛けを、意図することとしてまとめてある事例を提示する。

その上で行うべき配慮や具体的な授業の工夫を考えてみる様

に促す（事例の例②：参考文献 1 の P166）。 
・ある程度、配慮や具体的な授業の方法を書くことが出来た

ら、周りの教員の人と交流する時間を設ける。 
・配慮・工夫について伝える（事例の例②の配慮・工夫）。 
・あくまでも目の前にいる子どもの困難さと、その子どもを

取り巻く他の子ども達の特性等に応じて、クラス全体で実施

可能なルールや用具の工夫をしていくことが大切であること

を強調する。また、そのルールや用具の工夫により、競技や

運動の楽しさが減少しないものである必要があることを伝え

る。 
・次の時間では講義で学んだことを活かし、グループワーク

を通して、体験しながら学んでいくことを伝える。 

スライド例

⑮ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
スライド例

⑯ 
 
 

 



５ 実技・演習での学習 
（１）小単元（題目等）名：知的障害・発達障害のある子どもの体育指導の実際（演習形式）  
（２）本時のねらい 

・講義での理解・知識を活かして知的障害・発達障害のある子どもに対する体育場面で想定されるアダ

プテッドについて具体的な指導方法を考えることができる。【思考・判断】 
  ・講義での理解・知識を活かして知的障害・発達障害の子どもがクラスに１人いる際に必要な具体的な

対応を考えることができる。【思考・判断】 
  ・様々な学校種の教師とのグループワークを通して自身の考えを発信したり、グループ間で共有したり

して、学びを活かすことができる。【表現】 
（３）準備・資料等：マジック（複数の色）、型紙、画用紙、ダンボール、新聞紙、ガムテープ（5 色以上）、

バスケットボール、耳栓、ビブス 
 
（４）本時の展開 

時間 学習活動 指導上の留意点 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1．グループワークを実践

する。（60 分） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2．発表（共有）する。（20
分） 

・1 グループの人数は受講生の人数に応じて決定し、80 分の演習

の中でグループワークおよび発表を行うことが出来るように設定

する。グループが決定したら自己紹介等の時間を設ける。その際、

各班にマジックとガムテープを渡し、名前書いてを服の見やすい

部分に貼ってもらう様に促す。 
・グループワーク：バスケットボールを例にとり、以下の難しさ

を有する知的障害・発達障害のある子どもがクラスに 1 人いる際

の指導方法を具体的に考えてもらう。 
 
難しさ：聴覚からの情報、模倣をすること、2 つの動きを同時に

行う、不安になると動かなくなってしまう、言葉を発するのが難

しい。 
＊言葉を発することが難しいため、原因は予測する必要があるこ

とに触れる。 
 
具体的な場面：①ドリブルをしている途中に敵が近づくとドリブ

ルをやめてしまい、方向を変えて再びドリブルをしてしまう、②

敵味方関係なく、目の前にいる人にパスを出してしまう、③走り

ながらボールをもらうことが難しい、④誰にパスを出しているか

分からない、⑤ドリブルシュートを成功させたい。 
 
・それぞれの場面において求められる配慮・工夫を考えてもらう。

用意した物の使用、必要に応じてそれらを使用し、教材を作成し

ても良いことを伝える。 
 
・発表時には、①バスケットボールの楽しさが阻害されていない

か、②知的障害・発達障害のある子どもの難しさに対して適切な

工夫がされているか、③配慮・工夫が障害のある子どものみに設

定されていないか、④障害のない子どもが全力を発揮できない、

楽しくない工夫になっていないか、の視点からコメントや助言等

を行う。 
・学習者の姿等から、全体的なコメントを伝える。 

 



知的障害・発達障害のある子どもの体育指導（講義） 
 
●見えづらい、知的障害・発達障害のある子ども達 
 
 
 
 
 
 
●知的障害・発達障害の理解 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

知的障害の定義（厚生労働省）

判断基準

「知的機能の障害が発達期（おおむね18歳まで）にあらわれ、

日常生活に支障が生じているため、何らかの特別な援助を必要とする状態にあるもの」

知的機能の障害
（知的機能）

日常生活能力
（適応機能）

総合的に判断し、障害の有無や程度が決められる。

発達障害の定義（発達障害者支援法第2条）

「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障

害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢に発現するものとし

て政令で定めるもの」

＊教育・行政・医療・福祉など異なる領域にまたがる中で必ずしも統一されていない。

①時間をかけたサポートが求められる
②個々のニーズを満たすことのできる支援・指導

知的障害と他の発達障害との相互関係

知的・発達障害児者に対する支援・指導は共通する部分が多いため、
本講義では、同じ回で取り扱う。

障がい者スポーツ指導教本より引用



●「授業中に姿勢が悪くてじっとしていられない」行動が現れる子ども...その原因は？ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
●知的障害・発達障害をもつ子ども達の体育授業時における難しさとは？ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



●インクルーシブ体育の実践方法について 
 



インクルージョン例 
例えば、バレーボールの授業でレシーブの練習をしたとします。ある子は自分の前方に落ち

るボールのレシーブがうまくいかないので、それをその日の中心課題とするかもしれませ

んが、別の子はいろいろな方向から飛んで来たボールを一定方向にトスすることに取り組

むかもしれません。別な子は飛んでくるボールに手を出すのが怖いので、少しずつそれに慣

れようとするかもしれません。子どもたちはレシーブという同じ課題のもとでも、少しずつ

違った自分なりの課題、つまり、特別な教育的ニーズをもっているのです。 



事例の例①  
ADHD の特性があった小学校 6 年生の S くんは、ストレッチの時間にフラフラ歩いたり、他のことに注

意が向いて遊んでしまうことが多かった。そこで本人が落ち着ける状況を作り、ゆっくり話を聞いてみる

と、「先生の真似がうまくできなくて、みんなと同じことができない」と本心を話してくれた。そこで、

「S くんのそばで見本を示すようにする、それから、ストレッチのやり方をもっと分かりやすく示すよう

にする」というこちらの意思を伝えると、集中してストレッチに取り組むことができた。筆者はこの時、

「先生の見本をよく見て頑張っているね。ストレッチも上手にできているよ。その調子でいこう」と声を

かけた。（中略）なお、この声かけが正解かどうかは安易に判断できないが、その後も S くんは意欲的に

取り組むことができた。 
 
 
事例の例② 
【中学校で球技を行うことに「困難さ」のあるＥさん】 
授業場面 
 ベースボール型ボール運動の授業で、ソフトボールを行っています。Ｅさんは、小学校のときから、投

げられたボールを打つことが難しく、中学でも相手チームがゆっくり投げたボールがバットになかなか

あたらず困っています。小学校ではティーボールを経験しており、止まったボールを打つことはできてい

ます。 
意図すること 
○Ｅさんとの会話や運動観察から、困難な運動課題を特定する 
「どんな動きや運動が難しいかな」 
 →投げられたボールが、どれくらい自分に近いのか、バットが届く位置なのかわからない。同じ速さの

ボールが続くとバットにあたりやすい。 
「運動する場所に違いはあるかな」 
 →室内で行ったとき（雨天）、ボールの飛んだ場所でヒットやアウトが決まるゲーム（野球盤方式）は

行いやすかった。 
「誰か助けてくれる人や声をかけてくれる人はいるかな」 
 →ピッチャーをチームメイトがやっていると、打ちやすい。自分にあわせてあてやすいボールを投げて

くれる。 
◎特定された困難さ 
 ⇒ボールの空間把握に難しさがあり、バットスイングを調整しボールを打つことが困難である。ソフト

ボールには興味があり、ヒットはうれしいが、ゲームに参加できているか不安である。あてやすい軌

道のボールがあるが、相手チームが投げることは難しい。 
配慮・工夫 
●バッティングティーを使用することが可能なルールをクラス全体に設定する。 
●バッティングティーを使用の有無については、仲間と相談し話し合う活動を入れる。 
●グランドにヒットゾーンを設けるなどルールを変更し、積極的な活動ができるようにする。 
●自らが積極的に動けるように、バッティングの方法を選択させるためのルールを変更する（例 相手チ

ーム投手：3 ストライク 自チーム投手：2 ストライク ティー：1 ストライク）を選択させ、挑戦し

認め合う雰囲気をつくる。 



知的障害・発達障害のある子どもの体育指導の実際 
 

●メンバー 
 
 
 
 
●チーム名 
 
 
 
 
◎バスケットボール授業時、以下の難しさをもつ子どもがクラスに 1 人いた場合にどのような指導を行うのか
ということを具体的に考えよう！ 

 
難しさ：聴覚からの情報、模倣をすること、2つの動きを同時に行うこと、言葉を発すること、不安になると動

かなくなってしまうこと 
 
具体的な場面：①ドリブルをしている途中に敵が近づくとドリブルをやめてしまい、方向を変えて再びドリブル

をしてしまう、②敵味方関係なく、目の前にいる人にパスを出してしまう、③走りながらボール

をもらうことが難しい、⑤誰にパスをしたか分からない、④ドリブルシュートを成功させたい 
 
場面ごとの配慮・工夫 
 
 



参考文献 
 
1. 藤田紀昭・齋藤まゆみ（2017）：これからのインクルーシブ体育・スポーツ ―障害の

ある子どもたちも一緒に楽しむための指導―．ぎょうせい，東京． 
2. 齋藤まゆみ（2018）：教養としてのアダプテッド体育・スポーツ学．大修館書店，東京． 
3. 植木章三（2017）：イラスト アダプテッド・スポーツ概論．メデューム，東京． 
4. （公財）日本障がい者スポーツ協会：新版 障がい者スポーツ指導教本 初級・中級．

ぎょうせい，東京． 
5. 矢部京之助・草野勝彦・中田英雄（2004）：アダプテッド・スポーツの科学 ～障害者・

高齢者のスポーツ実践のための理論～．市村出版，東京． 
6. 草野勝彦・西洋子・長曽我部博・岩岡研典：「インクルーシブ体育」の創造．市村出版，

東京． 
7. 安井友康・千賀愛・山本理人（2019）：ドイツのインクルーシブ教育と障害児者の余暇・

スポーツ 移民・難民を含む多様性に対する学校と地域の挑戦．明石書店，東京． 



知的障害・発達障害のある子どもの体育指導 試験問題 
 
●言語理解が十分ではない知的障害・発達障害のある子どもがクラスに１人いる際の体育指導について、次の様な

課題を実施する際に必要となる配慮・工夫を具体的に記述して下さい。なお、その際、知的障害・発達障害のある

子どもの難しさについても触れてください。また、道具や教材等を使用する際には、それらの情報も出来る限り

詳細に書いてください（必要に応じてイラストを使用しても良い）。 
 
課題①：ソフトボールで打順を守り、打ったら１塁に走る。 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
課題②：バランスをとる際の身体の揺れを感じながら平均台をゆっくり渡らせる。 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



知的障害／発達障害の見えづらさとは・・・ 知的障害の定義（厚生労働省）

判断基準

「知的機能の障害が発達期（おおむね18歳まで）にあらわれ、

日常生活に支障が生じているため、何らかの特別な援助を必要とする状態にあるもの」

知的機能の障害
（知的機能）

日常生活能力
（適応機能）

総合的に判断し、障害の有無や程度が決められる。

発達障害の定義（発達障害者支援法第2条）

「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障

害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢に発現するものとし

て政令で定めるもの」

＊教育・行政・医療・福祉など異なる領域にまたがる中で必ずしも統一されていない。

主な発達障害の定義について（文部科学省）

自閉症とは、3歳位までに現れ、①他人との社会的関係の形成の困難さ、②言葉の発達の
遅れ、③興味や関心が狭く特定のものにこだわることを特徴とする行動の障害であり、中枢
神経系に何らかの要因による機能不全があると推定される。

自閉症

高機能自閉症とは、3歳位までに現れ、①他人との社会的関係の形成の困難さ、②言葉の
発達の遅れ、③興味や関心が狭く特定のものにこだわることを特徴とする行動の障害である
自閉症のうち、知的発達の遅れを伴わないものをいう。

また、中枢神経系に何らかの要因による機能不全があると推定される。

高機能自閉症

ＡＤＨＤとは、年齢あるいは発達に不釣り合いな注意力、及び／又は衝動性、多動性を特
徴とする行動の障害で、社会的な活動や学業の機能に支障をきたすものである。
また、7歳以前に現れ、その状態が継続し、中枢神経系に何らかの要因による機能不全が
あると推定される。

注意欠陥／多動性障害（ＡＤＨＤ）

学習障害とは、基本的には全般的な知的発達に遅れはないが、聞く、話す、読む、書く、計
算する又は推論する能力のうち特定のものの習得と使用に著しい困難を示す様々な状態を
指すものである。

学習障害は、その原因として、中枢神経系に何らかの機能障害があると推定されるが、視

覚障害、聴覚障害、知的障害、情緒障害などの障害や、環境的な要因が直接の原因となる
ものではない。

学習障害（ＬＤ）

発達性協調運動障害
（DCD：Developmental Coordination Disorder）

アダプテッド・スポーツ概論より引用

知的障害と他の発達障害との相互関係

知的・発達障害児者に対する支援・指導は共通する部分が多いため、
本講義では、同じ回で取り扱う。

障がい者スポーツ指導教本より引用
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スローラーナーな子ども達

精神科医が伝えたい「発達障がい」でもだいじょうぶ！より引用

授業中に姿勢が悪くじっとしていられない

•他のことに注意が向いているのかもしれない。
•動きたいのかもしれない。
•集中力が持続しないのかもしれない。

（ＡＤＨＤ？）

「発達障害スペクトラム」

•自閉スペクトラム症、ＡＤＨＤ、
ＬＤなどの発達障害を区別する
のではなく、連続していると考
える考え方。

•障害名へのこだわりから解放
してくれる視点。

•子どもにあらわれている特性を、
ありのままに、注意深く観察で
き、細かな配慮や支援につな
げていくことができる。

発達障害の子どもの心と行動がわかる本より引用

授業中に姿勢が悪くじっとしていられない

•他のことに注意が向いているのかもしれない。
•動きたいのかもしれない。
•集中力が持続しないのかもしれない。

•見通しが立たず、不安なのかもしれない。（自閉症？）
•指示の内容が理解できないのかもしれない。（ＬＤ？広汎性発達障害？）
• ノートの取り方が分からないのかもしれない。（ＬＤ？）
•蛍光灯の光がまぶしすぎるかもしれない。（アスペルガー症候群？）
•座る姿勢を長時間保てないのかもしれない。（発達性協調運動障害？）

目の前の子どもの姿が大切！（対象理解）

・障害の特徴 ・言語発達 ・空間認知 ・感覚特性 ・運動・動作

・情緒・行動 ・興味・関心 ・長所・良さ ・得意・不得意．．．等

障がい者スポーツ指導教本より引用

絵や文字、手本を行うなど、視覚的にわかりやすい指示や環境をつくることや、
具体的な指示が必要であることに気付くことができる。

見通しを持つことが苦手

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&id=3217E83699D6BB1A

https://www.my-kokoro.jp/communication-board/image/img_about-communicationboard.jpg

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&id=



言語理解が苦手

あっち

こっち

ちょっと

・視覚支援

・居場所の明確化

空間認知が苦手 3つの制約

情動の調整が苦手

泣いてしまう

動かない

大声を出す

手が出てしまう

勝ち負けにこだわる

嫌いなことを拒否

失敗を避ける

体育館の各ステーションのレイアウト

ドイツのインクルーシブ教育と障害児者の余暇・スポーツより引用
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アダプテッド定着プロジェクト 指導案（視覚障害） 

指導者（所属）：天野和彦、香田泰子（筑波技術大学） 
 
1．時間：講義 60 分 
 
2．対象：特別支援学校や通常の学校で体育を担当する教員 
 
3．場所：教室または体育館 
 
4．単元名：視覚障害児の体育・スポーツとインクルージョン 
 
5．単元の目標 
◎視覚障害についての概要を知る。 
◎視覚障害の種類・程度など見え方の個別性について理解する。 
◎個々の見え方の特徴に応じて体育の内容を工夫できる。 
◎視覚障害児の体育・スポーツ活動時における聴覚や触覚の活用について理解する。 
◎視覚障害児の体育・スポーツ活動時における必要な工夫や配慮について考える機会とする。 
◎視覚障害者が行っているスポーツとその工夫について理解する。 

 
6．授業の内容 
u 視覚障害とは？ 
・見えないことのイメージの想像：あなたが見えなくなったら、どうなる・どう感じる？（そ

れぞれの問いに対して２，３名ずつ聞いてみる。） 
・身体障害者福祉法による視覚障害の等級 
・学校教育法による特別支援学校への就学基準 
 

u 視覚障害の理解 
 ・盲・全盲と弱視（ロービジョン）：視力、視野、色覚、光覚→見え方の違いを理解する。 
 ・障害の原因疾患：児童生徒で多いのは、未熟児網膜症、網膜色素変性症、視神経萎縮等 
 ・体育ならではの困りごと：座学との違い 
 
u 視覚障害児の体育・スポーツ実施上の留意点 
 ・全体としての視覚障害の理解 

障害の種類はさまざまで同じ障害種でも見え方は人それぞれ、工夫や配慮も人それぞれ 
・個別に視覚障害の状況を把握 
視力・視野、運動の禁忌事項、発症時期、環境による見え方の違い、など 

・コミュニケーション上の留意点 
言葉のかけ方の工夫（具体的、特定的）、言葉は万能ではない、フィードバックが重要 
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・使用環境の整備（安心・安全） 
事前説明、衝突や転倒の予防、教材への配慮（見えやすい大きさ、色） 

・位置と空間への配慮 
聴覚情報、触覚情報の活用、2次元でできるものを活用 

・その他 
該当児童の身体に触れる、指導者の身体に触れさせる、参加可能なルールへの変更、クラス

メートへの周知と協力依頼 
見えない・見えにくいことの解消によってすぐにできるわけではない、できることとできな

いことの見極め（そのままでできること、工夫や配慮があればできること、障害のために

どうしてもできないことの 3段階） 
 
u 主な視覚障害者のスポーツ種目と視覚情報の提供方法 
―晴眼者との活動、晴眼者による情報提供、ルールや用具の工夫― 
・陸上：伴走（伴走者・ガイドロープ）、音源（コーラー：情報提供者） 
・水泳：タッピング（タッパー：ターンやゴールの際タッピングバーによる情報提供者） 
・自転車：タンデム自転車（パイロット：前席で自転車を操作、情報提供者） 
・スキー：ガイド（前や横を滑る情報提供者） 
・球技（ゴールボール、ブラインドサッカー、フロアバレーボール、グランドソフトボール、

サウンドテーブルテニス、ブラインドテニス、ブラインドラグビー等）：音の出るボール、

コートのラインを触覚的に、サイドライン上にフェンス、コーラー等 
・柔道：組んでから競技開始（組み手争いが無い） 
 

u 実習への導入 
・本日の実習：簡易ゴールボール体験 
ゴールボールにおける工夫：ボール、コート（ライン）、観客の対応 
教材の工夫：ゴールボールの公式球は高価で、学校予算での購入は困難：代用を考える（音

のするボール） 
 
u インクルーシブ体育に向けて 
 ・障害や障害者に対する思い込みはないか？ 

→視覚障害＝見えない、ではない 
→危ない、動けないといったステレオタイプの考え方に陥っていないかの確認 

 ・子どもの実態を理解して、提供できる配慮を！ 
→例）羞明があり、屋外の球技はボールが見えにくい 
→見えやすい色のボールを使うことや、太陽の位置でコートを決めるなど、まずは簡単に始

められる配慮から 
 ・できることとできないことの見極めを！ 
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単元名    視覚障害児（弱視児）の体育・スポーツとインクルージョン 演習 
「新しい卓球をやってみよう」 

 
1．時間： 60 分 
2．対象：特別支援学校や通常の学校で体育を担当する教員 
3．場所：体育館 
4．準備物 
・ラップの芯（半分、あるいは 1/3 の長さに切ったもの）  ・半透明のクリアファイル 
・サウンドテーブルテニス用ボール     ・卓球台、ネット、ネットサポート、ラケット  
・簡易サウンドテーブルテニス台作成用フェンス（段ボール等でエンド用 155 ㎝×8 ㎝・2 個、

サイド用 60 ㎝×8 ㎝・4 個）  ・両面テープ、養生テープ   ・折り畳み椅子  
 
5．授業の流れ 

 学習内容 指導上の留意点・支援 

展
開
①
$10
% 

 
 
【見えにくさの体験】 
・視野狭窄や、白濁・羞

明（白く濁って見える・

まぶしく見える）を体

験する。（移動はしな

い。） 
 
 
 
 
【準備体操】 
・ペアをつくり、片方が

準備体操の動きを言葉

だけで説明し、パート

ナーにやってもらう。 
・交代して行う。 

 
 
 
・視野狭窄：ラップの芯をのぞいてみて、どのように見えるか

を体験する。その状態で移動する・運動する際に生じる困難さ

を考える。 
・白濁・羞明：クリアファイルを眼前にかざしてみる。可能な

ら複数枚を重ねてどのように見えるかを体験する。その状態で

移動する・運動する際に生じる困難さを考える。 
・視覚情報が制約された場合の情報収集方法について考えてみ

る。 
 
 
・身体の動かし方をどのように説明するとパートナーに理解し

てもらえるのか、考えてみる。 

展
開
②
$30

% 

 
 
【サウンドテーブルテ

ニス】 
・サウンドテーブルテ

ニスの説明 
 

 
 
 
 
・サウンドテーブルテニスは聴覚情報・触覚情報を活用したス

ポーツであることを伝える。 
・卓球台は専用の台が市販されているが、一般の卓球台を加工

演習「新しい卓球をやってみよう（サウンドテーブルテニス、卓球バレーの体験）」 

演習「目の働きを実感しよう」 
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6．認定試験（10 分） 

 
・台の作成 
 
 
 
 
 
 
 
 
・簡易ゲーム 
 
 
 
 
【卓球バレー】 
・卓球バレーの説明 
 
 
・台の作成 
 
 
・簡易ゲーム 
 

して簡易的にできることを伝える。 
・卓球台を加工する。 
1) エンドとサイドの一部（エンドから 60 ㎝）に、卓球台より

も 1.5 ㎝高くなるように、フェンスを両面テープや養生テ

ープを使って貼る。 
2) ネットを折って養生テープでとめるなどの工夫をして、卓

球台とネットの間にボールが通る隙間ができるように張る

（ルールでは台から 4.2cm だが、もっと広くてもよい）。 
・卓球ラケットのラバーの貼っていない面を使って、サウンド

テーブルテニス用ボールを打ち合う。 
・打ち合いをする。 
・目を閉じて打ち合いをしてみる。視覚情報が無くなった場合

の聴覚情報や触覚情報の活用を体験する。 
・11 点マッチのゲームを行い、時間まで繰り返す。 
 
 
・卓球バレーは卓球とバレーボールのルールをもとに作成され

た球技で、誰でも参加でき、視覚障害があっても聴覚情報を活

用してできることを伝える。 
・簡易サウンドテーブルテニスの台からフェンスを取り外し、

折り畳み椅子 12 脚を卓球台の周囲に置く（各エンド、サイド

に 2 脚ずつ）。ネットはサウンドテーブルテニスよりも隙間を

広くする（ルールでは台から 5.7cm）。 
・12名が椅子に座り、卓球ラケットのラバーの貼っていない面

を使って、サウンドテーブルテニス用ボールを打ち合う。バレ

ーボールのルールをもとに、3打以内で相手チームに打ち返す。 
・15 点マッチのゲームを行う。 
・ポジションの交代を経験し、時間まで繰り返す。 

展
開
③
$10

% 

・新しい卓球の復習を

する。 
 
 
 
 

・サウンドテーブルテニスのルールや用具の工夫を確認する。 
・卓球バレーのルールや用具の工夫を確認する。 
・どちらも視覚障害者がプレーできることの確認と、視覚障害

者に限らず誰もが参加し楽しめるスポーツであることを理解

する。 
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単元名    視覚障害児の体育・スポーツとインクルージョン 演習 
「簡易版ゴールボールをやってみよう」 

 
1．時間： 60 分 
2．対象：特別支援学校や通常の学校で体育を担当する教員 
3．場所：体育館 
4．準備物 
・アイマスク（用意できるなら人数分、不足する場合はタオルなどで目を覆えるようにする） 
・ゴールボール     ・バスケットボール     ・レジ袋 
・ライン用ひも ・ラインテープ（養生テープで可） 
・ティッシュペーパー（アイマスクが直接目に触れることを避けたい人向け） 
 
5．授業の流れ 

 学習内容 指導上の留意点・支援 

展
開
①
$10
% 

 
 
【アイマスク着用体

験】 
・アイマスクを配布し、

その場で着用してみ

る。（移動はしない） 
 
 
【準備体操】 
・ペアをつくり、片方が

アイマスクをする。 
・アイマスクをしない

人がアイマスクをした

パートナーに動きを説

明しながら準備運動を

行う。 
・交代して行う。 

 
 
＊本演習では、アイマスクを着用して視覚情報を遮断する経験

をするが、以下のいずれの場面でも、アイマスク着用は強制で

も絶対でもなく、いつでも外してよいことを伝える。（恐怖心が

強い場合や、嫌悪感をもつ受講生には無理につけさせない。） 
・アイマスク着用時の安全確保を徹底する。 
・アイマスクを外す時はゆっくり目をあけることに注意する。 
・視覚情報が無い場合の情報収集方法について考えてみる。 
 
・アイマスク着用時の安全確保を徹底する。 
→「危ない！」ではなく「止まれ！」 
  誘導時には二人分のスペース確保の確認 など 

・視覚以外の情報を活用した場合に、どのように情報提供する

とパートナーに理解してもらえるのか、考えてみる。 

展
開
②
$30

% 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

演習「簡易版ゴールボールをやってみよう」 

コーラー コーラー 

プレイヤー プレイヤー 

ゴール 
ゴールは 

ラインを使用 

 

演習「目の働きを実感しよう」 



2 
 

6．認定試験（10 分） 

【導入】 
・4～6 人組を作る 
・選手 3 名、コーラー1
～3 名を決める（コーラ

ーと選手は適宜交代

し、どちらも体験でき

るようにする） 
・アイマスクなしでの

転がし合い 
・アイマスク着用で転

がす 
・守備の体勢を体験す

る 
・アイマスク着用でボ

ールを身体で止める 
【簡易ゲーム】 
・先攻チームがボール

を転がし、相手ゴール

（ゴールラインを通

過）に入れば得点とな

る。 
・その際、先攻チームの

コーラーは手拍子でゴ

ールの位置や転がす方

向を味方チームに伝え

る。 
・1 球ずつ攻守交代す

る。 

・ゴールボールは聴覚情報・触覚情報を活用したスポーツであ

ることを伝える。また、それらの活用とコミュニケーション（言

葉による情報の受け渡し）について実体験を通して考えるよう

促す。 
・コートはバレーボールコートを使用するのが基本（エンドラ

インの後ろ側にコーラーが立つ。） 
・アイマスク着用者の安全確保 
・コーラーと選手を 1 対 1 にするのか，コーラーひとりでチー

ムを担当すのかを試してもよい。 
・正規のゴールボールを使う場合、手で捕球すると突き指など

の危険性があるので気を付ける。足で止めてもよい。 
・しゃがんだ姿勢で構え、ボールが来たらその方向へ体を伸ば

して身体で補球することを学習する。 
・怖いと感じた場合は、無理に身体でボールを止めようとしな

くてもよい。 
 
・コート内での選手の配置（三角形の形成）がお互いに衝突せ

ずにゴールを守れて、安全確保につながっていることを紹介 
・観戦者のインプレイの声や音について気付かせ、観戦時の注

意点について考えることを促す。 
・得点時や攻守交代の時に前プレイのボールの動きについて審

判、もしくは相手チームのコーラーが説明する。 
・ゲームは 5 分間とし、合計得点で勝敗を決める。 
・チームの入れ替え、役割（プレイヤーとコーラーの交代）を

経験し、時間まで繰り返す。 

展
開
③
$10

% 

・ゴールボールの復習

をする 
 
 
 
 
 
・ゴールボールの教材

を考える 
 

・視覚障害があるから鈴の入ったボールを使うのではなく、聴

覚や触覚を最大限に活用したスポーツであることを確認する。 
・選手だけがプレイするのではなく、観戦者も一緒になってゲ

ームを作る必要がある。 
・言葉による情報の受け渡しについて再び考えてみる。 
・フィードバックの大切さについても再び考えてみる。 
 
◎バスケットボールをレジ袋に入れて行うと音がよく聞こえ

る。高価な公式球を使う必要はない。 
（I’m POSSIBLE より） 



「視覚障害児の体育・スポーツとインクルージョン」認定試験 
 

氏 名：              
 
問 1：視覚障害に関する以下の記述について正しいものに○をつけてください。 
 
（ア）弱視のうち、強い光に敏感でまぶしく感じ、見えにくく（見えなく）なることを羞

明という。 
（イ）弱視のうち、視野の中心部が見えにくい（見えない）ことを視野狭窄という。 
（ウ）視覚障害には、いわゆる視力だけでなく視野や色覚の障害も含まれる。 
 
 
問 2：「屋外でのテニスの際にボールが見にくい」と訴える視覚障害のある児童生徒がいる

時、この児童生徒が活動に主体的に参加できるために必要な工夫や配慮を考えてください。 
〈環境について〉 
 他の児童生徒やボールとの接触がないよう安全の確保を考える（他の児童生徒への周知

も徹底する）。 
太陽の方向，日陰の有無など光の状況を把握し，活動位置の変更を検討する。 
実施時間の変更を検討する。 

 体育館を含め，屋内への実施場所の変更を検討する。 
 
 ※安全確保，場所の変更，時間の変更，他の児童生徒への協力依頼 
 
〈当事者について〉 
 まず，見えにくいことの原因や内容を詳しく尋ねて、状況を把握することに努める。な

お、当事者自身がうまく説明できないこともあるので、その場合は、当事者の行動などか

ら状況を把握するように努める。 
 授業中の危険（安全確保）について共有し，そのうえで不安についても確認する。また

そのための声掛けを頻回に行う。 
 帽子や遮光眼鏡などの使用を提案する（使えるようであれば，サングラスやスキー用の

ゴーグルなどの使用も検討する）。 
 
 ※本人からの申し出（説明）による状況確認，当事者自身による安全確保を促すこと，

危険（起こり得ること）の共有，不安の軽減，活用できる装具の提案 
 
〈その他〉 
 ボールの大きさを変えることを検討する（テニスの本質を変更しない範囲での利用）。 
 ボールの色を変える（購入だけではなく，ペンやスプレーの塗布により色を変えること

も活用）。 
 時間や場所など総合的な視点から，個別対応する部分も検討する。 
 映像を利用した授業内容の事前説明やフィードバックの活用を検討する。 



 
 ※用具の工夫，ルールの工夫，対応の工夫，教室でできることは教室で実施するなど授

業実施方法の工夫 
 

 



アダプテッド・スポーツ

視覚障害児の

体育・スポーツと

インクルージョン

天野和彦・⾹⽥泰⼦（筑波技術⼤学）

講義60分

どんな状態︖どんなこと︖

視覚障害者 ＝ ⾒えない⼈︖

視覚障害って︖

等級 等級区分の基準
1級 ・視⼒の良い⽅の眼の視⼒が0.01以下のもの
2級 ・視⼒の良い⽅の眼の視⼒が0.02以上0.03以下のもの

・周辺視野⾓度の総和が左右眼それぞれ80度以下かつ両眼中⼼視野⾓度が
28度以下のもの

3級 ・視⼒の良い⽅の眼の視⼒が0.04以上0.07以下のもの
・周辺視野⾓度の総和が左右眼それぞれ80度以下かつ両眼中⼼視野⾓度が
56度以下のもの

4級 ・視⼒の良い⽅の眼の視⼒が0.08以上0.1以下のもの
・周辺視野⾓度の総和が左右眼それぞれ80度以下のもの

5級 ・視⼒の良い⽅の眼の視⼒が0.2かつ他⽅の眼の視⼒が0.02以下のもの
・両眼による視野の2分の1以上が⽋けているもの

6級 ・視⼒の良い⽅の眼の視⼒が0.3以上0.6以下かつ他⽅の眼の視⼒が0.02以下
のもの

⾝体障害者福祉法による視覚障害の等級について
⾝体障害者障害程度等級表（⾝体障害者福祉法施⾏規則別表第5号）より抜粋・改編

両眼の視⼒がおおむね0.3未満のもの⼜は
視⼒以外の視機能障害が⾼度なもののう
ち、拡⼤鏡等の使⽤によっても通常の⽂
字、図形等の視覚による認識が不可能⼜
は著しく困難な程度のもの

学校教育法による
特別⽀援学校への就学基準について

視覚障害について

全く⾒えない → 盲、全盲
⾒えにくい→弱視（ロービジョン）

ü 視⼒（物体の形状を認識する能⼒）
ü 視野（⽬を動かさないで⾒ることのできる範囲）
ü ⾊覚
ü 光覚

視覚障害 ⾒え⽅の違い
（京都ライトハウスHPより）



視覚障害の原因疾患

＊児童・⽣徒で多い疾患

ü 未熟児網膜症
ü 網膜⾊素変性症
ü 視神経萎縮、等

体育・スポーツならではの困りごと

○座学では
・⽂字や図⾯の読みにくさ

⇒資料の点字化・拡⼤⽂字、テキストデータ化

○体育では
・体育施設までの移動（単独移動の困難さ、時間がかかる）
・⼈や⽤具との接触の危険性
・屋外など教室とは異なる環境（まぶしさ・暗さ、広さ）
・対象物が前⾯だけではない
・眼鏡やコンタクトレンズを外す活動 など…

視覚障害児の体育・スポーツ実施上の留意点

・全体としての視覚障害の理解

・個別に視覚障害の状況を把握

・コミュニケーション上の留意点

・使⽤環境の整備（安⼼・安全）

・位置と空間への配慮

・その他

視覚障害児のスポーツ実施上の留意点

＜全体としての視覚障害の理解＞

• 障害の種類はさまざま
• 同じ障害種でも⾒え⽅は⼈それぞれ
• ⼯夫や配慮も⼈それぞれ

視覚障害児の体育・スポーツ実施上の留意点

＜個別に視覚障害の状況を把握＞

• 視⼒や視野はどうか
→⾒え⽅を把握することで⼯夫や対応を検討

• 運動の禁忌事項はないか
→ドクターストップの有無

• 何歳くらいから⾒えなくなってきたか
→これまでの授業や運動経験の把握

• 体育館とグラウンドでの⾒え⽅の違い

視覚障害児の体育・スポーツ実施上の留意点

＜コミュニケーション上の留意点＞

• ⾔葉のかけ⽅の⼯夫（具体的・特定的）
→「こんにちは」から「〇〇さん、こんにちは」へ
「あそこに集合」から「肋⽊の前に集合」へ
「右斜め前に進んで」から「2時の⽅向に3歩進んで」へ
伝えたいこと・必要なことを単純かつ明確に
（細かすぎる・多すぎる説明になっていませんか︖）

• ⾔葉は万能ではない
→使った⾔葉・説明の持つ意味やイメージを共有できてい
るか（意図が正確に伝わっているか）絶えず確認



視覚障害児の体育・スポーツ実施上の留意点

＜コミュニケーション上の留意点＞

• フィードバックを忘れずに
→事前説明だけで終わっていませんか︖

視覚障害児の体育・スポーツ実施上の留意点

＜使⽤環境の整備（安⼼・安全）＞

• 使⽤する場所や⽤具について事前に説明する
→施設へのアクセスも含め，新たな空間や⽤具などについ
て，可能な限り時間をかけて丁寧に紹介し，現地・現物に慣
れ親しんだ状態をつくる

• 衝突や転倒の予防
→危険なものをカバーで覆ったり，使わない物を⽚づけた
りすることとともに，想定される危険（場所・物）を知らせ
る

•

視覚障害児の体育・スポーツ実施上の留意点

＜使⽤環境の整備（安⼼・安全）＞

• 当事者にとって⾒えやすい⼤きさや⾊の教材
を使う
→⾊だけでなく床や壁とのコントラストを考えるこ
とも⼤きな⼿助けとなる
→チーム分けなどの際，ビブスでの⾊分けを使わ
ずに，ビブス着⽤の有無で分けることも重要な⼯夫
の⼀つである

視覚障害児の体育・スポーツ実施上の留意点

＜位置と空間への配慮＞

• 触れて分かる物，⾳の情報などで位置や⽅
向を把握できるようにする
→⽅向や⽬標を⽰すために⾳源を活⽤する。ラインテー

プの下にタコ⽷を通し，触って分かるようにする。

• 三次元ではなく⼆次元でできるもの
→⾳の鳴るボールを使い，例えば平⾯で展開するサウン

ドテーブルテニスを⽤いることで，ボールの位置等が把握

しやすくなる。

視覚障害児の体育・スポーツ実施上の留意点

＜その他＞

• 動きに触れる
→ハラスメントに注意した上で，動作や姿勢の指導の際，
教員が児童⽣徒を⼿取り⾜取りで動きを伝えたり，児童⽣
徒が教員の動きに触れることで理解を促す。

• 参加可能なルールへの変更
→例えば，テニスで2バウンドまで認めるなど，参加でき
る部分やポジションを⼀緒に考える。

視覚障害児の体育・スポーツ実施上の留意点

＜その他＞

• クラスメートへの周知と協⼒依頼
→当事者の意向を確認した上で，障害のことや困りごと
などを知らせる。また，「ボールを渡す際には投げるので
はなく必ず転がす」，「ボールを転がす前には必ず⼀声か
ける」などのルールをみんなで考える。



視覚障害児の体育・スポーツ実施上の留意点

＜その他＞

• ⾒えない・⾒えにくいことの解消
≠ すぐできる

→⾒えない・⾒えにくいことが原因でできないだけとは限
らない。

• できること・できないことの⾒極め
→そのままでできること，⼯夫や配慮があればできること，
（⼯夫や配慮があっても）できないことの３段階

視覚障害児の体育・スポーツ実施上の留意点

＜インクルーシブな体育授業の現状＞

• 主に弱視の児童・⽣徒の体育授業に課題
→盲の児童・⽣徒が通常校に在籍するケースは少なく，そ
の場合は配慮がなされている場合が多い。

⼀⽅，弱視の児童・⽣徒の障害状況は，「⾒えないわけで
はない」ことから，理解されにくい。

視覚障害児の体育・スポーツ実施上の留意点

＜インクルーシブな体育授業の現状＞

• ⾒学している児童・⽣徒がいる
→⾒学種⽬︓主に球技種⽬，陸上競技・障害⾛など
ルールや⽤具が⼀般のスポーツそのままで「アダプテッ
ド」されていないと，参加できないことがある。

視覚障害児の体育・スポーツ実施上の留意点

＜インクルーシブな体育授業の現状＞

• 無理やり参加させられて，危険・恐怖⼼を
おぼえる児童・⽣徒がいる
→教員が児童・⽣徒の「⾒えない・⾒えにくい」状態を理
解せず，「できるだろう」と判断し参加させてしまうことが
ある。
＊体育授業以外の学校⽣活における児童・⽣徒の様⼦（⾒え
なくはない状況）をもとに，体育も⼀緒にできるだろうと誤
解してしまうことがある。

視覚障害児の体育・スポーツ実施上の留意点

＜体育授業での⼯夫例＞

• ⾒て理解できない︓模倣ができない
→具体的な説明，⼿取り⾜取りの指導，教員の動きに触れ
させる

• ⾒て理解できない︓結果がわからない
→パフォーマンスの結果の説明が必要（例︓ボールの⾶ん
だ距離や⽅向）

視覚障害児の体育・スポーツ実施上の留意点

＜体育授業での⼯夫例＞

• 体育館が明るすぎる，まぶしい
→体育館のカーテンを閉める。可能なら照明の明るさを調
節する。集合時，該当児童・⽣徒が⾒やすい⽅向を向くよう
に集まる。

• グランドが明るすぎる，まぶしい
→帽⼦やサングラスの着⽤を認める。集合時，該当児童・
⽣徒が⾒やすい⽅向を向くように集まる。



視覚障害児の体育・スポーツ実施上の留意点

＜体育授業での⼯夫例＞

• ⼀般的な球技に参加できない
→（⽤具の⼯夫）⾒やすい⾊のボールを使う（体育館のフ
ロアや壁の⾊とのコントラストも配慮），柔らかいボールを
使う，⾳源⼊りボールを使う
→（ルールの⼯夫）ワンバウンドしてもよいことにする，
ポジションや役割を固定する（例︓バレーボールのサー
バー），空間を使わず，転がす球技を⾏う（例︓ゴールボー
ル，サウンドテーブルテニス，フロアバレーボール，グラン
ドソフトボール）

主な視覚障害者のスポーツ種⽬

l 晴眼者との活動、晴眼者による情報提供、ルールや
⽤具の⼯夫

ü 陸上︓伴⾛（ガイドロープ），⾳源（コーラー）
ü ⽔泳︓タッピング（タッパー）
ü ⾃転⾞︓タンデム⾃転⾞（パイロット）
ü スキー︓ガイド（前や横を滑り説明）
ü 柔道︓組んでから競技開始
ü 球技︓⾳の出るボール，コートのラインを触覚的に，サイドライ
ン上にフェンス，聴覚情報を提供（コーラー），⽤具の⼯夫等

• ゴールボール
• ブラインドサッカー
• フロアバレーボール
• グランドソフトボール

• サウンドテーブルテニス
• ブラインドテニス
• ブラインドラグビー、等

実習＜簡易ゴールボール＞

視覚障害者が⾏うパラリンピック
競技の⼀つ、「ゴールボール」を
体験してみましょう。

ゴールボールにおける⼯夫

視覚障害者がスポーツを楽しむための
⼯夫をゴールボールの中から⾒つける
ことができましたか︖

ボールの中に鈴が⼊っている
ので転がすと⾳がします。

⾳があると視覚情
報がなくても楽し
めます。

コートのラインの下には細い
ひもを通しています。

視覚情報がなくて
もさわるとライン
が分かります。



試合の間は静かに⾒る。応援する。

応援する⼈も
いっしょに試
合を作ります。

教材の⼯夫

＜問題点＞
ゴールボールの公式球は⾼価であるため、学
校予算での購⼊は難しい・・・。

学校にあるもの、現実的に⼊⼿可能なもの
で代⽤できないか︖
• ⾳のするボール・・・

パラリンピック教育教材「I’m POSSIBLE」より

インクルーシブ体育に向けて

ü ⼦どもの実態を理解して、提供できる配慮を︕

→例）羞明があり、屋外の球技はボールが⾒えにくい
⾒えやすい⾊のボールを使うことや太陽の位置でコートを
決めるなど，まずは簡単に始められる配慮から

ü できることとできないことの⾒極めを︕

ü 障害や障害者に対する思い込みはないか︖
→視覚障害＝⾒えない→危ない・動けないといった狭義の
ステレオタイプの考え⽅に陥ってはいないかの確認



 
教員免許状更新講習 指導案 

 
 
      

１ 単元（題材）名： 肢体不自由児のアダプテッド体育及びインクルーシブ体育 
２ 単元（題材）の目標： 
・肢体不自由を引き起こす障害の概要を知る 
・障害の特徴を踏まえて、体育活動内容や指導の工夫ができる。 
・インクルーシブ体育の視点を踏まえて、教材の創意工夫を含めた実践方法を見出すことができる。 
    
３ 指導に当たって 
（１）学習者観： 

本講習は、特別支援学校や通常学校校で障害のある児童生徒の体育を担当する教員を対象

に行うものである。障害児の体育は、児童生徒の障害の状況や活動の人数等を含めた学習形

態が影響する。またインクルーシブ体育の運営は、地域性や学校規模、在籍する子どもの障

害種類、通常学級との関係、教師の力量や指導体制に影響されやすい。これらを勘案し、グ

ループワークを通しては参加者同士の立ち位置や考え方の多様性を踏まえて、相手を尊重す

る姿勢を大切にしながら本講座を進めることにする。 
    
（２）教材（題材）観：  

     アダプテッド体育及びインクルーシブ体育は、領域の系列に沿った内容でなければならな

い。そのうえで対象者の把握、用具の工夫、ルールの工夫、基本的な技能の習得が必要にな

る。アダプテッド体育における教材の工夫は、教材そのものの安全性、系列に沿った発展性

が重視される。また、安価な材料を用いたり、一度きりの使用ではなく繰り返し使用できる

もの、簡便に持ち運びができるものが好ましい。このことを踏まえて、教材においては、身

近な用具を工夫する楽しさや児童生徒と一緒に用具を作成する楽しさをプロセスマネジメン

トの観点から学んでいく。 
 

 （３）指導観： 
     講義及び実技・演習を通して指導法を考える中で重要なことは、障害の有無に関わらず「体

育」指導において実証されたエビデンスであることを再確認する。そのうえで、アダプテッド

体育の観点から様々な工夫を加えられるようにする。また授業者数や授業形態に伴い、単に障

害者スポーツをそのまま実施するだけではアダプテッド体育の実践につながりにくいことを知

る。特に講義では肢体不自由を引き起こす障害の概要を通して禁忌事項を確認する。実技・演

習を通しては、実践的な創意工夫の観点からアダプテッド体育の価値を考える機会となるよう

にする。 
 
 
 
 
４ 本時の学習 
（１）小単元（題目等）名： 肢体不自由の背景としての障害理解とアダプテッド体育 
（２）本時のねらい 肢体不自由を引き起こす障害の概要を知る 
 
（３）準備・資料等：スライド・ワークシート 
（４）本時の展開 
 



 
時間 学習内容 指導上の留意点 
導入 

3分 
 
 
7分 
 
 
 
 
展開 
15分 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20分 
 
 
 
 

本時の流れを知る 
本時の目標を知る 
参加に際する姿勢を知る 
 
肢体不自由のイメージ 
 
 
 
 
肢体不自由を引き起こす障

害の概要と禁忌事項を学ぶ。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
合理的配慮に際しての、子ど

もの特徴を引き出すコミュ

ニケーションスキルの重要

性を学ぶ。 
 
 
 
障害に対する基本的な知識 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
共通の禁忌事項の確認、基本

的な教員の立ち位置を確認

する。 
 
障害の有無に関わらず「体

講義 50分、実技・実践 80分 
参加者同士の立ち位置や考え方の多様性を踏まえて、相手

を尊重する姿勢を大切にする。 
 
ワークシートを用いる：肢体不自由児のイメージとそのス

ポーツのイメージを書く。現在の困りごとを記載する。そ

れぞれ 2 名程に聞いてみる。 
 
 
中途障害 先天障害 外傷：疾病 
脳性障害： 
脊髄の障害： 
筋の障害：         出会ったことがある障害 
関節の障害： 
骨の障害： 
四肢（手足）の形態の異常 
 
脳性まひ、切断（先天性欠損）、頚椎損傷、脊椎損傷、二分

脊椎、脳血管疾患（もやもや病：ウィリス動脈輪閉塞症） 
筋ジストロフィー等 形成不全 切断 
 
傾聴技法、効果的な問いかけ、話し方、安全への配慮 
1）医学上の配慮事項を把握する 
2）できる楽しさ、目標達成の喜び（何が好きか？） 
4）効果的な声かけ：プレッシャーは与えない、短い言葉 
5）柔軟な対応（アダプテッド体育の発想） 
6）運動負荷の注意「自覚的運動強度 10段階など」 
 
まひの種類と補装具・補助具：症状固定の場合の補助 
単まひ、片まひの場合は、健側で補助する。 
脳性まひ 
てんかんへの注意、障害の状況が幅広い。知的障害を伴う

ことが多い。 
脊髄の障害 
体温調整や筋力保持、車いす利用時のアダプテッド体育。 
脳血管障害 
呼吸の保持 努責運動への配慮（特に水泳：背浮き中心） 
進行性筋ジストロフィー 
過度の運動は筋肉のダメージを引き起こす。運動負荷の注

意「自覚的運動強度 10段階など」 
 
教員は理学療法士ではない。ストレッチ補助等への注意 
筋緊張の弱さや関節可動域へのアプローチの禁忌事項。 
授業の導入時（体ほぐしの運動時の配慮） 
 
体育のエビデンスをベースにアダプテッド体育の観点から



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
まとめ 
5分 

育」指導において実証された

エビデンスが重要であるこ

とを再確認する。 
 
肢体不自由児のアダプテッ

ド体育の留意点 
 
 
 
インクルーシブ体育への配

慮 
 
 
 
 
 
インクルーシブ体育の実際 
 
 
 
アダプテッドスポーツの創

造性 
 
 
 

様々な工夫を加えられるようにする。 
できる楽しさ、目標達成の喜び：ボール遊びや球技は触球

数が伴わなければ楽しくない。 
 
①対象者、②場所、③用具、④ルール、⑤工夫の観点 
用具は、身近で安価な材料を用い、一度きりではなく繰り

返し使用できるものが好ましい。 
相手の状況を創造して技能を修正する：簡易事例 
 
参加者がルールを理解しているか 
参加者が実際に動いたり、判断したりする機会があるか 
活動の段階化（スモールステップ、簡単な手順） 
適切な声掛け、賞賛の姿勢（喜び合える仲間） 
指導の方法は柔軟に行う（対象児童生徒のみでない） 
 
 
介助者からの援助、仲間同士の援助：簡易事例 
車いすを使用する児童、クラッチを使用する児童生徒、電

動車いすを使用する生徒、インクルーシブな水泳授業 
 
単に障害者スポーツをそのまま実施するだけではアダプテ

ッド体育の実践につながりにくいことを知る。 
 
 
事例を通して、ワークシートに現在の困りごとへの援用を

記載する。 

 



 
４ 本時の学習 
（１）小単元（題目等）名：肢体不自由児の体育指導の実際 
（２）本時のねらい 
・講義の内容を踏まえて、肢体不自由児の体育活動内容や指導の工夫ができる。 
・インクルーシブ体育の視点を踏まえて、教材の創意工夫を含めたゲームを考案できる 
・ 参加者の多様な背景を尊重しながら、グループワークを通して、日ごろの疑問点を共有したり、

自分の考えを発信することができる。 
（３）準備・資料等：ワークシート、フラフープ、養生テープ(赤青白黒）、ガムテープ(布テープ) 、

古新聞、風船、マジック、バルバレーボール、分厚いビニール袋 
（４）本時の展開 
時間 学習活動 指導上の留意点 
導入 
5 
 
 
展開

その1 

15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本時の流れを知る 
 
 
 
バルバレーボールの体験 
パスの練習 
 
 
試合の経験 
 
通常のバレーボールのル

ールでやってみる。 
3 回で相手に返す。 
イスを置く（肢体不自由

児が座る） 
①安全への配慮 
肢体不自由の子どものポ

ジションを考える。 
イスの位置や向き 
②ルールを重ねていく 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 グループ 6 名程度：自己紹介 
体験を通した肢体不自由児への配慮 
グループワーク（アダプテッドスポーツ 
 
を創ってみる） 
発表 
ドリルゲームの応用： 
各グループで円陣パスを行う。 
落とさないで 10 回続けられるか。 
20 秒間落とさないで続けられるか。 
30 秒間で何回タッチできるか。 
声を出して数えられるか。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3-3 タスクゲームの例： 
 
（風船にビニールカバーをかけている。既製品が無ければ、大き

い風船に分厚いビニール袋をかぶせて養生テープで止める 
コート：バドミントンコート 
ルール：各チーム 1 名は椅子に座っている。ジャンプは禁止。 
①6 人全員がボールに触ってから相手コートに返す。 
②6 人全員がボールに触って 10 回以内に相手コートに返す。 
③サーブはコート内から打ってよい。  
④ボールは片手で触る等のルールを付加していく。 
⑤1セットは 6 分程度     
 



その2 

35 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ま と

め 
20 

③グループワーク 
ネット型のアダプテッド

スポーツを創ってみる 
 
 
 
 
 
用具の工夫は共通 
3-2 
3-3 
3-4 
からいずれか 1つ（もし

くは 2つを選択して作成

する） 
 
 
 
 
 
 
 
 
発表する（情報を交換す

る） 

3-1：対象 
「車いすを使用する脳性まひの児童」6年生 1 名、軽度の知的障

害がある。ある程度ルールは理解できる。 
通常の体育の授業は、加配の先生と一緒に通常学級で 
ティームティーチングにて参加している。 
最終的には、バルバレーに主体的に参加し、ネット型スポーツの

楽しさを味わう。 
 
用具の工夫： 
バルバレーボールが教材とし手設置されていない場合を含めて、

身近な素材を使って用具を工夫する。 
3-2 ドリルゲームの作成：☆主として個人的技能（基本的な技能）

の習得や習熟を目的とした、記録達成のゲーム。 
※直接対戦する相手チームがいないゲーム 
3-3 タスクゲームの作成：☆個人及び集団の技術的、戦術的能力

（仲間と連携した動き）の育成を目的とした、課題の明確なゲー

ム。 
※対戦相手がいるゲームであり、特に習得すべき課題が明確でそ

の課題が頻繁に学習できるように、人数やコートのミニ化を図っ

たり、ルールの条件を変えたりするゲーム。 
3-4 メインゲームの作成：☆児童生徒の能力レベルに合った（や

さしい）ボール運動のゲーム。 
※単元のメイン 
 
①肢体不自由児アダプテッド体育の留意点に沿っているか。 
②バルバレーに主体的に参加し、ネット型スポーツの楽しさを味

わうことにつながっているか。 
③参加者が実際に動いたり、判断したりする機会があるか 
活動の段階化（スモールステップ、簡単な手順） 
適切な声掛け、賞賛の姿勢（喜び合える仲間）等インクルーシブ

体育の配慮が備わっているか。 
 
互いのグループ発表に際して意見交換及び指導助言を行う。 
 

 
ワークシート 
アダプテッド体育 
インクルーシブ体育 



事例 
1.脳性まひ（単まひ）左足が内反尖足で日常はクラッチを使用する B さん（女性：高校 2
年生で通常学校に在籍）。 
・時々は車いすを使用している。体育は基本的に見学が多いが、時々補助教員がついてく

れた際には部分的に参加。修学旅行のスキーでは、チェアースキーを経験して楽しかっ

た。 
・ネット型スポーツでバルバレーを行った。 
・コート：バドミントンコート 
・ルール：各チーム 1 名は車いすに座っている、6 人全員がボールに触って 10 回以内に相

手コートに返す、サーブはコート内から打ってよい、ボールは片手で触る。 
Ｂ子さんの感想から：たくさんボールに触ることができた。車いすならば、他の人より

も自分の方が慣れているので、ゲームを優位に運ぶことができた。途中で、チームのメン

バーが「車いすと変わって、このルールであれば、あなたも普通にできるから」と声をか

けてきて、障害の無いメンバーが車いすに座り、自分はクラッチのままゲームに参加した。

それでもボールに触ることができた。メンバーが自分のことを普通に扱ってくれたことが

嬉しかった。 
障害の無い生徒の感想文から：初めてバルバレーをやりましたが、通常のバレーボール

とは異なり、たくさんボールに触る機会があった。ボールを必死で追いかけた経験は初め

てだった。楽しかった。 
 
2.難病指定により電動車いすを使用する C さん（女性：高校 3 年生で通常学校に在籍） 
 大学進学が決定したことを機に行動範囲を広げるために、補装具を自走式車いすから電

動車いすに移行した。校内がバリアフリーでない（エレベーターが無い）ことから、学校

生活では日常的に加配教員の補助を受けている。体育の授業も小学生のころから加配教員

と一緒にできることは参加するレベルで過ごしてきた。授業で卓球バレーを行った。 
 C 子さんの感想から：全員座っているから、自分が特別であるという感覚が無かった。自

分が失敗してもチームがフォローしてくれるし、自分自身もチームメイトの失敗をフォロ

ーすることができた。スポーツで自分がチームメイトをフォローした経験は初めてだった。 
楽しかった。 
 
 重要なことは、両名ともにチームそのものの勝ち負けよりも自分が仲間に受け入れられ

た、賞賛し合える関係にあったことを喜んだことにある。インクルーシブ体育に参加する

ことにより自己達成感を味わっている。 
 
3.障がい者スポーツ指導員の資格を取った小学校教諭 D さん：男性 
 教諭としては 10 年目で 4 年生の担任をしている。クラスに障害のある児童が在籍してい



ることから、土曜日学校のオープンスクールで、パラスポーツ、スポーツの公平性をテー

マに手作りボッチャと卓球バレーを実施した。ボッチャは新聞紙を丸めて、養生テープを

巻いて作成した。休み時間に子ども同士が練習する風景が見られた。また、卓球バレーは

用具が無いので、ネットを養生テープに替え、ラケットは段ボールで作った。全ての用具

は手作りで、子どもたちがチームで取り組んで作成した。終了後の感想から、特にボッチ

ャは偶発性を含んでいるので、体育が得意でない女子も喜んで参加したことを知った。雨

の日体育にも援用できる。 
 その後、玉入れを例にあげて、車いすの人が参加する場合の工夫を話し合ったり、体育

で行うラケットベースボールに車いすの人が参加する場合の配慮を話し合った。 

 

 
  
 



３．他のグループのプログラムについて、良かった点、課題を記入してください。

　

肢体不自由児のアダプテッド体育及びインクルーシブ体育

1．自分のグループで考えられたプログラムについて説明し、良かった点、課題を記入してください。

２．グループワークでの自分の役割や関わり方について、良かった点、課題を記入してください。

肢体不自由児のイメージとそのスポーツのイメージ

現在の困りごと

事例を通して、現在の困りごとへの援用

①ドリルゲームの作成：☆主として個人的技能（基本的な技能）の習得や習熟を目的とした、記録達成のゲーム。

②タスクゲームの作成：☆個人及び集団の技術的、戦術的能力（仲間と連携した動き）の育成を目的とした、課題の明

確なゲーム。

③メインゲームの作成：☆児童生徒の能力レベルに合った（やさしい）ボール運動のゲーム。

①肢体不自由児アダプテッド体育の留意点に沿っているか。

②バルバレーに主体的に参加し、ネット型スポーツの楽しさを味わうことにつながっているか。

③参加者が実際に動いたり、判断したりする機会があるか

④活動の段階化（スモールステップ、簡単な手順）

⑤適切な声掛け、賞賛の姿勢（喜び合える仲間）等インクルーシブ体育の配慮が備わっているか。
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問題 Q: 
バルバレー（ネット型スポーツ）で、肢体不自由のある児童生徒と障害の無い児童生徒

が一緒に行う。その際、肢体不自由のある児童生徒がイスに座って実施する場合、 
①イスの位置はどのあたりが好ましいか 
②どの方向に向くか 
③介助の状況はどのようにすればよいか 

 を簡潔に答えてください。 
 
 
答 A 
 ①後衛に位置して、ネットに向かってイスを置くことが好ましい。安全への配慮から。 
介助は、障害のある児童生徒がボールに接している際には、周囲の健常児が（椅子から落

ちないような）、フォローに回ることが好ましい。 
 
問題 Q: 
脳性まひの小学生が障害の無い同級生とともに体育活動を行うための配慮について、述べ

てください。 
 
答え A 
医学的な配慮事項に関する情報をあらかじめ得ておく。感覚、認知、コミュニケーショ

ン、知覚、行動の障害が伴い、時には痙攣発作、てんかん等。脳性まひの症状は多岐に及

ぶことから、対象児の志向、状態により、フレキシブルに対応しながら、基本的な技能を

伸ばし、用具に工夫しながら、子どもたち同士でルールを工夫できるような方向に持って

行くことを目指す。障害の有無に関わらず互いに賞賛し合え、達成感を味わえるような目

標を持たせる。 



肢体不自由児のアダプテッド体育及び
インクルーシブ体育

• 肢体不自由を引き起こす障害の概要を知る
• 障害の特徴を踏まえて、体育活動内容や指
導の工夫ができる。

• インクルーシブ体育の視点を踏まえて、教材
の創意工夫を含めた実践方法を見出すこと
ができる

• 参加者それぞれの立場を尊重しつつ①出た
意見は否定しない、②他の意見を踏まえて意
見を出していく。参加者の多様性。

肢体不自由

• 脳性障害：脳性麻痺、脳血管障害など
• 脊髄の障害：二分脊椎症、脊髄損傷
• 筋の障害：筋萎縮症、キンジストロフィー症
• 関節の障害：股関節脱臼、関節拘縮
• 骨の障害：骨形成不全症
• 四肢（手足）の形態の以上による障害
四肢切断や先天性四肢奇形、欠損症

肢体不自由
上肢・下肢・体幹に不自由さを伴う

中途障害：先天障害 外傷：疾病

l脳性まひ

l切断

l頚椎損傷、脊椎損傷、二分脊椎

l脳血管障害（モヤモヤ病：ウィリス動脈
輪閉塞症）

l筋ジストロフィー など

「合理的配慮」

• 合理的配慮は、教師側と児童生徒側の建設的
対話による相互理解によって成立します。

• コミュニケーションスキル
• 対象となる児童生徒の障害の状態を知る。
• 活動経験：どんな経験があるか。得意なこと、苦
手なこと。

• 興味関心：どんなスポーツを行ってみたいか。
• 安全面への配慮：てんかん、転倒、体温調整等

「まひの理解」

内反・尖足
補装具・補助具

を使用している
場合がある

体幹のまひ

脳性まひ
脳性まひは、運動と姿勢の発達が障害された一群をさす。

その障害は、胎児もしくは乳児（生後1歳以下）の発達途上の
脳において生じた非進行性の病変に起因するもので、活動

の制限を生じさせる。

脳性まひの運動機能障害には、感覚、認知、コミュニケー

ション、知覚、行動の障害が伴い、時には痙攣発作を伴うこ

とがある。てんかんに注意

• 痙直型︓筋緊張が⾼く、体を動かし難い。
• アテトーゼ型︓筋緊張が低く、じっと動きを⽌めるこ

とが難しい



脊髄の障害による「まひ」のある人
共通の関心事

• 感覚及び皮膚の損傷
• 体温コントロール うつ熱

• 不随意けいれん
• 四肢の衰え
• 排尿と排便
• 心臓及び循環器系の機能
• 血圧
• カルシウム喪失、体重管理

体温調整：
筋力保持

霧吹き
おしぼり

保冷バックの準備

体育館：
夏場は熱く
冬場は寒い

脳血管障害

• 小児期(10歳以下)に発生が多くみられる「も
やもや病」は、脳血管がゆっくり閉塞していく
進行性の難病である。

• 一過性脱力発作、てんかん、脳梗塞を起こす
こともある。

• 「無酸素運動」（呼吸を止める、息を吐き続け
る）は脳血管の閉塞を促進する要因につなが
ることもある。水泳等に注意が必要になる。

筋ジストロフィー症

• 主訴が筋力低下、筋萎縮である。
• 骨格筋がジストロフィー変化を示す。
• ジストロフィー変化とは、筋線維の大小不同、
円形化、中心核の増加、結合組織の増生、
脂肪化を特徴として筋線維束の構造が失わ
れる変化のことをいう。

• 心肺機能及び心機能の低下を伴う。
• 過度の運動は筋肉のダメージを引き起こす。

（疲れを残さない適度な運動）

・進行性の疾患である。

大切にしていること

「エビデンス」
例：球技の楽しさは触球数に比例
エンパワメント（自己決定）

「障害理解」
機能的な理解
対応の理解

「スポーツへの関わり」
アクセスビリティの保障
（全員が参加できる）

例 バルバレー
全員触って10回以内に返球
（できるだけ）片手で触れる

世界のあそび事典 http://jiten.recreation.jp/asobi/N-0059.php
より引用 最終閲覧 2016/11/10

授業の導入部分

○注意していること○

• 自立してストレッチ等ができるようになるこ
とを目標に、指導法、用具、器具等を工夫

無理に関節可動域を広げるようなことはしない

• あくまでも自身が動かせる部位や可動範囲に
伴う補助である・・・

• 体育・スポーツ指導の立場（理学療法、リハ
ビリテーションとは異なる）

肢体不自由児アダプテッド体育の留意点

①対象者：医学上の配慮事項は事前にチェックする

②場 所：車いすがぶつからないようにコートの周りを広

くしたり、活動範囲を2次元平面にする（卓球
バレーやローリングバレー）。プール入退水時

のマット設置等安全への配慮。

③用 具：材質、色、構造の工夫、ボールの素材や大きさ

の工夫、ラケットやバッドは形状や握りを工夫

して持ちやすくする。身近で安価な材料を用い、

一度きりではなく繰り返し使用できるもの。

④ルール：運動機能の状態に合わせてルールを変更する。

バレーボールであれば、障害のある児童生徒は

何度触ってもよいというルールを設ける。また、

生徒同士で工夫できるようになればなおよい。

⑤工夫の観点：領域の系列に沿った内容。



技能の修正
• 障害に対する基礎知識
• できることは練習する、できないことは工夫する
• コミュニケーションスキル
• マニュアルだけでは乗り越えられない。相手に合
わせて、創意工夫する力が求められる。

• 既存のスポーツを障害に応じた技能に修正する。
（相手の状況を想像する）

• 例：脳性まひ（単まひ）左足が内反尖足で日常はクラッチを使用す
るA子さん（中学3年生で通常学級に在籍）。片手でできるので、バ
ドミントンや卓球はやれる。あまり動けないので今日は上手な人と
ラリーをしてみたい。ベースになるクラスの相互理解

• 器械運動等について、跳び箱は難しいがマットは腕支持系統等は補
助者と一緒にやってきた。鉄棒は補助者がついて調整する。

インクルーシブ体育への配慮

• 参加者が安全かつ安心して参加できるか
• 参加者がルールを理解しているか
• 参加者が実際に動いたり、判断したりする機会があるか
• 活動の段階化（スモールステップ、簡単な手順）
• 適切な声掛け、賞賛の姿勢（喜び合える仲間）
• 指導の方法は柔軟に行う（対象児童生徒のみでない）
• 介助者からの援助
• 仲間同士の援助
• 授業へのアクセスビリティの促進（物理的,人的）

• 例：全員が座る。全員がいくつかある中のルールを
選択できる。用具やルールを工夫して全員参加
できた時の達成感を味わうことができる。

車いすを使用する児童

例：ボール遊び領域：ドッチボール

• 用具：ソフトバレーボールを使用する
• ルール：車いすの前面と側面はセーフ
• 顔以外の体幹部、車いすの背面、腕、車いすの背面のバッ
クレストに当たったらアウト

• フットレストはキャッチ
• 投球では、ツーバウンドまでならば相手が当てられたことに
する

応用編
①各チーム1に名ずつ車いす利用者がいる設定にする
②王様ドッチボール（車いすの人は王様：王様を守る：高学年）

クラッチを使用する児童生徒

例：球技領域：ネット型 バルバレーボール
• 用具：バルバレーボール
• （風船にビニールカバーをかけている。既製品が無ければ、大
きい風船に分厚いビニール袋をかぶせて養生テープで止める

• コート：バドミントンコート
• ルール：各チーム1名は椅子に座っている。

ジャンプは禁止。

• ①6人全員がボールに触ってから相手コートに返す。
• ②6人全員がボールに触って10回以内に相手コートに返す。
• ③サーブはコート内から打ってよい。
• ④ボールは片手で触る等のルールを付加していく。
• ⑤1セットは6分程度

電動車いすを使用する生徒

• 例：球技領域：ネット型 卓球バレー
• 用具：ピン球もしくはサウンドテーブルテニス用ボール
（ピン球に千枚通しで穴をあけBB弾（ビービーだん）を2個入れる。卓
球バレー用ラケットが無い場合は、通常の卓球ラケットもしくは、

段ボールで作成する。ネットは通常の卓球ネットを養生テープで

まくり上げて、ボールがくぐるように設定する。）

• コート：卓球台の周りを各チーム6個の椅子で囲む。
• ルール：
• ①ネット下を転がして、3打以内に相手コートに返す。
②各チームネット際に座っている人は、相手からのサーブブ

ロック禁止。

③サーブは2打ずつダブルフォールトで交代。
④タッチネット、オーバーネットは違反。

⑤椅子からお尻が浮いてはいけない。

インクルーシブな水泳授業

• 例：水遊び
• 注意：体調管理、更衣等保健室との連携、入退水時等プールサイ
ドにはプール用マットを使用する。

• 水中ウォーキング（歩行が難しい子どもには、介助者が後ろから脇
に手を入れて、当事者の四肢が自由な状態で垂直ポジション補助
する）。

• 手をつないで層流をつくったり、蛇行して乱流をつくって、水流、水
圧を感じる。

• アクアビクス：ＢＰＭ100程度の音楽を使用する。
• リラクゼーション（背浮：呼吸の確保）

• 集団で協力して行うことで味わえるグループダイナミクスの要素
• 勝ち負けや記録ではなく、課題ができたことで、他者の称賛を受け
る自己達成感の要素



水の特性

• 水圧：静脈還流の促進、下肢のむくみの改善・心臓
の負担の軽減、呼吸筋群の強化

• 抵抗：陸上で動くよりも筋活動量が増える
• 浮力：水深によって浮力のかかり具合は違ってくる

剣状突起部まで浸かると、体重は１/４
• 水温：水温（30度程度が好ましいが、外気を考慮す

る必要があります）リラクゼーション効果、

筋肉弛緩、鎮静作用、血圧降下

・水中ウォーキング

・アクアビクス

・提供しているプログラムに自立して入っている。

・プール（水中）という環境での動きやすさ。
アダプテッドスポーツの創造性

プロダクトイノベーション： 障害のない人の既存のスポーツ種目から用具やルールを工夫して対象者に適合させる発想

・競技用の補装具や補助具の開発 ・既存のスポーツのルールの工夫

スポーツを実践する楽しさ
スポーツを創る楽しさ

競技性模倣性 非日常性

偶然性

新しいスポーツを作る
プロセスを楽しみ

誰もが参加できる
誰もが勝てるチャンスがある

プロセスイノベーション： 対象者に合わせて用具の使用方法やルールを工夫しながら新しいスポーツを創る発想
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教員免許更新講習 指導案 

指導者（所属）：曽根裕二（大阪体育大学 教育学部） 
 
1．時間：50分 
2．対象：特別支援学校や通常の学校で体育を担当する教員 
3．場所：教室 or 体育館 
4．単元名    重度・重複障害児の体育とインクルージョン 
5．単元の目標 
◎重度障害と重複障害についての概要を知る。 
◎障害の個別性について理解する。 
◎個々の障害の実態に応じて体育の内容を工夫できる。 
◎ 

7．授業の内容 
 学習内容 指導上の留意点・支援 

導
入
#10

$ 

本時の流れを知る 
重度障害や重複障害の

ある著名人を知る。 
それらの人物が使って

いた支援技術を知る。 

 
例）ヘレンケラー、福島智、ホーキング博士など、重度障害、

重複障害についてのイメージを持っているか確認する。 
・福島智 → 指点字 
・ホーキング博士 → ICTの活用 
など、その人が持っている力を発揮するために必要な支援があ

ることを伝える。 

展
開
①
#10

$ 

重度・重複障害児の健

康管理について 
・医療的ケア 
・病弱児の話題※ 
 
 
樹度・重複障害児にと

っての健康の考え方 
「その子にとっての普

通の健康状態を保つこ

と」 
 
 
健康観察の意識を常に

持つこと 

・医療的ケアの種類を説明する（特定行為：口腔内の喀痰吸引、

鼻腔内の喀痰吸引、気管カニューレ内の喀痰吸引、胃ろう又は

腸ろうによる経管栄養、経鼻経管栄養） 
※重度・重複ではないが、医療的な問題と絡めて、長期療養が

必要な病弱児についても説明する。 
 
問「障害のある人は健康と言えるか？」 

→ 健康の定義の再考を促す 
・普通の健康状態の把握 
・普通ではない状態を見抜く 
・普通でない状態を引き起こす恐れのある諸要因の把握と改善 
・普通の健康状態の保持と増進 
 
＜健康観察のための様々な指標＞ 
体温、脈拍、顔色、呼吸の様子、尿、便、食事量、水分量 
表情、身体の動き、全身状態、生活リズム・・・等 
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展
開
②
#15

$ 

体育を行う上でのポイ

ントについて理解する 
・健康・安全面の配慮（展開①で説明済み） 
・目的を明確にする 

仲間づくり、健康の保持、楽しみ・・・ 
・施設、用具、ルールを工夫する。（アダプテッドの視点） 

本人の力が安全に十分に発揮できるように 
・達成感・成功感を大切にしながら、生活が広がるように 

もっとやりたい、もっと動きたいと思える経験 
体育・スポーツで得た成功経験が日常生活にも活かせる 

・指導の方法に柔軟性を持たせる。 
同じ課題でもアプローチの方法は様々（道具を使う、仲

間と一緒に、スイッチなどの支援機器など） 

展
開
③
#10

$ 

インクルーシブな体育

の形態について考える 
全ての活動を全て共にすること≠インクルーシブ体育 
フルインクルージョンだけでなく、パーシャルインクルージョ

ンの形態も提示し、インクルーシブ体育の様々な形態について

説明する。 
対象となる児童・生徒の実態、学級の実態を考慮しながら最適

な形を模索していく必要性 

ま
と
め
#5

$ 

本時のまとめ 
 
 
 

・重度・重複障害児の健康について 
・体育を指導するうえでのポイント 
・インクルーシブ体育について 
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アダプテッド定着プロジェクト 指導案 

指導者（所属）：曽根裕二（大阪体育大学 教育学部） 
 
1．時間：80分 
2．対象：特別支援学校や通常の学校で体育を担当する教員 
3．場所：体育館 
4．単元名    重度・重複障害児の体育とインクルージョン 
5．単元の目標 
◎重度障害と重複障害についての概要を知る。 
◎障害の個別性について理解する。 
◎個々の障害の実態に応じて体育の内容を工夫できる。 

6．準備物 
・ボッチャボール     ・ランプ     ・ボッチャ練習用教材各種     ・ワークシート 
 
7．授業の内容 

 学習内容 指導上の留意点・支援 

導
入
#10

$ 

アイスブレイク 
チーム分け 

名前順、出身地、身長など何らかの課題を出して、順に並んだ

り、グループを作ったりを 2、3回実施する 
演習のグループを作る 

展
開
①
#15

$ 

 
 
ボッチャのルールを知

る（3対 3のチーム戦） 
 
 
2エンドマッチを行う 

 
 
・ボッチャの歴史的な背景を説明する 
・3人組を作り、試合をやりながらルールの説明をする。 
・コートは事前に作っておきたいが、体育館にあるバドミント

ンコートを使用しても良い。 
※試合のないチームで審判を行う 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

演習「ボッチャをやろう」 



2 
 

 

展
開
②
#15

$ 

重度・重複障害児が既

存のスポーツを楽しむ

ことの難しさを確認す

る 
 
重度・重複障害児が行

っているスポーツを知

る 

問：重度・重複障害児がボッチャに取り組む時にどのような点

が難しいか？ 
予想回答（随意的な動きが少ないため、投球できない。重度知

的の重複のため、ルールの理解が難しい・・・など） 
 
（体育館の壁面に投影） 
ハンドサッカー、ダンス、ユニバーサル野球、ゴロ野球、卓球

バレーなどの映像を見て、重度・重複障害児のスポーツのイメ

ージを持つ 

展
開
② 

演
習
#30

$ 

 
 
 
 
グループワークをしな

がら、重度・重複障害

児に対するアダプテッ

ド・スポーツを考える 
 
 
 
グループ毎にワークの

内容を発表する 
 
 

 
 
問「重度・重複障害児を想定して、ボッチャにつながる導入ゲ

ームをグループで考えてください。」 
※担当する児童・生徒をイメージしながら、実態を設定する 
＜考えるポイント＞ 
・ルールを分かりやすくする。 
・投球方法を考える 
・感覚を補償する方法 
など、自由な発想で考える。 
 
＜発表内容＞ 
・想定した障害の実態 
・どのようなアダプテーションを行ったか 
・ 

ま
と
め
#10

$ 
まとめ 
重度・重複障害、長期

療養中の子どもたちへ

の運動、スポーツの実

際 
 
 

 
・長期療養中の子どもたちの運動についての実践例を紹介す

る。（例：BeingAliveJapanの活動など） 
 
・重度重複障害児と関わる教員が陥りやすい事例を紹介する 

教員主導で児童・生徒が常に受け身 
機器の使用ありきになっている 
児童・生徒を過小評価、動きを引き出す間が取れない 
等 

 

演習・グループワーク「ボッチャボールを使ったゲームを考えよう」 



「重度・重複障害児の体育とインクルージョン」ワークシート 

氏名  

 

重度・重複障害児の健康を維持するために学校でできることを考えてみましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

重度・重複障害児のスポーツ実施上の留意点として、以下の 5 点を挙げています。それぞ

れの留意点について具体例を考えてください。 

健康・安全面の配慮 

 

 

 

 

目的を明確にする 

 

 

 

 

施設、用具、ルール

を工夫する 

 

 

 

 

達成感・成功感を大

切にしながら、生活

が広がるように 

 

 

 

 

指導の方法に柔軟性

を持たせる 

 

 

 

 

 

  



＜グループワーク＞ボッチャを使ったゲームを考えよう 

重度・重複障害児を想定して、ボッチャにつながる導入ゲームをグループで考えましょう。 

＜想定した生徒の実態＞困難なことだけでなく、できる動き、得意な動きにも着目 

 

 

 

 

 

＜導入ゲームの概要＞ルール説明だけでなく、想定した生徒に対し、どのようにアダプテーションしたか 

 

 

 

 

 

 

＜道具のアダプテッド＞投球するための支援機器など 

 

 

 

 

 

 

＜その他＞感覚を補償する方法など 

 

 

 

 

 

＜メモ＞他のグループの発表を聞いて活かせそうなアイデアなど 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



「重度・重複障害児の体育とインクルージョン」認定試験 

氏名  

 

問 1：以下の（ア）～（オ）の記述のうち、重度重複障害児のスポーツ実施上の留意点とし

て適切なものの組み合わせはどれか？ 

(ア)発作や服薬の状況の把握など、健康・安全面の配慮は運動の前提として重要である 

(イ)競技志向やレクリエーション、友だちづくりなど、運動やスポーツの目的を明確にする 

(ウ)生涯スポーツを見据えて既存のスポーツルールに準ずることが原則である 

(エ)スポーツや運動へのかかわりが消極的にならないように達成感・成功感を大切にする 

(オ)混乱を招かないために指導の方法は教科書（指導書）に従ってある程度固定する 

 

A：ア、イ、ウ ／ B：イ、ウ、エ ／ C：ア、イ、エ ／ D：イ、エ、オ ／ E：ア、ウ、オ 

 

問 2：重度の肢体不自由と知的障害を重複する生徒が野球型の球技に取り組むことを想定

し、そのための導入としてのゲームを考え、それぞれの項目ごとに記述してください。必

要があれば裏面を利用してイラスト等で示してください。 

＜導入ゲームの概要＞「めざせ打撃職人」 

他の球技にない野球型球技の魅力の一つはバッティングであると考えるため、バッティングを主たる

活動としたゲームを創造する。野球のルールでは投げられたボールに対し、バットを使って打ち返す

ことが求められるが、本生徒は動体の追視、目と手の協応が難しい。従って、ティーボールのルール

を採用し、打ちやすい位置に静止しているボールを、バットなどの道具を使って打つことを課題とす

る。守備は配置せず、何種類かの得点を付けた防球ネットを複数個置く。防球ネットに当たったら、

その防球ネットに付いている得点を打者の得点とする。 

＜当事者への配慮事項・アダプテッドの方法＞ 

知的障害への配慮として、野球型の技術的な要素である走・攻・守のうち、走と守の部分をなくし、

ルールを単純化した。また、得点の因果関係を分かりやすくするためにバッティング動作後、すぐに

得点が分かるようにした。 

追視や目と手の協応動作の困難さから、動いているボールを打つことは本生徒の課題として適切で

はないと考え、ティーボール形式とした。 

重度の肢体不自由のため、バットを振る動作も難しいことが想定される。バッティングの工夫とし

て、「プラスチック製、新聞を丸めた手作りバットなど、扱いやすいバットを使用する」、「スイッチを

使ってバットを振る」、「車いすにバットを固定（ティーの高さと同じ）し、車いすの動きで固定され

ているボールを押し出す」、「ボッチャのランプを用いて、ボールを少し押し出すだけで、ある程度の

距離を転がるようにする」など、生徒のできる動き、得意な動きを利用して課題の動きを達成できる

ようにする。 

＜その他＞ 

一人ずつ行うバッティングゲームなので活動のない時間帯の過ごし方を考えておく必要がある。審

判、得点係、実況係など、複数の役割を用意しておき、順番に担っていく。 

 



教員免許更新億週

重度・重複障害児の体育
とインクルージョン

曽根裕⼆（⼤阪体育⼤学教育学部）

講義50分

重度の障害や重複障害のある有名⼈を知ってますか︖

• ヘレン・ケラーさん
• ホーキング博⼠
• 福島智先⽣
•

•

重度の障害や重複障害のある有名⼈を知ってますか︖

ヘレン・ケラーさんは、指⽂字を触って⾔葉を認識

していました。ホーキング博⼠はパソコンを使って

プレゼンテーションします。福島智先⽣は指⼿話と

いう⽅法を使ってコミュニケーションをとります。

彼らが持っている⼒を⼗分に発揮するためには何ら

かのテクノロジーやテクニックが必要でした。

重複障害

当該学校に就学することとなった障害以
外に他の障害を併せ有する児童⼜は⽣徒

特別⽀援学校学習指導要領解説より

重複障害児

肢体不⾃由＋知的障害
視覚障害＋聴覚障害
肢体不⾃由＋視覚障害
・・・

重複する障害は⼆つとは
限らない

重症⼼⾝障害児
医療・福祉の領域で使われることが多い

重症⼼⾝障害児施設は、重度の知的障害及び重度の
肢体不⾃由が重複している児童を⼊所させて・・・

（児童福祉法第43条）

重度・重複障害児
教育の場で使われることが多い

障害が重く、あるいは重複している⼦どもたち

重度・重複障害児に対する学校教育の在り⽅
について

（1975年3⽉︓⽂部省 調査研究会報告書）



重度・重複障害の診断 ⼤島の分類

２１ ２２ ２３ ２４ ２５

２０ １３ １４ １５ １６

１９ １２ ７ ８ ９

１８ １１ ６ ３ ４

１７ １０ ５ ２ １

⾛れる 歩ける歩⾏障害座れる寝たきり

IQ
80

70

50

35

20

0

1〜4の区分に
該当する者が、
狭義の重症⼼
⾝障害児

健康とは︖

健康とは、⾝体的、精神的、並びに社会的に完全に良

好な状態であって、単に疾病や虚弱性がないというだ

けではない。 WHO憲章（1948）

健康とは、⼩児がその遺伝的資質を最⾼にもちいて、

そこで成熟していかねばならない環境に、最も満⾜

な適応ができる状態をいう。

国際⼩児科学会（1962）

永峯（1989）

健康とは全く何も問題（障がい、病気）のない状
態のみをいうのではなく、その個⼈にとっての常
態を保ち続けることを健康と考える。

健康とは︖

• 普通の健康状態の把握
• 普通ではない状態⾒抜く
• 普通ではない状態を引き起こ
す恐れのある諸要因の把握と
改善

• 普通の健康状態の保持と増進

その⼦にとって
の普通の健康状
態を保つこと

医療的ケア

経管栄養・吸引などの⽇常⽣活に必要な医療的な
⾏為を、治療としての医療⾏為（医療ケア）とは
区別して「医療的ケア」と呼ぶ。

医療的ケアの教育的効果
• ⼦どもの精神的成⻑が⾒られ、⺟⼦分離ができた。
• ⽣活リズムが確⽴し⽋席⽇数が減少した。
• 授業中に保健室に連れていくことがなくなり、授業の継続
性が保たれるようになった。

• 様々な活動に参加できるようになり、表情が豊かになった。
• 発達に応じた⾃⽴⼼が芽⽣えてきた。

医療的ケア
「よくわかる肢体不⾃由教育」 P92より

シリンジによる経⿐管注⼊ 胃ろう注⼊

医療的ケア
「よくわかる肢体不⾃由教育」 P92より

注⼊の⾳を聴診器で聞く



医療的ケア
「よくわかる肢体不⾃由教育」 P92より

⼝腔吸引 ⿐腔吸引

医療的ケア 「よくわかる肢体不⾃由教育」 P92より

⼈⼯呼吸器 酸素吸⼊

⽂部科学省（2019）
学校における医療的ケアの実施に関する検討会議「最終まとめ」概要

病弱児について

特別⽀援学校（病弱）の対象とする⼦ども
（学校教育法施⾏令第22条の3）

⼀．慢性の呼吸器疾患、腎臓疾患及び神経疾患、悪性
新⽣物その他の疾患の状態が継続して医療⼜は⽣
活規制を必要とする程度のもの

⼆．⾝体虚弱の状態が継続して⽣活規制を必要とする
程度のもの

※⼀時的な発熱や腹痛ではなく、ある程度
の期間、治療や⽣活規制を必要とする⼦ど
ものこと。⼊院、在宅は問わない。

⼩児慢性特定疾病対策の医療費助成制度の対象疾病群
① 悪性新⽣物︓⽩⾎病、⾻髄異形成症候群など
② 慢性腎疾患︓ネフローゼ症候群、慢性⽷球体腎炎など
③ 慢性呼吸器疾患︓気道狭窄、気管⽀喘息など
④ 慢性⼼疾患︓洞不全症候群、モビッツ2型ブロックなど
⑤ 内分泌疾患︓下垂体機能低下症、下垂体性巨⼈症など
⑥ 膠原病︓膠原病疾患、⾎管炎症候群など
⑦ 糖尿病︓糖尿病
⑧ 先天性代謝異常︓アミノ酸代謝異常症、有機酸代謝異常症など
⑨ ⾎液疾患︓巨⾚芽球性貧⾎、⾚芽球癆など
⑩ 免疫疾患︓複合免疫不全症、免疫調節障害など
⑪ 神経・筋疾患︓脊髄髄膜瘤、仙尾部奇形腫など
⑫ 慢性消化器疾患︓先天性吸収不全症、微絨⽑封⼊体病など
⑬ 染⾊体⼜は遺伝⼦に変化を伴う症候群︓染⾊体⼜は遺伝⼦に変

化を伴う症候群
⑭ ⽪膚疾患群︓眼⽪膚⽩⽪症（先天性⽩⽪症）、先天性⿂鱗癬など

藤⽥紀昭・⿑藤まゆみ編（2017）これからのインクルーシブ体育・スポーツより

病気療養児の教育の意義

①学習の遅れの補完、学⼒の補償
②積極性・⾃主性・社会性の涵養
③⼼理的安定への寄与
④病気に関する⾃⼰管理能⼒
⑤治療上の効果

藤⽥紀昭・⿑藤まゆみ編（2017）これからのインクルーシブ体育・スポーツより



¨ 体⼒の維持、向上に役⽴つ
ü有酸素能⼒の増加
ü筋⼒と柔軟性の改善
ü疲労の軽減
ü⾝体機能の改善

¨ 体重の維持に役⽴つ
¨ ⾃信を⾼める
¨ チームスポーツに参加することで、所属意識
を⾼める

Physical activity and sports are important for young 
children with cancer.

Martin E.Block（2016）A teacherʼｓ Guide to Adapted Physical Education 4th editionより

⼩児がんの⼦どもたちへのスポーツ・運動の意義 重度・重複障害児のスポーツ実施上の留意点

• 健康・安全⾯の配慮
• ⽬的を明確にする
• 施設、⽤具、ルールを⼯夫する。（アダ
プテッドの視点）
• 達成感・成功感を⼤切にしながら、⽣活
が広がるように
• 指導の⽅法に柔軟性を持たせる。

重度・重複障害児のスポーツ実施上の留意点

＜健康・安全⾯の配慮＞

ü医療的な配慮事項（医療機関との連携）
• 発作の有無、服薬、など

ü⾝体の状況

ü運動の制限、禁忌事項

重度・重複障害児のスポーツ実施上の留意点

＜⽬的を明確にする＞

• 健康増進
• 競技として
• 楽しみの⼀つとして
• 仲間との交流
• リハビリテーション
•
•
•

重度・重複障害児のスポーツ実施上の留意点

＜施設、⽤具、ルールを⼯夫する＞

ボールの⼤きさは、直径13 インチ（約32.5cm）

⽇本電動⾞椅⼦サッカー協会ホームページより

重度・重複障害児のスポーツ実施上の留意点

＜施設、⽤具、ルールを⼯夫する＞

ボッチャ競技、BC3クラスにおけるランプの使⽤



重度・重複障害児のスポーツ実施上の留意点

＜達成感・成功感を⼤切に＞

重度・重複障害児・・・⾝体を動かすことが苦⼿

失敗を恐れる、消極的
できないと思いがち

だからこそ
達成感や成功体験が得られる⼿⽴てを
指導者側が⽤意する必要がある。
環境・道具・ルール・課題設定・・・

重度重複障害児のスポーツ実施上の留意点

＜指導の⽅法に柔軟性を持たせる＞

重度重複障害の実態は幅広く、個別性が⾼い

• Aさんで上⼿くいった⽅法が、同じ重複障
害のBさんで上⼿くいくとは限らない。

• ⼀般的な教科書のフォームや動きのコツが
適応できるとは限らない。

指導者は知識や過去の経験を参考にしながら、
常に指導⽅法を⽬の前の⼦どもに合わせる必
要（合わせられる柔軟性を持つ必要）がある。

インクルーシブ教育とは⾔うものの・・・

¨ ⼦どもの障害が重くて、⼀緒に試合を楽しめ
ない・・・

¨ 重度の⼦どもの課題にそったやり⽅にすると、
その他の⽣徒が物⾜りない・・・

¨ ⼀緒に活動すると危ない。⾞いすとの接触は、
⾞いすの⼦にとっても、⽴位の⼦にとっても
危険・・・

インクルーシブ体育 ≠ 全ての活動をすべて共にする

インクルーシブ体育の形態

インクルーシブ体育の形 具体例

同じ場で異なる活動を⾏う。男⼦は組体操、⼥⼦は創作ダンスを⾏う。

⼀部の活動を共に⾏う。 準備運動を全員で⾏って、その後、
グループに分かれての練習を⾏う。

同じ活動を難易度を変えて
⾏う。

ハードル⾛にインターバルや⾼さ
をレーン毎に変えて⾏う。

同じ活動を同じように⾏う。マラソン⼤会に向けての練習。30
分間の⾛⾏距離。

「重度・重複障害児の体育と
インクルージョン」まとめ

¨重度・重複障害児の健康とは︖

¨体育やスポーツを指導する上でのポ
イントは︖

¨インクルーシブ体育の考え⽅は︖

次は実技（80分）です

パラリンピック競技の中で、最も障害の重
い選⼿が活躍する「ボッチャ」を皆さんで
やってみましょう。



教員免許更新億週

重度・重複障害児の体育
とインクルージョン

曽根裕⼆（⼤阪体育⼤学教育学部）

実技80分

実技（80分）です

パラリンピック競技の中で、最も障害の重

い選⼿が活躍する「ボッチャ」を皆さんで

やってみましょう。

重度重複障害児が取り組む
スポーツの実践例

ハンドサッカー

最も重い障害のある選⼿が活躍する
「ポイントゲッター」、「スペシャル
シューター」というポジションがある。

選⼿⼀⼈ひとりの得意な動きを
使ってシュートする様⼦を⾒て
ください。（動画）

ふうせんバレー

1989年10⽉、北九州で『重い障がいのある⼈も⼀緒にできる
スポーツがあったらいいな・・・』、そんな⼀⼈の障がい者の
“つぶやき”から“ふうせんバレーボール”が⽣まれました。
これまでのハンディスポーツは、障がいのある⼈達だけでプ
レーするものが多く、しかも⾃分の意思や⾃⼒で動けない⼈が
参加できるものはほとんどありませんでした。そこで、これま
で病院や施設、障がい者関係の団体などでリハビリやレクレー
ションとして⾏われていた『ふうせんを使ったバレーボール』
をスポーツへと発展させ、誰もが参加できる『ふうせんバレー
ボール』を考案しました。これは、バドミントンコートを使⽤
して、障がいのある⼈３〜４名と障がいのない⼈２〜３名の計
６名でチームを組み、チームの全員が直径４０cmのふうせんん
に触れて１０回以内に相⼿コートに返すという全員参加型の競
技です。

⽇本ふうせんバレーボール協会
ホームページより、⼀部抜粋



ふうせんバレー 卓球バレー

「卓球バレー」とは，卓球台を使い，ネットを挟
んで，１チーム６⼈ずつが，いすに座ってピン球
を転がし，相⼿コートへ３打以内で返す，という
ゲームです。ルールは，６⼈制バレーボールの
ルールを元に，考案されています。
障害の重い⼈も軽い⼈も，視覚・聴覚・肢体・

知的の障害のある⼈も，障害のない⼈とも，誰で
も簡単にできますが，慣れてくるとボールのス
ピードも速くなり，かなり熱くなります。広くな
い場所でも気軽にできる団体競技です。

京都障害者スポーツ振興会ホームページより

ゴロ卓球
卓球バレー

京都障害者スポーツ振
興会ホームページより

ゴロ野球

北海道にある肢体不⾃由児の療育センターに⼊
院している⼦ども達の余暇活動として⾏われて
いた。療育センターとの職員と併設する養護学
校の教員が中⼼となって考案された野球型のス
ポーツである。
障害の状況に関わらず、みんなで楽しめ、それ
ぞれの⼦ども達の能⼒を最⼤限に引き出せる
ルールにすることを基本的な考え⽅とした。

肢体不⾃由教育 228．（2017）より

ゴロ野球のフィールド ゴロ野球の道具の⼀部



ユニバーサル野球

ユニバーサル野球ホームページより

⻑期療養中の⼦ども達へのスポーツ・運動活動

Being ALIVE Japan ホームページより

インクルーシブ体育に向けて

「重度重複障害があるから、スポーツはできない。」

「重度重複障害があるが、こんなルールにしたり、
あんな道具を使ったりすればスポーツはできる。」

某所での実践・・・⼤⼈が主役になってない︖︖︖

• ルールの変更、ルールありきになっていないか︖
• 誰のための学習か、誰が楽しんでいるか︖
• 道具を使うことが⽬的になっていないか︖
• ・・・



教員免許状更新講習 指導案 
 
1．時間：130 分  
2．対象：特別支援学校や通常の学校で体育を担当する教員  
3．場所：講義棟→体育館 
4．講義名：パラリンピック教育と障害児指導（講義+実技） 
5．講義の目標 ◎パラリンピックについて知る。 

◎障害に応じたルールや用具の工夫を理解する。  
◎障害の特性に応じて体育の内容を工夫できる。  

6．準備物  
 ・I’m possible 教材（パラリンピックって何だろう？、東京 2020 パラリンピックを楽しもう！、シッ

ティングバレーボールをやってみよう） 
・ソフトバレーボール     ・バレーボール     ・バドミントンネット 

7．本講義の内容  
時間 学習内容 指導上の留意点・支援 備考 

導入 
10 分 
(10 分) 

講義の目的と内容につ

いて確認 
 

・講義の目標、講義の流れを説明 
・パラリンピックとは？ 
→知っていることについてグループや隣同士で話 
をしてもらう。グループごとで発表。 

・パラリンピック教育の目的と学び 

 
 

展開① 
25 分 
(35 分) 

パラリンピックについ

て知る 
・パラリンピックの進化 
→パラリンピックの歴史から 1964 年大会を経て

現 
在に至る流れ 

・パラリンピックの意義・価値 
 →その価値を知り、子供達へ伝えてもらえるよう

に解説をする。自分事化してもらう。 
・IPC が目指すゴール 
 →パラリンピックムーブメントは、インクルーシ

ブ社会を創出することにつながっていることを解説 

 
 
 
 
ワークシ

ート使用 

展開② 
20 分 
(55 分) 

障害に応じたルールや

用具の工夫を学ぶ 
・パラリンピック競技大会の種目紹介 
・障害に応じたルールや用具について（パラリンピ

ック種目を活用して解説） 
 →いくつかの種目を選択して、対象障害やルール

の工夫などを紹介 
 →クイズ形式で、グループでルール工夫を話し合

ってもらう。 
・最後に、I'm possible 教材：DVD 映像資料、「シッ

ティングバレーボール」を見せて、競技のイメージと

試合の流れを理解してもらう。 

I'm 
possible
教材・映

像資料

（3 分） 

移動 
10 分 
(65 分) 

（講義会場→体育館へ

の移動・休憩） 
  



展開③ 
30 分 
(95 分) 
 

1) 準備体操 
 
 
 
2) 移動練習 
 
 
 
 
3) 基本練習 
 
 
1) 円陣パスラリー練

習 
  
 
 
2) 試合 
 
 
3) まとめ 
 

・肩や首、指を念入りにストレッチ。 
・座った状態で、受け身のような動きをして、 後ろ

に倒れてもあごをひいて、頭を打たないようにする 
 
・お尻を床についたまま動く練習 
  右、左、前、後へ動くこと 
  手をついてお尻をあげて動く 
  座り方のポイントを説明 
 
・１人が立ってボールを持ち、数人を相手にボール

を左右や少し手前に投げてトス・レシーブ練習 
 
・チームごとに円陣を組み、パスラリー 
→小さい円から徐々に大きい円へ 
→慣れてきたら、2 分間で何回パスをつなぐこと

ができるかを行う 
 
・６人１チームで試合を行う。（時間によって 10 ポ
イント先取の１セットゲームとするなど工夫する）  
 
ルールの工夫を行うことで、障害者と健常者が同じ

条件で参加ができるスポーツを在り方について解説 

 

展開④ 
30 分 
(125 分) 

シッティングバレーボ

ールの展開例を検討す

る（アダプテッド） 

＜ケーススタディとして応用＞ 
発達障害児、肢体不自由児（車いす使用者・脳性麻

痺）がクラスにいた場合の、シッティングバレーボー

ルの展開・発展例をグループで検討 
・対象者と人数はグループで決定する 
→ イメージする生徒がいる場合にはその生徒を 

対象としてもよい 
 → 一般クラスに在籍する障害児がいるケース 
 → 特別支援学校での実施のケース 
 
・最後に、各グループで発表 
 

ワークシ

ート使用 

まとめ 
5 分 
(130 分) 

インクルーシブ体育に

ついて 
パラリンピック競技のスポーツを活用することや、

体育で実施する内容にルールや用具を工夫すること

で、障害のある児童も参加することができる 
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障害のある子どもの体育・運動指導 

講義⑥ パラリンピック教育と障害児指導（講義+実技） 

 

1 はじめに 

1） パラリンピック教育とは 

国際パラリンピック委員会（以下 IPC）の掲げるパラリンピック教育とは、「障害のある人々への

理解や気づきを生み出す教育システムにパラリンピックの理念と価値を統合すること」を前提と

している（牧ら、2015）。 

＜目的＞ 

① パラリンピック・スポーツについての知識や意識を高める 

② 体育や身体活動におけるインクルージョンの実践へのよりよい理解を生み出す 

③ 障害者スポーツの概念について普及する 

④ 障害者スポーツ実施のために逆統合の考え方を促進する 

⑤ 障害のある人々に対する認識や態度の変容を促す 

⑥ パラリンピック教育についての調査・学術研究活動を推進する 

 

2 パラリンピック競技大会とは 

1） 歴史と進化 

・ パラリンピックの始まりは、1948 年イギリスのストーク・マンデビル病院で行われたアーチェ

リー大会。第 2 次世界大戦で脊髄に損傷を受けた兵士を治療するため、イギリス郊外にあるス

トーク・マンデビル病院内に脊髄損傷科（1960 年に国立脊髄損傷センターに改名）が作られ

た。 

・ ルードヴィッヒ・グットマン博士は、ストーク・マンデビル病院内に脊髄損傷科初代院長であ

った。グットマン博士は「手術よりスポーツを」の方針を掲げ、治療にスポーツを取り入れ成

果を上げた。多くの障害者が社会復帰を果たすことができた。 

・ ストーク・マンデビル病院の入院患者を対象に初めてアーチェリーの大会が行われたのは、

1948 年の第 14 回ロンドンオリンピック競技大会の開会式の日。参加者は入院患者 16 人で、

すべて車いす使用者。その大会は，ストーク・マンデビル大会と呼ばれ毎年開催され、1952 年

にはオランダの参加を得て国際ストーク・マンデビル大会（130 名が参加）となり参加者を増

やし発展した。1960 年、オリンピックが開催されたローマにおいて国際ストーク・マンデビル

大会（23 か国，400 名参加）が開催され、これが後に第 1 回パラリンピック競技大会となった。 

・ パラリンピックが正式名称として使用されるようになったのは 1985 年から。1964 年東京大会

にて愛称として「パラリンピック」が初めて使用されたが、当時は正式名称ではなかった。1985

年に国際オリンピック委員会（以下、IOC）がオリンピックと同じ年に開催する身体障がい者

のスポーツ大会をパラリンピックと名乗ることを同意した。1964 年の愛称「パラリンピック」

の意味は、対麻痺者（Paraplegia）のオリンピック（Olympic）としてパラリンピック（Paralympic）

が使用されたが、現在では大会に出場する障害は対麻痺者だけに限られていないことから「も

う一つの（Parallel）+オリンピック（Olympic）」を表す意味としてパラリンピックが用いられ

るようになった。 

・ 国際ストーク・マンデビル大会の対象は車いす使用者のみだったが、1964 年東京大会で 1 部

は第 13回国際ストーク・マンデビル大会（第 2 回パラリンピック競技大会）を実施し、2部と

して車いす使用者以外の障害者を対象にした「国際身体障害者スポーツ大会」が初めて行われ
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た。そして 1976 年に開催されたトロント大会では、視覚障害者と切断の選手も参加可能、1980

年アーネム大会では脳性麻痺者も参加できるようなるなど、徐々に身体障がいの中でも参加で

きる対象障害の拡大がなされた。参加障害の拡大と種目数の増加等により、パラリンピック競

技大会の参加選手数は増加、パラリンピックは大規模な国際スポーツ大会へと発展していった

（表 1）。 

 

・ 1989 年に国際パラリンピック委員会（IPC）が設立。2008 年には、公式にオリンピック競技大

会と同一の大会組織委員会により同一都市での開催が始まった。 

 

 

2） パラリンピックが目指すもの（意義と価値）：日本パラリンピック委員会、IPC（2020）より 

① パラリンピックの意義 

・ 多様性を認め、誰もが個性や能力を発揮し活躍できる公正な機会が与えられている場。 

・ 社会の中にあるバリアを減らしていくことの必要性や発想の転換が必要であることを気

づかせてくれる 

 

② パラリンピック・シンボル 

「スリーアギトス」と呼ばれ、「アギト」とはラテン語で「私は動く」という意味。困難なこ

とがあってもあきらめずに、限界に挑戦し続けるパラリンピアンを表現している。シンボル

は、世界の国旗で最も多く使用されている赤、青、緑の 3 色で構成されている 

 

③ パラリンピックの価値 

IPC はパラリンピアンたちに秘められた力こそが、パラリンピックの象徴であるとし、以下の

４つの価値を重視している 

表１：パラリンピック競技大会　開催地と参加選手数

◆夏季競技大会

日本選手団

参加国数 全参加選手数 参加選手数

1 1960 ローマ（イタリア） 23 400 不参加

2 1964 東京（日本） 21 378 53

3 1968 テルアビブ（イスラエル） 29 750 37

4 1972 ハイデルベルグ（西ドイツ） 43 984 25

5 1976 トロント（カナダ） 40 1657 37

6 1980 アーネム（オランダ） 42 1973 37

ニューヨーク（アメリカ）

ストーク・マンデビル（イギリス）

8 1988 ソウル（韓国） 61 3057 141

9 1992 バルセロナ（スペイン） 83 3001 75

10 1996 アトランタ（アメリカ） 104 3259 81

11 2000 シドニー（オーストラリア） 122 3881 151

12 2004 アテネ（ギリシャ） 135 3808 163

13 2008 北京（中国） 146 3951 162

14 2012 ロンドン（イギリス） 164 4237 134

15 2016 リオデジャネイロ（ブラジル） 159 4333 132

16 2020 東京（日本）

17 2024 パリ（フランス）

参考）日本障がい者スポーツ協会「障がい者スポーツの歴史と現状」より筆者一部改変

回 年 開催地
大会規模

これから開催

7 1984 54 2102 52

これから開催
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・ 勇気（Courage） 

マイナスな感情に向き合い、乗りこえようと思う精神力 

・ 強い意志（Determination） 

目の前に困難が立ちはだかっても、あきらめずに限界を突破しようとする力や乗り 

越えようとする意志 

・ インスピレーション（Inspiration） 

  人々に感動を与え励ますことを示す 

・ 公平（Equality） 

パラリンピックには多様性を認め、創意工夫をすれば，だれでもが同じスタートライ

ンに立てることを気づかせる力 

 

④ パラリンピックムーブメント 

パラリンピックスポーツを通して発信される価値やその意義を通して世の中の人に気づきを

与え、より良い社会を作るための社会変革を起こそうとするあらゆる活動のことを指す。パラ

リンピックムーブメントの推進は、パランピアンや大会の関係者だけでなく、社会変革を起こ

そうとする人、団体すべてが担う 

 

⑤ IPC が目指すパラリンピックの究極のゴール 

「パラリンピックムーブメントの推進を通してインクルーシブな社会を創出すること」を掲

げている。 

  

※4 つめの公平（Equality）は英語表記から一般的に「平等」と訳されるが、日本パラリンピ

ック委員会は「平等」な状況を生むには、多様な価値感や個性に即した「公平」な機会の担保

が不可欠であり、そのことを気づかせてくれるのがパラリンピックやパラアスリートの力で

ある、という点を強調するために IPC 公認のもと「公平」と訳している。 
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3） 障害に応じたルールや用具の工夫 

① 2020東京パラリンピック競技大会の実施競技（22種目） 

バドミントン、テコンドー、水泳、ボッチャ、陸上、卓球、射撃、カヌー、柔道、馬術、アー

チェリー、自転車競技、ゴールボール、パワーリフティング、5 人制サッカー、ボート、トラ

イアスロン、シッティングバレーボール、車いすバスケットボール、車いすテニス、車いすフ

ェンシング、車いすラグビー 

 

② パラリンピック競技のルールや用具の工夫 

競 技 名 内  容 

ブラインドサッカー 

⽤ 具：転がると⾳の出るボール 

ルール：ボールを持った相⼿に向かっていく時「ボイ！」
と声を出さないといけない。サイドラインはフェンス。 
その他：⾒える⼈の協⼒（キーパー・コーラー・監督） 

⾞いすラグビー 

⽤ 具：競技に合わせた⾞いす。専⽤のボール。 
ルール：タックルが許されている。前にボールを投げてよ
い。体育館でコートがバスケットボールコートの⼤きさ。
クラス分けがあり、持ち点制（0.5点〜3.5点）で、コート
には1チーム4名で合計8点まで。 
その他：障害の重い⼈も参加できる⼯夫。攻撃型と守備型
に分かれた⾞いす。 

シッティングバレーボール 

⽤ 具：バレーボールとボールは同じ。コートが⼩さい。
ネットも低い。 
ルール：6⼈制のバレーボールと同じ点が多いが、臀部を
付けてプレーしなければならない。 
その他：障害がなくても同じ条件で競技ができる 
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パラリンピック教育と
障害児指導

講義の⽬標

◎パラリンピックについて知る。

◎障害に応じたルールや⽤具の⼯
夫を理解する。

◎障害の特性に応じて体育の内容を
⼯夫できる。

＜本⽇の流れ＞
１、パラリンピック競技⼤会とは

歴史、意義、価値

２、種⽬紹介
障害に応じたルールや⽤具の⼯夫

３、実習（体育館へ移動）

パラリンピックとは︖

パラリンピック教育
国際パラリンピック委員会（以下IPC）は
「障害のある⼈々への理解や気づきを⽣み出す教育
システムにパラリンピックの理念と価値を統合する
こと」を前提としている（牧ら、2015）

＜⽬的＞
① パラリンピック・スポーツについての知識や意識を⾼める
② 体育や⾝体活動におけるインクルージョンの実践へのより
よい理解を⽣み出す

③ 障害者スポーツの概念について普及
④ 障害者スポーツ実施のために逆統合の考え⽅を促進
⑤ 障害のある⼈々に対する認識や態度の変容を促す
⑥ パラリンピック教育についての調査・学術研究活動を推進

パラリンピック競技⼤会

①歴史と進化



パラリンピック発祥の地

「ストーク・マンデビル」
ロンドン中⼼部より北⻄65km
に位置する町

ストークマンデビル病院

国⽴脊髄損傷センター

ルードウィッヒ・グットマン博⼠
（パラリンピックの⽗）

ストークマンデビル病院
脊髄損傷科（1944-)
初代科⻑

増加する負傷兵⼠の治療と社会復
帰を⽬的にスポーツを取り⼊れる
「⼿術よりスポーツを」

「失ったものを数えるな、残さ
れたものを最⼤限に活かせ」

写真提供：⽇本障がい者スポーツ協会

パラリンピック⼤会の起源
第１回 ストークマンデビル⼤会

１９４８年７⽉２９⽇
場 所︓ストークマンデビル病院内
参加者︓16名（男14名、⼥2名）
※その後毎年開催

◎1952年︓オランダの参加により
国際ストークマンデビル⼤会へ

1960年国際ストークマンデビル⼤会（23国、400名）
＝ 第1回パラリンピック⼤会
⽇本選⼿は1962年（第2回）より参加（参加者2名）

太陽の家HPより（http://www.taiyonoie.or.jp/sports）

Paralympicとは

＜現在＞
「Parallel（もう⼀つの）」＋
「Olympic（オリンピック）」

1964年「paraplegia（対⿇痺者）」
+「Olympic（オリンピック）」

①国際ストークマン
デビル⼤会
11⽉8⽇〜12⽇
選⼿378名

②国際⾝体障害者
スポーツ⼤会
11⽉13・14⽇
選⼿481名
（⻄ドイツ6名）

写真提供：⽇本障がい者スポーツ協会

1964年東京⼤会 1960年国際ストークマンデビル⼤会（23国、400名）
＝ 第1回パラリンピック競技⼤会
＜実施競技＞ 8競技

陸上競技

⽔泳

卓球

⾞いすフェンシング

⾞いすバスケットボール

アーチェリー

スヌーカー ダーチェリー



第16回東京パラリンピック競技⼤会
＜実施競技＞ 22競技

バドミントン、テコンドー、⽔泳、ボッチャ、
陸上、卓球、射撃、カヌー、柔道、⾺術、
アーチェリー、⾃転⾞競技、ゴールボール
パワーリフティング、5⼈制サッカー、ボート、
トライアスロン、シッティングバレーボール、
⾞いすバスケットボール、⾞いすテニス、
⾞いすフェンシング、⾞いすラグビー

表１：パラリンピック競技大会　開催地と参加選手数

◆夏季競技大会

日本選手団

参加国数 全参加選手数 参加選手数

1 1960 ローマ（イタリア） 23 400 不参加

2 1964 東京（日本） 21 378 53

3 1968 テルアビブ（イスラエル） 29 750 37

4 1972 ハイデルベルグ（西ドイツ） 43 984 25

5 1976 トロント（カナダ） 40 1657 37

6 1980 アーネム（オランダ） 42 1973 37

ニューヨーク（アメリカ）

ストーク・マンデビル（イギリス）

8 1988 ソウル（韓国） 61 3057 141

9 1992 バルセロナ（スペイン） 83 3001 75

10 1996 アトランタ（アメリカ） 104 3259 81

11 2000 シドニー（オーストラリア） 122 3881 151

12 2004 アテネ（ギリシャ） 135 3808 163

13 2008 北京（中国） 146 3951 162

14 2012 ロンドン（イギリス） 164 4237 134

15 2016 リオデジャネイロ（ブラジル） 159 4333 132

16 2020 東京（日本）

17 2024 パリ（フランス）

参考）日本障がい者スポーツ協会「障がい者スポーツの歴史と現状」より筆者一部改変

これから開催

回 年 開催地
大会規模

これから開催

7 1984 54 2102 52

パラリンピック⼤会参加国・選⼿数の推移
リオ⼤会︓選⼿数 4,333⼈

参加国 159カ国

400名

23

パラリンピック競技⼤会

②意義と価値

パラリンピック シンボル
「スリーアギトス」と呼ばれている。「アギト」とは、ラテ
ン語で「私は動く」という意味で、困難なことがあってもあ
きらめずに、限界に挑戦し続けるパラリンピアンを表現。
⻘・⾚・緑の三⾊は、世界の国旗で最も多く使⽤されている
⾊ということで選ばれた。

Queen Elizabeth II Olympic Park

①多様性を認め、誰もが個性や能⼒を発揮し
活躍できる公正な機会が与えられている場。

②社会の中にあるバリアを減らしていくことの
必要性や発想の転換が必要であることを
気づかせてくれる。

パラリンピックの意義

共⽣社会を具現化するための
重要なヒントが詰まっている⼤会



パラリンピックの価値
マイナスの感情に向き合い乗り越
えようと思う精神⼒

困難があってもあきらめず限界を
突破しようとする⼒

ひとのこころを揺さぶり、駆り⽴
てる⼒

多様性を認め、創意⼯夫すれば、
だれもが同じスタートラインに⽴
てることを気づかせる⼒

勇 気

強い意志

インスピ
レーション

公 平

＜パラリンピックムーブメントとは＞
パラリンピックスポーツを通して発信される
価値やその意義を通して世の中の⼈に気づき
を与え、より良い社会を作るための社会変⾰
を起こそうとするあらゆる活動のことを指す。
パラリンピックムーブメントの推進は、パラ
ンピアンや⼤会の関係者だけでなく、社会変
⾰を起こそうとする⼈、団体すべてが担う。

IPCが⽬指すゴール
パラリンピックムーブメントの推進を通して
インクルーシブな社会を創出すること

パラリンピック競技⼤会

③障害に応じたルールや⽤具の⼯夫

第16回東京パラリンピック競技⼤会
＜実施競技＞ 22競技

バドミントン、テコンドー、⽔泳、ボッチャ、
陸上、卓球、射撃、カヌー、柔道、⾺術、
アーチェリー、⾃転⾞競技、ゴールボール
パワーリフティング、5⼈制サッカー、ボート、
トライアスロン、シッティングバレーボール、
⾞いすバスケットボール、⾞いすテニス、
⾞いすフェンシング、⾞いすラグビー

東京⼤会で実施される競技で

障害に応じたルールや⽤具の⼯夫
をグループで考えてみましょう。

問題①



パラリンピック教育教材「Iʼm possible」東京2020パラリンピックを楽しもう︕より パラリンピック教育教材「Iʼm possible」東京2020パラリンピックを楽しもう︕より

5⼈制サッカーのルールの⼯夫

⽇本ブラインドサッカー協会HPより http://www.b-soccer.jp/aboutbs/aboutbs_2

問題②

パラリンピック教育教材「Iʼm possible」パラリンピックって何だろう︖より パラリンピック教育教材「Iʼm possible」パラリンピックって何だろう︖より



⾞いすラグビーのルール ⽇本障がい者スポーツ協会
「かんたん⾞いすラグビーガイド」より ⾞いすラグビーのルール（クラス分け）

⽇本障がい者スポーツ協会「かんたん⾞いすラグビーガイド」より

コート上の4名の合計点は8点以内

問題③

次の写真は何の競技でしょう︖
どんなルールの⼯夫をしているでしょうか︖

パラリンピック教育教材「Iʼm possible」より

パラリンピック教育教材「Iʼm possible」シティグバレーボールをやってみよう︕より

シッティングバレーボール
競技説明 映像（3分）

I’m possible教材より
https://edu-data.tokyo2020.org/data/jp/teach/texts/iampossible/sitting-volleyball.mp4



実 習

シッティングバレーボール



「パラリンピック教育と障害児指導」ワークシート  

 

グループ             氏名                  

 
① パラリンピックの価値として、以下の４項目を挙げています。クラスの生徒が自分事として考えても

らえるようイメージし、具体例をあげてください。  

勇気 

（Courage） 

 

強い意志 

（Determination） 

 

インスピレーション 

（Inspiration） 

 

公平 

（Equality） 

 

 

② パラリンピック競技において、様々なルールと用具などの工夫がなされています。 

グループであげられた内容や、実際に授業で応用できる競技等について記入してください。 

競 技 名 内  容 

 用 具： 

ルール： 

その他： 

 用 具： 

ルール： 

その他： 

 用 具： 

ルール： 

その他： 

 

③ 実習にて応用例として検討した内容において、実際に指導面で活用できる工夫等 

＜想定した生徒の実態＞  

  

＜用具の工夫＞  

  

  

＜ルールの工夫＞  

  

  

  

＜その他＞  

  

 

 



「パラリンピック教育と障害児指導」試験問題 

 

問１：パラリンピック教育とは、どんな内容を指すものかについて説明しなさい。 

 

解答例① 

パラリンピックムーブメントを通じて、障害のある人々への理解や気づきを生み出す教

育システムのこと。パラリンピアンから、パラリンピックの価値（勇気・強い意志・イ

ンスピレーション・公平）について知り、パラリンピアンも自分たちと同じように苦手

や困難に向き合い、努力していることを理解する。そして、自分事としてその価値につ

いて考えること。そして、パラリンピック競技の経験を通じて、用具やルールを少し工

夫することで障害の有無に関わらずスポーツを楽しむことができることを気づかせて

くれるもの。 

 

 

問２：パラリンピック競技の中で、応用して授業で実施できそうな種目はどのようなものが

ありますか？競技種目の概要とその応用方法について、具体的に記入してください。 

＜競技種目の概要＞ 

 

＜実際の授業での応用例＞ 

＜その他＞ 

 



1 
 

アダプテッド定着プロジェクト 指導案（聴覚障害） 

指導者（所属）：内田匡輔（東海大学） 
 
1．時間：講義 40 分 
2．対象：特別支援学校や通常の学校で体育を担当する教員 
3．場所：教室または体育館 
4．単元名：聴覚障害児の体育・スポーツとインクルージョン 
5．単元の目標 
◎聴覚障害についての概要を知る。 
◎聴覚障害の種類・程度など見え方の個別性について理解する。 
◎個々の聞こえの特徴に応じて体育の内容を工夫できる。 
◎聴覚障害児の体育・スポーツ活動時における視覚情報について理解する。 
◎聴覚障害児の体育・スポーツ活動時における必要な工夫や配慮について考える機会とする。 
◎聴覚障害のある人とスポーツの広がりについて理解する。 

6．授業の内容 
u 聴覚障害とは？ 
・聞こえないことのイメージの想像：あなたが聞こえなくなったら、どうなる・どう感じる？  
・身体障害者福祉法による聴覚障害の等級 
・学校教育法による特別支援学校への就学基準 

u 聴覚障害の理解 
 ・聞こえ方の違い（聴力、聴覚）、デシベル  
・聴覚障害の様子：孤独な様子 
・使用する機器の特徴：補聴器と人工内耳 

 ・体育ならではの困りごと：座学との違い 
 
u 聴覚障害児の体育・スポーツ実施上の留意点 
・コミュニケーション上の留意点：手話、講話、筆談、身振り、手振り 
・話し方や概念共有 

◆ オリンピックで活躍するデフ選手とその広がり 
・Deaf people can do anything except hear 
・ハンドカウント/ハドル 

u 実習への導入 
・本日の実習：体つくり運動・ストリートラグビー 

u インクルーシブ体育に向けて 
 ・障害や障害者に対する思い込みはないか？ 

→聴覚障害＝聞こえない、ではない 
・子どもの実態を理解する 
・何でもできるから大丈夫ではない 



アダプテッド定着プロジェクト 指導案 
指導者（所属）：内田匡輔（東海大学） 

1．時間：90 分 
2．対象：特別支援学校や通常の学校で体育を担当する教員 
3．場所：体育館（バレーボールコートを使用） 
4．単元名 聴覚障害児の体育とインクルージョン 
5．単元の目標 
◎ 聴覚障害についての概要を知る。 
◎ 障害の個別性について理解する。 
◎ 個々の障害の特性に応じて体育の内容を工夫できる。 
6．準備物 
・手旗（バレーボールまたはサッカーのフラッグ）  
・ラグビーボール（タグラグビー用も可） 
・ミニホワイトボード（磁石、ホワイトボードマーカ―） 
7.授業の内容 
 学習内容 指導上の留意点・支援 
導入 
(5) 
 
 
 

本時の流れを知る 
【耳栓体験】 
・耳栓を配布し、その場で着用してみ

る。（移動はしない） 
 

＊本演習では、耳栓を着用して聴覚情報を部分

的に遮断する経験をする。 
以下のいずれの場面でも、耳栓は強制でも絶対

でもなく、いつでも外してよいことを伝える。

（恐怖心が強い場合や、嫌悪感をもつ受講生に

は無理につけさせない。） 
・耳栓着用時の安全確保を徹底する。 
・片耳着用でもよいことを伝える。 
・聴覚情報が無い場合の情報収集方法につい

て考えてみる。 
展 開

① 
(10) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
● 口形（言葉）をみる演習 
i) 5 人組になり 1 から 5 まで番号を

決め、1 人と 4 人が向き合って並ぶ

（右図） 
ii) 掛け声に合わせてジャンプする

（掛け声は「まえ」「後ろ」「右」「左」） 
iii) 声を出さずに口形だけを見てジ

ャンプする 

 
 
●5 人組 
をつくる 
 
 
ⅲ）～ⅵ）では、音声情報がなくなるため、口

形を読み取る視覚情報が中心となる。 
そのため、情報を伝える側は「大きく口を動か

すこと」を意識し、受け取る側は「一文字目の

演習「口の形と言葉のつながりを知ろう」 

A  
 

B  C  D  E 
 

 

  
 

  

演習「耳の働きを実感しよう」 



 
 
 
 
 
 
展 開

② 
(15) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
展 開

③ 
(20） 
 
 
 
 
 

iv) 身振りだけをみてジャンプする。 
v) 声を出さずに口形見て、身振りと

合わせてジャンプする 
vi)指示とは反対にジャンプする。 
ⅶ)交代しながら実施する 
 
 
 
● 旗を用いた活動 
i) 5 人組になり 1 から 5 まで番号を

決め、1 人と 4 人が向き合って距離を

置いて並ぶ（図） 
ii) A が旗を持ち(図)、振り返り「だる

まさんが転んだ」のタイミングで段階

的に旗を挙げ、振り返ったタイミング

で降る。E は A に合わせて旗を振る。

声は出さない（動かない）。 
iii) 声を出さずに旗だけを見て BCD
は A に向かって移動し、旗が降られ

た時に動きを止める。 
iv) 前進した BCD の誰かが A にタッ

チしたあと 10数えてストップの旗を

振る。E も旗振りを合わせる。BCD
は旗をみて制止する。 
v)BCD は A との距離（歩数）を両手

で示す。A はジャンプし誰かにタッチ

する 
vi)交代しながら実施する。 
 
 
●導入ゲーム① 
i) 2 人組になりバレーボールコート

に置かれたコーンをよけながらラン

ニングし、ボールをゴール持ち込む

（図） 
ii) A がボールを持ち矢印の方向に移

口形」を把握するように言葉がけをする。 
※聴覚障害者とのコミュニケーションには手

話や指文字が浮かぶが、正対し口の形をはっき

りと見せることもコミュニケーションとして

重要になることを気づかせる。 
 
 
●5 人組をつくる 

≋   ≋ 
●旗 
 
 
 
 
ⅲ）～ⅵ）では、音声情報がなくなるため、旗

を用い情報を読み取る活動が中心となる。 
そのため、情報を伝える側は「動作の意味(振り

返る)」「旗による指示」を意識し、受け取る側

は「旗の注視の重要性」が理解出るよう指示、

言葉がけする。（旗が振られたら動きが変わる

意識づけ） 
 
※聴覚障害者とレクリエーションでは、顔が見

えない（音源がわからない）場面での合理的配

慮が重要であることに気づかせる。 
 
 
 
 
導入ゲーム①のⅰ）～ⅵ）では、確実にパスを

することが活動の中心となる。 
これまでの活動を活かし、口形や顔をみること

で、コミュニケーションが取れることをパスを

し動きながら確認することできることを理解

できるよう指示、言葉がけする。 
※耳栓をしていても、顔を見てパスができるこ

 A ⇔ A 
 
 

 B  C  D 
  E 

演習「用具を用いて遊びの幅を広げよう」(フラッグだるまさんが転んだ) 

2
0
ｍ 

演習「ストリートラグビーに挑戦しよう」 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
展 開

④ 
 

動する。近づいたところで、B にパス

をする。B は奥のコーンに触れないよ

うに、A にパスをし、ゴールする。 
iii) 最初はウォーキングから始め、確

実にパスができるようになってきた

らジョギングへとスピードを上げる。 
iv) パスをするときには A と B は顔

を見る（アイコンタクト）等、身振り

手振りでパスを求めるなどコミュニ

ケーションをとる。 
v)声を出してパスを要求してもよい。 
vi)交代しながら実施する。 
ⅶ）パスができてきた段階で、パスフ

ェイントを抜くことも可能であるこ

とを提示する 
※全員がパス成功した段階で②へ 
●導入ゲーム② 
i) 導入ゲーム①同様に準備し C が奥

のラインのディフェンスにつく。D は

旗を持ってレフリーをする。(図） 
ii) ①と同様に実施するが、AB は作

戦ボードで、どのようにゴールするか

作戦を練る。（パス、フェイント等） 
iii) 最初はジョギングから始め C の

ディフェンスも前のコーンを通過し

てから移動する。ディフェンスは両手

でボールを持っている人をタッチす

る。C はライン上しか移動できない。 
iv) D はタッチと認めた場合に旗を挙

上し、降って伝える。また声でもタッ

チを伝える。 
v)交代しながら実施する 
※ゴールできてきたたら、スピードを

上げる。 
●ストリートラグビー 
i) 導入ゲームと同様に準備し C が手

とを強調する。 
●導入ゲーム（バレーボールコート）①➡② 

 

 

 

＜ゴール＞         ＜ゴール＞ 
 

 

 

   
  D 
 
  
 
 
 
 

 A     B        A    B 
＜スタート＞        ＜スタート

＞ 
●作戦ボード 
青（オフェンス） 
緑（ボール） 
赤（ディフェンス） 
※移動させながら

タイミングを確認

する 
 
 
 

導入ゲーム②のⅰ）～ⅴ）では、作戦を立てる

ことと審判の動きを確認する活動の中心とな

る。 
これまでの活動を活かし、コミュニケーション

をとり、ゲームを進めることや、旗が振られた

時には動きが変化する(ゲームがいったん中断

する)ことを理解できるよう指示、言葉がけす

る。 
※耳栓をしていても、審判の指示がわかること

や作戦を立てることができることを強調する。 
 
 

 

C 



 前、D が奥のラインのディフェンスに

つく。E は旗を持ってレフリーをす

る。(図） 
ii) 導入ゲーム②と同様に実施する

が、AB は作戦ボードで、どのように

ゴールするか作戦を練る。（パス、フ

ェイント等） 
iii) 最初はジョギングから始める。デ

ィフェンスは両手でボールを持って

いる人をタッチする。 
iv) E はタッチと認めた場合に旗を挙

上し、降って伝える。また声でもタッ

チを伝える。 
v)タッチされた場合はその位置にボ

ールを置いて（足でタッチして）リス

タートする。 
ⅵ）交代しながら実施する 
※ゴールできてきたたら、スピードを

上げる。 
 
※パスフェイントやランニングフェ

イント、またはクロスする動きなど、

ゴールが多くできるように挑戦する。 
 
※オフェンス、ディフェンス、レフリ

ーは行い、特にオフェンスペアは毎回

異なるペアで行う、 

● ストリートラグビー 
＜ゴール＞   

 

 

 

   
 E 
 
                        
 
 
 
 
     A    B    ↑作戦ボード 

＜スタート＞         
●作戦ボードの活用例 

（青がランニングコース 

赤がパスや作戦） 
ストリートラグビーのⅰ）～ⅴ）では、作戦を

立てることと審判の動きを確認する活動の中

心となる。特に作戦を立てる際にはホワイトボ

ードマーカ―で、走るコースや、パスのタイミ

ング、役割分担などを確認し、意思疎通を徹底

することを指示する。 
ま と

め 
(10） 

●体つくり運動・ストリートラグビー

の復習をする 
・耳栓体験を振り返りコミュニケー

ションの方法について考える 
・ゲームで共有できた考え方や動き

などを考える 
・他のスポーツに転用工夫について

考える。 

・コミュニケーションには様々な方法がある

ことを確認する。 
・耳栓は音を減衰させることから伝声難聴の

体験であることを確認する。 
・作戦会議により意思疎通が図られ概念共有

することがインクルーシブに繋がる。 
・「Deaf people can do anything except hear」 
を実感する。 

 

C 

 

D 



認定試験 10 分 



アダプテッド・スポーツ

聴覚障害児の

体育・スポーツと

インクルージョン

内⽥匡輔（東海⼤学）

講義40分

どんな状態︖どんなこと︖

聴覚障害者 ＝ 聞こえない⼈︖

聴覚障害って︖

等級 等級区分の基準
1級
2級 両⽿の聴⼒レベルがそれぞれ 100デシベル以上のもの（両⽿全ろう）
3級 両⽿の聴⼒レベルが 90デシベル以上のもの（⽿介に接しなければ⼤声語を

理解し得ないもの）

4級 1 両⽿の聴⼒レベルがそれぞれ 80デシベル以上のもの（⽿介に接しなけれ
ば話声語を理解し得ないもの）
２両⽿による普通話声の最良の語⾳明瞭度が50パーセント以下のもの

5級
6級 １ 両⽿の聴⼒レベルが70デシベル以上のもの（40センチメートル以上の

距離で発声された会話語を理解し得ないもの）
２ ⼀側⽿の聴⼒レベルが90デシベル以上,他側⽿の聴⼒レベルが50デシベ
ル以上のもの

⾝体障害者福祉法による聴覚障害の等級について
⾝体障害者障害程度等級表（⾝体障害者福祉法施⾏規則別表第5号）より抜粋・改編

両⽿の聴⼒レベルがおおむね60db以上のもののうち、補聴器等の使⽤によって
も通常の話声を解することが不可能⼜は著しく困難な程度のもの

学校教育法による
特別⽀援学校への就学基準について

（JASSO ⽀援ガイドHPより）

聴覚障害について

⾳を伝える外⽿や中⽿に障害→ 伝音性難聴

⾳を感じる内⽿や聴神経の働きに障害→ 感⾳性難聴

伝⾳性難聴と感⾳性難聴両⽅の聞こえにくさ→ 混合性難聴

聴覚障害の様⼦
（難聴児⽀援教材研究会HPより）

「学校」
「学級」
「体育授業」
でも同じ
“孤独”



聴覚障害児が使⽤する機器

•⽿かけ型補聴器
1.マイクロホン
2.プログラムスイッチ
3.イヤーフック
4.ボリュームスイッチ
5.電池ホルダー

•⽿あな型補聴器
1.イヤーレシーバー
2.マイクロホン
3.プログラムスイッチ
4.電池ホルダー
5.ボリュームスイッチ

（JASSO ⽀援ガイドHPより）

⾳を増幅して、⽿に届けます。⾳を増幅するだけでなく、きこえの状態に合わせて、き

き取りやすい⾳を出すなどの効果が期待できます。しかし障害のない成⼈と同等にきき

取ることは困難です。

体内部体外部 ①体外部のマイクロ

ホンで⾳をひろい、

デジタル信号に変換

②送信コイルから体

内部③に送り、内⽿

に埋め込んだ電極に
電流を流す。この刺

激が聴神経④に伝え

られ、脳内で⾳とし

て認識される。

⼀般の児童⽣徒と同様に⽇常⽣活を送ります。ただし、柔道や空⼿・サッカー

など頭に強い衝撃を受ける可能性があるスポーツは、体内部を破損する危険性

があるため避けた⽅が良いとされています。ダイビングなど⾼圧にさらされる

活動も同様です。

体育・スポーツならではの困りごと

○座学では
・情報保障
（ノートテイク・パソコンテイク・⼿話通訳・⾳声認識
ソフト等）

○体育では
・情報保障の⽅法が限定される（板書・⼿話）
・集団での球技（特にゴール型）などチーム戦での情報保障
・試合中の指⽰やファールの伝達の困難さ
・教員との距離や位置（距離があり⾒えない、背後で指⽰が出る）
・補聴器または⼈⼯内⽿機器を外す活動（⽔辺活動や接触がある実技）

聴覚障害児の体育・スポーツ実施上の留意点

・コミュニケーション上の留意点
→ 様々なコミュニケーション⼿段への理解
→ 話し⽅、概念共有
・使⽤環境の整備（安⼼・安全）

聴覚障害児のスポーツ実施上の留意点
＜コミュニケーション上の留意点＞

様々なコミュニケーション⼿段への理解

• ⼿話、⼝話、筆談、⾝振り・⼿振
り・・・
当事者のコミュニケーションの⼿段を把握。
例）後天的に聞こえなくなった場合、⼿話を使わない⼈
も多い。

話し⽅、概念共有
• ⼝形を意識して、⽂節区切りで話す。
• 全体像を⽰してから、視覚的な⽀援を。
例）指を3本⽴てて⽰しながら、「3つのことを話しま
す。⼀つ⽬は・・・⼆つ⽬は・・・」
• あらかじめ想定されることは、クラスや
チーム約束事、サインとして決めておく。

聴覚障害児のスポーツ実施上の留意点
＜コミュニケーション上の留意点＞

・指導者の⼝形が⾒やすいように⽴ち位置など
に気を付ける。
・平衡感覚の疾患に配慮する（閉眼時）
・視覚情報の活⽤
・⾬天時等の補聴器管理の⽅法
・

聴覚障害児のスポーツ実施上の留意点
＜使⽤環境の整備(安⼼・安全）＞



聴覚障害児の体育・スポーツ実施上の留意点

＜その他＞

• 話し⽅
→⼝形をはっきり・⽂節を区切って話す
→話の全体像を⽰す（例︓今から3つ話をします）
→視覚補助を加える（例︓指を⽴てて1つ⽬、2つ⽬…）

• 環境設定
→ホワイトボード・プリントの活⽤
→同時に⾒ることの難しさに配慮する

• 概念共有
→約束事・サインの共有（安全管理の視点からも）

オリンピックで活躍するデフ選⼿

l Deaf people can do anything except hear

l 聴覚障害者はオリンピックへの出場が可能である
→パラリンピックには出場できない
l 聴覚障害者だけが出場するオリンピックがある
→“デフリンピック” の存在
(1888年 ドイツ・世界初の障害者スポーツ組織）

「教養としてのアダプテッド体育・スポーツ」

デフ選⼿がいたから⽣まれた⾏為

●野球のアンパイアのハンドカウント

●アメリカンフットボールのハドル

実習＜体つくり運動と球技＞

聴覚障害の特徴を体験しながら、体
つくり運動や球技「ゴール型」のラ
グビーの簡易ゲーム「ストリートラ
グビー」を体験してみましょう。

体つくり運動における⼯夫

聴覚障害者がスポーツを楽しむための
⼯夫を体つくり運動の中から⾒つける
ことができましたか︖

インクルーシブ体育に向けて

ü ⼦どもの実態を理解して、提供できる配慮を︕
→例）「わ」かった」というが、ルールをよく間違えるなど

概念共有が図れていない児童・⽣徒
→「何がわかったかな」など，確認しましょう。

ü 「何でもできるから⼤丈夫」という認識は浅はか︕
→できる⽣徒の真似をしているだけかもしれません。⼀
⼈で取り組もうとすると途端に動かなくなったり消極的に
なることはないでしょうか。

ü 障害や障害者に対する思い込みはないか︖
→聴覚障害＝聞こえない ではない︕

（聞こえ⽅コミュニケーションは多様）
ステレオタイプの考え⽅に陥ってはいないかの確認



「聴覚障害児の体育・スポーツとインクルージョン」認定試験 
 

氏 名：              
 
問 1：聴覚障害に関する以下の記述について正しいものに○をつけてください。 
 
（ア）聴力レベル 90ｄB とは、普通の話し声が聞こえないレベルである。 
（イ）難聴のうち、音を感じる内耳や聴神経の働きに障害のあるものを感音性難聴と言う。 
（ウ）補聴器は、成人同様に、きき取りやすい音を増幅して出すなどの効果が期待できる。 
（エ）聴覚障害者はオリンピックに出場できる。 
 
問２：「サッカーの授業が苦手」と訴える聴覚障害のある児童生徒がいる時、この児童生徒

が活動に主体的に参加できるために必要な工夫や配慮を考えてください。 
〈話し方や指示について〉 
 
 
 
 
 
〈環境設定について〉 
 
 
 
 
 
〈概念共有について〉 
 
 
 
 
 

 



「聴覚障害児の体育・スポーツとインクルージョン」認定試験 
 

氏 名：              
 
問 1：聴覚障害に関する以下の記述について正しいものに○をつけてください。 
 
（ア）聴力レベル 90ｄB とは、普通の話し声が聞こえないレベルである。 
（イ）難聴のうち、音を感じる内耳や聴神経の働きに障害のあるものを感音性難聴と言う。 
（ウ）補聴器は、成人同様に、きき取りやすい音を増幅して出すなどの効果が期待できる。 
（エ）聴覚障害者はオリンピックに出場できる。 
 
問２：「サッカーの授業が苦手」と訴える聴覚障害のある児童生徒がいる時、この児童生徒

が活動に主体的に参加できるために必要な工夫や配慮を考えてください。 
〈話し方や指示について〉 
手話、口話、筆談、身振り・手振りなど、当事者のコミュニケーションの手段を把握する

こと。 
例えば口話であれば、口形を意識して、文節区切りで話す。 
全体像を示してから、視覚的な支援を行うように心がける。 
例）指を 3 本立てて示しながら、「3 つのことを話します。一つ目は・・・二つ目は・・・」 
 
〈環境設定について〉 
 
ホワイトボード・プリントの活用 同時に見ることの難しさに配慮する 
指導者の口形が見やすいように立ち位置などに気を付ける。 
補聴器や人工な児使用者への配慮 
 
〈概念共有について〉 
 
クラスや学年学級の約束事・サインの共有（安全管理の視点からも） 
ルールの統一や徹底など、変更があるなどした場合には、全員に伝える。また、伝わっ

たかどうかの確認を行う。 

 


