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1. 諸言 

中学校体育における柔道は、平成 10（1998）年

度から男女ともにダンスとの選択必修科目であっ

た。しかし、平成 18（2006）年 12 月に教育基本

法に「伝統と文化の尊重」が盛り込まれ、平成 20

（2008）年に学習指導要領改訂の改定が行われた。

新学習指導要領では、中学校体育における柔道（武

道）が、平成 21（2009）年からの移行措置期間を

経て、平成 24（2012）年度から全生徒に対して必

修科目となった。 

特別支援学校においても平成 21（2009）年に学

習指導要領の改訂が行われ、その中で、生きる力

を支える確かな学力、豊かな心、健やかな体の調

和のとれた育成を重視することが示された。また、

保健体育における目標として、「適切な運動の経

験や健康・安全についての理解を通して、健康の

保持増進と体力の向上を図るとともに、明るく豊

かな生活を営む態度を育てる。」（特別支援学校小

学部・中学部学習指導要領）が掲げられ、取り扱

う内容としては、中学校学習指導要領に基づき教

育課程の編成を行うため、柔道（武道）を保健体

育授業の一環として行うことができる。一方で、

特別支援学校学習指導要領に基づき、生徒の特性

や障害を考慮した上で、個に応じた指導を行うこ

とも可能である。 

しかし、現段階において武道を特別支援学校の

保健体育授業に導入し行っている事例はほとんど

見られない。 

そこで、本研究では、今後の特別支援学校の保

健体育授業への柔道（武道）導入の可能性を検証

するため、柔道授業のカリキュラムの検討やその

実践を通して基礎的な資料を得ることを目的とし

た。 

2. 研究方法 

2-1 対象 

 茨城大学教育学部附属特別支援学校、中学部全

生徒（17 名）を対象とした。 

2-2 調査方法 

2-2-1 教員および保護者へのアンケート調査 

事前・事後アンケートにおいて、中学部の体育

の授業に柔道を導入することについての意識調査

を行った。 

2-2-2 指導者研修会 

 柔道体験授業の指導教員を対象に、内容の確認

および指導のポイント等、柔道を専門とする学生

が模範となり、柔道を参観する機会を設けた。 

2-2-3 実践授業 

5 回の体験授業を行った。実施時期は平成 22

（2010）年 11 月 11 日～12 月 8 日まで、週 1 回の

ペースで 40 分×5 単位時間とした。 

2-2-4 指導教員へのインタビュー 

全授業後、指導に参加した全教員（7 名）を対

象に授業の一環として柔道を行うことについての

意見交換を行った。 

3. 結果と考察 

3-1 柔道環境について 

 体育館に畳を設置して毎回の授業を行った。畳

は茨城大学から搬入した 24 枚を使用し、設置の際

には、滑り止めを用いて、畳のずれや隙間が生じ

ることを防いだ。さらにマットを畳の周囲に敷き、

畳での活動が十分にできるように配慮した。 

3-2 柔道衣について 

 茨城大学で所有している女性用 1～3 号サイズ

の柔道衣を使用した。授業期間中は、衛生的に保

つように、各家庭で洗濯等行ってもらい、授業終

了後はクリーニングをして返却してもらうことと

した。1 人で着脱を行える生徒は、2～3 名程度で、

その殆どは教員およびGTの支援を必要としたが、

20 分程度で全体の着脱を終えることができた。 

3-3 教員および保護者へのアンケートについて 

指導教員 7 名と保護者 17 名を対象とした。事前

と事後調査を比較すると、柔道体験を取り入れる

ことについて、「大変よい」「よい」と答えた教員

は 57％から 100％へ、保護者も 81％から 100％へ

と、いずれも大幅な伸びを示し、柔道体験授業が

高い評価を得たことが分かった。その要因として、

「経験が広がった」、「武道を知るきっかけになっ

た」、「礼儀作法が身についた」などが挙げられ、

初めての経験に対する価値の大きさや、精神力の

向上、礼儀作法を学ぶという武道としての特性が

評価されたことが窺える。また、事前調査の段階

では、「あまりよくない」「よくない」と考えてい

た教員および保護者も、事後調査において、0％と

なっており、柔道のイメージが好転した様子が見

て取れる。 

一方で、筋力の向上や技術の習得については難

しいと考えられていることが分かった。要因とし

て、本来柔道は、お互いに組んで技を掛け合う中

で筋力がつき、技術を高めていくが、今回の 5 回

の授業では、その指導の段階までに至らなかった

ことが挙げられる。またその背景には、動作習得

の際に多くの時間を有する生徒が多く、40 分×5

回という授業時間は十分ではなかったことが考え

られる。 

今後も柔道体験授業を行っていくことについて

では、「大変よい」「よい」に教員は 72％、保護者

は 100％と回答し、継続に対して意欲が見られた。 

自由記述の結果からは、授業前では、行ってみ

なければ分からないといった意見が見られ、さら

に柔道の体験授業を取り入れることに肯定的な意

見を示した保護者も、内容についていけるか、教

育的価値があるか、ケガをしないか等の懸念を示

していた。これらを通して、知的障害を持つ生徒

に柔道をどのように指導するのかといった教育方



法への関心が非常に高いことが分かった。 

一方、授業後では、柔道を導入したことを評価

する意見とともに、今後継続していく上での課題

が得られた。課題として、畳の設置と撤去および

管理方法、指導方法を共有する体制、生徒への事

後指導、生徒の実態に合わせた個別の指導計画、

実施時期と回数、などが挙げられた。 

3-4 実践授業について 

3-4-1 指導内容 

ア：屈伸・伸脚等の柔軟運動 

イ：動物の動きを真似た体つくり・動きつくりの

運動 

ウ：単独での後ろ受け身、組んでの進退動作、抑

え込み技（袈裟固め） 

3-4-2 学級担任を中心とした授業展開 

体育の授業を専門とする教員と柔道を専門とす

る GT、及び各学年の担任がそれぞれの役割を分担

し、連携して進めた。 

ア：体育を専門とする教員（1 人）・・・全体の指

導の流れに関する指示などを行い、授業を進

行した。 

イ：各学年担任（6 人）・・・模範演技で示された

技や動きの個別指導を行い、生徒を支援した。 

ウ：GT（2～3 人）・・・技術指導における模範演

技や指導内容に関する説明を行い、生徒の個

別指導にもあたった。 

3-4-3 特別支援学校向けの支援方法 

知的障害を有する生徒に適した授業内容や指導

方法を実践した。 

ア：柔道衣の下に着用する衣服・・・男女ともに

ジャージを着用した。半袖か長袖かについて

は、生徒の体調やその日の気温などを考慮し、

教員の判断に一任することとした。 

イ：指導方法・・・簡潔に分かりやすく生徒に伝

えるため、指導ポイントを 2 点に絞り、模範

演技後すぐに生徒が実践できるようにした。 

ウ：袈裟固め・・・ダウン症の首の筋力の弱さを

考慮し、右腕では首を抱えず、相手の左腋に

差し込む崩れ袈裟固めを行うこととした。 

エ：相手と組み合う・・・生徒同士で組み合うこ

とが、体格差や力の差から困難な場合は、教

員や GT がその相手をした。 

3-4-4 特別支援学校独自の授業外支援 

授業を円滑に進めるため、特別支援学校が独自

に行った取り組みとして、以下が挙げられる。 

授業前は、柔道とは何かを視覚的に示し、体験

授業を行うことを認識させた。また、柔道衣を実

際に着脱し、重さや着心地等を体感させた。 

授業実施期間中は、柔道体験の当日に、前回の

内容を振り返る時間を設けた。また、普段の体育

の授業に、柔道体験のストレッチを行い、さらに

3 年生のクラスでは、黙想など日常生活に体験授

業の内容を取り入れた。 

授業後には、体験授業の写真と、指導のポイン

トなどをまとめた資料を学校内に掲示した。 

3-5 指導教員へのインタビュー 

 教員 7 名は柔道の指導経験を持たないが、半数

以上が不安はなく参加することができたと回答し

た。その要因として、単元の展開の作成や実技講

習会の実施、GT の参画が挙げられた。 

実際に指導してみて感じたこと、生徒の様子を

見ていて感じたことについては、日本の伝統文化

を生徒に体験させる機会が持てたことや、礼儀作

法を学ばせることができ、授業を行う度に動きを

身につけていく生徒を見れたことをよかったと感

じていることが分かった。 

また、意識調査の結果同様、柔道には精神鍛錬、

礼儀作法を重視する武道の特性に教育的価値があ

るとの評価が得られた。柔道ならではの価値とし

ては、相手と組み合うことで、他者に触れ、お互

いの力関係などを感じることができる点であると

の意見が出された。 

授業前後における教員の意識の変化の有無につ

いては、授業として柔道を行うことに対するイメ

ージ、生徒に対する自身の考え、教育としての礼

儀作法に対する考えなど、さまざまな側面から変

わったと感じている様子が窺えた。全体として、

柔道体験授業のイメージが好転し、実践したこと

での「気づき」が、各々の教員にあったと予想さ

れる。 

4. まとめ 

本研究において、特別支援学校の保健体育授業

への柔道（武道）導入の可能性を検討し、以下の

結果が得られた。 

・柔道衣の着脱は、教員および GT が支援を行い、

20 分程度の時間を確保する必要がある。 

・教員および保護者のアンケート結果から、特別

支援学校での柔道体験授業では、生徒たちが初

めて経験することや、武道の特性を学ぶことに

教育的価値があると考えられている。 

・40 分×5 回の柔道体験授業と 20 分×4 回の振

り返る時間を設けることで、生徒たちは十分に

その授業内容を実践することができる。 

・課題としては、畳、指導方法の共有、事後指

導、個別指導、実施時期と回数、などの問題が

挙げられる。 
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