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1．はじめに 

 中学校保健体育における武道の取扱いについて

は，平成元年の学習指導要領では，男女ともに「武

道またはダンスのいずれかを選択」するものであ

った。しかし，平成 18 年に教育基本法に「伝統と

文化の尊重」が盛り込まれたことにより，平成 20

年に学習指導要領の改訂が行われ，平成 24 年度か

ら全ての中学校において武道が必修となった。特

別支援学校においても，武道を保健体育授業の一

領域として行うことができる。特別支援学習指導

要領解説総則等編では，「武道に関しては，生徒の

実態に応じて，相撲等を適宜取り扱うことが挙げ

られる」とし相撲を例示しているが，生徒の特性

や障害を考慮した上で個に応じた指導方法が確立

できれば，柔道の指導を行うことも可能であろう。

しかし，現段階では，特別支援学校で柔道を授業

に導入し行っている事例はあまり見られない。こ

うした背景を受け，茨城大学教育学部附属特別支

援学校では，平成 22 年度から平成 24 年度まで柔

道授業を試験的に導入してきた。 

本研究では，附属特別支援学校中学部の柔道授

業に 2 年間にわたりゲストティーチャー（GT）と

して参加し，その実践をとおして授業内容や指導

方法の改善を図るとともに，柔道導入の意義と課

題を明らかにして，今後の特別支援学校における

柔道授業の取組みに資することを目的に実践的研

究を行った。 

 

2．研究方法および授業実践 

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（平成 24 年度計 17 名，平成 25 年度計 18 名）

およびその保護者，中学部教員を対象とした。 

2-2 調査方法 

2-2-1 保護者，教員への事前・事後アンケート調査 

中学部の体育授業の一環として柔道を導入する

ことについての意識調査を行った。 

2-2-2 授業計画 

平成 24 年度に 5 回，25 年度に 4 回の柔道授業を

行った。実施時期は平成 24・25 年度共に 11 月上

旬～12 月上旬までとし，週 1 回のペースでそれぞ

れ 40 分×5，40 分×4 単位時間とした。 

2-2-3 指導教員インタビュー 

 全授業終了後，柔道授業に参加した教員を対象

に，保健体育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。 

2-2-4 分析方法 

 分析方法としては，KJ法（川喜多，1970）の「カ

ードづくり」と「グループ編成」に基づいて行っ

た。事前・事後アンケートの自由記述と指導教員

インタビューでの回答を 1 つずつカードにした上

で，それらのカードをカテゴリに整理・集約し，

特別支援学校における柔道授業より得られた意見

と課題のまとめとした。 

2-3 授業実践 

2-3-1 柔道環境づくり 

 体育館に畳を設置し，授業を行った。畳は茨城

大学から搬入した 24 枚を使用し，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。 

2-3-2 柔道衣 

茨城大学で所有している柔道衣を使用した。授

業開始前に GT が全生徒の柔道衣の着方と帯の結

び方を確認し，服装を整えて授業に臨むこととし

た。 

2-3-3 課題とねらい 

平成 22・23 年度の授業実施の結果から，適切な

実施時期と回数，畳の管理方法，生徒の障害の程

度や特性に応じた個別の指導計画の作成，外部指

導者による教員向けの指導法研修会の実施につい

ての課題があげられた。 

平成 24 年度では，「柔道の雰囲気を味わい，礼

に代表される伝統的な行動の仕方を守ろうとする

態度を養う」ことをねらいとし，礼法を中心とし

た授業を展開した。 

平成 25 年度では，「生徒の障害の程度や特性に

応じた段階的指導」を取り入れ，前年度同様礼法

を中心とした授業展開と共に，障害特性にもとづ

いて分けられたグループ別の目標を設定すること

で，より実践的な体育授業に近づけることをねら

いとした。 

2-3-4 指導内容 

1)礼法 

2)体つくり運動（クマ・クモ） 

3)動きつくり運動（ゆりかご） 

4)受け身（後ろ受け身，横受け身） 

5)組み方 

6)抑え技（崩れ袈裟固め） 

2-3-5 指導体制 

授業は，柔道を専門とし，柔道指導法を経験し

ている学生（T1）が指導の中心的役割を果たし進

めた。その他の学生（T2～T5）は，見本を見せる

とともに，補助が必要とされる生徒の側につき，

柔道の専門的な指導を行うこととした。特別支援

学校の教員は，一人一人の障害特性を踏まえて安

全の確保や生徒の掌握，動きの個別指導などを行

った。 

 また，特別支援学校の教員が生徒の障害の程度

や特性に応じてグループを 4 つ編成し，列ごとに

配置することとした。1～4 列目までとし，1・2 列

目はそれぞれ 5～6 人，3・4 列目はそれぞれ 3～4

人程度に分配した。特に 3・4 列目に障害の程度が

重い生徒が多く，教員や GT による個別指導を中心

に行うこととした。 

2-3-6 指導方法 

1)指導ポイントを絞り，短文で簡潔に話す。 

2)模範演技や見本を師範後，すぐに生徒が実施する。 

3)肯定的な言葉かけを心がける。 

4)動作のはじめとおわりを明確に示す。 



2-3-7 障害の配慮 

1)ダウン症…首の筋力の弱さと環軸椎不安定を考

慮し，抑え技では，右腕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。今回の授業では，

ダウン症だけでなく他の障害を有する生徒に対し

ても同様とした。 

2)自閉症…生徒同士で組み合うことが難しい生徒

は，教員や GT がその相手を行うこととした。 

 

3．結果 

3-1 保護者アンケート 

 保護者アンケートでは，柔道導入に賛成の意見

が多く，子どもに柔道を体験させてみたいという

意欲を示していると考えられる。理由としては，

普段意識することのない礼儀を身につけることが

でき，武道特有の空気感を味わうことに教育的価

値があり，子どもたちにとってよい経験となるた

めという意見が多くあげられた。 

 一方で，安全面の確保に関する意見も多く，生

徒の実態に合った適切な指導を求める意見が多く

あげられた。 

3-2 教員アンケートおよびインタビュー 

 教員アンケートでは，毎年の継続や礼法を中心

とした指導内容の成果により，柔道導入において

好意的な意見が多くあげられた。 

しかし，教員インタビューでは，体育として柔

道を取り入れるにあたっては，個別の指導計画や

段階的指導法を確立し，体力の向上や技能の習得

も考慮した上でのねらいや目標を作成する必要が

あるという意見があげられ，柔道の専門的な指導

内容の難しさや外部講師活用の難しさ，柔道と障

害の両面を理解した教員の確保，事前講習の必要

性，安全確保の必要性，配当時数の確保など多く

の課題があげられた。 

 また，生徒が毎回の柔道授業を楽しみにしてい

た様子や，礼法を中心とした武道ならではの動作

に教育的価値があるという認識から，今後の継続

に関しても好意的な意見が得られた。 

3-3 KJ法によるカテゴリ集約 

 保護者アンケートおよび教員アンケートの自由

記述，教員インタビュー，GT としての授業実践か

ら得られた情報をもとにカードを作成し，KJ 法で

分析した結果，柔道授業の意義と課題について，4

つの上位カテゴリと 21 の下位カテゴリに分類する

ことができた。 

「特別支援学校における柔道授業の現状」「柔道

の授業内容における見通し」「障害の特性」の下位

カテゴリより，【学校と生徒の実態】という上位カ

テゴリが，「武道特有の凛とした空気感を感じるこ

とができる」「礼法を学ぶよい機会となる」「柔道

に対する興味関心を引き出すことができる」「相手

を意識することができる」「体験として心に残すこ

とができる」「その他の効果」の下位カテゴリより，

【柔道体験の意義】という上位カテゴリが，「丁寧

な指導方法」「個に応じた指導」「グループごとの

段階的指導」「指導上の工夫」の下位カテゴリより，

【柔道の学習指導上の課題】という上位カテゴリ

が，「指導内容の難しさ」「模範演技の必要性」「外

部講師活用の難しさ」「柔道と障害の両面を理解し

た教員の必要性」「事前講習の必要性」「安全確保

の必要性」「配当時数の確保」「継続の意義」の下

位カテゴリより，【柔道を導入する上での検討課

題】という上位カテゴリが得られた。 

 

4．考察 

 本研究は，特別支援学校における柔道授業の実

践をとおして授業内容や指導方法の改善を図ると

ともに，柔道導入の意義と課題を明らかにして，

今後の柔道授業の取り組みに資することを目的と

した。 

柔道授業の成果として，武道特有の凛とした空

気感を感じ，礼に代表される日本の伝統的な行動

の仕方を身につけるとともに，柔道に対する興

味・関心を引き出すことができ，生徒にとって大

きな経験になったことがあげられる。また，対人

競技であるという特性から，相手と組み合うこと

により，他者を意識することでコミュニケーショ

ン能力につながるよい機会となることが示唆され

た。これらの成果より，生徒が武道に積極的に取

り組み，相手を尊重する気持ちを身につけるとと

もに，伝統的な行動の仕方を守ろうとする態度を

養うものとして，また柔道を通して運動に興味・

関心をもち，生涯にわたって運動に親しむ態度を

育てるものとして，特別支援学校の保健体育授業

において柔道導入の意義があると考える。 

さらに，体力の向上や技能の習得などの身体面

の向上を図るためには，安全面の確保を基盤とし

たさまざまな課題があげられる。柔道の専門的な

指導内容の難しさ，教員側の柔道指導者の確保，

外部指導者活用の難しさ，配当時数の確保などが

あり，指導体制の強化や長期間の実施が必要にな

るだろう。 

今後，継続的に柔道授業を行っていく上では，

安全面に配慮しながら柔道の雰囲気を味わうこと

をねらいとし、実施することがよいと考えられる。

保健体育の授業の一部として体験的に取り入れる

ことで，生徒にとって経験の幅を広げたり，運動

に興味・関心をもつよい機会となるだろう。また，

継続においては中学部をはじめ，小学部や高等部

での実施を望む声もあり，継続することで生徒も

教員も見通しを持つことができ，内容も充実して

いくと考えられる。特別支援学校教員と GT がより

密に連携をとりながら，検討していくことが重要

といえるだろう。 
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