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１．緒言 

近年，武道必修化が中学校学習指導要領に定めら
れ，柔道という武道・競技に関して注目が集められ
ている。このことは，平成 18年に改正された教育
基本法の中で，教育の目標として「伝統と文化を尊
重し，それらを育んできた我が国と郷土を愛すると
ともに，他国を尊重し，国際社会の平和と発展に寄
与する態度を養うこと」が新たに規定されたことが
背景となっている。しかし，柔道の部活動での死亡
事故や怪我という様々な課題の現状から，授業内で
の不安要素が指摘されている部分もある。また，日
本の柔道界において，様々な分野での不祥事や問題
が大きく取り上げられるようになっていることも
事実である。 
だが，柔道という武道・競技には体力の向上だけ

でなく，礼儀作法などの精神の観点から見ても大き
な特性があると考えられ，現在，世界中で親しまれ
ているスポーツのひとつである。だからこそ，知的
障害を持った生徒たちにも柔道の持つ良さや伝統
的な雰囲気を味わってもらいたいと考えた。 
そのような中，Ⅰ大学柔道部の学生が，特別支援

学校中学部での保健体育授業で柔道導入を試み，私
自身もゲストティーチャーとして，2年間携わるこ
とになった。この体験を通して，特別支援学校に勤
務されている教員の方々から「この授業以来，生徒
が落ち着きを持った」，「生徒たちのこんな姿は見
たことがない」などの言葉を頂き，特別支援学校に
おいても柔道の精神というものが学習者に伝わる
のだと実感した。また，東京のある特別支援学校で
は体育の授業の大半を柔道とし，乱取りと呼ばれる
激しい稽古までこなしているという実践事例を聞
き，他の特別支援学校でも柔道の授業を実施するこ
とが可能なのではないかと考えた。 
本研究では，特別支援学校での柔道の授業の実施

を目指す上で検討課題となる，武道場や畳などの環
境条件や指導者の確保，生徒一人一人の障害特性と
運動の許容範囲を把握することを目指し，特別支援
学校へのアンケートをもとに実態を調査すること
を目的とした。 
 
2．研究方法 

2-1 調査対象 
特別支援学校（知的障害）に勤務している中学部

および高等部の担任教員 245 名に回答を依頼した。
また，各担任が受持っている生徒 719 名について，
実態を回答してもらった。 
2-2 調査方法と調査項目                       
質問紙により以下の項目について調査した。 
担任教員自身について，①基本属性（性別，年齢，

担当している学部），②運動経験，③柔道指導の可
否，④柔道授業で期待する効果，⑤予想される危険，
⑥施設設備の状況，⑦自由記述など 
受持っている生徒一人一人について，①基本属性

(性別，学部，学年，療育手帳)，②基礎的運動の可
否，③柔道における基本的な動きと応用動作の可否
など。 
 
3．結果と考察 

3-1 生徒の実態 

図 1 に柔道の基礎的技能について生徒が「でき
る」と思われる割合を示した。また，図 2には柔道
の授業内容とそれらが「できる」生徒の割合を示し
た。寝技，約束稽古，乱取りのような比較的強度の
高い種目に関しては，「できる」生徒が過半数を下
回っていた。全種目において性差は小さく，高等部
の生徒は中学部の生徒よりも割合が高かった。 
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図１ 柔道の基礎的技能が「できる」割合（％）  
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図２ 柔道の授業内容とそれらが「できる」割合（％）

 
表１に療育手帳別の割合を示した。療育手帳最重

度の生徒は全ての項目において 4 割を超えるもの
は見られなかった。しかし，重度および重度より障
害の軽い生徒については，前回り，ゆりかご，首の
持ち上げ動作，前受け身，受け身を中心とした練習
といった柔道につがる基本的な動きについて，ほぼ
過半数を超える生徒ができると示唆される結果が
得られた。 

表１療育手帳別にみた「できる」生徒の割合(%) 

療育手帳 最重度 重度 中度 軽度 なし

n 137 151 165 186 33
基礎的技能

前受け身 21.2 46.7 69.5 83.3 63.6
後受け身 7.3 15.2 40.9 60.6 48.5
横受け身 5.1 13.2 37.4 54.6 39.4
簡単な寝技 2.2 4.0 17.0 32.1 18.2
簡単な投げ技 1.5 3.3 6.7 22.5 10.0

授業内容

受身中心の授業 20.7 44.9 70.7 87.1 57.6
寝技中心の授業 3.7 12.2 34.1 54.3 39.4
約束稽古 1.5 5.4 16.5 34.4 24.2
乱取り 0.0 1.4 8.0 19.7 12.1  
 
これらのことから，生徒達の実態を踏まえた上で

考えると，実戦に近いような柔道授業の実施は，能
力別・障害のレベル別にクラスを分けなければ難し
いのではないかと思われる。しかし，柔道の基本的
な動きを取り入れた授業は，ほとんどの生徒に可能
という結果から，同一クラス内でも授業ができる可
能性があるのではないかと考えられる。 



3-2 指導者の確保，環境整備，事故防止 

特別支援学校教員の中で，柔道の指導ができると
答えた割合は，男性が約 3割弱という結果に対して，
女性は 0%だった（表２）。 

表２ 柔道の指導ができる教員の割合（％） 

n 人 ％ n 人 ％

中学部 35 8 22.9 61 0 0.0
高等部 56 17 30.4 71 0 0.0
全体 91 25 27.5 132 0 0.0

男性 女性

 
 
柔道の授業を「取り扱うべき」，または，「十分

な準備ができれば取り扱ってもよい」と答えた割合
は，男性で 37.3%，女性で 39.1%であり，「取り扱
うべきでない」と答えた割合を若干上回った。 
柔道の授業実施にあたっての必要な準備として，

「安全確保に関する研修」をあげた教員は，男女と
もに 8割を超えていた（男性 87.9%，女性 93.2%）。
考えられる危険として，てんかん発作やパニックの
項目については過半数に達していないのに対し，頸
椎損傷（91.0%），頭部打撲等（88.3%），手足の骨
折（85.1%）などが全て 8割を超えていた。また，
柔道の授業を実施できる施設・設備はないと答えた
割合が過半数（57.0%）を超える結果が見られた。
さらに，柔道衣を準備することはできないと答えた
割合が過半数（61.1%）を超えていた。 
これらのことから，施設設備等の環境面を踏まえ

た上で考えると，柔道の授業を行うにあたっての指
導者の確保や設備の現状は充分でないことがわか
った。これは，特別支援学校において，武道の位置
付けが「準ずる教育」に留まり，教員の柔道理解が
不十分となってしまっていることなども考えられ
るだろう。しかし，安全面の確保に関しては，日常
的に障害児と関わり合う中で，教員一人ひとりの意
識が高いということも見られた。また，てんかん発
作の誘発やパニックといった病的・内面的なものよ
りも，頸椎の損傷や骨折などの外傷・外面的なもの
の割合が高かったことから，教員の柔道に対するイ
メージは，外傷的な危険性の高いものという位置づ
けにあると考えられる。 

  
3－3 自由記述欄 
【柔道導入に消極的な理由】(上位カテゴリー)

として，「安全面に対する不安」，「柔道を伝える
ことの難しさ」，「柔道以外の教材による高い代替
可能性」，「総合判断としての困難感」(下位カテ
ゴリー)が挙げられた。これらを背景として【普通
学校での柔道授業】に関する意見も多くみられ，「指
導者のスキル」，「多発するケガ」，「地域・学校
との連携」についての意見があった。 
一方，【柔道を学ぶことへの期待感】として「体

験する意義」，「礼を学ぶことへの期待」が挙げら
れ，生徒たちの世界を広げることができると考える
指導者が多いことがわかる。 
しかし，【柔道導入の条件】として，「個に応じ

た対応の必要性」，「柔道の部分的導入の可能性」
が挙げられ，個別・グループ別指導の重視を読み取
ることができる。発達段階や特性に合わせた指導，
一人一人のアプローチを考えていく必要性などの
意見が多いことから，生徒一人ひとりの障害特性に
合わせた対応の必要性を感じている学校・教員が多
いということがわかる。また，「条件整備の必要性」，
「十分な準備があれば可能」からは，特別支援学校
における生徒達の実態を踏まえて，T2以下の支援，
柔道衣の用意と保護者の理解，専門的な外部指導者

の確保などの意見がみられ，施設設備等の現状は厳
しい状況にあるということが予想される。 
これらを踏まえると，柔道の特性の一つである礼

儀作法などを体験させたい一方で，環境的課題やケ
ガといったもう一つの特性によって実現が困難で
あることがわかる。このことから，地域と連携して
施設設備を整えることや発達段階や障害特性を考
慮した，個に応じた指導を徹底することが必要不可
欠だと考えられる。 

 
4．まとめ 
本研究は，特別支援学校に勤務されている教員の

方々に質問紙を配布させていただき，そこから得た
教員の柔道に対する意識，勤務先の設備・環境，柔
道を授業として取り扱う際に配慮すべき危険およ
びその対策，担当している生徒についての運動技能
とその応用の可否を調査し，特別支援学校における
保健体育授業での柔道の導入と可能性と課題を検
討した。 
対象者は，茨城県内の特別支援学校に勤務されて

いる教員 246名であり，その生徒 719名の状況につ
いてもあわせて回答していただいた。欠損のあるデ
ータを除いた対象者数は教員 224名，生徒 691名で
あった。 
柔道を体育の授業で取り扱うべき・十分な準備が

できれば取り扱うべきと答えた数が，取り扱うべき
ではないと答えた数を上回ったが，柔道を実施でき
る施設設備はない・柔道の指導をすることができな
いと答えた数が半数を超えていたことから，環境面
での課題が多いことが示唆された。 
療育手帳別にみた基礎的技能や授業展開につい

て，「できる」と思われる生徒の割合や，自由記述
欄の中に「能力別なら可能」という意見が多くみら
れたことを踏まえると，グループ編成や類型別に分
けたり，授業自体の運動強度を低めに設定するなど
の配慮が必要であると考えられた。 
一方，小野らの研究に，実際にゲストティーチャ

ーとして柔道授業に参加した際の意見では，予想以
上に礼法や雰囲気を味わうことの良さを取り挙げ
られている意見が多く、本研究で多く見られた「抽
象的な事柄の理解の難しさ」という意見結果と差が
出ていた。このことから、特別支援学校の生徒達に
も、実際に柔道衣を着て、武道特有の凛とした空気
や緊張感を味わうなど、普段とは異なる経験をする
ことにより、あまり抵抗なく「礼」というものを感
じることができると考えられる。 
また、本研究で多く見られた「個別・グループ別

指導の必要性」という視点から、小野らの研究での
事後インタビューにも反省点として複数挙げられ
ていたことを踏まえると、個別、またはグループ別
に指導計画を設定したり、段階的な目標を設定する
必要性が指摘された。 
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