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1．緒言 

 幼児期・児童期は神経系の発達が著しく，運動

技能の習熟に適切な時期であるとされている。知

的障害児においても生活年齢とともに様々な動作

様式が発達していくことが期待される。しかし，

知的障害児は，活発な運動遊びやスポーツに参加

する機会が減少してしまい運動技能を習得しにく

いと言われている。 

 特別支援学校において，生徒の自立や生活様式

の確立を目指していくためにも保健体育は重要な

科目として位置づけられている。また，知識及び

技能の目標については「基本的な動きや技能を身

につけること」や「自己の力を発揮すること」が

どの種目においても挙げられる(文部科学省 2018)。 

 近年，体力・運動能力の低下が問題として取り

上げられ，その中でもボール投げにおける低下が

著しいことが報告されている（スポーツ庁 2016）。

これに対しては，投能力向上のための教材や教具

の工夫などの対策が講じられてきた。しかし，捕

球動作については改善が見られず対応が遅れてい

るということが現状である。また，捕球動作につ

いて松本（2015）は「定型発達児である小学校低

学年の児童においては，身体を使った捕球動作か

ら上ハンドキャッチへのボールの捕り方の改善と

緩衝動作の習得が可能であると同時にこれらは学

習しないと身につかないものである。」としている。

このことから，捕球動作に関しても学習プログラ

ムを作成し，学習することができれば特別支援学

校の生徒であっても捕球動作を習得することがで

きるのではないかと考えた。 

 そこで本研究では，ボール操作における捕球動

作に着目し，その向上を目指した運動学習プログ

ラムを作成する。特別支援学校中学部の生徒を対

象に，毎朝行っている運動の時間に実践すること

でボール操作の経験を増やし，実践前と実践後で

はどのような変化が見られるのかを検証し，今後

の特別支援学校の授業に生かすことを目的とする。 

 

2. 研究方法 

2-1 被験者 

 茨城県内にある A 特別支援学校中学部男子生徒

13 名，女子生徒 4 名，計 17 名を対象とした。また，

障害の程度に関しては特別支援学校の担任の先生

方に質問用紙を配布し，そこから判断した。自閉

症児が 3 名，ダウン症児 6 名，その他の障害を有 

する者 8 名であり，療育手帳の取得状況は最重度

が 1 人，重度が 10 人，中度が 1 人，軽度が 3 人，

療育手帳なしが 1 人，不明が 1 人となっている。 

2-2 練習方法 

 特別支援学校で毎朝行われている運動の時間に 

運動プログラムを実践し，介入前と介入後の捕球 

動作のビデオ撮影を行った。練習は 1 回約 30 分で

4 週間の中で 10 回実施した。内容は①ボール抑え 

 

 

 

 

 

込み②ステージボールキャッチ③フリスビーキャ

ッチ④ボールキャッチを行った。主に学生が指導

し，教員の方々には補助をして頂いた。 

2-3 評価方法 

 捕球テストは，学生が投げたボールを，各距離

で捕球するという方法で行った。学生から 3ｍ，5

ｍ，7ｍ離れた距離で5回ずつの試技とした。また，

図1のようにボールが生徒の胸の高さと2.4ｍの高

さを通るよう設定し，ボールの軌道をなるべく同

じにできるようにした。小さいボールはビニール

製の玉入れボール，大きいボールにはソフトバレ

ーボールを用いた。 
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図１ テスト形態 

 撮影した映像を観察的評価基準表をもとに評価

し得点化を行った。評価項目は捕球動作の準備期

と動作期に分け，計 10 項目とし，各項目ができる

なら 3 点，中程度なら 2 点，できないなら 1 点と

した。介入前と介入後の結果を比較し，有意差が

あるかどうかを検討した。有意水準は 5％とした。 

 

3．結果と考察 

3-1 評価の再現性について 

 ビデオ分析を 2 度行い，kappa 係数と相関係数を

求めた。10 項目の総合得点の相関係数は 0.98 だっ

た。kappa 係数の値は全項目で 0.53 以上の値を示

した。両方とも高い値を示したため今回得られた

データは信頼することができると考えられる。 

表 1  捕球の評価項目および 

1 回目評価と２回目評価の一致率 

 
 

3-2 観察的動作評価基準による動作分析の結果  

 捕球成功率については，学習前と比べて学習後

は増加し，3ｍ，5ｍの距離で大きな変化が見られ

た。また，大きいボールの方が変化が大きかった。

しかし，7ｍの距離での捕球になるとあまり変化は

見られなかった(図 2)。 
総合得点に関しては，学習後の得点が学習前に

比べ顕著に増加し，有意差が見られた(表 3)。特に

大小どちらのボールも 3ｍ，5ｍの距離で有意差が

認められた。しかし，7ｍの距離になると得点の増

加は見られるものの，有意差は認められなかった。 

Kappa Kappa
①両手の構え 0.685 ⑥ボールに触れる 0.820
②ボールを意識 0.785 ⑦ボールをたたかない 0.862
③怖がらずに対応 0.532 ⑧ボールを捕球できる 1.000
④捕りやすい位置へ移動 0.742 ⑨手だけで捕球 0.931
⑤遅れずに対応 0.746 ⑩上手や下手で捕球 0.744
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図 2 成功率の変化 

 

表 3 総合得点の平均値の変化 

 
 
男女別に見ると，それぞれの平均得点は男子グ

ループのほうが高い値となった。このことから男

子に比べ女子のほうが動作を獲得しにくいという

ことが示唆された。 

障害別に見ていくと，自閉症，ダウン症，その

他の症状，どのグループでも得点は増加する傾向

が見られた。障害の種類での差は見られなかった。 

 療育手帳取得状況がC以上のグループ(軽度)とB

以下のグループ（重度）とに分け結果の比較を行

うと，どちらのグループでも学習効果を得ること

ができた。 

今回の実験の介入前の値と 1 年前の値を比較す

ると，わずかに向上する傾向が見られた。これは

中学部生徒が成長段階にあるためであると考えら

れる。また，この得点の増加に比べ，介入前から

介入後の得点の増加のほうが大きい(図 3)。 

捕球の習得にはより速い発達段階の方が望まし

いと思われるが，本研究ではその時期に習得でき

なかった生徒がその後の中学部段階で追いつくこ

とができるかどうかを検討するため中学部生徒を

対象とした。今回行った練習プログラムは中学部

生徒にとって効果的であったと言える。 

図 3 前年からの大きいボール捕球得点の変化 

3-3 インタビューの結果 

 介入後に特別支援学校の先生方を対象にインタ

ビューを行い，以下のことが挙げられた。 

・練習の効果が見られ，上達した。捕ろうという

意欲向上が見られた。 

・普段の生活の中で他の生徒を認めたり，進んで

キャッチボールをしたりするようになった等，内

面の変化も見られた。 

・ゲーム性，ストーリー性を加えるとより良い。 

・生徒や先生方に明確に目標を提示するべきだっ

た。（動画を見せる，丁寧にお手本を見せる等）  

・生徒の実態はそれぞれ違うため，個人に適した

目標を立てる，グループ分けして異なった練習を

行う，などの工夫が必要。 

・体育授業として導入するには指導者の人数が足

りない。 

・実際は週 1 回しか体育を指導する時間を取れな

いため今回のように集中的にはできない。 

 

4 まとめ 

1) 捕球成功率は，全体的に向上し学習効果があ

ったと考えられる。 

2) 観察的動作評価基準表をもとに算出した総合

得点に関しては，有意に向上した。  

3) 女子よりも男子のほうが動きの改善を図りや

すいということが示唆された。 

4) 障害種別，障害の重さ別での比較では大きな

差は見られなかった。  

5) 1 年前との比較から，今回の運動プログラムは

効果的であったと考えられる。 

6) 体育授業に導入するためには，いくつかの改

善点がある。 

7) 今後は他の特別支援学校や他の学年での研究

も進め，対象人数を増やす必要がある。 
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平均 SD 平均 SD
小さいボール

　3m 111.4 25.6 129.8 19.2 0.741 0.032
　5m 101.5 23.6 119.2 23.6 0.750 0.047
　7m 99.24 27.2 109.9 23.3 0.863 0.255

大きいボール
　3m 120.5 18.8 139.4 11.5 0.803 0.002
　5m 110.5 26.1 127.6 16.4 0.844 0.039
　7m 104.9 27.2 119.8 21.1 0.833 0.103
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