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【要旨】

　知的障害者が自ら腹筋運動へ習慣的に取り組めるための教具などの支援方法のあり方を検討す

るため，中学校知的障害特殊学級に在籍する知的障害者を対象とした事例研究を行った。この中

で，教具として腹筋お手玉と腹筋記録シートを使用したが，対象生徒３名ともに腹筋運動を継続

して取り組むことができた。この中で，練習したり努力したりすればできるようになるという「統

制感」を持たせる支援や，運動場面で教師や仲間から受け入れられているという「受容感」を引

き出すような支援を行うことが肝要であることが指摘された。
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Ⅰ　はじめに

近年，知的障害者のスポーツ参加として，ス

ペシャルオリンピクスなどの国際大会で選手

として活躍する人たちが注目を集めている。国

内においても，1992年から全国知的障害者ス

ポーツ大会が，更に，2001年から全国身体障

害者スポーツ大会と統合された全国障害者ス

ポーツ大会が開催されるようになり，知的障害

者の競技スポーツに参加する場は増えてきてい

る。

このような知的障害者を取り巻く競技スポー

ツの現状と比較して，競技選手ではない，多く

の知的障害者たちの運動・スポーツに取り組む

場や支援の充実は十分に図られていないように

思われる。これには，施設や人的な不足である

物質的な要因と，知的障害者を取り巻くスポー

ツよりも自立にむけた取り組みや就労の促進

の重視といった環境的な要因，また，障害の特

性による要因などの影響によって，運動の継続

が困難であったり，運動に対する習慣育成が積

極的に行われていなかったりする要因が原因と

なっているとの調査報告がある (高畑庄蔵・武
藤博文，1997）(５)。

このような課題に関して，高畑庄蔵・大村知

佐子・武蔵博文（1999）(６)，高畑庄蔵・武藤博
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文（2000）は，(７)知的障害養護学校に在籍す

る知的障害者への運動・スポーツ指導を伴う自

閉症児・ダウン症児らのなわとび運動の事例研

究をとおして，本人が主体的に行える運動の工

夫や支援の検討が重要であることを明らかにし

ている。

本稿では，これまで述べてきたような知的障

害者の運動・スポーツに関する状況を踏まえ，

中学校知的障害特殊学級に在籍する知的障害者

を対象とした事例研究を行い，知的障害者が自

ら習慣的に腹筋運動に取り組めるための教具な

どの支援方法のあり方を検討したい。

Ⅱ　方　法

１．対象者

Ｇ中学校知的障害特殊学級に在籍する３年生

の女子１名と男子２名，計３名を対象とした。

対象生徒の様子を表１に示した。

２．実施場所

Ｇ中学校特殊学級教室，及び，各家庭とした。

３．実施期間

ｘ年９月～12月

４．課題運動

　(1)　課題運動
腹筋お手玉を自分から家庭や学校において

行う。 
(2)　設定理由
腹筋運動（上体おこし）は，天候に左右さ

れない，特別な場所や道具を必要としない，

ひとりで取り組むことができるといった特徴

をもつ運動である。

また，近年，健康関連体力（Health 
Related Fitness）としても注目され，腹
筋を鍛えることは体幹の筋肉を鍛え，全身

の体力を増進させ，腰痛（ low back pain）
の防止にもなるとされている（小林寛道，

1999）(2)。さらに，知的障害のある生徒が運

動に積極的に取り組む機会が少ない状況にあ

ることを考慮すると，学校在学時から腹筋運

表１　対象生徒の運動に関する様子

対象生徒 性別 障害の状況 運動に関する様子

Ｓ１児 女
IQ65

左手に麻痺

腹筋運動の経験はなかった。休み時間に仲間が大縄跳びをして
いるのを見つけると，自分も参加するほど，体を動かすことが
好きであった。しかし，体温調節が難しく ,寒暖への対応など
ができないため，体育の授業などでは，教師が S1児の体調の
様子を把握しながら行った。特に寒暖の厳しいときは，体育の
授業等の外での活動は見学することが多かった。休み時間は，
他の教室をのぞいたり，教室にあるコンピュータでゲームを行
ったりしていることが多かった。

Ｓ２児 男
IQ63

自閉的傾向

腹筋運動の経験はなかった。自分から率先して運動に取り組む
ことは少なかった。しかし，体育でキックベースをするときは，
仲間と一緒に楽しむことができた。休み時間は，教室にあるコ
ンピュータでゲームを行っていることが多かった。

Ｓ３児 男
IQ56

自閉的傾向

腹筋運動の経験はなかった。自分から率先して運動に取り組む
ことは少ないが ,体育などでは，自分の役割をきちんとこなす
ことができた。ただし，自分の中で決めた手順やペースへのこ
だわりが強い面もみられ，自分の意にそわないことは拒否する
ことも多かった。休み時間は廊下に出て，廊下を行ったり来た
りしていることが多かった。
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動に親しんでおくことは，青年期以降の健康

な生活に大いに影響を与えると思われる。

そして，1999年度に全国規模で実施され

た新体力テストの結果からみると，上体お

こしのピーク値に男子は14歳で，女子は13

歳でほぼ達しており，その後の増加はあまり

みられなかった（文部省体育局，2000）(３)。

このようなことより，中学校段階にある対象

生徒にとって，腹筋運動は適切な運動課題で

あると考えた。

５．教具

本研究の実施に当たって，高畑庄蔵・大村知

佐子・武蔵博文（1999）(６)の教具を参考にし，

次のような教具を用いた。

(1)　腹筋お手玉
図１に腹筋お手玉の基本となる体勢と動き

を示した。回数分のお手玉が入ったかごを足

下に，何も入っていないかごを頭上にくるよ

うに置き，かごの間に膝を軽く曲げた状態

で仰臥位の姿勢をとった。そして，足元のか

ごに入っているお手玉を１個ずつ手に取って

頭上のかごに移した。このときに腹筋群を利

用して上体を起こしたり後方に倒したりする

ことにより腹筋群に負荷がかかった。腰への

負担を考慮し，膝は軽く曲げた状態を保つよ

うにした。足元のかごの中のお手玉が全部な

くなると，所定回数の腹筋運動ができたこと

となった。腹筋を行った数を数える必要がな

く，生徒の進歩状況に合わせて段階的にお手

玉の個数を増やしていくことができた。 
また，本研究では，教具の参考とした高

畑・大村・武蔵（1999）の先行研究でのお

手玉の個数による腹筋回数の数え方ではお

手玉の個数が多量になると終わりまでの見通

しを持ちにくくなることが危惧された。そこ

 

図１　腹筋お手玉の基本体勢と動き
＊腹筋お手玉の体勢とその動き。軽く膝を曲げた状態で仰臥位の姿勢をとった。腹筋群を利用して上体を
起こしたり後方に倒したりしながら，足元のかごにあるお手玉を後方のかごに一つずつ移した。
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で，かごの中のすべてのお手玉を移し終えた

ら１セットとして，その手順を数回繰り返し

行い，腹筋の回数を総計では増加させるよう

にした。なお，１セットが終わったら，対象

者自から頭上のかごに入っているお手玉すべ

てを足下のかごに移して，再開するようにし

た。また，原則としてセット間の休憩時間は

本人の自己申告とした。

(2)　腹筋記録シート
図２に腹筋記録シート及びその記入方法

を示した。腹筋記録シートは日付・目標回

数・行った回数・シール・コメント欄からな

り，対象生徒本人が記入した。課題運動が終

了し，行った回数を記入したら，学校では支

図２ 腹筋記録シートの記入方法
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援者，家庭では母親が腹筋記録シートのシー

ル欄にシールを貼った。シールは課題運動

を行った回数に比例して枚数が増減した。ま

た，前回よりも多く課題運動を行った場合は

大シールを貼るようにした。１枚の腹筋記

録シートに７回分の記録が記入できるように

なっていた。さらに，１枚の腹筋記録シー

トが埋まったら，認印を押し，支援者（第一

筆者，以下同様）からのコメントが記入され

た。さらに，記入が終わった腹筋記録シート

はファイル式のチャレンジノートに綴じ込ん

だ。

６．手続きおよび分析方法

(1)　手続き
次のような三期に分けて実施した .
①プレ期：対象生徒の腹筋運動の支援前の

状況をＳ１児は11月４日に，Ｓ２児と

Ｓ３児は５日に把握した。

②支援期：Ｓ１児は11月５日，Ｓ２児と

Ｓ３児は７日から，生徒が自力で腹筋お

手玉ができるようになり，自ら腹筋記録

シートに記入するように，学校での支援

を行った。また，腹筋運動の回数を各生

徒の実態に合わせて徐々に増やしていっ

た。 学校での取り組み時間は，行事や日
程などの変更がない限り，月曜から金曜

までの２時間目と３時間目の間の20分

休み（10時25分～10時45分）を利用し

た。 
③定着期：Ｓ１児は11月25日，Ｓ２児と

Ｓ３児は12月1日から学校での継続した

支援と同時に，家庭との連携を図りなが

ら，週末の家庭での自発的な運動への取

り組みをうながした。家庭での取り組み

の時間は各生徒のペースで行うようにし

た。

(2)　分析方法
各対象生の徒腹筋記録シートを分析対象と

し，支援者の観察記録に検討を加えた。

図３　Ｓ１児の記録ノートからみた腹筋お手玉の実施状況
＊１　行事や日程の変更があった日は除く。
＊２　11/29から母親に休日の家庭での実施の協力をお願いした。
＊３　●学校で実施　▲家庭で実施
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Ⅲ　結　果

対象生徒Ｓ１児，Ｓ２児，Ｓ３児の腹筋お手

玉の実施状況を，各自の腹筋記録シートに基づ

いて，図３～５に示した。縦軸に実施状況とし

て，腹筋運動の回数を表し，横軸に実施期間を

表した。なお，縦軸の腹筋運動回数のスケール

は，各対象生徒により異なる。

図４　Ｓ２児の記録ノートからみた腹筋お手玉の実施状況
＊１　行事や日程の変更があった日は除く。

図５　Ｓ３児の記録ノートからみた腹筋お手玉の実施状況
＊１　行事や日程の変更があった日は除く。



156　国立オリンピック記念青少年総合センター研究紀要， 第５号， 2005年 山田・坂本・高畑：知的障害のある中学生の腹筋運動への取り組みを支援するための教具の検討　157

１．対象生徒Ｓ１児の経過

(1)　プレ期（11/４）
腹筋運動の経験がなかったため，支援者が

見本を示し，動きを確認しながら腹筋お手

玉を行った。後方に上体を倒しながら，お手

玉を頭上のかごに入れるときに腹筋群に適度

な負荷が加わるよう，支援者が背中に軽く手

を当て，支援者の「はい。」の合図でお手玉

を手から離させた。１回ずつの動作をゆっく

り行い，５回行ったところで１度休憩をい

れ，３セット行った。合計回数は15回であっ

た。

(2)　支援期（11/５～11/21）
２日目（11/６）は支援者が背中に手を当
てて合図をしなくても，自力で腹筋お手玉

ができた。後方のかごすれすれまで，お手玉

をもったまま体を倒すことができ，腹筋群

に上手く力をいれることができた。４日目

（11/10）は腹筋お手玉を行うときに，床に
直接座るため，背中が床に当たって痛いとい

う訴えがあり，タオルを臀部に敷いて行うこ

とにした。６日目（11/14）は「簡単にできる。」
という発言がみられ，次からお手玉の個数を

増やしていくことにした。腹筋記録シート

への記入については，Ｓ１児本人が実施する

前に目標の数を記入し，実施後，できた数を

記入するようにした。Ｓ１児ができた数を記

入した腹筋記録シートに支援者が確認のため

のシールを貼る際，前回よりお手玉の数が増

えると大きなシールを貼ったり，「頑張って

いますね。腹筋のやりかたもとても上手いで

す。」「数もどんどん増えています。すごいで

すね。」のようなコメントを腹筋記録シート

に記入したりしたことがとても励みになった

ようで，10日目（11/19）は９日目 (11/18)
よりお手玉の個数を４個も増やしたり，セッ

ト数も増やしたりすることができた。

(3)　定着期（11/25～12/22）

徐々に腹筋お手玉の回数が増えてきた。11

日目（11/25）は，26個のお手玉を使って４
セット繰り返して腹筋お手玉をすることがで

きた。支援者が「Ｓ１児さん，すごいね。家

でもチャレンジしてみる？」と声を掛けると，

「やりたい！」と答え，家庭用に腹筋お手玉

グッズを準備してほしいか尋ねると，「ほし

い！」と元気よく答えた。そこで，担任を

通じ母親への協力をお願いした。母親に依

頼文書でお願いした内容は，家庭で腹筋お手

玉をしたら腹筋記録シートに活動記録として

のシールを貼ること，頑張っている姿をみか

けたら，「すごいね。」「頑張っているね。」な

どの声掛けをすることの２点であった。休日

の家庭での取り組みは，14日目（11/29）か
ら行われた。初めて週末に家で腹筋お手玉

を行い，母親に「すごいね。」と言ってもら

えたことを休日あけの16日目（12/1）に嬉
しそうに支援者に伝えた。なお，12/4から
12/8にかけては，Ｓ１児の体調不良のため，
腹筋お手玉を行うことができなかった。しか

し，この間も休み時間にＳ１児に対して，「今

まで頑張ってやってきていたから，お休み

しても大丈夫だね。また，元気になったら少

し数を減らしてチャレンジしようか。」など

の声掛けを行った。12月9日に学校で行われ

た個別懇談時に，母親から担任に，「家では，

時間が空いているときに，自分から腹筋をし

ています。」との報告がなされた。また，家

庭での取り組みが始まった当初は26個のお

手玉を使用し，104回～130回実施していた

が，20日目（12/13）からは， 当初の目標の
30個のお手玉を用い，４セット（合計120回）

から６セット（合計180回）の繰り返しがで

きるようになった。22日目（12/18）からは，
学校においても家庭においても30個のお手

玉を用い合計180回または，それ以上行うこ

とができた。
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２．対象生徒Ｓ２児の経過

(1)　プレ期（11/５）
腹筋運動の経験がなかったため，支援者が

見本を示しながら，動きを確認しながら行っ

た。膝を伸ばした状態のまま上体を起こし，

後方に倒す傾向にあったため，腰痛などの障

害を考慮して，膝を立てて行うよう見本を示

し，口頭で指示した。支援者の補助なしでも

腹筋群に力をいれた腹筋お手玉を５回行うこ

とができた。

(2)　支援期（11/６～11/28）
２日目（11/７）は授業中に自分の課題が
済み，他の生徒の課題が終了するのを待つ

間に腹筋お手玉を行おうとしたため，休み時

間に行うことを伝えた。４日目（11/13）に
は腹筋お手玉を正確な体勢で行うことができ

た。しかし，慣れないこともあってか，取り

組み始めはあまり気乗りがしないような状況

であった。そのため，支援者が声掛けを行う

と，それに応じて取り組むことができた。 腹
筋記録シートへの記入については，自分の

鉛筆を引き出しからもってくるのが面倒なよ

うであったため，６日目（11/17）に腹筋お
手玉のかごの中に鉛筆を１本常備すると，毎

回きちんと腹筋記録シートに記入できるよう

になった。 ７日目（11/18）には １セットの
み行うパターンができてきたため，休憩を入

れながら数セット行うよりも，休憩なしで１

セット行うパターンで継続していくこととし

た。 Ｓ２児には，支援者から「お手玉の数を
増やしてみる？」「今日は５個増やそうか？」

といった声掛けを行い，お手玉の数を増やし

ていった。　

(3)　定着期（12/１～12/22）
11日目（12/１）は当初と比較すると，休
み時間になるとすぐに自分の腹筋お手玉グッ

ズを取りに来て始めるなど，取り組み始めが

早く，てきぱきと取り組めるようになった。

支援者も「Ｓ２児さん，休み時間になるとす

ぐに始めるね。えらい！」など，それを認め

る声掛けをすると，「さぁ，やろっと！」と

言って，休み時間になるとすぐに課題運動に

取り組んだ。16日目（12/9）には30回継続
してできるようになり，その後安定して行え

るようになった。ただし，週末に家庭で自分

から行うまでには至らなかった。

３．対象生徒Ｓ３児経過

(1)　プレ期（11/５）
腹筋運動の経験がなかったため，支援者が

見本を示し，動きを確認しながら行った。腹

筋群に適度な刺激が加わるよう，Ｓ1児と同

様に支援者が背中に軽く手を当てる支援を試

みたが，「自分でする！」と言って，支援者

が体に触れることを拒む傾向にあった。その

ため，上体を起こすときと後方に倒すときの

両方に腹筋群に力が加わる本来の腹筋お手玉

の動きではなく，図６に示したように，後方

から上体を起こしてくるときに腹筋群に力が

加わるような動きに変更した。この日は６回

続けて行い，休憩を入れて３セット繰り返す

ことができた。合計回数は18回であった。

(2)　支援期（11/６～11/28）
２日目（11/７）は 後方に上体を倒す前

に，上体を起こしたままお手玉を手から離し

てしまう傾向にあった。その都度，図６に示

したような腹筋お手玉の方法を見本でみせる

ことにより，ある程度の負荷をかけた腹筋お

手玉を目指した。見本をみせた直後は，その

動きができるが，また元の腹筋運動にもどる

傾向にあった。５日目（11/14）は支援者の
「お手玉を増やす？」の問い掛けに「増やさ

ない！」と強く答えた。６日目（11/17）は
支援者がお手玉の数を増やすか尋ねると，Ｓ

１児の頑張りに刺激を受けたのか，腹筋お手

玉のかごを支援者のところまで持ってきて，
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「増やす。」と答えたため，今まで６個で３

セット行ってきたが，この日より10個のお

手玉を用い３セット行うこととした。10個３

セット（合計30回）を10日目（11/21）ま
でほぼ安定して続けることができた。毎回，

支援者が，お手玉の個数を増やすかどうかを

尋ねるように促したが，お手玉の個数は10

個３セットを維持するにとどまった。腹筋記

録シートへの記入については，毎回，自発的

にきちんと記録することができた。また，支

援者に対し，「みて！みて！」と自分が課題

運動をしている姿をみるよう要求する場面も

みられるようになった。

(3) 定着期（12/1～12/22）
支援者が腹筋記録シートにシールを貼るの

を楽しみにしていた。腹筋お手玉への取り

組みが終わると，支援者のところに腹筋記

録シートを持ってきて，「シール貼って下さ

い。」と声を掛けてきた。お手玉の個数は，

支援者の問い掛けに対する本人の答えに従

い徐々に増やしていった。17日目（12/5）頃
から，支援者の「お手玉を増やす？」の声掛

けに対して，「増やす。」と答えることが多く

なった。21日目（12/11）には，28個のお手
玉を用い，３セット行うことができるように

なった。24日目（12/17）から27日目（12/22）
は課題運動を実施する20分休みに校内の大

縄跳び大会の練習を行うことになっていた。

そのため，S3児は休み時間になると急いで
腹筋お手玉1セットのみを行ってから，大

縄跳びの練習に参加していたので，23日目

（12/16）よりも回数が減少した。また，週
末に家庭で自分から行うまでには至らなかっ

た。

Ⅳ　考察

対象生徒への指導経過の結果をふまえ，知的

障害者が習慣的に運動に取り組めるようになる

 

図６　腹筋お手玉の基本体勢と動き
＊大腿部の上あたりにかごを置き，膝を伸ばした状態で仰臥位をとった。腹筋群を使って，腕が大腿部に

あるかごのお手玉に届くよう上体を起こしてきた。膝を伸ばした状態であるが，膝曲げの状態より上体

を起こしてくる角度が狭いため，腰痛などの障害の問題はなかった。
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ための支援方法のあり方について，教具として

用いた腹筋お手玉と腹筋記録シートの効果の観

点から検討を加えたい。

運動課題として設定した腹筋運動は腹筋群へ

の負荷をかける運動のために，ある程度の苦

痛を伴うため，各生徒の腹筋運動に対する動機

づけを高めることが重要な課題であった。しか

し，結果で示したように，腹筋お手玉の手順を

わかりやすくすることや腹筋記録シートを活用

することで，いずれの生徒も当初は取り組みに

くいような様子をみせることはあったが，継続

して取り組むことができた。

このことは，岡澤祥訓・北　真佐美・諏訪祐

一郎（1996）(４)が示している運動における有

能感の３因子「身体的有能さの認知」「統制感」

「受容感」のうち，「統制感」「受容感」が大き

く作用したものと考えることができる。つま

り，知的障害者は障害による身体運動の困難性

に加え、年少時からの運動経験が少ないことな

どの影響により，自己の運動能力を肯定的に捉

えるといった「身体的有能さの認知」が未獲得

ではないかと考えられる。それに対して，今回

報告した事例のように，練習したり努力したり

すればできるようになるという「統制感」を持

たせる支援や，運動場面で教師や仲間から受け

入れられているという「受容感」を引き出すよ

うな支援を行うことで，自ら運動へ取り組むこ

とを促進することができると考えられる。

また，本研究では，腹筋回数をお手玉の個数

で数える方法と一定のお手玉の個数を繰り返し

行うセット数を加える方法を用いたことで、２

つの目標のたて方が可能になった。そのため，

その日の体調や実施時間などの日々の多様な

変化の中で課題に取り組むときに，お手玉の数

は維持しつつ，セット数の増減で調整すること

で，各生徒が見通しを持ちやすくなり，更に各

セットの達成感を維持することができたようで

あった。また，セット間の休憩をとりながら運

動課題に取り組むことで，正確な腹筋動作を保

つことができた。こうしたセット数の導入は先

述した「統制感」を持つための支援となったも

のと思われる。

そして，今回の事例研究において使用した腹

筋記録シートへのシール貼りは，生徒が自分の

行った運動を支援者や母親に認めてもらう手段

として，また，腹筋記録シートに貼られるシー

ルの数が増えていくことを生徒が実感できる

手段として，伊藤豊彦 (2003)(1)が指摘するよ

うな運動への肯定的な感情を生じさせることと

なり，運動の維持に効果があったものと思われ

る。また，Ｓ1児は家庭での実施が始まった段

階で，母親だけの認めではなく，腹筋記録シー

トを通して，担任や支援者からの認めもより効

果的に作用したものとも考えられる。こられの

ことは，対象生徒の「統制感」や「受容感」を

高めるような支援であったと言えよう。ただ

し，自閉的傾向のあるＳ2児とＳ3児は行動の

般化が難しく，今回も学校で取り組めるように

なった腹筋お手玉による腹筋運動を家庭へ般化

するまでには至らなかった。このことについて

は，腹筋記録シート及びチャレンジノートの使

用方法の検討だけでなく，家庭での導入には教

師が家庭に赴いて学校と同じような指導を行う

などのような指導方法そのものの更なる検討が

課題として残った。なお，今回の介入終了後も

３名ともに腹筋記録シートを活用して腹筋お手

玉による腹筋運動を続けることができた。しか

し，中学校卒業後（養護学校高等部進学）はそ

の継続使用までには至らなかった。

今後は，知的障害者が自ら習慣的に運動に取

り組めるための支援方法のあり方について，腹

筋運動だけに留まらず，教育機関などの連携等

の観点も含め，練習したり努力したりすればで

きるようになるという「統制感」を持たせる支

援や，運動場面で教師や仲間から受け入れられ

ているという「受容感」を引き出すような支援



160　国立オリンピック記念青少年総合センター研究紀要， 第５号， 2005年 山田・坂本・高畑：知的障害のある中学生の腹筋運動への取り組みを支援するための教具の検討　161

のあり方について更に検討をしていきたい。

付記：対象生徒の経過などの掲載については

保護者の方々の了承を得た。
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