
大学体育研究 16：21－33．　1994 原　　著

重度重複障害を持った学生に対する
水泳を中心とした正課体育指導実践例

南　　隆尚，後藤　邦夫，伊藤　可奈子＊，坂田　勇夫，高橋　伍郎，吉田　　章

Apractica1reportabouttheinstructionofswimmingforaseriouscaseof

　　　　　　physica1handicapped　student　with　cerebra1pa1sy

　TakahisaM1NAMl，KunioGOTO，Kanako　lTO，
lsao　SAKATA，Goro　TAKAト1ASl－ll，Akira　YOSトl1DA

　　↑his　study　was　aimed　to　report　the　practice　of　swimming　for　a　serious　case　of

phySica1handicapped　student（Subject　N；Ma1e，19yers）．We　examined　about　the

effect　concerning　physica1fitness，swimming　technique　and　dai1y1ife　of　subject　N，and

a1so　we　investigated　the　influence　for　the　member　of　his　c1ass．

　　He　attended　the　c1ass　of　swimming　with　his　own　request．His　activities　in　this

c1ass　were　consisted　with　wa1king，f1oating，f1uttering　and　other　movement　in　the　wa－

ter．We　recognized　some　improvements　about　his　f1oating　ability　and　swimmi㎎techni－

que　obvious1y．Furthemore，we　cou1d　recognize　his　deve1opment　of　adaptation　in　the

water，but　it　cou1dn’t　improve　his　physica1function．We　recorded　the1eve1of　heart

rate　during　water　exercise，wa1king　on　ground　and　beam　r杜1e　shooting　by　using　heart

rate　monitor，We　considered　that　the　water　exercise　was　appropriate　for　him　in　re－

spect　of－endurance　and1oading，consequence　on　the1eve1of　Heart　Rate．We　found

other　educationa1effects　that　the　c1assmates　of　his　c1ass　recognized　deep1y　about　the

handicapPed　person　and　his　sports　activity、

1．はじめに

　中国では，スポーツ（身体運動）を障害者

の医療活動やリハビリテーションとして位置

づけていた1）という。また，古代エジプトで

も医学管理のもと，訓練と運動をリハビリ

テーションとして用いていたことが記録に残

されている2）。近代医学の分野で，スポーツ

を障害者のリハビリテーションとして位置づ

けたのは，Sir　Ludwig　Guttmam（以下，グー

トマンと記す）であり，イギリスのロンドン

郊外にあるストークマンデビル病院の医師で

あったグートマンは，第二次世界大戦の戦傷

で四肢に麻痒を負った軍人に対し，治療の一

環としてスポーツを導入し，治療効果を上げ

ることに成功した。グートマンは日常的なス

ポーツ活動の発表の場として病院内のスポー

ツ大会を開催したが，その後，大会規模を病

院外にも広め，イギリス全土，ヨーロッパ，

そして世界規模の大会開催にまで努力した。

特に1960年以降は，原則としてオリンピック

開催年には，オリンピック開催地において，

オリンピックと同じ施設を使用しての大会開

催（パラリンピック）を実現3）することに成

＊清水町役場

一21一



功した。我が国においても，1964年の国際パ

ラリンピック東京大会後，リハビリテーショ

ンの成果発表や集い・友好をねらいとした国

体方式の全国規模の大会が開催されるように

なった。

　障害者のスポーツ大会は，1970年代後半に

なると，障害者の基本的な人権尊重思想や障

害者に対する社会福祉関係の法的な整備，障

害者スポーツ教育の普及，それに伴うスポー

ツ人口の拡大，国際障害者スポーツ団体の組

織化等とあいまって，リハビリテーションの

結果発表の場から，トレーニングの結果発表

であるチャンピオンシップスポーツヘ徐々に

変質していった4）。

　このような，集いや友好の場としての大会

とチャンピオンシップを競うという競技大会

の二極化に伴ない，かつてリハビリテーショ

ンの側面で研究されてきた障害者スポーツで

あったが，今日ではチャンピオンシップス

ポーツとしてのトレーニング方法やスポーツ

自体に関する研究も推進されるようになって

きた。脳性麻庫関連のトレーニング方法では，

ジョーンズ5），シェリル他6），シェファー

ド7）等による研究の他，ブラウン8）は日常的

なスポーツの研究を行っている。

　大学体育での身体障害者の受け入れには，

ハード面とソフト面での整備を伴うため，積

極的と言える状況ではなかったが，法的な整

備や国際障害者年等の各種のキャンペーンの

結果，障害者に対する杜会の認識が徐々に変

化し，高等教育機関への進学が増加傾向を示

すと共に，大学での障害者体育に関する報告

も，近年増えつつある。黒田等9）は，自学の

障害学生に関する実態調査について，平井

等10）は，全国の大学に在籍する障害学生の

身体的状況や体育授業への参加形態，教材等

の実態調査を，徳永等11）は，自学の障害者

体育実践結果を，また兵道12）13）は，脳性麻

庫による下肢障害，視覚障害の学生の体育実

技に関する研究を発表している。本体育セン

ターにおいても，平木場ら14）が身体障害学

生の水泳指導実践の報告をしているが，これ

らの研究はいづれも障害の程度が重度から中

度の学生に関するもので，重度重複障害学生

の報告はみられない。

　本研究は，重度重複障害学生の大学におけ

る体育の方法について，1992年本学に入学し

た男子学生Nの体育実技実践について体力，

技能，実生活や周囲への影響といった観点か

ら報告し，今後さらに増加することが予想さ

れる障害学生への体育に対する基礎資料とす

ることを目的とした。

2．Nのプロフィール

　N（男性，身長167㎝，体重42kg，入学時

年齢18才）は，出産時の事故により発病し，

その結果，脳性麻痒によるアテトーデ型の四

肢麻痒を持ち，声帯も麻庫しているために音

声言語によるコミュニケーションもとれな

い。小学校は，肢体不白由養護学校に在籍し

たが，中学校からは，普通学校に通うように

なった。その間，機能訓練を行った結果，11

才で短距離なら自力で歩行が可能になり，室

内では自力移動している。声帯が損なわれて

いるために，コミュニケーションは，最も自

在に動かすことの出来る左足を用い，Yes（上

下に足先を動かす），No（左右に動かす）の

サインをする。肯定や否定以外の詳しい意志

の伝達が必要な会話は，布にかかれた50音の

文字盤を左足で順に指し，それを相手が声に

出して読み，Nが確認することによって成立

する。移動については，入学来電動車椅子を

用いているが，車椅子もコントローラーを左

足で操作している。形態面においては，麻痒

のためにきちんとした立位姿勢が取れず，そ

のため体幹支持筋の発達が悪く，脊柱の前後

左右に大きな轡曲が見られる。性格は明朗で

好奇心が強く，積極的に物事に関わろうとす

る態度がみられる。
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　本学の体育には，通年コース，3年次と4

年次生が履修可能な学外集中コース，4年次

生のみが履修可能な学内集中コースがあり，

通年コースは，1年間を通してひとつの種目

を週1回の定時授業時間に学ぶ。また本学で

は障害を持った学生のためにトリム運動とい

うコースを設けているが，Nはあえて水泳の

履修を望んだ。トリム運動を履修せずに水泳

を選択した理由は，N本人が水泳が好きで以

前に水泳を教わった経験があることや，・陸上

での運動より身体を動かしやすいこと，何事

も健常者と同様に活動したいと思っている事

等が理由としてあげられた。Nが履修した授

業は一般学生が履修しており，授業の際には

一般学生を指導する担当教官の他に，実際に

Nを直接指導する指導者1名と，TA
（Teacher’sAssistant）1名，ボランテイア

の補助学生が1～3名の計3～5名で指導を

担当した。

3．指導の実際

　（1）Nにおける運動の価値

　近年，健康の維持・増進並びに疾病予防の

目的で，スポーツに親しむ健常者が増えてい

る。一方，障害者においては，スポーツに親

しむための環境が十分ではない。さらに障害

者においては，加齢につれて健常者との体力

差が拡大することが知られている15）。これ

は，日常生活における身体活動の量や質が低

下するからである。Nの場合には本学入学後，

電動車椅子を用いるようになったため，学校

生活のほとんどを車椅子に乗って移動し，行

動している。その結果，歩行をはじめ，今ま

で行なっていた運動をしなくなり，彼の身体

運動の機会を特別に持つ必要性は高いと考え

られた。

　身体障害者における運動の重要性は，健常

者と同様な観点の他に身体障害者の残存機能

の回復・向上及び障害部位への直接のリハビ

リテーション効果等が認められる。これは，

単に健康の維持・向上にとどまらず，日常生

活動作を容易にする効果のある点からも重要

である。また運動は，スポーツという媒介を

通して，楽しみながらトレーニング（訓練）

を行なうことができる。

　（2）水泳の特性と効果について

　1）学習しなければ出来ない運動

　泳ぐという運動は，健常者においても学習，

経験によって初めて修得できる運動である。

水泳の技能は，学習することで必ず向上し，

本人にも，その上達ぶりが明らかになる。ま

た，その非日常性から，純粋なスポーツとし

ての価値観がもたらされる。

　2）全身運動

　　水泳は，陸上での運動と大きな違いがあ

る。陸上での運動の多くは，下肢の活動をと

もない，Nのように車椅子に乗って運動を行

なう方式では，その身体的な効果が下肢には

全くない。また，陸上で行なう歩行は，水中

歩行と比較すると上肢の運動効果は激減す

る。水中で移動を行なう歩行では，上肢にも

水の抵抗が加わるため，Nのように腕の振り

がなくとも負荷がかけられる。また，Nの水

泳は，水中歩行においても，バタ足にしても，

下肢に適度な運動効果を与えることができ

る。水中に全身をつけているだけで，水の粘

性や水圧により，全身に負荷がかかり㌧運動

における筋力効果や体幹の起立筋の補助，呼

吸筋の訓練など筋カトレーニングになる。

　3）水を媒体とする運動

　水による浮力は，陸上のような床反力や衝

撃力を小さくし，下肢への負担を少なくする。

さらに，今回利用したようなウエットベスト

によって浮力を受けたり，水深を変えること

により，負荷の大きさを変化できる。

　また，今回の指導は，水温が27℃～28℃で

行なわれ，熱に対するストレス耐性が鍛えら

れると思われた。
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　4）水平姿勢の運動

　陸上での運動は，垂直姿勢で行なわれるの

に対し，水泳は水平姿勢で行なわれるため，

日常生活上負担の大きい起立筋のリラクセー

ションに役立つ。

　（3）指導内容

○期問：本研究は，Nの入学した1992年4月

　から1993年10月の指導内容に基づいたもの

　である。

○登校：Nは，電動車椅子と学内バスを利用

　して，屋内プールまで移動する。その際，

　本人！人か，または補助員が1名付き添う。

○更衣：車椅子で更衣室まで入り，更衣は男

　子補助員によって行なわれた。この際，体

　調や生活状況，前回の授業に対する感想等

　の会語を交わし，コミュニケーションを

　とった。練習に際しては水着，ゴーグル，

　水泳帽を着用した。また，心拍数測定器を

　装着し，ウェットベストを着用した。心拍

　数測定器は，ハートレートモニター（ポー

　ラエレクトロニクス社製PE－3000S）を使

　用し，毎時間の水泳時の心拍数を測定し，

　記録すると共に，更衣時に時々前回の練習

　時の心拍数をNに提示して，その数値の

　意味について話した。Nは，皮下脂肪が少

　なく，体重も少ない。また発熱する程度の

　運動量を確保することも困難であるので，

　水中での体温維持のために保温水着（ス

　タートワン社製アクエックス，以下ウエッ

　トベストと記す）を使用した。このウエッ

　トベストは，容易に着脱衣ができ，保温に

　優れ，水中で1，650gの浮力を得ろことが

　できる。

○その他の連絡：欠席や休講等の連絡は，電

　話によって行なわれた。Nは，タイピング

　を音声に変える装置を利用し，意志を伝え

　ることができる。

○プールサイドでの移動：車椅子は更衣室に

　置き，プールサイドを補助が脇を支えるよ

　うに付き添い，白力歩行により移動した。

　Nに対する指導は，専用コースを設けて行

　なった。

○準備運動：日常生活では白室内でしか歩行

　することのないNであるので，更衣室か

　ら専用コースまでの約150mの歩行を準備

　運動として取り入れた。さらに，歩行だけ

　では不足していると思われる上肢や頚椎の

　運動による頭部のコントロールを目的とし

　た準備体操を行なった。また，下肢の随意

　的な運動をよりスムーズに行なえるように

　するため，膝部の屈曲と伸展および股関節

　の屈曲と伸展を中心とした運動も取り入れ

　た。

○入水：前述した通り，筑波大学屋内プール

　は27℃前後の水温に保たれており，一般の

　リハビリテーションに使用されろプールに

　比べると水温が低いため，まずプールサイ

　ドに座り，下肢，上肢，背部，腹部，頭部，

　顔面部の順に水で浸し，徐々に入水させた。

　指導場所は専用コースの20mまでの浅い水

　域を利用した。この水域の水深は，1．3m

　～1．6mであり，底に高さ0．4mのプールフ

　ロアを設置することによって，専用コース

　の水深を約0．9m～1．2mにした。この水深

　は，Nの腹部から肩峰の深さの範囲であっ

　た。

○水慣れ・ボビング：入水後，体温が急激に

　下降するのを補うために，水中で軽いボビ

　ングを行なった。この際頭部や顔面が，水

　に浸水するようにした。また，同時に息こ

　らえや水中での呼吸法に留意しながら，

　ジャンプを徐々に高くしていった。ボビン

　グの際，足が滑って恐怖心を抱かないよう

　接近して補助を行なうなどの配慮をした。

○水中歩行：入水の後，10分間の水中歩行を

　行なった。指導グループに属さない一般学

　生は，授業の開始時に10分間水泳16）を行なう

　が，事前に担当教官と連絡を取り，授業の

　展開上可能な限り他の学生と同時進行で水
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　中歩行を行なった。Nの身体能力と技能を

　考慮すると水泳履修者一般学生と同一に行

　なうことが可能な場面は，この10分間しか

　ないと思えた。

○浮き身：Nは，これまでに，下を向いた状

　態の伏し浮きのみを教わった経験があっ

　た。しかしながら，浮き時間はほとんどな

　い状態であった。浮き身の指導は，通常達

　磨浮きから導入されるが，手足の意図的な

　動きやリズミカルな呼吸のコントロールが

　困難なために，伏し浮きから行なった。伏

　し浮きは，これまでに学習していた技術で

　慣れがあったことや，浮力のあるウエット

　ベストを着用しているために，初歩の段階

　は容易に身に付けることが出来た。新たな

　伏し浮きの目標としては，息こらえを行な

　うこと，バブリングができるようになるこ

　と，特に，水泳での呼吸法である口からの

　吸気，鼻からの呼気が出来るようになるこ

　とに主眼をおいた。また安全を確保するう

　えで，N本人の力だけで伏し浮きの状態か

　ら足を着底させて立ち上がり，呼吸を確保

　できるようになることも重視して行なっ

　た。立ち上がる指導は，伏し浮きから身体

　を丸め，頭部を水面上に一旦持ち上げ，反

　動で身体がプールの底まで沈むのを待っ

　て，足を着底する方法を用いた。この際N

　は，頭部を持ち上げる背筋力を必要とした

　が，麻庫のために十分に発育していなかっ

　たので，困難であった。

○背浮き：これまでの水泳の指導で，Nは，

　仰向けの状態で水に浮かんだ経験はなかっ

　た。背浮きは顔面が水面上に保たれるため，

　水泳指導上の障壁である一自、継ぎ動作を必要

　としない利点がある。しかしながら，背浮

　きは呼吸の際，鼻腔に水が入りやすいとい

　う欠点もある。この点に注意して，確実に

　鼻からの呼気を行なうことの必要性を十分

　に説明した。また，伏し浮きと同様に安全

　上や将来のスポーツ生活を考え，背浮きの

　状態から，自らの体勢をコントロールして

　立ち上がる．ことを指導の軍点とした・

○背浮きバタ足：浮き身だけでは，水圧によ

　る呼吸筋への負荷や水による皮膚刺激に留

　まり，運動としての価値は半減する。そこ

　で，水中歩行とは別に，背浮きバタ足を課

　題として設けた。背浮きバタ足は，前述し

　た通り息継ぎ動作を必要とせず，また，推

　進力を水泳の代表的な動作の一つであるバ

　タ足で行なうため，水泳としての価値が見

　いだされるものと思われた。しかし，ほと

　んど推進力が得られなかったので，フィン

　を使用することを考えた。フィンは，ブー

　ツタイプのものを使用し，足部の変形に合

　わせ，ジュニアサイズの右足がMS，左足

　がSサイズを使用した。また，脚の筋力が，

　弱いため，ヒレ部分が比較的小さくて，柔

　らかいものを使用した。フィンの使用は，

　Nの最も意図的に動かすことの出来る下肢

　を使用し，容易に推進力を増大させ，泳い

　でいるという感覚を持たせることや，前脛

　骨筋のストレッチ効果もあると考えられ

　た。

○風呂：Nは，体重・筋量・皮下脂肪も少な

　く，27℃の水に対する耐性は，それほど強

　くない。また，水中での運動で筋発熱を促

　すほど激しい運動を行なうことが出来ない

　ため，プール実習後の風呂は，体温の回復

　に必需的な設備であった。

○その他：伏し浮きや背浮きの状態で指導者

　が支持し，体幹のストレッチを行なったり，

　ロングビート板（美濃利社製浮き島，長さ

　1m×幅1m×厚さ80㎜，以下ビックボー

　ドと記す）に乗って，フィンキックの練習

　を行った。

4．指導結果と考察．

（1）Nの水泳技能習得について

はじめは，おぼつかなかった水中でのジャ

一25一



ンプ動作やボビングが指導の後半にはスムー

ズに行なえるようになった。また，リズミカ

ルな鼻からの呼気が行なえるようになってき

た。鼻でのバブリングは，まだ完全ではなく，

体調の変化に敏感で，睡眠不足や体調の悪い

時には，水中での鼻からの呼気が行なえない

こともあった。

　水中歩行の距離も，10分問で最初は約60m

であったのが，現在では体調がよければ約

150mまで伸びた。10分間という目標時間を

設定したことと，水中歩行に慣れてきたため

と思われた。水中歩行は，水による圧力のた

めか，指導当初肩峰の深さが最も行ないやす

かったが，現在では水深が腹部でも補助なし

で問題なく歩行できるようになった。今後の

課題は，一度バランスを失ったときに白分で

姿勢や進行方向を立て直すことである。

　以前から，補助付きでの伏し浮きの型は出

来ていた。現在ではウエットベストを着用す

れば，補助無しでクラゲ浮きができるように

なった。また，水中で10秒程度の息こらえや

浮遊状態を保てるようになってきた。胸部程

度の水深であれば，クラゲ浮きから補助無し

で足を着底し立てるようになったが，不安定

であり完全とは言えず，指導者は常に近くで

注意を払う必要があった。特に，一自、こらえを

した後の着底からの立ち上がり動作は，水を

飲む危険性が高いので細心の注意をはらう必

要があった。補助付きでの伏し浮き時のキッ

クの動きもスムーズに行えるようになった。

また，フィンも上手に使えるようになってき

た。

　背浮きの体勢には，最初かなり抵抗を示し

た。しかしながら，補助付きの背浮きができ

るようになると，アテトーデという障害を

持っていても水中での脱力感を体得できるよ

うになった。しかし上肢の緊張が常に最後ま

で残り，完全な脱力の会得が今後の課題と思

われる。上肢の緊張が取れ，水中でのバラン

スを自分で取れるようになる時点まで補助を

していると，Nの了解の上で，補助を外して

背浮きを行なうことが出来た。自分で背浮き

の姿勢になったり，背浮きからの着底や起立

をしたりすることは出来ていない。これは，

体幹の筋力，頭部のコントロールと支持，背

浮きでの安定した呼吸法，一自、こらえなどに問

題があるためと思われた。それらの増強や改

善が今後の課題として残される。特に，意識

して首を背部へ伸展する動作は，これまでの

Nの体験した運動様式にはなかったこと，ま

たリハビリテーションの各段階においても指

導された経験がなかったことを考慮すると，

今後十分指導していく必要があると思われ

た。

　背浮きキックは，補助なしで出来るように

なった。フィンを付けた背浮きキックでは，

完全な補助なしではないものの，ゆっくりで

はあるが前進することが出来るようになって

きた。

　ビックボードに乗った状態でのフィンキッ

クは，舵取りには補助が必要なものの，ゆっ

くりながら前進することができた。

　（2）身体的効呆について

　水泳の授業による障害部位の改善という視

点で見ると，リハビリテーション効果は特に

認められなかったといえる。しかしNは，

大学入学以来電動車椅子を使用し始め，移動

や生活は車椅子に乗ったまま過ごしているこ

とや，機能回復のための訓練はまったく受け

ていないことなどから，今まで歩行すること

によって得られていた運動の量や質が低下し

ていることが推察された。それゆえ，そのよ

うな限られた運動環境のなかにいるNに，

運動の確保という点で正課体育の時間は大き

な意味を持つと考えられた。そこで循環機能

の面にどのような影響を与えているかを，心

拍数に着目して計測した結果を図1，2，3，

4に示した。蜂矢16）等の脳性麻痒児の歩行

訓練に関する研究では，平均心拍数は，112
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～152beat／minで，そのほとんどで20分以上

継続して歩行することが出来ていたことを報

告しているが，図1のようにNの陸上での

歩行は，心拍数が急激に増加し，170
beat／minを越える状態を示すと共に，「腰が

いたい」「息が苦しい」と訴え，歩行を継続

することが出来なくなった。このことから筋

力的にも，また循環器の面でも過負荷である

と思われた。次にプール改修に伴って，水泳

が行えなかった時期があり，代わりに行なっ

たビームライフル学習時のNの心拍数の変

動を図2に示す。座位によるビームライフル

では，平均94．2beat／minの心拍数を示して

おり，身体的な負荷は少ないものの心理的な

緊張感や高揚感は得られ，他の座位作業時よ

り心拍数が高い値を示した。

　水泳指導の結果を図4に示した。プールサ

イドでの補助付きの歩行時が平均126．2

beat／min，準備体操時が平均99．2beat／min，

水中歩行時が平均118．9beat／min，浮き身の

時が平均101．6beat／min，バタ足の時が，平

均108．4beat／minであった。この結果から見

ると，更衣室から専用コースまでの歩行が最

も高い運動負荷となっていた。このような心

拍数の増加は，健常者を基準に推論すると心

肺機能に有効な運動負荷とは言えず，また，

リハビリテーションや運動処方を目的とした

運動ユ7）ユ8）としても，質量共に適正な運動負

荷とは言えない。しかしながらNのような

基礎体力のない者にとって，平均心抽数が

120beat／min以下の運動であっても，今回の

ように20分程度持久的に行うことができるの

であれば，質量ともに適切な運動負荷を確保

していると推察される。コントロールとして

計測しておいたNの陸上での50m走の最高

心拍数が183beat／min，白宅での座位作業時

の平均心拍数は85．5beat／min，睡眠時の平

均心抽数は64．3beat／minであったことを考

慮すると，水泳指導は持続的に一人で行なう

ことの出来る有酸素運動として適度な運動負

荷であると思われた。今後，この点に関して

障害者の水泳トレーニングについて心拍数や

酸素摂取量などの呼吸循環機能の身体的効果

について報告している石原19）や肢体不白由

児の水泳運動時の平均心拍数について発表し

ている浜田等20）の結果も参考にしながらさ

らに検討する必要を感じた。

　図3，4は指導初期と最近の授業時の心拍

数測定の結果である。

　図3，4から分かるように，指導初期と比

較すると同じ動作にもかかわらず心拍数は低

下しており，浮き身が技術的に上達し，心理

的な緊張が減少した結果ではないかと考えら

れた。黒川2ユ）は健常者に対する研究で，入

水直後には筋交感神経が抑制され末梢血管抵

抗が低下し，心拍数が減少して心拍出量の増

加を見ると報告しているが，Nにはそれが認

められずむしろ心拍数は増加した。浜田の脳

性麻痒児の水泳の研究でも，結果にばらつき

があるが，今回の結果と同様な傾向にあるこ

とを指摘している。この原因は，障害児に共

通する過緊張によるものと考えられるが，こ

の点も更に事例を集積することによって解明

しなければならない点であろう。

　入水時間は当初20分間が限界であったが，

最終的には30分間を超えて入水出来るように

なり，水に対する耐性も徐々についてきてい

ると思われた。入水時間が延長されたことで，

水泳の学習時間が延長したことと，水圧や温

水による末梢循環に対する刺激時間が延長さ

れ，水泳による効果の増大がもたらされたと

推察された。

　（3）水泳に対する心理的効果について

　Nに対して，水泳に対するアンケートを行

なったところ，「自信がついた・白分が誇り

に思えた」，「リラックスできた」，「爽快感が

味わえた」，「感動できた・喜びを感じた」等

の感想を抱いており，水泳はNにとって精

神的にも有意義で適切な教材であると考えら
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れた。また，「水泳に対する興味・関心」が

高まり，生涯スポーツヘの導入としても効果

があったと思われた。

　　（4）周囲の学生への影響について

　Nと同時問の水泳を履修した学生から得た

アンケートから，「N君の努力を尊敬する」，

「障害を持っていてもやれば出来る，という

ことが分かった」，「一緒に泳げる機会があれ

ばよかった」，「N君以外の他の障害を持った

人にも水泳を楽しんで欲しい」，「水泳は，障

害者に薦められるスポーツである」，「複数の

指導者と補助員が必要である」，「他大学より

も障害者への配慮があると思う」，「施設に対

してもっと考える必要がある」，「表現は適切

でないかも知れないが，初めて障害を持った

人を身近に見て障害というものを少し知っ

た」等の回答が得られた。スニーガスは，「障

害者のメインストリーミングには初期の段階

では共に学ぶ場が必要である」と述べてい

る20）が，回答を読むかぎり，障害者への理

解・啓発や障害者教育の普及・必要性の理解

等に有用であったと考えられた。

　（5）Nの生活への影響について

　水泳の技能や生理的効果以外に日常生活の

中での運動や生涯スポーツヘの影響という観

点で見ると，Nは前述のようにリハビリテー

ション等の特別な機能回復訓練を受けていな

い。Nにとっての運動の機会としては，体育

の授業で，週1回の運動が確保されているだ

けであり，この授業の他に運動の機会として

は，ボランティアの介助人に依頼して，時々

宿舎の近辺を散歩する程度であった。この体

育の授業においても，前日の睡眠時問や食事

の取り方によって，入水後15分程度で震えが

でたり，呼吸や身体の意図的なコントロール

が円滑に行なえないこともあった。そのため，

心拍数の測定結果を示して運動の必要性を訴

えたり，規則的な生活を送ることの重要性を

訴えたりしたが，内容を理解できても運動の

日常化には結びつかなかっ一た。また，プール

が使用できない時に陸上競技のトラックを歩

行したが，今まで2㎞歩行できていたNが

日常的な電動車椅子使用の結果，400mのト

ラック1周することもできず，そのことがN

に心理的に大きな影響を与えたようで，運動

の重要性を実感したようであった。

　　（6）環境について

　現在装着している装備のゴーグル，ウエッ

トベスト，フィンは，今回の水泳指導におい

て大変有用であった。ゴーグルは，視界を確

保し；通常の生活では見ることの出来ない環

境を知るうえで非常に効果があったが，ゴー

グル内に水が浸水していないか，常に配慮せ

ねばならなかった。水中マスクの使用も試み

たが，前述したとおり鼻からの意図的な呼吸

のコントロールに問題があり，Nには適さな

かった。指導開始当初，Nは，半袖半ズボン

の上下つながったスイムスーツを持っていた

が，着脱衣に時問がかかった。そこでウエッ

トベストを使用したが，ウエットベストは水

中で1，650gの浮力を生みだし，保温効果も

あり，今回の指導において大変役立った。

　筑波大学屋内プールは，非常に幅広い目的

で利用されており，障害者専用の施設ではな

い。一般的にリハビリテーションで使用され

るプールの水温は，30℃前後に保たれている

ことが多いが，筑波大学屋内プールでは，常

時27℃に保たれており，Nにとって少し冷た

く感じられた。また，プールサイドの床材が

タイルのため，滑りやすくなっており，プー

ルサイドを歩行する際には補助を要した。ま

た，手摺りなどのついた広いトイレがない等，

数々の問題点があった。しかしながら，車椅

子用のスロープや風呂，プールフロア等の施

設面，プールマットやウエットベスト，フィ

ン，ビックボード等の備品面，それに障害者

に対する体育履修の可能性の追求や補助員確

一30一



保などシステム面が整っていたため，重度重

複障害者の体育履修が可能な状態にあったと

言えた。

5．おわりに

　これまで知的障害児の水泳指導に短期間携

わったことはあったが，重度重複障害者の学

生に接するのは初めての経験であった。昨年

4月から指導に関わり，「Nに何ができるの

であろうか」「何が楽しんでもらえるのであ

ろうか」と夢中になって考えてみた。特に，

身体を動かすことに喜びを覚え，生涯スポー

ツヘの土台を作る役割を果たす正課体育で

は，指導の結果かえってスポーツが嫌いに

なったということがあってはならないと思

い，毎授業の感想を得て次回の授業に反映さ

せることに心を配った。しかし，Nドとって

原稿用紙1枚の文を書くことは作文能力の点

では全く問題ないものの，筆字能力の点で多

くの時問と労力を使うため，Nからの回答は

いつも少ない文章となり，Nの意志を十分に

汲み取れていたかどうか常に気にかかった。

更に指導中，「Yes」「No」の返答で会話を成

立させることが多く，Nの意図する質問を

我々がしないと，双方が充分な意志交流をす

ることができない。常に質問の方法や内容に

ついて十分配慮したつもりであったが，すれ

違ってしまったことが多々あった。つぎは，

Nによる指導に対する感想の一文である。『背

浮きの時，「手を離さない」と言っておきな

がら手をはなされると，不信感を抱いてしま

う。今回はそれを心得ていたらしく，手を離

さなかった。その次の回，背浮きをしていて，

先生は僕が安定している時を見計らって，今

度は何も言わず手を離してくれた。しばらく

の問浮いていた。うれしかった。（そのとき「手

を離さない」とは言っていなかった。）手を

離す瞬間に，「離すぞ」と言われてたら，緊

張してしまってうまくいかなかったかも知れ

ない。』Nはかけられた言葉を非常に真剣に

聞いており，我々は，Nに信頼してもらうた

めに，言葉のかけ方，内容，タイミングを吟

味して指導に当たらなくてはならないことを

痛感した。水中では，健常者でもコミュニケー

ションが成立しにくいが，水泳指導中には足

指によるサインではうまく行かなかったの

で，「Yes」の場合指導者の指を強く握ると

いう方法をとった。このように必要に迫られ

て指導方法や環境の整備等，出てきた問題を

その場その場で解決してきたが，これまで障

害者の体育・スポーツ指導方法等を学ぶ場と

時が与えられていれば，もっと有効な指導が

出来ていたかも知れないと，我が国の障害者

体育・スポーツ教育指導者養成制度について

考えさせられた。中川22）もいうように，障

害者体育・スポーツの指導者養成を国の制度

として組織的に取り組むことの必要性を感じ

た。

　前述したようにNに対する指導の結果，

同時間に履修した一般学生の多くは，Nの努

力に対する賞賛や障害についての理解が促進

したと思われたが，「もっとできる部分は指

導空間を共有したほうがよかった。一緒に受’

講しているとは思えなかった。」というアン

ケート回答もあった。後で分かったことであ

るが，N自身もそれを望んでおり，指導の効

率や安全対策を優先させたとはいえ，もっと

他の学生と関われる部分を積極的に模索すべ

きであったと反省させられた。また，運動の

機会が週1回の75分問の定時授業時問のみと

いったところにも限界があり，長期休業中の

運動や日常生活に運動をいかに取り入れる

か，また，集中授業などの様々な指導方法の

検討も必要があろう。

　本研究は，重度重複障害を持った学生の正

課体育履修の可能一性に関して，指導方法や活

動意義について実践研究として検討を進めて

きた。水泳指導の結果，技能的にも進歩が見

られ，社会的，心理的にも好ましい影響を与
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え，また他の履修学生に対しても障害者への

理解という点で良い影響を与えたと思われ

た。今後Nが社会生活を送る中で生涯スポー

ツとして発展させるためには，N自身の意欲

と指導者やボランテイア等の人的資源を含め

たスポーツ環境の整備が必要と思われるが，

現状では十分とは言えず，学内で学んだ成果

を将来のスポーツライフに継続していけるよ

う社会への働きかけが必要であろう。
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