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◎はじめに 

わらしべ会では 2010（平成 22）年から知的障害のある人の柔道教室を実施している。開始か

ら数年経ちここで一度こうした人たちの柔道の指導の工夫、留意点についてまとめておこうと思

う。 

ここ数年、スペシャルオリンピックスとのやり取りのなかで日本の障害者柔道が世界からかな

り立ち遅れていることを知った。周りを見渡しても、インターネットを通じて調べてみても日本

でこのような実践を行なっているところは少ない。 

一方でわれわれ障害福祉に従事する者にとっては障害がある人の余暇の過ごし方は依然として

大きな課題である。われわれとしてはこれまで取り組んできた障害者柔道が国内でもう少し広が

り、柔道を通じて障害があるより多くの人たちが健康的、意欲的に生活できるよう取り組んでい

きたいと思っている。 

そこで柔道を実践する人たちが障害のある人に対する柔道を指導するにあたり配慮や苦慮する

ことについて、われわれが活動を通じて得られたことを公開し、指導の課題を共有したいと思っ

ている。障害者柔道を実践する障害者支援の分野に身を置く者として微力ながら貢献出来ればと

思う。 

 

１）わらしべ会障害者柔道教室について 

 社会福祉法人わらしべ会と創設者であり医師の村井正直の障害者柔道に対する取り組みは、以

前パンフレットとして簡単にまとめたのでここでは省略する。 

 

 

 

 

 

 

２）現在のわらしべ会障害者柔道概要 

□練習日：毎週土曜日午後２～３時 

□場 所：わらしべ園多目的室（柔道場） 

□主な参加者：軽度の知的障害（主に療育手帳 B1 か B2）

が多数を占め、他に発達障害者、精神障害者が少数名

参加している。全体で 10 名程度の登録で、練習には 5

～7 名程度が参加している。 

わらしべ会障害者柔道紹介パンフレット 

http://www.warasibe.or.jp/%e3%82%8f%e3%82%89%e3%81%97%e3%81%b9%e4%bc%9a

%e9%9a%9c%e5%ae%b3%e8%80%85%e6%9f%94%e9%81%93%e3%81%ae%e3%83%91%

e3%83%b3%e3%83%95%e3%83%ac%e3%83%83%e3%83%88 

 

http://www.warasibe.or.jp/%e3%82%8f%e3%82%89%e3%81%97%e3%81%b9%e4%bc%9a%e9%9a%9c%e5%ae%b3%e8%80%85%e6%9f%94%e9%81%93%e3%81%ae%e3%83%91%e3%83%b3%e3%83%95%e3%83%ac%e3%83%83%e3%83%88
http://www.warasibe.or.jp/%e3%82%8f%e3%82%89%e3%81%97%e3%81%b9%e4%bc%9a%e9%9a%9c%e5%ae%b3%e8%80%85%e6%9f%94%e9%81%93%e3%81%ae%e3%83%91%e3%83%b3%e3%83%95%e3%83%ac%e3%83%83%e3%83%88
http://www.warasibe.or.jp/%e3%82%8f%e3%82%89%e3%81%97%e3%81%b9%e4%bc%9a%e9%9a%9c%e5%ae%b3%e8%80%85%e6%9f%94%e9%81%93%e3%81%ae%e3%83%91%e3%83%b3%e3%83%95%e3%83%ac%e3%83%83%e3%83%88


□費 用 

・入会金、月謝なし 

・スポーツ安全保険（年 1,850 円） 

・スペシャルオリンピックス登録者はその費用 

 

 この柔道教室が始まったきっかけは法人内に就労支援の事業所が出来たことによる。この事業

所の対象は就労に結びつく可能性のある障害者であり、知的障害といってもかなり軽度な人たち

である。こうした人たちが週末健康的に過ごすための取り組みとしてこの教室が開始された。現

在では実際に就労に結びついて平日仕事に行っている人や就労移行支援事業所に通う人などがい

る。 

対象者の年齢は主に成人としているが、限定されたものでなく比較的ゆるやかで、高校生や小

学生の参加もある。 

障害種別は知的障害のある人が主であるが、発達障害者、精神障害者なども参加している。脳

卒中の後遺症による軽度の片まひがある人からの問い合せもあり受ける方向でいたが、このケー

スは見学までにとどまっている。 

費用は基本的にはケガをしたときの補償のための「スポーツ安全保険」の費用のみである。ス

ペシャルオリンピックスに登録している人はその費用を徴収しスペシャルオリンピックスの事務

局に納めている。 

 

３）練習内容 

 日ごろの練習の流れは以下のとおりである。 

・黙想、「柔道上達の秘訣」読み上げ 

・準備体操 

・補強運動（腕立て伏せ、腹筋、背筋、屈伸、四股 それぞれ 10 回） 

・受け身の練習（上向きになって。ペアになって。ハンドルを使って（後述）。） 

・打ち込み（大外刈り、大内刈り、背負投げ） 

・休憩 

・約束稽古、乱取り 

・黙想、「柔道部心得」読み上げ 

・掃除 

 

 以上の流れを約 1 時間で行なっている。寝技の練習も始めていきたいと思っているが、練習時

間が長くなりすぎると集中力を欠くので本格的な導入には至っていない。（ただし入所施設わらし

べ園のプログラムとして車いすを利用している身体に障害のある人の柔道では寝技が中心であ

る。） 

 知的障害がある人に対する指導の留意点と工夫は次の章でまとめるが、ここではそれぞれの内

容について以下に簡単に説明しておく。 

 「柔道上達の秘訣」は小西澄之先生の言葉をまとめたものである。当法人創設者の村井が地域

の子どもたちを集めて柔道教室を運営していたときからみんなで読み上げているものである。分

かりやすい言葉で簡潔にポイントをまとめたものは知的に障害のある人にとっても分かりやすい。 



 

 

 

 打ち込みはこの教室開設以来少しずつ技を増やし、現在では大外刈り、大内刈り、背負投げ（ま

たは一本背負い）の３つを行なっている。人によっては習得可能だと思われるが、あまり増やす

と分かりにくくなるので出来るだけシンプルにし、その分これらの技の連続技を練習するように

している。 

 最近は乱取りを少なめにし、約束稽古（お互いが組み合って交替で技を掛け合う）を中心にし

ている。乱取りでは得てして「投げられまい」と身構え、技を出し合うことが少なくなることが

ある。また上達するにつれ動きが激しくなり怪我につながりかねない。できるだけ技を掛け合う

身体の動かし方を体験的に習得してほしいという思いと、お互い投げ合ってしっかり汗をかくほ

ど運動してほしいという思いで現在のようにしている。 



最後に読み上げている「柔道部心得」は、この知的障害者対象の教室が出来てからまとめたも

のである。柔道を通じて生活を律してほしいという思いでまとめた。就労支援の事業所などで始

業の前にみんなで読み上げているのを参考に取り入れた。 

 

４）練習の工夫と試行錯誤 

□左右が分かるように右手にバンドをつける 

 軽度の知的障害者とはいえいくつか苦手なことがあ

る。就労支援の事業所などで出会うこうした人たちには、

一見障害があるというのは気がつかず、また話しをして

もどこに障害がるのか分からないような人も多い。しか

しいろいろ関わってみると「簡単な計算が出来ない」「左

右が分からない」「靴ひもが結べない」などの課題をかか

えた人がいることに気づく。 

 当教室でも左右があいまいな人がいて、準備運動で「左

から」と声をかけて始めても半分くらいの人は反対側か

ら始めている現状があった。 

そこで最近の取り組みとして練習前にヘアバンドを渡し、右手にはめてもらってから練習を始

めるようにした。指導者も同じように右手にはめて、「バンドをはめている手を挙げて」と声をか

け、その後「その手のほうに体を倒します」と言って運動をする。するとこの方法を取り入れた

初日から全員がそろって同じ方向を向くようになった。 

 ヘアバンドは 100 円均一で 3 本入りのものを購入した。安価にして効果抜群である。 



□自転車ハンドルの利用 

 YouTube で紹介されている「投げ技マイスター」を

参考に当教室では「自転車のハンドル」をインターネ

ットで購入し受け身の稽古に役立てている。「投げ技

マイスター」のうたい文句は「安全で画期的な柔道練

習法！」である。 

 当会ではこれを膝立ちの姿勢から受け身の練習を

するときに使っている。これまでこの練習をするとき

に左右の受け身を取らせようとすると、掛けるほうは

持ち手を左右持ち替えなければならず、これが彼らには難しかった。 

 自転車のハンドルを握ってこの練習を始めるようになってから、掛けるほうはつり手、引き手

を持ち替えることを考える必要がなくなるので、左右の受け身を迅速に練習出来るようになった。

30 秒程度の時間を計って「どれだけ受け身ができたか」ペアごとに回数を競うこともしているが、

かつてより格段に運動量が増えこれだけでみんなの額に汗がにじむほどである。また「まず受け

身が上手になること」という当教室の柔道訓の実践にもふさわしい。 

 日常会話に不自由のない軽度の知的障害者にとっても、言葉による説明の理解は難しい。つり

手、引き手という表現の理解やそれを左右持ち替えるという簡単な動作の指導には苦労した。だ

が、ハンドルを握るだけなら説明なしに誰でもできる。自転車のハンドル（パーツ）はインター

ネットで 3,000 円ほどで購入した。 

 

□決まった順序の練習方法 

 知的障害や発達障害のある人は変化に弱いことが多い。いつも行なっている方法が変わると理

解が出来ず混乱する。こうした障害特性をわれわれ指導者はよく理解しておかなければならない。

幸いこうした障害特性を理解し適切な対応方法を教えてくれる書籍は近年多数出版され、われわ

れの理解を助けてくれている。 

 武道がこうした障害特性を持った人たちに適していると思うのは、比較的毎回の練習の流れが

同じであるということである。当教室でも練習の流れは大きく変えないようにしている。部分部

分では説明を入れたり、少し違う技を試してみたりすることはあるが、大きな流れはあまり変え

ないようにしている（3 章のとおり）。 

 

□スウェーデンの障害者柔道チームとの交流の中で 

 2016（平成 28）年 7 月にスウェーデン障害者柔道チームが来園し合同練習を行なった。この時

はスウェーデンのコーチがリードして練習を行なったが、それ以来、日常の練習でも準備運動で

そこで学んだ練習を一部取り入れている。（スウェーデンで行なわれている練習方法を学んだ研修

のレポートを当会のホームページで公開している。） 

 特に参考にしているのはペアになって動く練習である。当教室では準備運動としてストレッチ

を行なうが、これには静的な動きが多い。スウェーデンでは寒い土地柄なのでまず身体を温める

レポートを公開している当法人のホームページのアドレス 

http://www.warasibe.or.jp/tag/%e3%83%ac%e3%83%9d%e3%83%bc%e3%83%88 

 

http://www.warasibe.or.jp/tag/%e3%83%ac%e3%83%9d%e3%83%bc%e3%83%88


ことが必要なのか、ペアになって一緒に動き身体をほぐすという運動を何パターンか行いこれを

準備運動にしていた。「1 人が前かがみにになって、もう 1 人が馬飛びをする」「両手を取り合っ

て両方が回りながら進む」などである。 

 こうした遊び感覚のある運動は知的障害者にとって理解しやすい。ペアになってすることでお

互いの親密感も準備運動段階で進む。 

 当教室では２～３パターンの運動を取り入れているだけだが、練習開始からテンションが高ま

り活気が出る。 

 

□打ち込みなどの並び方 

 フォーメーションの理解も知的障害のある彼らにとっては難関のひとつである。グループの隊

形と自分の立ち位置を理解するには俯瞰的な視点が必要である。確かにスペシャルオリンピック

スにはサッカー、バレーボール、バスケットボール等団体競技はあるが、こうしたスポーツで要

求される「グループとしての動き」を教える指導法にはどのような方法があるのかについては今

後の課題としたいと思っている。 

 一方、陸上競技やウインタースポーツではスキー、スケート、その他対人競技ではこのような

フォーメーションは要求されず、知的障害のある人の指導も技術指導に集約される。 

 当教室では打ち込みなどの並び方に工夫をしているので紹介したい。一般的には打ち込みなど

では上級者、指導者が固定した位置に立ち、練習生が順にまわって技の練習をする。しかし回り

の動きを見ながら次の自分の立ち位置を探すことが知的障害者には難しく、当教室では指導者ク

ラスが図のように動くようにしている。これで知的障害のある練習生が１回ごとにキョロキョロ

せずスムーズに次から次へ打ち込みの練習が行なえるようになった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般的な打ち込み等の練習例 
上級者の立ち位置 

練習生の立ち位置 

打ち込みが終わったら順に立ち位置

を替えることで相手を替えて練習す

る。 

当教室の練習例 

練習生の立ち位置 

上級者の立ち位置 

上級者、指導者が立ち位置を替える

ことで練習生（知的障害者）が動く

ことなくスムーズに行なえる。 

◎ポイント 

練習生は立ち位

置を変えない。 



 関連した話をひとつ紹介したい。私がかつて支援していた軽度の知的障害者（男性）の例であ

る。野球が好きで定期的に練習したいという彼の意向を受けて、近隣の小学校で週末練習してい

るおじさんたちのチームに「出来ることだけでいいので練習に参加させてもらえないか」とお願

いしに行ったことがある。彼自身はキャッチボールをしたりノックを受けたり基本的な守備の動

きはできるし、バットを振っても打撃センスはいい。 

 「一度試してみましょう」ということで、その彼とそのおじさん野球チームの練習に参加させ

てもらった。三塁の守備についてノックを受けた彼はボールを取るところまではいいのだが、状

況に合わせて投げることが出来なかった。内野で受けたボールはいつも必ず一塁に投げるとは限

らない。ランナーの走塁に合わせた瞬時の状況判断が要求される。またほかのポジションのフォ

ローに入ることも出来なかった。 

 われわれ知的障害者の指導者がここで気をつけなければならないことは、フォーメーションや

瞬時の状況判断は彼らにとっては結構難しいということである。 

 無用な叱咤
し っ た

、叱責で彼らの自信とやる気を喪失されるようなことがないよう気をつけたい。固

定観念にとらわれない柔軟な指導方法の工夫で改善されることは多い。 

 

□BGM をかけながら。 

 これまで行った海外の道場では BGM をかけているところも見られた。当教室では利用者が持

ってきた CD をかけながら行なっている。これで参加者のテンションがあがり、音楽に負けない

よう声を出すという場面も見られるようになった。 

 ただし、これは知的障害のある人の練習環境として適していると胸を張っていうほどの方法で

はない。知的障害や発達障害のなかには聴覚過敏の人がいて、周囲のざわざわを嫌う人もいる。

通所施設などの作業場面では一点に集中するために耳栓をする人もいるほどである。 

 また日本の武道の道場では稽古中のこうした BGM をなじまないと敬遠するところも多いので

はないかと思う。ひとつの実践例として参考程度に思ってほしい。 

 

５）これまでの主な活動 

□2010（平成 22）年 当法人内で知的障害者対象の柔道教室開設 

 

□2011（平成 23）年 6月 神奈川県柔道連盟春季指導者講習会（神奈川県立武道館）参加 

・職員 5名、練習生 8名（知的障害者 5名、車いす利用者 3名） 

・指導者講習会で活動の概要説明とデモンストレーションを行なう。 

・横浜まで 1泊 2日の遠征となり、メンバーどうしの親睦の機会となった。 

 

□2013（平成 25）年 9月 日本武道学会障害者武道専門部会（筑波大学）参加 

・職員 4名、練習生 4名（知的障害者 1名、車いす利用者 3名） 

・日本武道学会の障害者武道専門部会設立に合わせ企画されたプログラムでデモンストレーショ

ンを行なう。当法人丸山理事長が活動紹介を講義した。 

・筑波大学まで 1 泊 2 日の遠征となり、翌日は東京ディズニーランドなどを巡って参加者にはよ

い経験となった。 

 



□2016（平成 28）年 7月 スウェーデン障害者柔道チーム来園 

・スウェーデンの障害者柔道チーム（知的障害者 13名、コーチ 3名）がわらしべ園来園し、合同

練習を行なう。 

・スウェーデンのコーチによるスウェーデンで行なっている練習方法で実施した。慣れない練習

にとまどいながらも外国人選手と組み合う姿は言葉によらないコミュニケーションの可能性を

感じさせた。練習後のお互いのたたえあいや笑顔がそれを物語っていた。 

 

□2016年（平成 28）年 10月 練習生の 1人が初段（黒帯）に昇段 

・当教室開設当初から通う男性（47歳、軽度知的障害）が大阪府柔道連盟の昇段試合で勝ち、規

定の勝ち数を満たして初段に昇段した。当教室の練習生として初の初段昇段である。 

・12月 3日毎日新聞夕刊でこの件が記事として掲載された。 

 

６）これからの課題 

①指導上の課題 

 今後の課題や取り組みたいことについてまとめておきたい。 

 まずは形の練習である。スペシャルオリンピックスでも披露されていたが、ヨーロッパの各国

が知的障害者の柔道にも形の稽古を取り入れている。日本では一般的に初段で投の形（手技、

腰技、足技）を習得するが、これらすべてを学ばなくても安全性などを配慮して２～３の

形を稽古するのは技の学習に良いことは言うまでもない。当教室の現在の練習ではなか

なか時間が取れないが、夏休み等で特別コースを設けるなど工夫することで取り入れら

れないかと思っている。 

 同じく寝技の練習も課題となっている。寝技は比較的ケガも少なく取り組めるという

こともあり、常に導入の機会をうかがっているが本格的な実施に至らずに終わっている。

スウェーデンのコーチが指導していたように技のイメージを持たせることで、自身の体

の使い方や相手との位置関係を理解しやすくする様な工夫が必要かと思われる。こうし

たことも今後の課題である。 

 また指導補助者に協力してもらい個々の練習の精度を高めるようにしたいとも思って

いる。今年からポスターでマネージャーの募集を呼びかけた。当法人の施設職員でも「柔

道をやるのはどうも…」という人でも「ときどき協力はしたい」という声はある。こうし

た人が指導補助者となって、準備体操のときに後ろから背中を押したり、掛け声を掛ける

ことで練習に参加する人が張り切ることがある。グループの指導では行き届かない部分

を補ってくれたらと思う。活動の理解者を増やす意味でも今後呼びかけたい。 

 

②活動上の課題 

 今回のレポートのテーマは指導についてであるが、ここでは少しだけ当教室の活動の課題もま

とめておきたい。 

当法人は障害者武道協会に参画しているが柔道関係者との関係は弱い。府の柔道連盟や近隣の

柔道教室の指導者との連携もあまりない。柔道という基盤を強化することも今後の課題である。 

 スペシャルオリンピックスには練習生の一部が登録し関係も出来つつある。幸い大阪事務局の

担当者は以前から知っている人であり、当法人の理解も深い。日本で柔道がスペシャルオリンピ



ックスの正式競技になるにはまだまだハードルがあるが、世界大会参加を目標に関係者と力を合

わせて取り組んでいきたい。 

 障害者柔道（武道）の段位制度構築は火急の課題である。当教室からは前述したように初段取

得者が出たが、多くの参加者は一般の昇段試合で勝ち点をあげるのは難しい。彼らなりの努力と

技術習得を評価し、自身の目標となるような段位制度を作ることが必要である。初段取得者が黒

帯を締めて練習する姿を見て「いつか自分も」と思うのは自然なことである。 

当法人内では身体障害のある人が熱心に柔道に取り組んできたにもかかわらず、黒帯を取れな

いことに業を煮やし結局柔道をやめてしまった残念な経験もある。当教室にとって段位制度の構

築は差し迫った課題となっている。段位制度については現在、障害者武道協会と協議していると

ころである。 

 

◎おわりに 

 今回は主に指導面に焦点を合わせたが、以前から取り組んでいる車いす利用の身体障害者（主

に脳性まひ）の柔道についてはまとめきれていない。リハビリテーションの要素を含んだ身体障

害者の柔道についてはこれまで創設者村井が何度かまとめてきたが、現状については一度整理し

ておく必要があると思っている。 

 また障害福祉に身を置く者として、障害のある人の余暇の課題については、柔道・武道関係者

にもぜひとも分かっておいてほしいところである。一般の子どもが遊びや習い事、中学生以上に

なればクラブ活動などに費やす時間が、障害のある人にとっては受け皿が少なく家で過ごすだけ

になったり、無目的に街をさまよい要らぬ勧誘に巻き込まれる事例を障害福祉にかかわる者なら

誰でも知っている。成人になって就職したり通所施設に通うようになっても問題は同じである。 

 当わらしべ会障害者柔道教室はこれまで柔道が彼らの健康や生活の向上に役立つことを経験し

てきた。また過去の海外視察で、海外では一般向けの地域の柔道教室が軽度の障害者なら受け入

れて一緒に練習していることを学んできた。 

 柔道は裾野が広く、世界各国に広がっている。しかし日本ではそうした土壌が幅広い対象者に

生かされているとは言いがたい。希少な例であるが、名古屋では柔道経験者で福祉の分野に就職

した人たちが集まっていろいろな人を対象に柔道教室を開いている。こうした例に学び、柔道と

いう土壌を生かし、多くの障害のある人が柔道に親しめるようわれわれもその一員となって尽力

したいと思っている。 

 なお、このレポートは当教室の対象者である軽度の知的障害者を頭においてまとめた。障害は

一律ではなく同じ障害でもその特徴や支援の方法は異なる。発達障害や精神障害の参加者も当教

室には来ているが数は少なく一般論として指導方法をまとめるには至らない。この点においては

他団体で実践のある指導者と今後情報交換していければと願っている。 

精神障害のある男性を連れてきているお父さんが「（息子が）練習に参加した日は薬を飲まなく

てもよいほどよく眠れるみたいです。」と喜んでおられるという例も当教室にある。柔道を通じて

こうした人たちに対しても力になれるようこれからも続けていきたい。 

 

 

 


