
『第3回みんなでやろう！ アダプテッド・スポーツ』

HOKKAIDO ADAPTIVE SPORTS：齊藤 雄大

2022年10月27日 ＠オンライン
19：00-20：00

北海道教育庁石狩教育局 『チャンネル・スタディ』



本日の内容

目的（ねらい）

アダプテッドスポーツの基本的な理解

• 齊藤の活動紹介

• 「障がい者スポーツ」とは

• 「障がい」の正体を考える

• 「共生社会」の理解を深める

• 教材紹介

内容（方法）

スケジュール

• 齊藤の紹介 19：00-19：10

• アダプテッドスポーツ 19：10-19：20

• アメリカの情報 19：20-19：30

• 「違い」≠「障がい」 19：30-19：40

• 「ルール」で「共生」 19：40-19：50

• 教材紹介 19：50-20：00



齊藤 雄大(33歳）

一般社団法人HOKKAIDO ADAPTIVE SPORTS 代表

学歴
北翔大学 生涯学習システム学部健康プランニング学科

北翔大学大学院 生涯学習学研究科 生涯学習学専攻 修了
小樽商科大学大学院 アントレプレナーシップ専攻 在学中

職歴
北翔大学北方圏学術情報センターＰＯＲＴＯ 研究員
北翔大学北方圏生涯スポーツ研究センターSPOR
jikeiスポーツクラブえにわ こども教室 インストラクター
北海道メディカルスポーツ専門学校 教員
北海道ハイテクノロジー専門学校 教員

その他の活動
北翔大学硬式野球部 コーチ（2011-14）
車椅子ソフトボール日本代表 コーチ（2012-14）

監督（2015-16） 世界大会5位

サイトウ ユウタ



障害って何だ？？

「できない」

「かわいそう？」 「優先」

「特別」

「優しく」

http://2.bp.blogspot.com/-QHPTD2LhD54/Vrc0K8AfDxI/AAAAAAAA31g/RNyXPsbD55M/s800/hakujou_tenji_block_man.png


ハインツ・フライ（スイス）

「 障害のない人は、

スポーツをしたほうが良いが

障害がある人は、

スポーツをしなければならない 」

車いすマラソン世界記録保持者

Ｂｙ（公財）日本パラスポーツ協会



障がい者スポーツの意義
（ハインツ・フライ）

• 障がいがあるからこそ積極的にスポーツを行い、

それによって（ ）し、

（ ）や（ ）

をはかるべき

身体機能を維持

健康の増進 体力の向上

Ｂｙ（公財）日本パラスポーツ協会



障がい者スポーツの理念

体を動かすことによって得られる（ 爽快感 ）や（ 達成感 ）は、

（ 積極的な生活 ）を生み出すことができる。

（ 障害の有無 ）にかかわらず、幼児から高齢

者まで、スポーツの日常化は

（ すべての人々の基本的な人権 ）である。

Ｂｙ（公財）日本パラスポーツ協会



アダプテッドスポーツとは（2004矢部）

世界的に（ 『障害者』という言葉 ）を用いない傾向にある。

英語圏では1970年代から、障害者の体育・スポーツ
をadapted physical activity （APA）と呼ぶなど、世界
的に「障害者」という言葉を用いない傾向にある。

Disabled 
sports 

Adapted 
physical 
activity 

アダプテッドスポーツ

近年

（2004矢部）

障害者スポーツ



アダプテッドスポーツとは（スポーツ辞典）

• 『最新スポーツ科学辞典』（2006）

身体に障害のある人などの特徴に合わせて ルールや用具を改変、あるいは新たに考案して行うス

ポーツ活動を指す。

（ 身体に障害のある人だけではなく ）、

高齢者や妊婦等、（ 健常者と同じルールや用具の下にスポーツ

を行うことが困難な人々 ）がその対象となる



アダプテッドスポーツとは（2006藤田）

〈適応された身体活動〉

スポーツを行う各個人に合わせて創られた身体活動という意

味になる。スポーツのルールや身体活動の方法を（ 個人の

身体の状況 ）、あるいは（ 知的な発達状況 ）に応じて

作り変えるということ。

下半身にある障害は、（ 車いすや義足 ）といった用具の

使用、それに見合った（ 運動の技術 ）、そしてそれに合

わせた（ ルールの修正 ）によって運動やスポーツに

（ 参加 ）できるのである。



障害があっても可能であれば一般の競技に参加できるようにする

アダプテッド・スポーツという概念と方向性

「Ｉｎｔｅｇｒａｔｉｏｎ」田中（2006）

「障害者だけが行うスポーツ活動」という狭い概念から、
障害の有無に関わらず「その人に合ったスポーツ活動」という広い概念へ

「アダプテッド・スポーツ」 矢部（2004）

障害のない人が車椅子を利用してスポーツを行う場

「Ｒｅｖｅｒｓｅ Iｎｔｅｇｒａｔｉｏｎ」 藤田（2008）

近年、世界的に「障害者」という言葉を用いない傾向にある

車椅子バスケットボールでは健常者が出場できる大会があり、障害者と健常者が同じ環境の中で
真剣勝負を行っている。「Reverse Integration」の考え方をすでに実践している。



これから先は、障害のある人のためだけの

スポーツという狭い概念ではなく、

もっと大きな概念でとらえる必要がある。

（藤田2008）

アダプテッドスポーツの将来性・方向性



私が見た３つの拠点

① University of Texas at Arlington 

→ カレッジスポーツ

② University of Arizona

→ カレッジスポーツ×コミュニティスポーツ

③ Lakeshore Foundation
→ ナショナルトレーニングセンター

テキサス

アリゾナ

アラバマ



University of Texas at Arlington
Movin` Mavs

カレッジスポーツとしての拠点



University of Arizona
Adaptive Athletics

カレッジスポーツ×コミュニティチームとしての拠点



Lakeshore Foundation

オリンピック・パラリンピック トレーニングセンター

地域のスポーツ拠点（活動・研究・支援）



Americans with Disabilities Act（1990～）

障害者の差別を禁止する公民権法

• 差別

• 雇用

• 公共サービス

• 合理的配慮

など



指導の現場（特に学校教育）で意図的に演出しないといけないこと

科学 民主主義と

真理探究

総意・合意をとる ルールづくりわかるようにできている法則を学ぶ



“違う”とは
差別の正体に近づく必要がある



• “限り”を設ける

デザインエラーが起きてる

• “奪わない” 独立させる

「自分」と「他人」と「チーム」

• “喜び×喜び”を

何を目標にすべきか

SDGsで考えてみよう

ビジネスの仕組みを考える





世界の左利き人口はどのくらいか

A 約3割

B 約1割

C 約５％

生きづらさ…

https://2.bp.blogspot.com/-BZOQfMuEdQU/U82z4XEK7nI/AAAAAAAAjOA/-eI-kW7TNdw/s800/hidarikiki.png
https://2.bp.blogspot.com/-C7zbqrA5ysg/W-0hIXw9mvI/AAAAAAABQPc/VzS-_nHrVCwZmAxMRjhMLZtvCoUM8GpXgCLcBGAs/s800/syokuji_hidarikiki_butsukaru.png
https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=https://toride-ryugasaki.work/blog/post-1246/&psig=AOvVaw1LwsqPVfiVUSPpPpmxcz1u&ust=1575020339468133
https://1.bp.blogspot.com/-F1NdnPMF_Jw/VsPnSIxbiFI/AAAAAAAA4D0/WQwdsJKzGG8/s800/music_sakkyoku_guitar_man.png
https://1.bp.blogspot.com/-F1NdnPMF_Jw/VsPnSIxbiFI/AAAAAAAA4D0/WQwdsJKzGG8/s800/music_sakkyoku_guitar_man.png


Martha‘s Vineyard 諸島

約4人に1人が聴覚障害

その当時
使用されていた
言語は？？？

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=/url?sa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D%26url%3Dhttps://www.forbes.com/sites/kathleenhowley/2019/09/01/obamas-buying-marthas-vineyard-estate-from-boston-celtics-owner/%26psig%3DAOvVaw2dKOi0_SS20KN8IZoqnr1S%26ust%3D1575021330499951&psig=AOvVaw2dKOi0_SS20KN8IZoqnr1S&ust=1575021330499951


MARTHA‘S VINEYARD 諸島

島に住む全員が、手話と口述を使える。
島民は、農業や漁業、商売も盛んに行われた。

https://1.bp.blogspot.com/-tR-eEGdYkY0/VAlNbccOQ4I/AAAAAAAAmFY/d-7PH8Fs-uo/s800/syuwa.png
https://4.bp.blogspot.com/-nDWuIXRISVg/UUFxugsou3I/AAAAAAAAO0I/iUKxxrS6E3k/s1600/manzai.png


https://ww1.fukuoka-edu.ac.jp/~fukuhara/jikken/leaf_shape4.html
https://ww1.fukuoka-edu.ac.jp/~fukuhara/jikken/leaf_shape4.html


平均値で統計学的に進めていくと…

多数派のための社会づくりになって当然



ABLEISMエイブリズム（能力主義） の結果

•能力の無い＝価値が低い

•健常者（多数派）中心主義

→戦争で活躍できないから

•多数派主義

→物が売れないから

益々…

歪んだ優劣の価値観は
奪い合いから生まれた



SDGs→“奪わない”努力をする 多数派デザインだとしても



“違う”を
どうやって認めるのか



“ルールづくり”
の話

誰が決めると思いますか？？



多数派のための社会づくりになって当然

我々はそこまでバカじゃない!!

平均値で統計学的に進めていくと…



この分布にすら入れない人達の一票に
耳を傾ける準備が出来るかどうか…

グローバル：ビジネスや民主主義の質が我々に問われる

ビジネスチャンスが無いわけではない

https://ww1.fukuoka-edu.ac.jp/~fukuhara/jikken/leaf_shape4.html


一人一人、“違う”と言う事…

視覚障害、精神障害、聴覚障害、
知的障害、車椅子、左利き、身長、
性別、職業、宗教、国、肌の色…

ビジネスチャンスが無いわけではない



“障害（壁）も越えられる”

付き合う事が出来れば

“違いを前提に”

障害とは 何だ??

元々、全員そうですよね??







教材紹介
I’M POSSIBLE PHOTO BY JPC

(HTTPS://WWW.PARASPORTS.OR.JP/PARALYMPIC/IAMPOSSIBLE/)



手作りぼっちゃ

• https://www.kodomola

b.net/

• https://ameblo.jp/bluea

ngel09/

• https://aobatoy.exblog.j

p/

https://www.kodomolab.net/
https://ameblo.jp/blueangel09/
https://aobatoy.exblog.jp/


交流のコンテンツとして注目が集まっています

https://www.oricon.co.jp/news/2230061/



スポーツの特性について

競技スポーツとそれ以外…

パラリンピックとそれ以外…

スポーツの定義とは？？

正直、説明できません

スポーツを通して何をするか
スポーツにしかない魅力は何か

目的志向

活動を通して、他の活動が豊かになる



「先生、スポーツがしたいです」
「この児童生徒たちにスポーツを

させてあげたいです」

プログラムを考える

講師や団体を探し、委託する

体育の授業で

部活動や課外活動で

などなど

スポーツを通して何をするか
スポーツにしかない魅力は何か

目的志向



スポーツの目的・タイプ（人間サイド）

⚫リハビリテーション

⚫生きがい

⚫健康づくり・友達づくり・ストレス解消

⚫厳しい競争・高い競技性

⚫障害との関係 などなど

すべての人々がスポーツの対象である

健常者

重度

軽度

障
害
の
レ
ベ
ル

競技的レクリエーション的



スポーツの目的とタイプ（競技特性サイド）

生理的 意識的
遊ぶ（表現・動き）

⚫ 歩く
⚫ 走る
⚫ 回る
⚫ 跳ぶ
⚫ つく（バウンド）
⚫ 投げる
⚫ 拾う
⚫ 捨てる
⚫ 叩く
⚫ 蹴る
⚫ 捕る
⚫ 置く
⚫ 浮く・泳ぐ
⚫ 座る
など

運動（狙う）

⚫ 合わせる
⚫ 狙う
⚫ 使う
⚫ わざと
⚫ 意識する
⚫ 道具を使う
⚫ 打つ
⚫ 捕る
⚫ 一緒に協力
⚫ 当てる
⚫ 予測する
⚫ パスする
⚫ シュートする
などなど

真似る

スポーツ（競う）

⚫ 試合
⚫ 結果
⚫ 計る
⚫ 得点する
⚫ 勝ち負け

生態的健康 思考的健康
『 的』健康??社会

スポーツを
通して
何を得るか

指導者の醍醐味!!



目的志向の利点

出来ることを数える
↓

出来ることが増える
↓

可能性に変わる

①既存の“システム”に可能性を探る
（この種目どうかな、これできるかな）
↓

②できないことが見つかる（数える）

（これもダメ、あれもダメ）
↓

③できないことが増える
（できない、やりたくない、やらせたくない）

続ける・選べる

続けられない
選べない



『っぽい』を考える

既存のスポーツ種目は難しいけど…

指が動く、目が動く、車いすを操作できる
↓
ボールを追う、予測する、作戦を立てる
↓
野球盤ならできるのでは

サッカーはできないけど、サッカーっぽいことはできる
バレーボールはできないけど、バレーっぽいことはできる

本人の思い、スポーツ側のルールは一旦考えない

https://www.youtube.com/watch?v=ihfyXEEfHD4

https://www.youtube.com/watch?v=ihfyXEEfHD4


その「人」と、
その「スポーツ」の距離を考える

バ
ス
ケ
ッ
ト
ボ
ー
ル

さ
い
と
う

ゆ
う
た
君



なぜ既存のスポーツを選ぶのか

社会との接点になる



スポーツを通して何を得るか

未来（社会）と繋がるきっかけになれば100点満点



スポーツの魅力とは
「スポーツそのものが社会づくり」

ルール（やり方・法則性）を学ぶことが、

“社会づくり”になる

体制は？（指導者、受け入れ） バリアフリーは？

もちろん、社会サイドは整っていません。

→ルールづくり（人間サイド）を鍛えるのが重要だと考えています

社会の一員として、社会（ルール）を作っていく人材

だから



メモ


