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サマリー
　本研究では、障害者スポーツを取り入れた小中
学校向け障害理解教育の効果をテキストマイニン
グの手法を用いて分析した。分析対象者は、中学
校４校、小学校１校のうち、福祉体験学習（車い
す・アイマスク体験）か障害者スポーツ体験を実
施した 169 人とした。テキストマイニングによる
カテゴリー化の作業は、共起ネットワークにおい
て関連が認められた単語によりカテゴリー化を行
い、各カテゴリーに含まれる語彙が使われている
文章の割合を算出した。福祉体験学習の上位３カ
テゴリーは、「障害のある人の気持ち」（70.7%）、「疑
似体験を通しての怖さ」（23.8%）、「日常生活との
環境の違い（生活の難しさ）」（14.2%）であった。
障害者スポーツ体験の上位３カテゴリーは、「障
害があってもなくても楽しめるスポーツ」(56.4%)、

「障害者スポーツのルールの工夫」（26.2%）、「競
技を通してのチームワーク」（9.2%）であった。
福祉体験学習では、疑似体験を通しての恐怖心や、
障害者が日常生活を送ることが困難であると考え
るネガティブな効果があった。障害者スポーツ体
験では、障害の有無にかかわらず、インクルーシ
ブな視点を促進する効果や障害に対する正しい知
識を得る効果があった。
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１　はじめに
　わが国において、障害の有無にかかわらず、全て
の人が平等に生きる社会の実現を目指している（1）。
また、学校教育における取組として、障害のある



14

幼児児童生徒と、障害のない幼児児童生徒や地域
の人々が活動を共にすることは、全ての幼児児童
生徒の社会性や豊かな人間性を育む上で意義があ
るだけでなく、地域の人々が障害のあるこどもに
対する正しい理解と認識を深める上でも重要な機
会となっている（1）。学校において、各教科やスポー
ツ、文化・芸術活動等を通じた交流及び共同学習
の機会を設けることにより、障害者理解の一層の
推進を図る取組等を行っている（1）。これらの交流
及び共同学習の推進として、障害理解教育の充実
が重要である（2）。障害理解教育とは、障害のある
人に関わるすべての事象を内容としている人権思
想、とくにノーマライゼーションの思想を基軸に
捉えた教育のことであり、障害に関する科学的認
識の形成を目指すものである（3）。近年、障害理解
教育の報告において、障害理解教育の概念に関す
る報告や実施方法に関する報告がされており、知
見が蓄積されつつある。
　障害理解教育の実践において、従来の障害疑似
体験を取り入れた福祉体験学習では、障害者のネ
ガティブな固定観念を形成する危険性があり（2）、
多様で複雑な障害を正確に体験することができ
ず、逆に障害者への否定的な見方が強調されやす
いことが報告されている（3）。
　近年、交流及び共同学習の教科の一つとして、
障害者スポーツが注目されている。1945 年英国
の Ludwing Guttmann により始められた障害者
スポーツは、1952 年国際ストークマンデビル大
会で世界的に認知されるようになった。わが国に
おいては、1964 年東京パラリンピックが開催さ
れ、身体障害者の社会復帰にスポーツが役立つこ
とが認識された（4）。本研究における大阪市西成区
では、福祉体験学習会において、誰もが同じ目線
で楽しむことができ、また東京パラリンピックに
より機運が高まり学校でも教材として取り上げら
れている「障害者スポーツ」に着目し、プログラ
ムに取り入れることとした。障害者スポーツ体験
を通じて、ルールや環境を整えることで誰もが活
躍できる場があることを学び、また障害者の社会

参加といったテーマについても、理解を深めるこ
とを目指した。
　障害者スポーツを小中学校対象の障害理解教育
に取り入れた報告はなく、また、障害者スポーツ
を取り入れた障害理解教育の効果については明ら
かにされていない。本研究では、西成区社会福祉
協議会とヒューマンライツ福祉協会が共同実施し
た福祉体験学習会で参加後に収集した感想文にお
ける記載内容をテキストマイニングの手法を用い
て分析し、分析結果を踏まえて事業を向上するた
めの検討を行った。

２　研究方法
２－１　分析対象と調査方法
　西成区社会福祉協議会では、『「ともに生きる
力」を育む』ことを目的とした福祉教育を、西成
区内の各小・中学校を対象に実施している。西成
区社会福祉協議会が実施する福祉教育の中の障害
理解教育では、車いす介助の体験、アイマスクを
使用した視覚障害者手引きの体験などの福祉体験
学習会や、障害当事者からの講話を通じて、自分
たちの生活するまちに障害者などさまざまな人が
生活していることを知り、福祉への理解を深め、
地域の福祉課題を我が事としてとらえ、次世代の
福祉の担い手となる人物を育成することを目指し
ている。さまざまな人と「ともに生きる」ことを
目指していくために、児童・生徒がより具体的に
イメージしやすい新しいプログラムの創出を目指
し、2020 年度より西成区社会福祉協議会と社会
福祉法人ヒューマンライツ福祉協会にて検討を重
ねた。
　2020 年度に西成区社会福祉協議会が実施した
福祉体験学習会のうち、西成区社会福祉協議会
とヒューマンライツ福祉協会が共同実施した５
校（中学校４校、小学校１校）を対象とし、福祉
体験学習会を受講した学生とした。調査期間は
2020 年 11 月から 2021 年３月であった。５校の
福祉体験学習会を受講した学生数は計 338 人（TN
中学校 84 人、I 中学校 59 人、TM 中学校 126 人、
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TR 中学校 32 人、K 小学校 37 人）であった（表１）。
感想文未実施の TN 中学校を除き、感想文を提出
した学生のうち、西成区社会福祉協議会へ郵送の
あったのは 223 人であった。分析対象者は、福祉
体験学習（車いす・アイマスク体験）か障害者ス
ポーツ体験を実施した 169 人とした。
調査方法として、福祉体験学習会に受講した学生
が記載した感想文を用いた。各学校より学生が感
想文を提出後、まとめて西成区社会福祉協議会へ
送付された。

２－２　福祉体験学習会の内容
　福祉体験学習会では、「福祉体験学習」と「障
害者スポーツ体験」の２つのプログラムを実施し
た。「福祉体験学習」では車いす体験とアイマス
ク体験を実施、「障害者スポーツ体験」ではボッ
チャ体験またはアイマスク体験を実施した。プロ
グラムの実施組み合わせについては、各学校の担
当教職員と打ち合わせを行い、各学校ごとに教育
内容に沿ったプログラムの種類を選択した。
「福祉体験学習」
　車いす体験は、基本的な操作方法を学び、２人
から３人で１台の車いすを使用し、それぞれが搭
乗者、介助者、見守り役となり、体育館や校舎内
に設置したコースを移動した。コースは公道上を
想定し自転車等の障害物を配置した道、スロープ
の昇降体験、体育用マットを使用した段差の昇降
体験を用意した。
　アイマスク体験は、２人１組となり手引きの基
本姿勢、歩く際の声掛けの方法、視覚障害者に配

慮すべき事項を伝え、普段生活している校舎内を
歩き、段差の乗り越え、階段の昇降、いすへの着
席など基本的な生活動作を行った。
「障害者スポーツ体験」
　ボッチャ体験は、学生を１チーム約３人にわけ
て、２チームで対戦した。ジャックボール（目標
球）と呼ばれる白いボールに、赤・青のそれぞれ
６球ずつのカラーボールを投げたり、転がしたり、
他のボールに当てたりして、いかに近づけるかを
競った。投球の際、学生は車いすに乗った状態で、
車いす操作や投球位置の調節を行った。
　ゴールボール体験は、鈴の入ったボールを転が
すように投げ合って、味方ゴールを守りながら、
相手ゴールにボールを入れて得点を競う競技であ
る。ボールがゴールに入ると１点が入る。最後に
得点の多い方が勝ちになる。ゴールボールのゲー
ム参加学生全員にアイシェード（目隠し）をつけ
た状態で行った。

２－３　データ収集
　福祉体験学習会を受講した感想文（自記式アン
ケート）で質的データを収集した。感想文の内容
として、「福祉体験学習（車いす・アイマスク体験）」
と「障害者スポーツ体験」に分けて、自由回答方
式にて学生の感想を聞いた。

２－４　分析方法
　自由回答はテキストマイニングのためのソフト
ウェア KH Coder を用いて分析を行った（5）。自由
回答の文章を入力してテキスト形式で保存して頻
出語をリストし、先行研究において育児支援事業
や保健師研修事業での意見交換を分析した際と同
様の手法で分析を行った（6）（7）。感想文の内容の「福
祉体験学習」と「障害者スポーツ体験」のそれ
ぞれ５回以上使われている単語をカテゴリー化し
た。
　カテゴリー化の作業は、KH Coder が提示する
共起ネットワークを行った。共起ネットワークで
は、自由回答の文章を形態素解析することで頻出

表１　福祉体験学習会の実施内容

＊緊急事態宣言発出に伴い、福祉体験学習と障がい者スポーツ体験が未実施となった。
　なお、福祉体験学習会に代わり障害理解講座を実施した。 
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単語を抽出し、単語の共起性についてジャッカー
ド距離を測定した。共起ネットワークにおいて関
連が認められた単語によりカテゴリー化を行っ
た。カテゴリー化の結果を量的に提示するために、
各カテゴリーに含まれる語彙が使われている文章
の割合を算出した。

２－５　倫理的配慮
　本研究は無記名のデータ分析であるため、文部
科学省・厚生労働省「人を対象とする医学系研究
に関する倫理指針」における「既に連結不可能匿
名化されている情報」のみを用いる研究に該当し、
倫理審査の除外対象であった。また、学生より教
職員へ感想文が提出されたのち、教職員が感想文
の内容を確認した。教職員にて、感想文内に個人
が特定される項目についてマスキング後、西成区
社会福祉協議会へ送付された。
　なお、本研究では「障害」に統一して表記して
いる。

３　結果
３－１　福祉体験学習（車いす・アイマスク体験）
　　　　の結果
　福祉体験学習（車いす・アイマスク体験）の感
想文（文章数 598）から共起ネットワークにてカ
テゴリー化を行った（図１）。上位３カテゴリー
は、「障害のある人の気持ち」（70.7%）、「疑似体

験を通しての怖さ」（23.8%）、「日常生活との環境
の違い（生活の難しさ）」（14.2%）であった（図２）。
上位３カテゴリーの記載例を以下に示す。

「障害のある人の気持ちを考える」
“僕は車いす体験で障害者の気持ちを体験しまし
　た。（中学生）”
“アイマスク体験では、目の見えない障害の人た
　ちの気持ちを考えることができた。（中学生）”

「疑似体験を通しての怖さ」
“車いすで坂を行ったら、とても怖かったです。
　（中学生）”
“目が見えない人は、歩くのがこんなに怖いなん
　て、初めてしりました。（中学生）”

「日常生活との環境の違い（生活の難しさ）」
“いつも歩いているところでも距離が全然分から
　なくて、どこで何に当たってしまうかも分から
　なくて怖かったです。（中学生）”
“丁寧に手すりの場所を教えてくれたり前を歩い
　て安全なことを示してくれましたが、いつもと
　違うことをしたので慣れませんでした。（中学
　生）”

３－２　障害者スポーツ体験の結果
　障害者スポーツ体験の感想文（文章数 535）か
らから共起ネットワークにてカテゴリー化を行っ
た（図３）。上位３カテゴリーは、「障害があって図１　福祉体験学習（車いす・アイマスク体験）

　　　の共起ネットワーク図

図２　福祉体験学習（車いす・アイマスク体験）
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もなくても楽しめるスポーツ」（56.4%）、「障害者
スポーツのルールの工夫」（26.2%）、「競技を通し
てのチームワーク」（9.2%）であった（図４）。

「障害があってもなくても楽しめるスポーツ」
“これなら足の不自由な人や体力のない人でも僕
　はすごく楽しめるスポーツで、どんな人でも楽
　しめると思います。（中学生）”
“わたしは、ボッチャをして思ったことは、ボッ
　チャは全いんできるスポーツでいろんなルール
　があってそして、体が不自由な人、そうじゃな
　い人全いんが楽しめるスポーツだなと思いまし
　た。（小学生）”

「障害者スポーツのルールの工夫」
“障害者にあった投げ方ができるという点が楽し

　める工夫かなと思います。（中学生）”
“足と手の不自由な人でも楽しめるスポーツだし、
　その人の力かげんでボールの重さもえらべるの
　で１年生にルール説明をしたらすぐ出来ると思
　います。（小学生）”

「競技を通してのチームワーク」
“今回はチーム戦で、ボールが行き過ぎてしまっ
　たとしても、味方がカバーしてくれたり、声か
　けをしあえたので、そういうところが楽しめま
　した。（中学生）”
“最初はまけていても白ボールにあたって自分の
　チームのボールが１番近くなったりするところ
　がおもしろくてよかったと思います。（中学生）”

４　考察
　以下、福祉体験学習会の感想文から得られた「福
祉体験学習」について、また、「障害者スポーツ
体験」について考察し、事業評価にて得られた示
唆について述べる。

４－１　福祉体験学習について
　福祉体験学習（車いす・アイマスク体験）の感
想文では「障害のある人の気持ちを考える」が取
り出され、福祉体験学習を通して、実際に車いす
やアイマスクを使用した疑似体験によって、参加
した学生において障害者がどのような気持ちかを
考えることができたことが伺えた。しかし、徳田（3）

は「障害理解」を構成する要素として、①障害に
関する正確な「知識」、②知識を基にした適切な「認
識」、③認識から形成される「態度」、④態度の発
現としての「行動」の４つをあげており、これら
４つの要素の観点から、障害理解教育の成果とし
ては不十分であることが考えられる。
　「障害のある人の気持ちを考える」に次いで、「疑
似体験を通しての怖さ」と「日常生活との環境の
違い（生活の難しさ）」についての語彙を含む文
章が多かった。先行研究によると、体験的学習は
子どもの障害のある人への意識を肯定的に変える
働きをもつが、体験のみで終始すると、障害のあ

図３　障害者スポーツ体験の共起ネットワーク図

図４　障害者スポーツ体験
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る人に対する意識を歪める恐れがある（3）。また、
体験的学習のみでは子どもたちが障害特性やそれ
に応じた適切な関わり方のほかに、障害とは何か、
またはわれわれの社会や生活に障害がいかなる影
響を及ぼすかについての「障害や障害者問題に関
する科学的な認識」を深めきれないことが報告さ
れている（8）。本研究においても、福祉体験学習を
通して、障害者の気持ちの理解を深める点におい
ては障害への気付きが伺えるものの、疑似体験を
通しての恐怖心や、障害者が日常生活を送ること
が困難であると考えるネガティブな効果が示唆さ
れた。

４－２　障害者スポーツ体験について
　障害者スポーツ体験の感想文で、「障害があっ
てもなくても楽しめるスポーツ」についての語彙
を含む文章がもっとも多かった。障害理解教育は
ノーマライゼーションの思想を基軸に捉えた考え
方（2）であり、アダプテッド・スポーツがノーマ
ライゼーションの推進に貢献する（9）ことが報告
されている。本研究において、スポーツを通して、
障害の有無にかかわらず、誰もが楽しめるインク
ルーシブな視点を促進する効果が示唆された。
　「障害者スポーツのルールの工夫」が多かった。
先行研究において、障害者スポーツ実習において、

「障害があるために～ができない」といった能力
障害ではなく、「障害があっても支援や工夫の仕
方でなんでもできる」といった活動能力の可能性
への気づきが促進された（10）ことから、本研究に
おいても同様の結果となったことが考えられる。
障害者スポーツのルールを通して、合理的配慮か
らどのような支援や工夫が適切なのかを科学的に
認識し、障害に対する正しい知識を得ることの可
能性が考えられる。これらのことから、本研究に
おいて、障害者スポーツ体験は、障害理解として
有用であることが推察される。

４－３　今後の障害者スポーツを取り入れた小中
　　　　学校向けの障害理解教育への示唆
　以上をまとめると、福祉体験学習では、「障害
のある人の気持ちを考える」「疑似体験を通して
の怖さ」「日常生活との環境の違い（生活の難し
さ）」であり、障害者スポーツ体験「障害があっ
てもなくても楽しめるスポーツ」「障害者スポー
ツのルールの工夫」「競技を通してのチームワー
ク」と感想文の内容に違いがあった。福祉体験学
習では、上位３カテゴリーのうち、２つのカテゴ
リーにてネガティブな内容となった。それに対し
て、障害者スポーツ体験では、上位３カテゴリー
のうち、全カテゴリーにてポジティブな内容と
なった。障害理解に関する体験の差異について、
障害疑似体験に比べ障害者スポーツ実習は、障害
者支援についてポジティブな回答が有意に高く、
障害困難イメージについてネガティブな回答が有
意に低かった（10）ことから、本研究における小中
学生においても、同様の結果となったことが考え
られる。本研究において、福祉体験学習では「障
害のある人の気持ちを考える」カテゴリーについ
て、障害理解教育として不十分であることが考え
られるものの、学生の障害への「気付き」は重要
と考える。今後どのように障害理解としての科学
的認識へと発展させていくのかの方法を検討する
必要がある。また、障害者スポーツ体験では、感
想文が障害に関するポジティブな内容であり、障
害理解として有用であることが考えられる。今後、
障害理解教育として障害者スポーツ体験の意義が
希薄化し、スポーツ競技のゲーム性自体の楽しさ
に偏らないよう留意が必要である（10）。これらの
ことから、小中学校向けの障害理解教育として、
障害者スポーツ体験と福祉体験学習等の実施内容
のバランスの検討や、障害に関する科学的認識に
寄与するプログラムの検討が重要であることが考
えられる。

５　本研究の限界
　本研究の限界は、第１に、福祉体験学習会のプ
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ログラムの実施組み合わせについては、各学校ご
とに教育内容に沿ったプログラムの種類を選択し
ていることである。そのため、全ての学校にて「福
祉体験学習」と「障害者スポーツ体験」がどちら
も行われていないことから、結果の取り扱いには
留意が必要となる。第２に、本研究のテキスト解
析は記述的な統計手法に留まったため、有意性の
評価などは行っていない。今後は仮説検定などに
もとづく、より詳細な検証が必要である。第３に、
本評価は福祉体験学習会受講後の感想文による効
果の検証に留まっている。そのため、福祉体験学
習会受講前と受講後の介入効果の検証を行うこと
が必要である。

６　まとめ
　本研究では福祉体験学習会を受講した小中学生
の授業後の感想文について、自由記載の質的デー
タをテキストマイニングの手法を用いて分析し
た。福祉体験学習では、障害者の気持ちの理解を
深める点においては障害への気付きが伺えるもの
の、疑似体験を通しての恐怖心や、障害者が日常
生活を送ることが困難であると考えるネガティブ
な効果があった。障害者スポーツ体験では、ス
ポーツを通して、障害の有無にかかわらず、誰も
が楽しめるインクルーシブな視点を促進する効果
があった。また、障害者スポーツのルールを通し
て、合理的配慮からどのような支援や工夫が適切
なのかを科学的に認識し、障害に対する正しい知
識を得ることの可能性が考えられる。これらのこ
とから、障害者スポーツ体験を取り入れた小中学
校向けの障害理解教育は有用であった。
　障害者スポーツと障害理解教育はノーマライ
ゼーションの理念が共通の基軸にある。本研究で
は、障害理解教育に障害者スポーツを取り入れた
小中学校の学生からインクルーシブな視点が確認
できた。今後は、障害についての科学的認識をよ
り深められるよう、障害者スポーツを取り入れた
障害理解教育を工夫して運営・実施することが重
要であると思われる。
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