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ご家族、指導者の皆様へ  

 
長年にわたり、多くの家族の方々、コーチ、先生方から８歳になる前の子供達もスペシャル

オリンピックスに参加することができるようになったらとの希望が多く寄せられていました。

この度、マテル子ども財団の惜しみない支援と、各国で活動する先駆的なスペシャルオリ

ンピックス関係者の努力により、知的障害のある８歳以下の子供達の運動能力を鍛え、強

化し、成果を発表するためのプログラムを作り上げました。熱意と大きな期待を背負って、

この「スペシャルオリンピックスヤングアスリートプログラム（Special Olympics Young 

Athletes™ program）」は作られました。２歳から７歳までの子供達にも、スペシャルオリン

ピックス活動の一員として参加してもらいたいと願っています。 

 

「ヤングアスリート・アクティビティ・ガイド」は様々な目的に合わせて作成されました。まず

始めに、この冊子にある活動に取り組むことによって、知的障害のある子供達の身体、認

知、社会性が発達するきっかけとなることを強く願っています。第２に、社会に対して、知的

障害のある子どもが持つ様々な能力の高さについて広く知ってもらいたいという願いが込

められています。また、このプログラムは新しくファミリーになった方々に向けて、スペシャ

ルオリンピックスの資源や支援可能なことについて紹介する入門書の意味も持っています。

もちろん将来のスペシャルオリンピックス・アスリートが自分のスキルを向上させ、自信をつ

け、8歳になった時に競技に参加する準備が整っているようにするという利点もあります。 

さらに、家庭生活の中においてもヤングアスリート活動が行われるようになることを望んで

います。この活動は子供の成長を促すだけではなく、家族やその他の子供達が成長し、共

に遊び、あらゆる面で強くなるきっかけにもなります。ヤングアスリートプログラムへ参加い

ただきありがとうございます。ヤングアスリートプログラムを存分に活用し、楽しんでいただ

ければと思います。 

 

スペシャルオリンピックス理事長兼CEO 

ティモシー・シュライバー 
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スペシャルオリンピックスより謝意を表します。 

 協力団体: 

 マテル子ども財団 

 リンチ・ファミリー財団 

 ギャングファミリー財団 

  

フィールドテスト協力プログラム: 

Special Olympics Azerbaijan  Special Olympics North Carolina 

Special Olympics Chile   Special Olympics Panama 

Special Olympics China   Special Olympics Paraguay 

Special Olympics Delaware  Special Olympics Romania 

Special Olympics El Salvador  Special Olympics Southern California 

Special Olympics Illinois   Special Olympics Texas 

Special Olympics Iowa   Special Olympics Venezuela 

Special Olympics Ireland   Special Olympics Wisconsin 

Special Olympics Israel 

Special Olympics New York 

 

＊ヤングアスリートの夢を応援してくれる、世界各国のスペシャルオリンピックスス
タッフ 

＊ヤングアスリート評価チーム 

＊ヤングアスリートプログラムに共に参加してくれる友達、ボランティアスタッフ、指導
者、家族の方々 

＊今回のヤングアスリートプログラムを作成してくれた、スペシャルオリンピックス
ニュージャージーの方々に特に感謝の意を伝えます。 
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どんなプログラム？ 

ヤングアスリートは、知的障害のある子供達に大いに役立つスポーツに基づいた画期的な遊
びのプログラムです。活動的になって楽しみながら、運動能力の基礎を学ぶように開発されま
した。ファミリー、ボランティア、先生方が家庭もしくは地域、学校などで実施できるよう様々な
目的に合ったプログラムになっています。 

ヤングアスリートは、ゲームや歌を取り入れた活動で、２歳から７歳の子供達を対象にしていま
す。身体、認知、社会性の３つは、スポーツの場に関わらず非常に大事な能力で、これら３つ
の能力を磨き、支援するプログラムです。知的障害の有無に関わらず、全ての子供達にとって
一緒に活動して互いの能力を高め、楽しめるものになっています。またさらに、地域のスペシャ
ルオリンピックスと家族をつなぐ架け橋となれば幸いです。 

 

 

ヤングアスリートの目標は？ 

1968年以来、スペシャルオリンピックスではトレーニングと競技会を、青少年や成人を対象に

提供する活動をしてきました。そして、より低年齢の子供達とそのファミリーの支援のために、
今回のヤングアスリートプログラムを立ち上げることになりました。その目標は次の通りです。 

 身体、認知、社会性の成長を促すように作られた発達面において適した活動を通
じて知的障害のある子供達と関わっていく。 

 スペシャルオリンピックス支援のネットワークに知的障害のある子供達のファミリー
を温かく迎え入れる。 

 仲間の参加、デモンストレーション、様々なイベントを通じて、知的障害のある子供
達の能力について意識を高める。 
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どのように始めるか? 

このアクティビティガイドは指導者のために、活動の進め方、必要となる道具のポイント、指導
者のためのヒントをまとめ、基本的な指導書としてあります。活動がスムーズにいくよう、始める
前に十分冊子に目を通して頂き、必要な道具や代替となるものを用意して下さい。 

 

   また、次の3点をお勧めいたします。 

 アクティビティガイドに付いているDVDや、インターネットでビデオをご覧ください。 

 「スペシャルオリンピックスヤングアスリート」デモンストレーションとプログラムを
見学してください。 

 30分以上のグループセッション用に「ヤングアスリートレッスンプラン」をダウン
ロードしてください。 

 

他に役に立つ情報は? 

知的障害のある子供、青少年のためのヤングアスリートに関する情報はスペシャルオリンピッ
クスを通じて提供します。地域のスペシャルオリンピックスへお問い合わせ下さいますようお願
いします。 

またウェブサイトでも情報を得ることができます。参考にして下さい。 

www.specialolympics.org/youngathletes 
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用 具 

ヤングアスリートプログラムで使用する用具: 

代替品は斜体で右に記します。 

平均台   ロープもしくはフロアマーカー 

軽く、空気を入れてふくらませるボール（ビーチボール）  ボール 

お手玉  

小さめサイズの柔らかい素材のおもちゃ 

または花や葉っぱなど自然の素材など  

コーン  箱、ペットボトルに砂を入れたもの  

大きめのプラスチック製ブロック  

発泡スチロール製もしくは木製のブロック  

丸棒  

花壇用棒、ペーパータオルもしくはラップの芯  
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フロアマーカー  テーブルマットやテープ  

フープ  様々な大きさの箱もしくはフラフープ  

ラケット  短めの棒 

スカーフ  レジ袋など軽くてふわふわした材質の物  

動きがゆっくりなボール  ボール  

小さめのスポンジボール  ボール  
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活動内容リスト 

 

1. 基礎運動 

2. 歩くことと走ること 

3. バランスとジャンプ 

4. トラップとキャッチ 

5. ボール投げ 

6. 打つこと  

7. キック 

8. 応用スキル 

 

 

 

  8-11ページ 

12-14ページ 

15-17ページ 

18-21ページ 

22-25ページ 

26-29ページ  

30-33ページ 

34-37ページ 
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1．基礎運動 

 スカーフゲーム  
 

スカーフ 

 

子供がスカーフの動きに応じて、頭と目をよく動かすようにしてください。 

スカーフを落として、アスリートが自分の手、頭、肘、足などを使って 

 "キャッチ"するようにします。 

 スポーツソング(“バスの歌”を歌う。) 

 
 歌詞に合わせて体を動かします。子供が無意識にしている動きも取り入れるように 

   します。 

 子供が歌詞にあわせて反復できるかを観察します。 

 

 

 幸せなら手を叩こう 

 
 誰でも知っているこの歌に合わせて体を動かしましょう。「手を叩く」を「足踏み」、 

 「お腹をなでる」、「身体を揺する」、「手で頭を叩く」などに変更しても良いでしょう。 

ポイント 

 
エネルギッシュに一生懸命 

動くよう参加者を促します。 

歌詞を覚えたり、動きや身体の 

いろいろな部分を覚えたりする 

力について記録を取るようにし、 

例えば食事や着替えといった 

他の活動でも意識するようにしましょう。  
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探しものごっこ（“I spy with my little eye….”）  
  

 フロアマーカー、お手玉（ジャグリングボール） 

 

指導者は、皆が識別できるような回りにある物を言います。 

子供達は走ったり、歩いたり、這ったりしながら、その言われた物のところへ行く 

というゲームです。 

上達すれば物の特徴（色、形など）を言うようにします。 

例えば青色の物を探しなさいと言ったら、何でも良いので 

青色の物を探させるのです。 ペアを組んでゲームを行うことも可能です。 

 

 

障害物コース 

 
コーン、フロアマーカー、フープ、丸棒 

 

物の色、名前、数を活動の中で言うことによって、 

言葉を使うこと、色の認知、物の認識、数の概念を 

発達させることを意識します。指導者が言った言葉、 

名前や色、数などを子供達に繰り返し言うように促します。 

コーンやフープを使ったり、「リーダー」についていくようなゲームをしたり、指導者がして
いる動作を歌にします。 

例として「上下」「周囲、間」「動きの有り、無し」「動きのゆっくり、早く」など。 

ポイント 

 
子供達が出来るようになったこと、 

まだ練習中のこと 

（例：動きの有無は理解できるが、 

上下はまだ理解できない。 

赤色の識別ができても青色がまだわからないなど） 
を記録するようにします。 

あそびと、例えばソファーなど置いてある物の 

周りをまわったり、テーブルの下に潜って這い 

おもちゃを拾ったりするなどの指示を出す 

活動をしながら概念を具体化していきます。  
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前かがみになって、床に手と足をつけます。 

尺取虫のように動くように指導します。 

手を前につき、足を後から手の方に引き寄せます。 

くねくね運動（尺取虫のまね） 

ウサギ跳び  

前かがみになって、床に手と足をつけます。 

うさぎのように動くよう指導します。 

手を前に出し、手の方に向かって足をジャンプさせて寄せます。 
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橋とトンネル 

 
トンネル: 一人が足と手を床につけてトンネルの形をつくります。 

四つん這いでも可能です。 

他の子供達が這う、急いで通る、歩く、走るなど 

各自工夫してトンネルをくぐります。 

  

橋：一人が足と手を床につけて橋やトンネルの形を作ります。 

おしりを上に上げてアーチのようにするとよいでしょう。 

他の子供達は橋を這う、急いで通る、歩く、走るなど各自工夫してくぐります。 

ポイント 
 

尺取虫やうさぎ跳びの動きを何回できたか、 

橋やトンネルの形をどのくらい維持できたか 

記録しておきましょう。 

数週間かけて何度も繰り返し行い、 

時間をかけたりすることで、 

筋力と持久力を鍛えることができます。 

橋やトンネルの形を作る子供には 

他の人や物がくぐっている間は 

形が崩れないように指導することも大切です。 
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2．歩くことと走ること   

リーダーにつづけ 
 

先頭や前の子供の真似をしながら歩く 

（ゆっくり、早く、行進して） 
さらに、腕を上に上げたり、広げたり、 

動きを付けるよう指導します。  

  道をたどろう 

 
コーンやフロアマーカー、丸棒、フープ 

 

コーンやマーカーをたどって、コースに従って
歩きます。  
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サイドステップ 
 

 

フロアマーカー、お手玉マーカーなど 

 

様々な目印を床に置き、 

左右にサイドステップします。 

目印は可能な限り間隔を開けておくことで、 

子どもが目印を探しながら足を置くことができます。 

拾い物（走る・運ぶ）  

お手玉 

 

少し離れた場所の床に物をおいて、 

スタート地点から走って、 

物を拾って戻ってくるという動きをします。 

何度も繰り返し行い、持久力を高めます。 

 

ポイント 

 
歩いたりサイドステップをする時には、 

腰と足が前をむいた状態にし、かがんだり、 

余計な動きをしないように心がけましょう。 

頭の上にお手玉を置いて、良い姿勢と 

バランスを保つようにするのも良いでしょう。 
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障害物コース 

コーン、フロアマーカー、フープ、丸棒 

 

コーン、マーカー、フープなどを並べて、子供達に歩く、 

這う、登る、ジャンプする、また障害物の周りを走るなど 

指導して下さい。 

最初は直線コースから始めて子供達に 

慣れさせるとよいでしょう。 

徐々にジグザグや逆方向に進むなど、 

様々な動きを取り入れてください。 

様々な走り方（ゆっくり、速く、後ろ向きなど）を行います。 

指示の仕方は子供が好きなやり方にするとよいでしょう。 

（例：笛を鳴らす、手を叩いて合図する、 

「いま！」「チェンジ」と声をかける等） 
その指示に従って走り方を変更させるように指導して下さい。  

変化をつけた走り 

ポイント 

 
腕を身体の前で大きく振っていたり、 

足と交互になっていない場合、 

立っている時や走っている時に調整するようにします。 

足を鳴らす音が聞こえたり見かけたりしたら、 

かかとやつま先走りを指導します。 

ストライドが狭いようであれば、マーカーの間や上で 

走ることができるように指導します。 

徐々にストライドの距離を広げていきます。 
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3．バランスとジャンプ 

コーチが言いました  

バランスを取ることが必要な動作をさせてみましょう。 

つま先立ち、かかと立ち、足を縦に並べて立ったり、片足で立ったりすることも 

取り入れてください。  

子供達に自分の動きを真似するよう伝え、 

子供の目線と反対側の位置で動きをみせます。 
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平均台 

 

平均台、ロープ 

 

ロープや平均台に沿ってまっすぐに歩いてみましょう。 

最初は歩きながらロープや平均台をまたぎ、 

慣れてきたら、その上に乗って歩行させてください。 

 

ボール、ジュニアサイズ用サッカーボール 

 

子供達の足をボールの上において、 

ボールを蹴る前にバランスを取るようにします。 

子供達が自分でゆっくりボールを引き寄せて、 

捕まえる動作を指導します。 

ゆっくりと足で捕まえる動き 

ポイント 

 
「コーチが言いました」の最中は 

指導者の動きを真似させるようにします。 

お手玉を頭の上に載せ、 

良い姿勢とバランスを保つように指導します。 

同時に両足で着地させてみましょう。 
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平均台とフロアマーカー 

 

平均台に登ったり、登った後にジャンプして 

降りるようにさせます。上達すれば 

１）マーカーを置いた場所へジャンプし、 

２）より高い所からジャンプするように指導します。 

ステップとジャンプ 

棒、ロープ、フロアマーカー 

 

棒やロープまたはマーカーを越えて 

ジャンプさせてみましょう。 

また、ジャンプしながら、 

上にある物をつかむ練習も良いです。 

もし両足がきちんと床から離れて 

ジャンプできていない場合は、 

平均台や台の上からジャンプして降りながら物を
取るように指導することもよいでしょう。  

高くジャンプ 

 

フロアマーカー 

 

マーカーで床に印をつけ、ピョンピョンと次から
次へと跳びながら移動するよう指導して下さい。 

マーカーを跳び越えたり、マーカーの上を跳び
はねたりしながら、ピョンピョンと前に進めるよ
うにしましょう。  

蛙跳び・ぴょんぴょん跳び 

ポイント 
 

もし子どもが跳び上がったり、不器用に着地したりする場合、 

前かがみになり、膝を曲げるように指導します。 

ぴょんぴょん跳びが一人で出来ない子供には 

手を持って子供と一緒に走り、物を跳び越えて 

マーカーの上にジャンプする練習をすると良いでしょう。  

17 



4．トラップとキャッチ  

ゆっくりとゴールキーパー練習  

動きがゆっくりなボール、コーン 

 

2本立てたコーンをゴールと見立て、 

その前に子供を立たせます。 

ゴールにボールが入らないよう、来たボールを
手で止めるように指導して下さい。  

ボール転がしと捕まえる（ゆっくり）  

 

子供に向かい合って座り、 

二人の足がくっついて、ひし形になるように足を 

開いて前に投げ出します。 

ボールを転がしあい、手でボールを受けたり、 

止めたりの動作を練習します。 

上手にできるようになったら、立膝や立って 

同じような動作をします。  

   小さいボール、スポンジボール、テニスボール 
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大きいボールのキャッチ  

ビーチボール 

動きがゆっくりなボール 

 

子供と向きあって立ち、 

ボールを子供に向かってゆっくり動かします。 

慣れてきたら少しずつ速く動かします。 

その次に子供が大人からボールをつかみ、 

ボールが子供の手に届く直前に、 

手を離してしまうと伝えます。 

 

実際にボールを放り投げる前に 

何度か練習をしましょう。  

ポイント 

 
目でボールをしっかり追うように指導します。 

腰より下の位置にあるボールを 

転がしたりつかんだりする時には、 

 指の間をしっかり開いて下を向けるようにします。 

ボールは手のみで扱ってください。 

胸や足などは使ってはいけません。 
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お手玉キャッチ  

お手玉 

 

子供と向かいあって立ち、前ページの大きいサイズ
でのボールのキャッチ練習を参考に、 

お手玉を使って練習してください。 

 

今回は片手だけでお手玉をつかむようにします。  

キャッチボール（高め）  

ビーチボール、動きがゆっくりなボール 

 

90cm～1m位離れた位置で、 

立膝で子供と向き合います。 

ビーチボールや子供が少し大きいと 

感じるボールをキャッチします。 

その時に指を上に向けるようにします。ボール
を投げる時は胸の前から押し出し、指は上を
向けるようにしてください。 

 

 

 

 

上達するにつれて徐々に距離を広げたり、 

投げる高さを変化させると良いでしょう。  
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バウンドキャッチ 

ビーチボール、動きがゆっくりなボール 

 

子供と向かい合って立ち、ビーチボールや子供が少し大きいと感じるボールを 

バウンドさせ、子供が動かずにキャッチできるようにします。 

上達すれば、徐々に距離を広げたり、小さいサイズのボールにしたりします。  

ポイント 

 
目で目的の物を追うことが大事です。 

子供の腰より下でボールをつかむときに 

指は下へ、腰の上でボールをつかむときは 

指を上に向けるように指導します。  
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５．ボール投げ  

ボール転がし（ゆっくり）  

上手にできるようになったら、立膝や立って同じ動作をしま
しょう。立ってボールを転がせるようになったら、コーンを 

2本立ててゴールに見立て、シュートしてみましょう。  

ボール、コーン 

 

足を左右にまっすぐ広げて座り、 

ボールを前後に転がします。 

両手投げ（アンダーハンド） 

動きがゆっくりなボール 

 

膝を曲げて立たせます。空気の入ったボールや少し大きめ
のボールを両手で抱えます。相手の手の方を見て、 

ボールを下から放り投げるよう指導します。  
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アンダーハンド投げ  

小さめのスポンジボール、お手玉、テニスボール、フープ 

 

子供の膝を曲げて立たせ、小さいサイズのボールやお手玉を 

片手で持つようにします。相手の手の方を見て、ボールを手の中に向かって
投げをするよう指導します。 

上達すれば、フープの中を通したり目印に向かって投げるなどしてみましょう。  

ポイント 

 
目で物を追うことが大事です。 

アンダーハンドで投げるときは 

指を下に向けるように指導します。 

投げている手の反対側の足を前方に出し、 

足を開いた状態で立つようにします。  
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ジュニアサイズのサッカーボール 

 

身体を前後にゆすります。 

後ろ足に体重がかかった時に 

頭の上に手を挙げるように声をかけます。 

体重が前にかかったら腕を前に持ってきて、 

ボールを投げます。 

両手投げ 

（動きがゆっくりなボール投げ）  

オーバーハンド投げ 

 （小さめのボール）  

スポンジボール、テニスボール 

 

両手投げと同じ方法を使って、 

指導者に向けて、 

片手で小さめのボールを投げるように指導します。 

投げる時には 

腕を頭の上にあげて前後にゆするようにします。  
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遠くに投げることと正確さ  

スポンジボール、テニスボール、フープ、コーン 

 

可能な限り高く、遠くに、小さいボールを投げるようにします。 

目印を様々な距離の場所に置くことで、子供が目的やターゲットに向かって
意識を持てるように指導します。 

ポイント 

 
ボールを持つ手と反対側の足を 

目的の方向に向けます。 

腰と肩を前方に回転させるようにします。 

腕を前方に出すときに肘を曲げ、 

ボールをはなす時にまっすぐにします。 

ボールが手から離れる時には、 

手首はスナップを効かせて下を向けます。 
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６．打つこと  

ビーチボール、コーン、ティー 

 

コーンやティーの上にビーチボールをおいて、握った手や開いた手でボールを打ちます。 

ハンドボール 
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ボールをたたく  

ビーチボール、動きがゆっくりなボール 

 

子供に向けてボールを軽く打ち、今度は子供が手を広げてボールを打
ち返すようにしましょう。 

上手になってきたら、横向きで立って準備します。 

ビーチボールを子供に向けて軽く放り投げて、 

片手の平でボールを打てるように指導します。  

ポイント 

 
子供達はボールに向かって横向きにバランスよく立たせます。 

立ち位置にマークを付けるとわかりやすくなります。 

ボールを目で追うように集中させます。 

身体をねじっておへそを前に向け、 

腕を大きく開いて身体の正面でパチリと合わせることで 

腕を振り切るようにしましょう。 

体重移動がうまくできていない場合は 

マークの付いた場所に立たせて、 

前後に身体を揺らすように指導します。  
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横打ち  

ビーチボール、動きがゆっくりなボール、パドル、
ジュニアサイズラケット、プラスチック製バット 

 

横向きの姿勢で、トスされたビーチボールやその
他ボールをラケット、パドル、スティック、バット等を
使って打つ練習をします。  

初心者向けホッケー  

 ビーチボール、動きがゆっくりなボール、スポンジボール、テニスボール、棒、 

 

 

地面に大きなサイズのボールを置きます。 

子供がボールに向かって横向きに立ちます。 

両手で棒、ホッケースティック、ゴルフクラブ等を持
ち、これらのクラブやスティックでボールを打つよう
にします。  

ジュニアサイズプラスチック製ゴルフクラブ 

ジュニアサイズプラスチック製ホッケースティック、 
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中級者向けテニス、ソフトボール  

ビーチボール、動きがゆっくりなボール、
スポンジボール、テニスボール、ジュニ
アサイズラケット、プラスチック製バット 

 

横向きの姿勢をとり、 

バウンドしたボールをラケット、パドル、 

スティック等で打つ練習をします。  

ポイント 
ボールに向かって横向きにバランスよく立たせます。 

立ち位置にマークを付けるとわかりやすくなります。 

ボールを目で追うように集中させます。 

身体をねじっておへそを前に向け、 

腕を大きく開いて身体の正面で 

手をパチリと合わせることで 

腕を振り切るようにしましょう。 

体重移動がうまくできていない場合は 

マークの付いた場所に立たせて、 

前後に身体を揺らすように指導します。  
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７．キック 

ビーチボール、動きがゆっくりなボール、 

ジュニアサイズサッカーボール、その他ボール 

 

地面にボールを置いて、その後ろに立ちます。 

利き足でボールを指導者に向かって蹴らせます。  
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ペナルティキック準備練習 

ビーチボール、動きがゆっくりなボール、 

ジュニアサイズサッカーボール、その他ボール 

 

地面にボールを置いて、助走をつけ 

利き足でボールを指導者に向かって蹴らせます。 

 

長距離キック 

 
ビーチボール、動きがゆっくりなボール、
ジュニアサイズサッカーボール、その他の
ボール、コーン、フロアマーカー 

 

ある程度の距離の位置にマーカーを置きま
す。マーカーのある所から助走を付けて
ボールを蹴るように指導して下さい。 

ポイント 

 
ボールを目で追うように集中させます。 

ボールを蹴らない足の方はボールの後方横に置きます。 

ボールを蹴る方の足は膝から曲げて後ろへ引っ張り上げ 

（バックスイング）、前方に強く蹴り出します。 

ボールを蹴るとき、腕を前にふるように指導します。 
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正確なキック 
 

ビーチボール、動きがゆっくりなボール、ジュニアサイズサッカーボール、 

その他のボール、コーン、フロアマーカー 

 

地面にボールを置き、子供に助走を付けてボールを 

ゴールや2本のコーンの間をめがけて蹴るよう指導します。  

キックボール 

ビーチボール、動きがゆっくりなボール、ジュニアサイズサッカーボール、 

その他のボール、コーン、フロアマーカー 

 

ボールを子供に向けて転がしたり蹴ったりして、動いているボールを指導者やゴール・
ターゲットに向かってけるように指導します。  
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ギブ＆ゴー  

ビーチボール、動きがゆっくりなボール、ジュニアサイズサッカーボール、 

その他のボール、コーン、フロアマーカー 

 

子供に向かってボールを蹴り、動いているボールを 

ゴールやコーンの間めがけてけるように指導します。  

ポイント 

 
ボールを目で追うように集中させます。 

蹴らない方の足に体重をかけることが 

バランスを保つためには不可欠です。 

蹴る時、ボールにあたる直前に、 

後ろに体重をかけます。 

反対の腕は蹴るのと同時に前に振ります。 

蹴る方の足は振り切ることを大切に。  
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８．応用スキル  

バウンスとキャッチ 

 
ビーチボール、動きがゆっくりなボール、ジュニアサイズサッカーボール、 

その他のボール、スポンジボール、テニスボール 

 

子供の後ろに指導者が立ち、ボールを弾ませたり、キャッチする方法を教えましょう。 

その後、子供の前に立ってボールを弾ませることで、子供が動かなくてもボールをキャッチ
できるようにします。次は子供が指導者に向かってボールを弾ませて返すようにします。
徐々に距離を広げて、ボールも小さいサイズにしていきます。  
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ビーチボール、動きがゆっくりなボール、 

ジュニアサイズバスケットボール、その他のボール 

 

子供の後ろに指導者が立ち、ビーチボールを両手で 

弾ませるのをサポートします。 

ただしボールはつかまないこと。子供が上達するにつれて、         
だんだんサポートを減らしましょう。違うボールにしたり、 

片手でバウンド（ドリブル）したりしましょう。 

何度も弾ませるように指導します。 

この時は、キャッチはしません。徐々に上手になってきたら、 

違う大きさのボールで試してみます。               

その後、片手で何度も弾ませ、 

ドリブルの形になるように指導します。 

ドリブル 

マジックカーペット 

ブランケット、滑らかな表面の床（ジム用フロアシート）、 

座るタイプのスクーター、そり  

 

ブランケットの端をつかみ、上に座ります。大人は反対側の端の
方をつかみ、ゆっくりと床を滑らせるよう引っ張ります。楽しいと
感じるぐらいの速さまで、徐々にスピードを上げていきます。  

ポイント 

 
強さ、バランス、視覚、協調性の 

総合的なスキルが必要です。 

スキルの中で、上手にできることと 

苦手なことを観察してください。 

これらの活動に必要な初歩的あるいは 

基本となるスキルは、 

このプログラムにある他の活動でも 

伸ばすことができます。  
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パントキック  

片足立ちでバランスを取りながら、 

腕を横に開き、上げている方の足を前に出します。 

そのままの姿勢で、上げた足を前後に揺らします。 

次にビーチボールを両手で抱えて落とし、 

そのボールを蹴ります。  

ビーチボール、動きがゆっくりなボール、 

ジュニアサイズバスケットボール、その他ボール 

ギャロップ  

フロアマーカー  

 

床に、直線になるようマーカーを置きます。 

そのマーカーの上にきき足をのせます。 

反対の足をマーカーの上に持ち上げて、軽く片足飛びをさせます。 

続いて利き足で行います。  
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スキップ  

フロアマーカー 

床に直線になるようマーカーを置きます。 

マーカーの上に子供の足をのせて、小さく片足跳びします。 

 

片脚跳びした足が地面についたら、 

反対の足を次のマーカーの上に置くようにしてください。  

ポイント 

 
強さ、バランス、視覚、協調性の 

総合的なスキルが必要な運動です。 

スキルの中で、上手にできることと 

苦手なことを観察してください。 

これらの活動に必要な初歩的あるいは 

基本となるスキルは、 

このプログラムにある他の活動でも 

発達させることができます。  
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次のステップに向けて 

 

おめでとうございます。 

お子様はヤングアスリートプログラムを完了し、 

様々なスポーツに参加するための基本的な運動スキルの多くを学びました。 

達成の程度に関わらず、スペシャルオリンピックスのスポーツは存在します。 

スペシャルオリンピックスのプログラムでトレーニングや競技に参加する資格を得 

ることができるまで、ファミリーや幼いアスリートに利用可能な場や機会を活用し 

ていただけるよう願っています。 
 
 

このプログラムにある活動を通じて、子供達は既にスペシャルオリンピックス 

のアスリートとしての道を歩み始めています。 
 

あるスキルに対する適性や、素早く習得できるかどうかは、特定のスポーツに 

ついて向いているかどうかを示していることがあります。例えば、マーカーの間 

を走るスキルは陸上競技の基礎となりますし、コーンの周りをドリブルする訓練 

はバスケットボール競技の基礎となり、動くボールと静止ボールに対し助走をつ 

けてキックする練習はサッカー競技の基礎となります。 

スペシャルオリンピックスへの参加はトレーニングに取り組み、さらにスポーツを 

学ぶことが求められます。これが子供達のスペシャルオリンピックスにおける成 

功、地域活動への受容、自尊心の向上につながるのです。子供達すべてが野 

球、サッカー、バスケットボール等のスポーツをする機会を与えられると同様に、 

競技に触れ、スポーツの優れた利点を体験することができると信じております。 
 
 

スペシャルオリンピックスにぜひ参加してください。 

生涯に渡ってスポーツを一緒に楽しみましょう。 
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