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自閉症って謎だらけです。

そしてその世界は刺激的でわくわくします。

いろんな支援が必要で、

楽しいことばかりではないけれど…

TOPOが関わる人たちの自閉症ならではの能力や、魅力について描きました。

ほんの小さな世界でおきていることですが、

こんなオモシロ世界があると伝えたくて

サポートブックと名付けた冊子を作りました。

ぼくたちの世界はまだまだこんなもの

でもこんなことだってできるんだ！

ぼくたちの世界をのぞいてみてね

※TOPOはスペイン語でモグラのことです

【障害者総合支援法 】（平成２５年 ４月施行）のもと、障害理解と支援の方法が整備され、

様々な支援が受けられるようになりました。でもその歴史は浅く…

１９６０年【精神薄弱 知的障害 者福祉法】ができましたが…

しかし、兵庫県では【高等部の条件３原則】(① 教育課程の

履修が可能　② 身辺自立ができている　③ 通学ができる)に

よって、希望しても学校へ行けないことがありました。 

高等部の生徒もスクールバスに乗れるようになりました。 

１９８１年【国際障害者年】完全参加と平等 

２０００年くらいから学校に部活動ができ始め、『全国障害者スポーツ大会』に出場する

機会ができました。 

２００３年【支援費制度】 

２００７年【障害者自立支援法】【学校教育法改正】【特別支援学校への１本化】

２０１２年【障害者総合支援法】 

 『措置から契約へ』が合言葉で、福祉制度が大きく

変わりました。福祉現場は試行錯誤を繰り返していきます。 

制度見直しは今なお続き、それなりに理解も進み、

支援の質も上がってきました。 

【学校教育の義務化】により

ぼくたちは家の中でひっそりとくらしていました。

ぼくたちも学校へ行けるようになりました。

ぼくたち、みんなが学校に行けるようになったのは

１９９６年です。

知的障害者支援の歴史
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そして…現在は

高等部卒業後の行先(作業所)が増え、一般就職への道すじも整備されてきました。 

卒業後の進路は選択の幅(一般就労・就労移行・就労継続Ａ型・就労継続Ｂ型・生活介護

・生活訓練 等々)がひろがり、支援内容も向上してきました。

昼間の活動(日中活動)はこんなふうに一応、充実してきています。

学校生活では、いろんな授業を受けたり、同級生と話したり、体育や部活で運動したり、

季節の行事を楽しんだり、変化にとんだ毎日を送っていたのに、卒業後は家と職場の往復

で、生活は単調になりがちで、刺激や楽しみが減ってしまいます。特に身体を動かす機会

はかなり減り、若いうちから太ってしまうことが多い現状です。

卒業してからぼくたちも仕事がえらべるようになりました。 

でも・・・ぼくたちはまだまだ若いんです！

ぼくたちも自由につかえる時間になにをするか、

自分できめたいと思っています。 

でも、やりたいことがあっても、

どうしたらいいのか(具体的な方法が)わかりません。 

行きたいところもあるけど、1 人では行くことができません。 

お金の使い方もよくわかりません。 

やりかたをおしえてくれる人、

いっしょに行ってくれる人が必要なんです。 

TOPOは成人自閉症、知的障害者の生活を豊かなものにするために、余暇時間をどう過

ごすかを考え、個人やグループのプログラムやイベントを企画し、活動しています。

健康で、生活の中に刺激や楽しみ、喜びがあり、アクティブに生きていける。

それが TOPO のめざす世界です。

『わくわくアクティブぼくらの休日』TOPO(2017 設立)

 の余暇支援活動  

TOPOのグループ支援

イベント

【Viola】花言葉は「私を思って」
  寒い季節にも強く育ち、
  色とりどりに鮮やかに咲いて
  心をなごませてくれる

TOPO は 2 0 1 8 年から移動支援事業 ( 地域生活支援事業の

外出支援サービス )『Viola』を稼働しています。

『Viola』は日常のマンツーマンお出かけガイドに加え、屋外

でのグループワーク、同一目的地、同一イベントへの参加な

どの＜グループ支援＞を推奨し実施しています。個別支援の

形態を保ちながら、複数で一緒に活動しようという支援です。

介助者 ( ガイドヘルパー ) 同志は協力し合えるので安全性が

高まり、利用者 ( メンバー ) は他のメンバーやヘルパーとの

関わりも体験できて、社会性が育ちます。

ビオラ

≪里山クロスラン≫　
里山でタイムレースや持久走など自然の中で
体力作りをします 

≪日帰りトレッキング≫　
イージーコースとハードコースに分かれて
ウォーキングします 

≪自閉症サポートキャンプ≫　
１～2 泊を保護者から離れ、介助者と共にサポートを学びます 

≪調理実習≫　
日帰りイベントの昼食作りを通して、身辺自立をサポートします  

≪季節のお楽しみイベント≫　

お餅つき、お花見ハイキング、蛍イベント、焚火イベント、バーベキュー、クリスマス会

など、毎年いろいろやっています
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自閉症とスポーツスポーツサークル

水泳

≪マンターズ SC≫　
水泳の基本練習からスタートや
ターンなどの競泳練習もします 

初心者クラス ≪ガーミーズ≫　
水慣れから健康維持のための
水泳を習得します

マンツーマンクラス ≪ジェリーズ≫　
グループでの参加が困難な人向けに
水中動作から練習します

テニス

≪ラパン TC≫　
硬式テニスの基本を専門コーチが教えてくれます
やさしくラリーを続けることからゲームの楽しみ方まで、
個々のレベルに合わせた指導をします 

トレーニング

≪トポファイターズ≫　

筋力トレーニング、エアロビクスやラダートレーニング、水泳などを取り入れ、

体力維持、体重体脂肪の増加予防、改善をめざします  

≪ワラビーズ≫　

2020 年～コロナ禍でスタートしたフリートレッキングサークルです 

週末の午前中に野原や里山、森林などへ出かけていろんな道を歩きます

スポーツ施設の閉鎖などが相次ぎ、運動不足になりがちな中、

人の少ない場所で密を避けながら活動を続けました

出かけることで過疎地域の活性化にもなりますし、

筋力強化や持久力の維持にもつながりました。

人が少ない、危険が少ない、緑が多い、

お弁当を食べる場所がある、

穴場コースを探すのも楽しいものです 

アスリートの資質をもった人はT O P O  にも多くいます。たとえばスポーツが大好きな

自閉症のM君の場合、瞬発力、バランス能力、模倣力が高く、アルペンスキーでは急斜

面でもスピードを殺さずに滑ることができます。水泳ではコーチの見本を見るとすぐに

正しいフォームで泳げます。精神面でも、真面目に取り組む、加減しない(心理的限界

を作らない)、集中力が高いなど、スポーツ場面で優位になる特性をたくさん持ってい

ます。大会の緊張する場面でもしっかり実力発揮できるのは、変な先入観を持たない強

みです。個人差はありますが、M君のようなタイプは知的障害を伴う自閉症には少なく

ありません。自閉症独特の反復好き、好きなことへの執着、素直さを生かすことができ

たら、とんでもない能力を発揮するアスリートが出てくるかもしれません。 

知的障害というとマイナス面ばかりでとらえてしまいがちですが、アスリートの資質と

しては障害がプラスにな っていることがわかります。それでも国体や国際大会で通用す

る選手が出てこないのは、知的障害を伴う自閉症児者には一般的な指導が通用しにくい

ことが一因だと思われます。スイミングスクールではグループ練習ができないと受け入

れてもらえません。彼らへの指導には障害特性を理解しアスリートとの信頼関係を築い

ていく過程 や、保護者との連携が不可欠で、一般指導とは別の知識や配慮が求められま

す。定期的な練習場所や、仕事との兼ね合いで余暇時間の確保も一般のアスリートのよ

うにはいきません。受け入れ体制が充分ではないのはもちろんですが、何よりも彼らに

可能性があると信じる指導者が少ないのが現実です。自閉症が苦手とするのはコミュニ

ケーションやパフォーマンス(表現)の仕方であって、運動そのものが苦手なのではな

いと知ってほしいです。潜在能力を生かし、パフォーマンス能力を育てていければ、自

閉症アスリートは各スポーツ分野で大いに活躍できると思っています。 
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いっしょに運動をしたり、キャンプをしていると、いろんな場面に出合います。そこには

様々な障害特性が潜んでいます。障害を理解するための難しさは、ある人にみられる特性

が他の人に当てはまるとは言えない点です。知的障害者の特性は本当に個性的です。そし

てとても面白いのです！TOPOのスポーツ現場や日常での出来事を紹介します。

公認陸上競技場で１００ｍのレースをすると、

多くの選手が同じミスをしていました。７レー

ン８レーンでゴールする選手がいっぱいです。

１００ｍスタート直後にあるトラックのカーブ

ラインと１００ｍのライン、そのラインが交わ

る部分はカーブが実線で１００ｍストレートが

点線になっています。スピードのおそい選手は

実線に沿って走ってしまい、知らず知らずのう

ちに外側のレーンに導かれるわけです。

ＴＯＰＯ流の障害理解

1 視覚優位

普通の５０ｍ走と、等間隔にハードルを置いた

場合に、ハードル走のほうが速いタイムになる

人がいます。これは、５０ｍは目標が遠くて気

持ちが続かないのに対し、ハードルがあると、

あそこまで、次はあそこまで、と近い目標まで

頑張って走り続けることができるからです。そ

の繰り返しが５０ｍ走るより速い場合があるの

です。

サッカーなどでも広い競技場だと全体を意識で

きずに、キックしたボールが遠くへいくと意識

も外にいって気持ちがきれてしまいます。意識

できる距離や範囲を考慮することで気持ちを集

中させることが可能になります。

2 意識できる距離、範囲

少しでも速く走るために屈んだ姿勢から勢いよく走

り出すために短距離走で用いられるクラウチングス

タート。一般的に指導者が口にするのは「目線は下

に」「低い姿勢で」などですが、手についた砂が気

になってしまう人には、「手の砂をはらわずにすぐ

に走るよ！」と言わなければなりません。それでも

多くの人が手の砂をはらってから走り出します。

気になるものは気になるんですね。

3 感覚過敏

５０００ｍ競技が行われた時のことです。大会側は

「水分補給を」と、給水場を設けました。ホームス

トレートの中央付近に机を出して、水を入れた紙コ

ップを並べたのです。選手はコップを取ると、その

場に立ち止まって水を飲み、飲み干してから走り出

します。それを周回ごとにくりかえします。スタン

ドからは「机と水を片づけて！」と声がかかり、机

ごと水は運び去られました。一般の１０ｋｍマラソン

に参加した時も、「お水どうぞ。」と声をかけられ、

きちんと立ち止まり飲んでいました。見たものと聞い

たものに素直に反応し、行儀のよさが時にこんなハプ

ニングとなってしまいます。

4 極端に素直

陸上競技場面で
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『クラウチングスタート』

プール編

飛び込みスタートを練習する機会は少なく、まだ恐

怖感があるK君。

模倣は得意なので、クラウチングスタートの構えは

上級選手並みにサマになっていますが、飛んだらこ

うなってしまいました。(恐怖感が抜けた今は頭か

ら飛び込めます。)  

『魅惑のマンターズワールド』

泳ぐことが身体になじみ、意識しなくても呼吸がで

きる選手たち。クロールの息継ぎの時に単語を発し

たり、背泳ぎしながらしゃべる人、平泳ぎの息継ぎ

で叫ぶ人…マンターズのいるプールはとても賑や

かです。周りは驚きますが本人たちはリラックスし

ています。泳法は泳ぎこむ中で本人たちが心地よい

フォームを作っていくので、あまり形を教えること

はしていません。

『おっとりコーチとせっかちメンバー』

自閉症の選手たちは(程度差はありますが)だいた

いせっかちです。Ｔコーチがゆっくりと深呼吸して

から終わりの挨拶をする間に、もう帰るモードにな

っています。自分の持ち物をもってビート板を片付

けて身体を拭いて着替えるまであっという間です。

Ｔコーチはおっとりタイプなのでこんな場面を数回

目撃しました。 

『キハール』

自閉症の初中級選手は２種類に分かれる傾向があ

り、マンターズにもクロールが得意なタイプと平泳

ぎが得意なタイプがいます。キハラ君は後者です。

クロールの時も平泳ぎのように前で呼吸します。ク

ロールではNGとされるフォームですがあえてニュー

スタイルと捉えて、オリジナルの名前に変えてみた

ら、泳いでくれるようになりました。彼にとっての

自由形です。 
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『道』

言葉編

言葉をそのまま受けとめてしまうＹ君。しっかり

者ですが、相手の聞きたいことを察知して答える

ことは難題です。「どこにいるの？」簡単そうでも

自閉症の人には難しい質問ですね。また、敬語は使

えるけど謙譲語がわからず、電話で「どちら様です

か？」と聞かれ「○○(自分の名前)様です。」と

答えた人もいます。

『フットワーク』

少し不器用な S 君、ボレーの練習では、はりきって

コートに立ちましたがボールに届きません。ボール

を追いかけてほしい指導者は一生懸命指示を出しま

すが、S 君は棒立ちです。足を動かす＝ボールを追

いかける、と理解するのは簡単そうで自閉症の人に

とっては難しいのです。 

『食事マナー』

まさ に 言 葉 通 り ！ そ ん な 場 面 で す 。 「 お 行 儀 が

悪 い か ら 手 を 出 し て 食 べ な さ い 」 「 テ ー ブ ル の

上 に 手 を 出して食べなさい」と言ってあげたらわ

かったでしょう。私たちは普段、言葉をついつい

省略しがちです。自閉症の人と接すると、言葉の

使い方を考えるし、くすっと笑えるというメリッ

トがありますね。 

『鳥は鳴く』

Z君が水泳を習い始めたころは、クロールで身体に

力が入りすぎて腕も棒のように振り回していまし

た。力を抜いてもらおうと説明しても伝わりにく

かったので、手先を大好きな鳥の頭に例えてみまし

た。Z君の頭の中には可愛くさえずる鳥のイメージ

があったのでしょう。

ことば
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すべてのスポーツにはルールがあります。特にゲーム性の高い種目は、競技力を高める

ため、より面白くするため、公平にするため、様々な決まりごとがあります。そして勝

ち負けがはっきりしています。TOPO のメンバーの中には負けず嫌いで勝負事を楽しめ

るタイプもいますが、複雑なルールがあるとストレスをためてしまい、楽しめなくなる

ケースがほとんどです。多くの人が楽しく参加できるスポーツはなかなか見つかりませ

ん。そこで TOPO はスポーツの面白さをできるだけシンプルにしたもの、レベルを問わ

ずに楽しめるもの、運動量を確保できるものを考えました。メンバーが無理なく参加で

きる３種目をご紹介します。

TOPO オリジナルルールの ≪オモシロスポーツ≫ 

パリーテニス

2 0 2 1 年 か ら 大 会 を ス タ ー ト さ せ ま し た 。 複 雑 な

ルールや戦略を取り払った“パートナーとラリーを

続ける”テニスです。シングルコート内でワンバウ

ンドで打ち返すたびに1点ずつ得点になります。

３分内で１番多く続いたラリーの数がペアの得点に

なります。 

本来のテニスはコートを挟んで相手と戦い、勝つこ

とを目標にするため、相手の嫌がるコースを狙った

り、ロビング、ボレーなどの複数の技術が要求され

ます。相手との駆け引きを楽しむ一般のテニスは、

知的障害の人や初心者にとっては高い壁です。知的

障害の人と共に、より多くの人が楽しめるようにと

考案したのがパリーテニスです。 

1

パリーテニスの特徴

ルールがシンプルで理解しやすい

2 運動量が確保できる 

3 社会性を育むことにつながる 

4 ボールを介したコミュニケーションである 

5 練習内容がそのままの形で競技につなげられる 
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野球と同じように２チームで攻守交代し

ます。ピッチャーが投げたボール(ゴム

ボールやスポンジボールなど)をソフト

バット(ラケットなどでもよい)で打ち

返し、攻撃側チーム全員でゴールエリア

まで走ります。守備チームは打ち返され

たボールと共に全員ホームエリアまで戻

ります。守備側より先に全員がゴールし

たら点が入ります。

スクエアボールサッカー

転がってもすぐに止まる四角いボールを使用します。TOPOではキャンプ用のビニール

製水タンクに空気を入れています。レベルに合わせてゴールの大きさを変えたり、チー

ムの人数(1 対 1 や２対２などに)を変えたりしています。 

ヒット＆オールラン

自閉症に向くトレーニング 

ラダー

パターン化した動き/始めと終わりが明確で

集中力が続く/多様なパターンで飽きない/

難易度を変えられる/考えながら身体をコン

トロールできるようになる 

エアロビクスダンス

楽しみながら模倣力やリズム感が身につく/

持久力、筋力が鍛えられる/レベルに合わせ

て曲のテンポや長さを変えられる

バランスボール 

リラックスしながら体幹が鍛えられる/バウ

ンディングによる刺激が心地よさを得られる

/座ったり仰向けやうつ伏せになったり、い

ろんな体勢でトレーニングできる 
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TOPOには発達障害や軽度の知的障害があっても、人のお世話がとても上手な若いサポー

ターがいます。利用者のサポートすべてを任せるのではなく、経験のあるヘルパーと一緒に

支援者として活躍し、それを自信や生きがいにつなげていけたらいいなと考えています。

利用者にとっても年齢の近いサポーターは友だちのようで新鮮です。そんなピアサポーター

とともに余暇支援の活動を続けていけたら、TOPOはより明るく楽しくなると思います。

知的障害者には自閉症を併せ持つ人が多くいます。

自閉症特有の行動は…一般的には理解しにくい行動もありますが、障害があるがために

とってしまう行動も多々あります。それを一般の人に知ってもらいたい、町中の人が理解

してくれたら自閉症の人はどんなに生きやすくなるでしょう。

ＴＯＰＯは自閉症の人と関わりながら個別の特性が多様な自閉症にはどんなサポートが必

要なのか考え、自閉症の人がつらい思いをせずに楽しく社会参加できるように、1人でも

多くの支援者を増やしたいと思っています。

ぼくはひとりごとを言います。じっとすることがにがてです。

なれているところへは1人で行けますが、

歩いているときににらまれたり、

注意されたりすることがあります。

おまわりさんになにか聞かれたときはこわくてにげました。

たくさんの人がみていました。

ぼくはなにをしたんでしょう。

ぼくは1人で出かけることがこわくなりました。

自閉症って ピアサポーター

自閉症の人が1 番困ることは言葉がうまく使えないこと

です。いつもの通勤や買い物は1人でできても突然のハ

プニングや人との揉め事に対処できず、パニックになっ

てしまいます。そんな時周りに助けを求めたり、助けて

あげられる人がいればいいのですが、とっさに行動には

移しにくいのが現実でしょう。もし自閉症を理解できる

人と自閉症の人をつなぐマークがあれば…そしてそれが

ゆっくりでも世の中に認知されれば、助かる人が出てく

るのではないかと考えました。既存のヘルプマークは当

事者のものですが、もっくんヘルプマークは支援者にも

つけてもらうことが狙いです。もっくんが電車や町中で

見られるようになって、少しでもコミュニケーションの

助けになったら嬉しいです！ 

TOPO 考案“もっくんヘルプマーク”について 



2019

もっくんの行動や表情、動きで、

TOPOメンバーの個性を表現しました

“もっくん”のオモシロ世界

ゲーム機の音

おちているもの

のこさずきれいにたべる

ソースのよごれは

おはしですいとり

ピッカピカ

人のたべのこし

ＴＯＰＯの小さな世界にも人数分だけの個性があります。そこに自閉症

という特性がミックスされるとますます個性が強調されます。それは彼

らが知的障害も持つため、隠し事をしたり、計算したりしない(できな

い)からです。自分をよく見せようとしたり、違う自分を演じたりしな

い真っ正直さゆえに、愛すべき個性が生まれるのだと思います。けれど

彼らと接していると独特の賢さ、生きる力、才能、センスに驚かされる

ことが多々あります。知的障害や自閉症という言葉ではとても伝わって

こない魅力があるのです。あなたがもし、もっくん(ここではＴＯＰＯ

メンバーの総称)たちと接していて、１つでもその行動の意味がわかっ

たとき、思わずなるほど！すごい！と声を出してしまうでしょう。ひと

つひとつの行動やこだわりを観察していると、もっくんが何を大切にし

て生きているのかを知ることができます。その行動が奇異に見えたり、

危険人物に見られたりすることもありますが、彼らを理解する人がいれ

ば、誤解を解くことができます。“自閉症サポーター”がたくさん増え

て、言葉が出なくて(その場に応じた言葉を出せない場合も、気持ちと同

じ言葉を出せない場合も)辛い思いをするもっくんたちを救ってくれたら

嬉しいです。いつかこのもっくんがビッグネームになり、自閉症サポー

ターが当たり前に存在する世の中になることを夢見ています。そのプロ

ジェクト第１弾がこのサポートブックです。

食のこだわり

気になってしまうこと



2221

トランポリンだいすき

ラジオたいそうには

なれている

しかられると目をつぶる

赤ちゃんはすき

ツボにはいったら

わらうけど

えがおをつくるのは

へた

かみのけをくるくるねじる さよならはきらい

かわいい女の子もすき

にがてな人のかおをかくす

子いぬや子どもの

テンションがにがて

からだをゆらすと

おちつく

ジャンプ力がある

ひとりごとをいうとおちつく

イヤホンはおちつく

かがみがすき

ちかみちはしない

バランスボールも

おとくい

人間関係 その他運動と行動
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