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1. 学校体育における 
飛び込みスタートの取り扱い



現行学習指導要領における 
スタートの取り扱い

学校種 スタートの指導内容

小学校  水中からのスタートを指導するものとする。

中学校  泳法との関連において水中からのスタート 
及びターンを取り上げること。

高等学校  スタートの指導については、段階的な指導を 
行うとともに安全を十分に確保すること。



改定版 高等学校学習指導要領
1. 水泳に主体的に取り組むとともに， 
2. 勝敗などを冷静に受け止め， 
3. ルールやマナーを大切にしようとすること， 
4. 役割を積極的に引き受け自己の責任を果たそうと

すること， 
5. 合意形成に貢献しようとすることなどや， 
6. 水泳の事故防止に関する心得など健康・安全を確

保することができるようにする。 



改定版 高等学校学習指導要領

【水泳の3大事故】 
溺水 

飛び込み 
吸い込み



危機管理能力の涵養

林尚樹･高橋強：ため池における危険イメージに関する基礎的研究． 
農村計画論文集3:85-90.2001.

飛び込み経験の意義

　子供時代に身近な水辺が「水泳･水遊びの場」
であったと言う認識を持つ住民の方が 
危険イメージの有無に敏感であるという傾向。

安全確保と事故防止

⇒危険度大

} 危険度小



水泳の事故防止に関する心得

【水泳の3大事故】 
溺水 

飛び込み 
吸い込み

学校教育において、 
「飛び込み」は避けては通れない?！

危機管理能力の涵養



高等学校学習指導要領 
におけるスタート

• 各泳法において,スタート及びターンは,続けて長く泳
いだり,速く泳いだりする上で,重要な技能の一部であ
ることから,泳法との関連において取り上げることと
したものである。

文部科学省：高等学校学習指導要領解説 保健体育編 体育編 
平成21年7月



競泳におけるスタート局面の重要性

• スタート局面：スタートから15m 
• ターン局面： 

• イン　：ターン前5m 
• アウト：ターン後15m 

• フィニッシュ局面：タッチ前5m 
• ストローク局面：上記以外

スタート局面･ターンアウト速度 
日本トップ選手 >> ジュニア選手 (1)

1) 植松梓ほか：ジュニア競泳選手のレース特性の解明～男子100m自由形を対象として～. 
http://www.kozuki-foundation.or.jp/ronbun/spresearch/spres12_uematsu.pdf

【レースにおける局面構造】

スタート局面 
＝重要！

競泳のスポーツ文化的理解



高等学校学習指導要領における 
「水泳の目標」と「飛び込みスタートの意義」

記録の向上･競争 
自己に適した泳法の効率向上 

4種目･メドレー･リレー

技術の名称･行い方 
体力の高め方 
課題解決の方法 
競技会の仕方 

運動継続の取り組みかた

主体的取組･勝敗･ルールとマナー 
役割分担･自己責任 

水泳の事故防止に関する心得 
健康･安全を確保

1) 植松梓ほか：ジュニア競泳選手のレース特性の解明～男子100m自由形を対象として～. 
http://www.kozuki-foundation.or.jp/ronbun/spresearch/spres12_uematsu.pdf

競泳のスポーツ文化的理解 
安全確保と事故防止



飛び込みスタートの 
教育的意義

1. 水泳の安全の理解 
2. 競泳のスポーツ文化的理解

ただし、安全の担保が大前提..



2. 学校管理下における 
飛び込み事故の実態
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学校体育における水泳事故

• 学校事故事例検索データベース 
• 検索条件 

• 体育（保健体育）and 水泳 
• 給付年度：未指定 

• 検索結果：51件 
• 対象外：5件 
• 除外要件：水泳授業時間外:教場移動,見学による別行動

16件

8件15件

7件

平成17-27年

日本スポーツ振興センター ＞ 学校安全web ＞ 学校事故事例検索データベースより作図 
http://www.jpnsport.go.jp/anzen/anzen_school/tabid/822/Default.aspx

5件

東京新聞の墨田工業高校飛び込み事故報道によると、2005-14年、全国の小中高校でのプールの飛び
込み事故かつ後遺症受傷事例：33件。うち29件はプール底で頭や首を打っている。本統計結果との違
いは授業を検索語に含めているからと考えられる。 
なお文科省は、2012年度より小中学校の授業では飛び込みを禁止、 
高校では段階的に指導するよう定めている。



学校水泳における 
年度別重大事故発生件数

年度 (平成) 飛び込み 溺水 既往･臓器障害
17 2 1 1
18 0 1 0
19 2 1 2
20 0 1 0
21 1 0 3
22 2 1 0
23 3 1 3
24 2 0 1
25 1 2 1
26 2 0 3
27 1 0 1
totel 16 8 15

(単位: 件)

日本スポーツ振興センター ＞ 学校安全web ＞ 学校事故事例検索データベースより作図 
http://www.jpnsport.go.jp/anzen/anzen_school/tabid/822/Default.aspx

• 学校事故事例検索データベース 
• 検索条件 

• 体育（保健体育）and 水泳 
• 給付年度：未指定
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飛び込み事故結果内訳

7件

9件

日本スポーツ振興センター ＞ 学校安全web ＞ 学校事故事例検索データベースより作図 
http://www.jpnsport.go.jp/anzen/anzen_school/tabid/822/Default.aspx

平成17-27年

0件

注) 全て男子

• 学校事故事例検索データベース 
• 検索条件 

• 体育（保健体育）and 水泳 
• 給付年度：未指定
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飛び込み事故結果内訳

13件

3件

* 重症度不明

*

日本スポーツ振興センター ＞ 学校安全web ＞ 学校事故事例検索データベースより作図 
http://www.jpnsport.go.jp/anzen/anzen_school/tabid/822/Default.aspx

平成17-27年

• 学校事故事例検索データベース 
• 検索条件 

• 体育（保健体育）and 水泳 
• 給付年度：未指定



学校体育における 
飛び込みの取り扱いの行方 ?!



都立高等学校 
飛び込み事故

• 平成28年7月14日発生 
• 被害者：3年生 
• 飛び込み指導初年度(2年生までは水中スタート) 
• 当該年度5回目の水泳授業 
• 指導者：体育教員 (43歳) 
• 水深：1.1m (満水時1.2m) 
　→注水に時間がかかるという理由

東京新聞 Tokyo Web 2016年9月27日朝刊 
http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201609/CK2016092702000127.html



プールにおける飛び込み事故に関する質疑

（初鹿明博議員）　　　　競技者には必要だが、一般人には不要。 
　　　　　　　　　　どこのプールでも飛び込み禁止=飛び込みをする環境がない 
　　　　　　　　　　⇒飛び込みを教える必要性は全くない。 

（松野国務大臣） 
• 学校の水泳指導においては安全確保が最も重要 
• 文部科学省作成の指導資料において、水深や入水姿勢など安全については細心の配慮をし
て指導すること 

• 入水の際、手首を上側に反らし、入水角度は15～20°以内にすること 
• 個人の能力に応じて段階的に練習させること 
• 「水泳等の事故防止（4月発出）について」の通知で徹底 
• 高等学校における飛び込みの取り扱い：平成29年末告示の高等学校学習指導要領におい
て検討

衆議院：第192回国会 文部科学委員会 第6号 (平成28年11月16日) 会議録 
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/009619220161116006.htm 
（2017.6.2閲覧）

都立高校飛び込み事故 (2015.7発生) を受けて 
衆議院文部科学委員会



「飛び込み、高校授業でも原則禁止　
7月の事故受け来年度から」

2016.11.25 東京新聞「飛び込み、高校授業でも原則禁止 7月の事故受け来年度から 
http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201611/CK2016112502000137.html

1999　都立高校飛び込み死亡事故1件、脊髄損傷2件 
2001　水深1.35m未満のスタート台撤去 
2016　都立高校事故（7/14 頸椎骨折） 
2016　都立高校での原則飛び込み禁止（11/24 都教委） 

･保健体育専門学科⇒指導計画提出により指導可 
･水泳部　　　　　⇒顧問教諭の立ち会いにより練習可

【学習指導要領】 
• 小中学校⇒授業での飛び込み禁止 
• 高等学校⇒段階的指導 
　　H28年度: 全体の2.5％ (7校)が指導

井口成明 (東京大学教育学部付属中等教育学校教諭） 
• 水泳の授業は体力向上や水に親しむことが目的。
頭からの飛び込み練習は不要。 

• 教育委員会が指導者対象の講習会を開き，周知
徹底してほしい。

東京都教育委員会



学習指導要領での取り扱いの行方

学校種 スタートの指導内容

小学校  水中からのスタートを指導するものとする。

中学校  泳法との関連において水中からのスタート 
及びターンを取り上げること。

高等学校  スタートの指導については、段階的な指導を 
行うとともに安全を十分に確保すること。?



「飛び込み禁止」 
良いのか？



「飛び込み禁止 どうなのか」

飛び込み=楽しみ 

1. 環境整備 

2. 指導者の資質整備

• 指導法：質の高い教員を採用すべき 
• 水深1ｍでも可能 
• 段階的指導 

• もやしっ子 
• ×「危険⇒禁止」 
• 〇「危険回避・臨機応変な対応」 
• 「できない」と命の危険にさらされる 

• 環境整備 
• 一校一プール不要論 
• 40年代に整備した学校プールの建て替え 
• 学校教育で地域の温水プール利用促進

2017.3.7 東京新聞〈ストップ プール事故〉「飛び込み禁止 どうなのか〉 
鈴木大地・スポーツ庁長官 
http://www.tokyo-np.co.jp/article/living/life/201703/CK2017030702000179.html

2017.3.7 スポーツ庁長官談話



スポーツ庁長官談話への批判

【ハード】 

• 溺水防止のための学校プール 

• 体勢を崩せば、容易に事故発生 

【ソフト】 

• 質の高い指導者の割合 

• 質の高い指導者の養成期間中の水泳指導 

• 全員が常に正しく安全な角度で飛び込めるのか
内田良：プール授業 飛び込みの是非 スポーツ庁長官・鈴木大地氏は全面禁止に難色「もやしっ子が育つ」 
Yahoo! Japan ニュース(2017.3.8)  
https://news.yahoo.co.jp/byline/ryouchida/20170308-00068468/ 
2017.5.8 閲覧

暫定的措置として 
・全面禁止を最優先 
・水深確保時のみ可



学校教育における 
飛び込みスタートを禁止する3つの理由

内田良：プール飛び込み「何でも禁止にするな！」と批判続出　―重大事故防止に向けてどう考えるべきか 
Yahoo! Japan ニュース (2016.11.28)  
https://news.yahoo.co.jp/byline/ryouchida/20161128-00064889/ 
2017.5.8 閲覧

1. 重度障害事故が毎年発生 

2. （溺水防止のため）水深が浅い設計 

3. 競泳選手を育成するわけではない 

　⇒飛び込みスタートを実施する必要性が低い



スポーツ庁長官談話 
世論の反応



スポーツ庁長官談話への批判

　一億総スポーツとやらを打ち出す省庁のトッ
プが、競技による危険より「もやしっ子」を問
題だと思っている。そんな環境で子どもに運動
させられるかよ。(チキささ@c_ssk)

濱田理央：プール飛び込み全面禁止は「もやしっ子」スポーツ庁長官・鈴木大地氏の発言に批判相次ぐ 
The Huffington Post (2017.3.8)  
http://www.huffingtonpost.jp/2017/03/08/dive_n_15230030.html 
2017.5.8 閲覧

(Twitter)



スポーツ庁長官談話への批判

　プールがすぐに深くなるわけないし、飛び込み
を安全に教えられる先生が増えるわけではないし、
現実的に安全に飛び込みができる環境は学校には
ないと思う。(yasuko matsuoka @yasukomatsuoka1)

濱田理央：プール飛び込み全面禁止は「もやしっ子」スポーツ庁長官・鈴木大地氏の発言に批判相次ぐ 
The Huffington Post (2017.3.8)  
http://www.huffingtonpost.jp/2017/03/08/dive_n_15230030.html 
2017.5.8 閲覧

(Twitter)



スポーツ庁長官談話への批判

　そもそも、プールで飛び込みができることと
「もやしっ子」とは何の関係もないと思うのだ
が。スポーツが得意な人にも泳げない人だって
いるだろうし。水泳選手になるのでないなら、
飛び込みできなくても何も困らないでしょ。
(taka @smoketree1)

濱田理央：プール飛び込み全面禁止は「もやしっ子」スポーツ庁長官・鈴木大地氏の発言に批判相次ぐ 
The Huffington Post (2017.3.8)  
http://www.huffingtonpost.jp/2017/03/08/dive_n_15230030.html 
2017.5.8 閲覧

(Twitter)



スポーツ庁長官談話への議論
　過剰に「やればできる」と”獅子は我が子を千尋の谷に落とす”のような発想で、妥当とは考
え難い指導を強要するような教師は全く論外だが、飛び込みは事故が起こる恐れがあるから原
則禁止とするのではなく、悪ふざけをしたり、しっかりとした技術を身につけなければ大きな
事故に繋がることを教え、その上で水泳の授業を行うことの方がよっぽど重要だと思う。 

　学校の授業で禁止しても、オリンピック中継などで飛び込みは当然に行われる。その映像な
どを見て、友達と遊びに行くプールなど大人の目の届かないところで真似をする子供は必ずい
るだろう。 

　授業での飛び込みを禁止し正しい飛び込みを教えないことは、そんな子供たちが事故にあう
恐れを大きくする側面があるかもしれないということを、全面禁止を支持する人たち、今回長
官のコメントを批判している人たちはどう考えるのだろうか。 

　水泳の飛び込みを危険だから禁止するのであれば、柔道も受身を取り損なえば同じような危
険があるし、雪の多い地域で行われるスキーなどの授業だって場合によってはそれなりの危険
がある。そういうもの全てを禁止禁止と子供から遠ざけていくことは本当に適当だろうか。子
供から危険を遠ざけるのでなく、子供に危険性を”教える”のが”教育”なのではないだろうか。

濱田理央：プール飛び込み全面禁止は「もやしっ子」スポーツ庁長官・鈴木大地氏の発言に批判相次ぐ 
The Huffington Post (2017.3.8)  
http://www.huffingtonpost.jp/2017/03/08/dive_n_15230030.html 
2017.5.8 閲覧

(FB comment: Tulsa Birbhum)



スポーツ庁長官談話への議論
　何より「体育授業の一環としての水泳に何を求めるか」だと思う。私のいるス
ウェーデンでは「溺れない」を第一に考えている為、最初に習得する泳法は平泳
ぎ。おかげでスウェーデンではカナヅチはほぼいないし、夏になれば湖やビーチ
で短い夏を満喫する。 

　夏季限定で、かだか(原文ママ)週数回の水泳授業で、しかもクロールを全児童
が習得できるとは到底思えない。そんなレベルの児童に頭からの飛び込みを教え
る必要性を感じない。 

　小学校の水泳授業を受けた程度では競泳選手は生まれないし、競泳選手を目指
すならプロが指導する教室に通う他ないことくらい当人も分かっているはずなの
だけれど・・・ 

　鈴木さんが競泳選手人口を増やしたい気持ちも分かるが、小学校教育に求める
のは筋違いに思える。

濱田理央：プール飛び込み全面禁止は「もやしっ子」スポーツ庁長官・鈴木大地氏の発言に批判相次ぐ 
The Huffington Post (2017.3.8)  
http://www.huffingtonpost.jp/2017/03/08/dive_n_15230030.html 
2017.5.8 閲覧

(FB comment: Koji Yagasaki)



スポーツ庁長官談話への議論
　もやしっ子って表現はボキャブラに問題があるんであって、そもそも危険だから全面禁止なら
体育の授業なんてやめてしまえって思うが。 

　なんでもルールにして問題が起きたら管理者に全責任を負わせる今の風潮がどうなんだろ？そん
なことがあちこちあるから、クレーム防止で全員が禁止になるんじゃなかろうか？ 

　いっそ学校なんて通学しないで、家でＰｃの前で遠隔授業すりゃいい。自宅からでなければ、多
くの危険は回避されるし、親の影響をより深く行使できる。社会に出たら友達関係も薄まるんだ
し、わざわざ通学して友達作る必要もない。 

　でも、そういった社会が正常なのか？と言うと、そうでもないように感じる。つまり、大人が
子供の行動のすべてに責任を取る必要はないと思うよ。 

　かりに、校舎の屋上でふざけて、結果転落したとして、じゃー屋上を閉鎖するのか？いちいち規
則として屋上でふざけてはいけませんと書くのか？なんかすべてが野暮な気がします。 

　それに、そんな子供が大人になれば、日常生活で、危険回避行動がとれなくなるんでないか
な？なんて思ったりもする。帰巣本能が弱まった飼い犬みたいなもんですね。

濱田理央：プール飛び込み全面禁止は「もやしっ子」スポーツ庁長官・鈴木大地氏の発言に批判相次ぐ 
The Huffington Post (2017.3.8)  
http://www.huffingtonpost.jp/2017/03/08/dive_n_15230030.html 
2017.5.8 閲覧

(FB comment: 6/2削除)



スポーツ庁長官談話への議論

　私も小学校の時授業中オデコをかなり強く打った事があ
りました。 

　やはり危険な事は間違いないと思いましが、全面禁止は
つまらないのでは（原文ママ）、プールの底にクッション
を敷きつめるとか方法があると思います。

濱田理央：プール飛び込み全面禁止は「もやしっ子」スポーツ庁長官・鈴木大地氏の発言に批判相次ぐ 
The Huffington Post (2017.3.8)  
http://www.huffingtonpost.jp/2017/03/08/dive_n_15230030.html 
2017.5.8 閲覧

(FB comment: 敏幸安部)



学校体育における 
飛び込み議論 まとめ

• 競泳選手育成ではない/なれない 

• 生涯にわたって飛び込みスタート
の機会がない 

• 安全に飛び込むことのできる環境
がない 

• 指導できる指導者がいない

• 危険であることを教えるべき 

• 危機回避能力の向上
vs

【必要論】【不要論】



3. 飛び込みスタートの 
段階的指導



現行学習指導要領における 
飛び込みスタートの段階的指導



高等学校学習指導要領 
におけるスタート

• 高等学校の段階的な指導による「スタート」とは,事
故防止の観点からプールの構造等に配慮し,プールサ
イド等から段階的に指導し,生徒の技能の程度に応じ
て次第に高い位置からのスタートへ発展させるなど
の配慮を行うスタートのことである。

文部科学省：高等学校学習指導要領解説 保健体育編 体育編 
平成21年7月



高等学校学習指導要領におけ
るスタートの段階的指導

• 入学年次は,各泳法に応じた水中でプールの壁を蹴るなどのスタートか
ら,壁を蹴った後の水中での抵抗の少ない流線型の姿勢をとり,失速する
前に力強い浮き上がりのためのキックを打ち,より速いスピードで泳ぎ
始めることを, 

• その次の年次以降は,生徒の技能の程度に応じたスタートの姿勢から,各
局面の動きを洗練させるとともに,一連の動きで行うことができるよう
にすることをねらいとしている。 

• スタートの局面として,「スタートの準備姿勢」,「力強く蹴りだす」,
「泳ぎ始める」といった各局面を各種の泳法に適した,手と足の動きで
素早く行い,これらの局面を一連の動きでできるようにすることが大切
である。

文部科学省：高等学校学習指導要領解説 保健体育編 体育編 
平成21年7月



水泳指導の手引きにおける 
スタートの取り扱い

• スタートの指導については、事故防止の観点からプールの構
造等に配慮し、プールサイド等から段階的に指導し、生徒の
技能の程度に応じて次第に高い位置からのスタートへ発展さ
せるなどの配慮を行い十分な安全の確保することが大切です。 

•   また、今回の中学校の改訂では、事故防止の観点から、スター
トは、「水中からのスタート」を示しています。そのため、飛
び込みによるスタートやリレーの際の引継ぎは、高等学校に
おいて初めて経験することとなるため、この点を十分に踏ま
え、生徒の技能の程度や水泳の実施時間によっては、水中か
らのスタートを継続するなど、一層段階的に指導することが
大切です。

文部科学省：水泳指導の手引き（三訂版）平成26年3月 
http://www.mext.go.jp/component/a_menu/sports/detail/__icsFiles/afieldfile/2014/06/10/1348570_1_1.pdf



学習指導要領等における 
段階的指導法 まとめ

【段階＝高さ】 

1. 水中 

2. プールサイド 

3. スタート台 

【局面構造】 

1. 準備姿勢 

2. 力強い蹴り出し 

3. 泳ぎ始める



飛び込み指導の具体例 
ｰweb調査ｰ



「指導法」の検索
• 検索日時：2017.6.6 11:45 

• 検索エンジン：yahoo 

• キーワード 

• 飛び込みスタート 

• 指導法 

• ヒット数：約85,800件 

• 対象：上位5件



指導法 例-1

1. 角度：腕の角度を決める 

2. 押す：×飛ぶ 

3. 入水後のストリームライン

http://katoswimclub.jp/dive01/

• 手前に入水 
• スタート台に足がついている時間を長く 
• 押す順番：後ろ足⇒前足 
• 第1･2段階では腕を構える

第1段階

第2段階

第3段階

ポイント

注意点

×「腹打ち」 
〇スムースな入水を目標としている



指導法 例-2

http://www.cossoriswim.com/iroiro/tobi.html

• 怖がって勢いが無いと腹打ちしてしまう

第1段階

第2段階

• 水中に台を置いて練習 
⇒恐怖心を抑制するため 

• 足指全体で台の角を掴む 
• 両腕を構える 
• 指先→頭→腰→足先の順で入水

• スタート台から練習 
• 足指全体で台の角を掴む 
• 手指先は足指に触れる 
• 脚を使って全力で台を蹴る 
• 指先→頭→腰→足先の順で入水 
• 腕の構えができれば腹打ちしない

• 足指で台の角を掴む 
• 全力で蹴る 
• 腕は耳を挟むように構える 
• 指先→頭→腰→足先の順で入水

ポイント

注意点

×「腹打ち」 
〇スムースな入水を目標としている



指導法 例-3

http://水泳スタート・ターン攻略プログラム.net/swimming4/start_and_turn3.html

　　　　　　　〇入水角度45° 
　　　　　　　〇一点入水 

注）DVD販売業者のPRページ

• 　飛び込み台を蹴ってから水中に入るまでのテク
ニックは３泳法とも同じになり、可能な限り遠く
を目標にすることや、入水時に体を一直線にする、
指先から浅い角度(理想は45°)で入水するなどが
コツで、効果的タイムアップに不可欠でしょう。 

• 　スタート台を蹴って飛び出したら、目標とする
入水ポイントだけを見ます。そして、スタートの
勢いをスイムに繋げるには、指先、頭、腰そして
足から順に一点に入水することが重要です。



指導法 例-4

http://swimming-merit.com/category13/entry132.html

第1段階

第2段階

• まずは水の中から 
⇒恐怖心を抑制するため 
⇒正しいフォームを身につける

• スタート台は高いので身体を打ってしまうと非
常に痛い 

• しっかりと手から足先まで流れるように着水す
るイメージを十分にもつ

• 基本姿勢 
• 台の角に足の指を出す 
• 足指を曲げて角を掴む 
• その後膝を曲げて前かがみになり、 
• 手の指先を足の指に触れるように構える

ポイントと注意点
• 普通のプールの縁など、お腹から落ちても痛く

ない場所で練習する 
• 膝を使って台を蹴る 
• 耳を挟むようにして腕を伸ばす 
• 手は重ねて二等辺三角形をイメージする 
• この姿勢により、入水時の抵抗が少なくなる

第3段階

×「腹打ち」 
〇スムースな入水を目標としている



指導法 例-5

https://swim-media.com/start-turn/start-practice

第1段階

第2段階

　　　〇上半身を利用して大きく飛ぶ 
　　　〇ストリームラインによる入水

• ジャンプして足から入る 
• 腕を振って、上半身を使う 
• なるべく遠くに飛ぶ 
• 思い切り飛べるタイミングと姿勢の習得

• 低い位置からのストリームライン飛び込み 
• 恐怖心が出ると顔やお腹を打ってしまう 
• 斜め下に刺さっていくと良い

• 腕振りスタート 
• 上半身の反動を利用する 
• 遠くに飛ぶ 
• 水しぶきが少ない形で入水

第3段階

• クラウチングスタート 
• 立ったときの安定性のため

第4段階

1

2

3



web調査による 
スタートの指導法

1. スタートの目標 

• スムースな入水 

2. 安全性について 

• 腹打ち回避 

• 頸椎(髄)損傷への言
及なし 

3. 段階的指導法 

• 高さ 

• 姿勢



(公財)日本水泳連盟による 
飛び込みスタートの安全







「水泳指導教本」1
第5章 水泳と安全対策 

1. 安全のための指導：泳げる
ことで守れる命 

(1)安全とは 

(2)事故の現状と内容 

• 水死事故 

• 吸い込み事故 

(3)水上安全のための教育 

• 警察庁統計の概説 

(4)自己保全の動作 

• 浮き身からの立ち方 

• 体位の変換：伏浮→背浮
など 

• 方向変換 

(5)着衣泳 

(6)自然の水泳場 

(7)遠泳



「水泳指導教本」2
2. 救助法・心肺蘇生 

(1) 救助法 

(2) 心肺蘇生 

3. 水泳事故 

(1) 事故と指導者の責任 

(2) 水泳事故の判例 

• 溺死事件 3件 

• 飛込負傷事件 3件 

(3) 事故と補償 

• 保険





「安全水泳」
序章　安全管理とは 

第1章　安全に水泳を行うには 

1. コンディションを整える 

2. 泳ぐときに注意すること 

3. 環境を整える 

第2章　もし事故が起きたときには 

1. 緊急時の体制 

2. 水泳における疾病・傷害へ
の配慮 

3. 指導者･管理者の心得 

4. もしものときに備える 

第3章 

1. スタートに慣れるための基
礎練習 

第4章　着衣泳



「安全水泳」
1. スタートに慣れるための

基礎練習 

(1) 浮き身 

(2) 水中に沈む 

2.  水中スタート 

(1) 側壁を蹴って 

(2) 水底を蹴って 

(3) 浮いた状態から 

3. 台上スタート 

(1) 立ち飛び込み　 

(2) 腰掛け飛び込み 

(3) 片膝姿勢からの飛び込み 

(4) 初歩の飛び込み

第3章 スタートの段階的指導法と安全対策





1. 水泳プールの重大事故の実態 

2. 水泳プールの給・排水口事故の実態とその予防 

3. マスターズ水泳に伴う死亡事故の背景とその予防 

4. マスターズ水泳に伴う重大事故を防ぐために 

5. 飛込競技の重大事故の背景とその予防 

6. プール水深とスタート台の高さに関するガイドラインの目指すもの 

7. バイオメカニクスからみた飛び込み事故の特徴と予防への提言 

8. 水泳プールでの重大事故の法律問題

「水泳プールでの重大事故を防ぐ」



1. 平成16年「プール水深に関する特別委員会」 

2. 要件：絶対的な安全基準ではない！ 

1. 一般的な競泳スタート 

2. 飛び込みの技術を習得した者 

3. 指導員等の管理下での実施

6. プール水深とスタート台の高さに関するガイド
ラインの目指すもの

水深 スタート台の 
水面からの高さ

1.00->1.10 0.25±0.05

1.10->1.20 0.30±0.05

1.20->1.35 0.35±0.05

スタート台の高さのガイドライン

単位: m 競技用：0.5-0.75



第1段階 
1. プールサイドからしゃ

がんで 
2. 水面を滑る感覚 
3. 姿勢：上半身のスト

リームライン 
4. 補助：泳者の手首を

支持し、指先を水面
の高さでキープさせる

6. プール水深とスタート台の高さに関するガイド
ラインの目指すもの
2. 安全な飛び込み指導の実際

第2段階 
1. 第1段階のスタートを

補助者なしで 
2. 補助：泳者の指先を

水面高さにコントロー
ル

第4段階 
1. スタート台から 
2. 出来るだけ水平に飛

ぶ

第3段階 
1. 上肢の振りを加える



1. 競泳選手の到達深度　
⇒0.7-1.22 m 

2. 最大到達深度 

1. 入水速度 4.99 m/s 

2. 0.5s → 到達水深 2.10 
m (1.17m/s) 

3. final → 最大到達水深 
3.74 m 

3. 入水角度 

1. ストレート：24±9° 

2. パイク　　：37±9° 

4. 頭部よりも手を前方に

7. バイオメカニクスからみた飛び込み事故の特徴
と予防への提言

注) 水面と同一面からの飛び込み 
被験者：大学生スイマー 

30°(上肢と水面)⇒水深 1m に到達 
（金岡: 学校プールでの安全な飛び込み方法の解明）



7. バイオメカニクスからみた飛び込み事故の特徴
と予防への提言

1. 技術の獲得課程 
(1) 分習（局面ごと） 
(2) 連結 
(3) 習熟 

2. 局面構造 
(1) 台上動作 
(2) 空中動作 
(3) 入水動作 
(4) 水中動作

1. 教育 
(1) 安全教育 
(2) 水中ポジショニング 
(3) グライディング 
(4) 立ち飛び 
(5) 水平飛び 
• 腰掛け→片膝→上肢振上げ 

(6) 逆飛び込み



日本水泳連盟の 
飛び込み対策まとめ

段階的指導法 事故のメカニズム 事故事例

水泳指導教本 × × △

安全水泳 ○ × ×
水泳プールでの 
重大事故を防ぐ ○ ○ △ 

判例一覧

網羅的に飛び込み事故を取り扱っている媒体がない。



日本水泳連盟の 
飛び込み対策まとめ

網羅的に飛び込み事故を取り扱っている媒体がない。

水泳の安全をまとめた 
書籍の発行の必要性?!



パイクスタートは上級
テクニックなのか ?!



スポーツ庁：水泳等の事故防止について（通知）平成29年4月28日 
http://www.mext.go.jp/sports/b_menu/hakusho/nc/1385296.htm

スポーツ庁通達 
「水泳等の事故防止について」 

平成29年4月28日

熟練者に見られるケース 
⇒危険度が高いパイクスタート



スポーツ庁：水泳等の事故防止について（通知）平成29年4月28日 
http://www.mext.go.jp/sports/b_menu/hakusho/nc/1385296.htm

スポーツ庁通達 
「水泳等の事故防止について」 

平成29年4月28日
学校体育実技指導資料第4集「水泳指導の手引き（三訂版）」 

（http://www.mext.go.jp/component/a_menu/sports/detail/__icsFiles/afieldfile/2014/06/10/1348570_7_1.pdf

熟練者のスタート技術 
＝パイクスタート？



「上級者のスタート」の誤解?!

Yahoo ! ニュース 
内田良：浅いプールで飛び込み練習 重大事故多発 
https://news.yahoo.co.jp/byline/ryouchida/
20160928-00062642/



「安全水泳」における記述

• 競泳選手経験者が指導者となって初心者に模範を示すとき
は、いわゆるパイクスタートにならないように注意する。 

• パイクスタートは高く飛んで、顎もしっかり引いて頭を両腕
の中に入れて入水するため、深く入水する可能性が高い。 

• これを初心者が行うと入水後の身体の操作を誤り、頭部を水
底に衝突させる危険性が高くなる。 

• そのため特に初心者に対して模範を示す際は、両腕を下から
前方に振って前方へ低く飛ぶようにする。

「パイクスタート= 上級競泳テクニック」 
と読める ?!



角度・速度・飛距離

武田剛ほか：競泳スタートにおける跳び出し角度の変化
が跳び出し速度、飛距離とブロックタイムに与える影響．
体育学研究51:515-524,2006.

○飛び出し角度↑ 
　　⇒飛び出し速度↓ 
　　⇒飛距離↑

cf. 上級テクニック 
≠ 高く飛び出して一点入水

注) 飛び出し角度↓ 
⇒飛距離↓

飛距離速度

水平方向への飛び出し 
⇒飛び出し速度 × 飛距離 = 最大 ?!



「パイクスタート ≠ 速いスタート」



「学校教育における 
飛び込みスタートを禁止する3つの理由」への 

対応

内田良：プール飛び込み「何でも禁止にするな！」と批判続出　―重大事故防止に向けてどう考えるべきか 
Yahoo! Japan ニュース (2016.11.28)  
https://news.yahoo.co.jp/byline/ryouchida/20161128-00064889/ 
2017.5.8 閲覧

1. 重度障害事故が毎年発生 

2. 水深が浅い設計 

3. 競泳選手を育成するわけではない

1. 指導者養成 
(1)エビデンスに基づいた安全な指

導法の確立 
(2)安全な施設での積極的な飛び込

みスタート指導の展開 
(3)教員養成へのアプローチ 

2. 学校プール環境整備への提言 
1. 安全な水深とは 
2. 多様な水泳 

3. 教育上の価値 
1. 水泳におけるスタートの重要性 
2. 危機管理能力の涵養



1. 飛び込みスタートの教育上の必要性 
2. エビデンスに基づいた段階的指導法の検討 
3. 上級飛び込みスタート･テクニックの啓蒙

指導者養成+環境整備
＋


