
 
 

お父さんが先生！ 

子どもスイミング教室

～お父さんが子どもに水泳を教えるコツとアドバイス～ 



プロフィール 
 
平成３年フィットネスクラブにてインストラクターとして勤務。その後トレーナーとしても活動する。 
日本体育協会公認資格のスポーツプログラマーやフィットネストレーナーや水泳教師など多数資格

を習得し、マシンジム・エアロビクス・ヨガ・フィットネス整体（ゆがみリセット体操）・腰痛肩こ

り予防体操・バランスボール・子ども体育教室・障害者スポーツ・キャンプ・特にプールでの指導に

従事しておりアクアビクス・障害者水泳・ベビースイミング・そして水泳教室など手掛ける。 
平成１８年に独立し、「もっと身近にフィットネスを」「１人でも多くの方が輝けるように」と『フィ

ットネスを通してハッピーに』をスローガンとして移動式フィットネス教室やプライベートレッスン、

インストラクター育成などに活動する。 
 

 
 
はじめに 
 

先ずはこの本を手にして頂きありがとうございます。皆様が光り輝き幸せいっぱいでありますよう

に心よりお祈り申し上げます。 
私がこの本を書こうと思ったのは、誰もが（ちょっとしたコツを掴むだけで）やればできると確信

できたからと、ちょっとしたことでも、できなかったことができたときの喜びや自信が、どんどん前

向きに何でも取り組める強い子になっていくところずっと見てきて、そんな状況がもっと広がれば良

いなぁと思ったからです。 
そして、以前はキャッチボールという運動を通しての親子のコミュニケーションがあり、お父さん

への尊敬などがありました。近年キャッチボールができる環境も少なくなり、そういった身近な運動

を通してのコミュニケーションの場が少なく難しくなってきております。こういった古き良き状況は

無いものだろうかと思ったときに浮かんだのがプールでした。以前は遠い存在のプールも今では身近

なものとなり、安全で簡単なプール・水泳というもので運動を通してのコミュニケーションやお父さ

んへの尊敬や威厳ができればと思います。それが私どもの目指す家族としての健康（家族健康）の１

つでは無いだろうかと本書作成に至りました。 
私どもではと最初は思ったのですが、プールを通じて知り合った方々からの強い要望と応援に支え

られ何とかここまでできました。この場を借りて支えてくださった多くの方々にお礼を言わせて頂き

ます。私どもだけではここまで出来かねました。本当にありがとうございます。 
尚、本書は競泳教本ではございません。皆様が気持ちよく泳げるために、思い通りに泳げるコツや

ポイント、指導法を載せてあります。気楽に自然に水泳をお楽しみ下さいませ。 
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第１章 水泳指導のポイント 

技術的ポイントにモチベーションの上げ方などのポイントとコツ 

（１） 教えるときのポイント 
教えるときに先ず必要なことは安心感を与えることです。その上で分析をし、目標や課題や

アドバイスを行います。その後評価をしできれば次の課題、できなければどうすれば良いかと

分析し改めて目標設定といったように、（先ず見てから）「目標設定」→「見る」→「評価」と

繰り返します 

1. 『見る』見ることによりことにより以下の３つの効果と役割がある 
１、 安心感を与える 
２、 信頼関係が築ける 
３、 分析ができる 

2. 目標設定 
 『ちょっと頑張ればできる』ところに目標を立てる 
 簡単にできるところから徐々にレベルを上げる 

例えば、、、「これできるか？」と先ず簡単な課題を与える→できたら「やるやん」や「す

ごいやん」など誉める→「じゃこれはできるかな？」と少しだけレベルを上げた課題を与

える→できたら同じように「やるなぁ」「すごいなぁ」など誉める→それを数回繰り返す

→できない課題になっても、頑張ればできると思って前向きに立ち向かおうとする 
 簡単にできる姿勢を見つける 

どんなに頑張ってもできないとき、たいていの場合姿勢に問題があるときが多い。例えば

腕が水面から出るぐらい上げていると肩に力が入っており俗に言う『力む』状態になり思

い通りに腕が動かせない。キックも脚が水面から出るぐらいになると腰が緊張しておりお

へそを上に向けて歩くと脚が思うように歩けないのと同じように脚が思い通りに動かせ

ない。後から述べる②の＜ポイント＞を参考に姿勢を確認しながら目標設定が必要になる 

3. 評価 
 誉める：できたかどうかも勿論だが、それ以上に頑張ったかどうかを誉める 
 修正：頑張ったけどできなかった場合は「もう少し○○してみよう」と修正ポイントを伝

え、頑張っていないときには「もう１回頑張ってみよう」と伝える 
 その他：できた場合は「○○はできたから、次は△△を頑張ってみよう」と次の課題を伝

え、同じ間違いを繰り返す場合には理解しているかどうかを確認する等 

（２） 補助するときのポイント 
教えていく上で補助というものがある。直接触れたり声に出したり視線だったりするが、役

割として以下の３つがある。３つの役割をポイントで行うことにより、より効果的な上達が見

込まれる。 

＜補助の役割＞ 
１、 安心を与える：指示や評価をしたり目で合図をしたり、触れたりし安心を与える 
２、 フォームの矯正：動きや力の入れる方向を示したり、力の入れる順番を伝えたりする

る（泳ぎの各項目参照） 
３、 確認：見てできていても実際は力の入れ方や入れる順番が違っていたりすることもあ

るため、聞いてみたり触れたりする 
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＜ポイント＞ 
① 軸（縦の軸，横の軸，回転軸） 

○背骨（脊柱） 

○骨盤、股関節 

○みぞおち、肩甲骨と肩甲骨の間 

○首と頭の付け根 

○人差し指の付け根 

○足の甲の親指と足首の間にある出っ張ったところ 

以上を進む方向に向ける ※前に腕を伸ばす時は人差し指を伸ばして、後ろに水を押すとき

は人差し指で押す等 

 

② 動かす順番 

○上半身：肩→肘→手 

○下半身：股関節→膝→足 

動きがぎこちなかったり思ったよりパワーが出なかったりするときは逆に動かしているこ

とが多い 

（例）クロールの時手が水の中に入ったら肩→肘→手の順番で伸ばす。また水をキャッチし

たら肩→肘→手の順番で後ろに水を押す 

※いきなり肩から股関節から動かすのは難しいため手と足が動かせるようになったら肘や膝

から動かすことを意識し慣れてきたら肩や股関節から動かす 

 

③ 動かし方 

○内回し 

腕を前に伸ばすとき真っ直ぐより少し内に捻りながら伸ばすと水の抵抗も受けにくく力

まず伸ばしやすい。押すときも少し内回しで押すと力まず水を放り投げられる 

※筋肉が捻って付いているため真っ直ぐ動かすと力んだり思うようにパワーが発揮でき

なかったりする 

 

④ その他 

○肩の付け根を内側に絞る 

○内腿を内側に絞る 

※上記２項は姿勢・体幹の安定・動きに最も重要なポイントと言える。例えば腕を挙げると

き肩が開いた状態で挙げると腕が広がりやすく無理矢理真っ直ぐに肩や頭の延長線上伸ば

そうとすると肘が曲がるか力みやすい。内股も開くと脚が広がったり膝が曲がりやすくなっ

たりする。何より２つのことを気を付けるだけで背骨（脊柱）が安定しやすい。背骨が合っ

て肩甲骨があり腕がある、背骨（脊柱）があって骨盤があって脚がある。その背骨は身体の

中心ではなく後方にある。少し気を付けるだけで動きもスムーズになり力を発揮しやすくバ

ランスも良くなるので是非気を付けて欲しい。 

 

全てを見るのはかなり難しいので、先ずは運動のポイントを見て、次に動かす順番、動かし方、

といった順番で見てあげると良い（思い通りに動けて泳げるようになる） 
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コラム① ～注意の仕方～ 

みなさんは子どもに注意をするとき「○○したらダメ」と注意していませんか？！それよりも「○

○しよう！」と注意してみてはいかがでしょう！ 
「○○したらダメ」は子ども達にしてみたらどうしたらよいのか迷ってしまったり、怒られたとい

うことばかりが大きくなって萎縮したり、逆にいたずら心でしたくなったりする子もいます。 
それより「○○しよう！」は聞き入れやすく素直に納得してくれる子がほとんどです。例えば、「走

ってはダメ」より「歩こう！」、「暴れたらダメ」より「座っとこう！」など。曖昧な表現より解りや

すい注意（指示）をしてあげると、子ども達もどうしたらよいのか解りやすく、すぐに直してくれる

ので効果的です。普段から注意をするとき「○○しよう！」と指示してあげたらいかがでしょうか？！ 
子どもも素直になり、お父さんも「良くできたな！」「お利口だったぞ！」と誉めたくなるかもし

れません。 
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第２章 先ずは泳ぐための基礎から 

４泳法を簡単に楽に格好良く泳ぐために必要なポイント「楽に浮ける」感覚が大切 

（１） 水慣れ  
＜見極めポイント＞ 
「水が恐くないか？」 
「浮けるか？」 

＜はじめに＞ 
① 大人と子どもの『水が恐い！』の違い 

1. 大人の方の場合 
ほとんどが溺れたもしくは溺れそうになったなど（過去に恐い経験をした） 

2. 子供の場合 
 溺れた、溺れそうになった 
 テレビや人から聞いて溺れる、息ができない等の想像 
 お母さんと離れる、人が多い、大声、騒音など普段の環境と違う 

※そのためお風呂屋さんは平気でもプールが恐い子が多い 
② 子どもが水（プール）を怖がったら・・・ 

 抱きしめ心音を聞かせる 
 ○注焦っているとき、緊張しているときは逆効果。落ち着いた心音を聞かせること 

 不安なものを取り除く 
 段階的に行う：下記水慣れ段階表参照 
 見本を見せる：「大丈夫やで」と見本を見せる 
 怒る：「○○ならできる！」とできる内容を怒ってさせる 

○注必ずその後できたときは「○○ようヤッタ！すごいなぁ」と褒め称え、できなくても

行ったら「○○よう頑張った！もう少しやったなぁ」と頑張ったことに褒める。決して

「ほらできたやろ！」はタブー 
 
  ＜水慣れについて＞ 

泳ぎを習得するにあたり１番重要な段階。シャワーを浴びる所から始まり水の上に浮くとこ

ろ、床を蹴って進むところまでが水慣れである。 
また、水慣れには「プールといった環境に慣れる」「プールに浸かることに慣れる」「浮くこ

とや進むことに慣れる」といったことも含まれる。 
なるべく細かい段階を設定することにより子どもの細かいサインを見逃すことなくプール

への興味や運動や出来る喜びを引き出し、泳ぎへと繋げる。 
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＜水慣れの段階＞ 
  

段階 項目 ポイント 
Lesson１ シャワー 

シャワーを浴びる 
緊張することなく上などを見てシャワー

を浴びることができる 
Lesson２ 息こらえ・息吹き 

水面上で息をこらえる。または、息

を吐く 

緊張することなく息を止めたり吐いたり

できる（プールに浸かって、頭から水を

掛けて） 
○注緊張や恐怖により息を吸って水を飲ま

ないようにする 
Lesson３ 歩行 

水中を歩く 
プールの中をバランス良く歩くことがで

きる 
Lesson４ ボビング 

水中で弾む 
バランス良くプールでジャンプすること

ができる 
Lesson５ バブリング 

「ブクブク」「パッ」 
水中で鼻と口から息を吐くことができ

る。また、その後水上に口を出し、息を

吐いて吸うことができる 
Lesson６ 顔浸け 

水中に顔を浸ける 
水中で前かがみになり顎を引いて鼻と口

から息を吐くことができる。その後顎を

前に出して顔を上げ、息を吐いて吸うこ

とができる 
Lesson７ 伏し浮き 

水中に俯せで浮く 
その場で顔を浸けお尻から頭の付け根ま

で水平姿勢になり浮くことができる。ま

た、その後バランス良く立つことができ

る 
Lesson８ け伸び 

床を蹴って俯せで進む 
顔を浸け、床を蹴って伏し浮きの状態で

進むことができる 
Lesson９ 背面浮き 

水中に仰向けで浮く 
仰向きでその場でお尻から頭の付け根ま

で水平姿勢になって浮くことができる。

また、その後バランス良く立つことがで

きる 
Lesson10 背面け伸び 

床を蹴って仰向けで進む 
床を蹴って背面伏し浮きの状態で進むこ

とができる 

できないところは次からのページの内容で練習をしてみて下さい。 
泳げる子でもなかなか上達しない時は、け伸び・背面け伸びをチェックすることをお薦めします。泳

げない、上達しないほとんどの子が、スタート・着地を始めとするけ伸びが充分にできていないこと

が多いため、スタートや姿勢や着地ができているか？浮こうとして姿勢を崩していないかなどチェッ

クしてみて下さい。 
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Lesson１ シャワー 
緊張することなく上などを見てシャワーを浴びることができる 
（水やプールという場への恐怖心を取り除くことが主な目的） 

（見本の図） 

Pint！ 顔の表情、手足の状態など細かい変化を見逃さない

ようにする 
※緊張感が弛んだだけでも「おっ、少し慣れてきた

な、いいぞ！」と誉めてあげると良い 

＜段階的練習＞ 
① お父さんが子どもを抱きかかえてシャワーを浴びる 

1. 手や足や背中にシャワーを浴びる 
2. 頭からシャワーを浴びる 

② お父さんが子どもと手をつないでシャワーを浴びる 
1. お父さんがしゃがんで子どもの目線より下になる 

i. 両手をつないで 
ii. 片手をつないで（正面を向いて→横に並んで） 

2. お父さんが立って 
i. 両手をつないで 
ii. 片手をつないで（正面を向いて→横に並んで） 

③ お父さんが子どもと喋りながらシャワーを浴びる 
1. お父さんがしゃがんで子どもの目線になる 
2. お父さんが立って 

④ 子ども１人でシャワーを浴びる 
（下を向いている状態から前を向けるようになったら更に誉めると更に良い） 
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Lesson２ 息こらえ・息吹き 
緊張することなく「ンー」と息を止めたり「フー」吐いたりできる 
（緊張や恐怖により息を吸って水を飲まないようにすることが主な目的） 

（見本の図） 

Pint！ 息の吹きかける強さや長さにも気を付けてみてあ

げる 
※強く吹けるようになったり長く吹けるようにな

ったら誉める 

＜段階的練習＞ 

１．プールのコーナー（ほとんど顔に水がかからない状況）で息吹き 
① お父さんが子どもと手をつないで一緒に肩まで浸かり息を止めたり、プールの水に息を吹き

かけたりする 
1. 両手をつないで 
2. 片手をつないで 

② プールコーナーの壁を持って肩まで浸かり息を止めたり、プールの水に息を吹きかけたりす

る 
1. 両手で持って 
2. 片手で持って 

③ プールコーナー付近で肩まで浸かり息を止めたり、プールの水に息を吹きかけたりする 

２．プールサイド（あまり顔に水がかからない状況）で息吹き 
① お父さんが子どもと手をつないで一緒に肩まで浸かり息を止めたり、プールの水に息を吹き

かけたりする 
1. 両手をつないで 
2. 片手をつないで 

② プールサイドの壁を持って肩まで浸かり息を止めたり、プールの水に息を吹きかけたりする 
1. 両手でもって 
2. 片手でもって 

③ プールサイド付近で肩まで浸かり息を止めたり、プールの水に息を吹きかけたりする 

３．コース中央（通常の状況）で息吹き 
① お父さんが子どもと手をつないで一緒に肩まで浸かり息を止めたり、プールの水に息を吹き

かけたりする 
1. 両手をつないで 
2. 片手をつないで 

② プールで肩まで浸かり息を止めたり、プールの水に息を吹きかけたりする 
※ 最初緊張などしている場合はいきなり肩まで浸からず段階をおいて行う 
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４．お父さんが頭から水を掛けて息こらえ・息吹き 
① 子どもをプールサイドに座らせて、お父さんがプールの水をすくって子どもの頭に水を掛け

る 
1. 顔に水がかからない程度で息こらえ・息吹き 
2. 顔に水がかかるようにして息こらえ・息吹き 

② プールでお父さんがプールの水をすくって子どもの頭に水を掛けて息こらえ・息吹き 
 

Lesson３ 歩行 
バランス良くプールを歩くことができる（プールへの恐怖心を取り除くことが主な目的） 

（見本の図） 

Pint！ お父さんが子どもと手をつないでプール内を歩く

とき、最初はお父さんが肩まで浸かって子どもの目

線より下になると緊張は早く解ける 

＜段階的練習＞ 
① お父さんが子どもと手をつないでプール内を歩く 

1. 両手をつないで 
2. 片手をつないで（正面を向いて→横に並んで） 

② 壁をもってプール内を歩く（カニさん歩き） 
③ ビート板やアームヘルパーを持ってプール内を歩く 
④ 何も持たずにプール内を歩く 
※ 焦って足を滑らせたりし、溺れないように注意 

 

Lesson４ボビング 
バランス良くプールでジャンプすることができる 
（床から足が離れる恐怖心を取り除くことが主な目的） 

（見本の図） 

Pint！ 「ピョーン・ピョン・ピョーン・ピョン」など声を

掛けながら行うと分かりやすい 
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＜段階的練習＞ 
① お父さんが子どもの脇の下を持ってプール内をジャンプする 
② お父さんが子どもと手をつないでプール内をジャンプする 

1. 両手をつないで 
2. 片手をつないで（正面を向いて→横に並んで） 

③ 壁を持ってプール内をジャンプする 
④ ビート板を持ってプール内をジャンプする 
⑤ 何も持たずにプール内をジャンプする 
※ 焦って足を滑らせたりし、溺れないように注意 

 

Lesson５ バブリング 
水中で鼻と口から「ブクブク」と息を吐き、水上に口を出してから「パッ」と息を吐いて吸う

ことができる（水中に潜る恐怖心を取り除くことと水を飲まないようすることが主な目的） 

（見本の図） 

Pint！ 水上では鼻で吐けても水中になると吐けなくなる

場合には、水上でお父さんのすくった水を吹き飛ば

しながらそのまま水中に入ると出来やすい 

＜水中での息を吐く段階＞ 
１． 「ンー」と息を止める 
２． 口から「ブクブク」と息を吐く 
３． 鼻から「ブクブク」と息を吐く 
４． 鼻と口両方から「ブクブク」と息を吐く 
※以下の練習と併せて練習をする（安定して鼻と口両方から息を吐くことができれば良い） 

＜段階的練習＞ 
潜るときは、水面に顎→口→鼻→目の下→目半分→眉毛→頭までと徐々に潜る 

① お父さんがプールの水をすくい、その水を子どもが息を吐いて、水を吹き飛ばす 
※最初は水面より高いところから行い徐々に水面へと近づける 

② お父さんが子どもの腕を下から支え、子どもはお父さんの肩や腕を持ち徐々に水中に潜りな

がら息を吐く 
③ お父さんと子どもが手をつないで水中に潜り息を吐く 

1. 両手をつないで 
2. 片手をつないで 

④ 壁を持ちながら水中に潜り息を吐く 
⑤ ビート板を持ちながら水中に潜り息を吐く 
⑥ 両手を頭の上に置き、水中に潜り息を吐く 
※ 水中という恐怖から息を吸って水を飲むことがあるので注意 
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Point！ 
『パッ』はしっかり顔を上げきってからする。『ブクブク』『パッ』とリズム

だけで行うと焦ったときに良く水を飲みそこからプールを嫌いになる子が多

いので注意する。 
 

Lesson６ 顔浸け 
水中で前かがみになり顎を引いて鼻と口から「ブクブク」と息を吐くことができる。その後顎

を前に出して顔を上げから「パッ」と息を吐いて吸うことができる 
（呼吸の基本動作の習得が主な目的） 

（見本の図） 

Pint！ 顔を浸けるとき、顎だけを引いて息が吐きにくくな

り苦しくなる場合がある 
首全体を丸くしているかをチェックする 

＜顔浸けから顔上げて呼吸まで＞ 
準備：肩まで浸かり、背中は天井に向ける 
① 顔を浸ける 
② 『ブクブク』と息を吐く 
③ 顔を上げて『パッ』と息を吐いて吸う 
（言葉掛け） 
「肩まで浸かって、背中天井に向けて」→「①で顔を浸けて」→「②で『ブクブク』」→「③で

顔を上げ『パッ』」 
※顔を浸けるときは顎だけを引くと呼吸が苦しいので首全体（みぞおちから）を丸くする 

＜水中での息を吐く段階＞ 
１． 口から 
２． 鼻から 
３． 鼻と口両方から 
※以下の練習と併せて練習をする（安定して鼻と口両方から息を吐くことができれば良い） 

＜顔を浸ける時間の段階＞ 
１． 「①で顔を浸けて（すぐに顔を上げ）『パッ』」と息を吐く 
２． 「①で顔を浸けて」「②で『パッ』」と息を吐く 
３． 「①で顔を浸けて」「②で『ブクブク』と息を吐いて」「③で顔をしっかり上げて『ブクブク』

『パッ』」と息を吐く 
４． 「①で顔を浸けて」「②で『ブクブク』」「１、２、３、４、５、・・・『パッ』」と息を吐く 
※ 徐々に肩が上下動しないように、肩は前方を向けて頭だけを動かすようにする。特に「パッ」

は顎を水面から離さないようにする 
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Point！ 
「①顔浸けて」など指示するとき耳のすぐそばで言ってあげるのと、比較的

すぐにできるようになる。 
※５ｃｍ高いところと、耳のそばで言うのとでは、習得するのに大きく差が

出てくる 

＜段階的練習＞ 
① お父さんがプールの水をすくい、その水に顔を浸ける 

※最初は水面より高いところから行い徐々に水面へと近づける 
② お父さんが水中で手のひらをさしだし、そこに顔を浸ける 

※最初は両手から始まり片手、指、指の数を徐々に減らす 
③ お父さんが子どもの腕を下から支え、子どもがお父さんの肩や腕を持ちプールに顔を浸ける 

※徐々に顔の表面、耳まで、耳の後ろまで、頭までと段階を上げる 
④ お父さんと子どもが手をつなぎプールに顔を浸ける 

1. 両手をつなぐ 
2. 片手をつなぐ 

⑤ 壁を持ちながらプールに顔を浸ける 
⑥ 両手を後ろにして壁を持ち、お尻を壁に付け、背中を天井に向けながらプールに顔を浸ける 
⑦ ビート板に腕を乗せ、背中を天井に向けながらプールに顔を浸ける 
⑧ 両手を前に伸ばし、背中を天井に向けながらプールに顔を浸ける 
※ 目の前に水が迫ってくるという恐怖から息を吸って水を飲むことがあるので注意 
 

Point！ 
『パッ』はしっかり顔を上げきってからする。『ブクブク』『パッ』とリズム

だけで行うと焦ったときに良く水を飲みそこからプールを嫌いになる子が多

いので注意する。 
 
Lesson７ 伏し浮き 

その場で顔を浸けお尻から頭の付け根まで水平姿勢になり浮くことができる。また、その後バ

ランス良く立つことができる（浮くことの恐怖心を取り除くことが主な目的） 

（見本の図） 

Pint！  腕・脚は下げてリラックスした姿勢で浮く 
（腕・脚を上げて、腰を反らさない） 

 視線は床もしくはおへその下 
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＜伏し浮きのスタートから着地まで＞ 
準備：肩まで浸かり、背中は天井に向けて腕を水中で伸ばす 
※肩が浮いているところから伏し浮きをするとバランスを崩し恐怖心を持つ可能性が高い 
① 顔を浸ける 
② 『ブクブク』と息を吐きながら脚を床から離す 
③ 床に脚を着けて『パッ』と息を吐いて吸う 
（言葉掛け） 
「肩まで浸かって、背中天井に向けて」→「①で顔を浸けて」→「②で『ブクブク』と息を吐

きながら足を床から浮かせて」→「③で足を着いて顔を上げ『パッ』」 
※足を着くときは腕を横に広げるか、下に下げるとバランスを崩しにくく恐怖心なく立ちやすい 

＜基本姿勢＞ 
 お尻から頭の付け根まで（少し丸くなった）水平姿勢 
 視線はおへその下あたり（みぞおちの辺りから丸くする） 
 脚は力を抜き骨盤程度広げる（軽く足の親指と親指が触れる：１番力が抜けやすいところ） 

○注脚をくっつけるとバランスを崩しやすい特に踵はくっつけない方が良い 
 腕は真っ直ぐ伸ばし指先を正面に向ける○注手は組んだり重ねたりしなくても良い 

※水面よりやや腕を水中で伸ばす（１番楽にのばせるところ）。浅いと姿勢が不安定になりバ

ランスを崩しやすい 
○注肩・内股に注意。肩が張ったり、内腿が開いたりすると姿勢が不安定になりやすい。肩・

内腿は内側に締める（手のひらを外に向けてから腕を挙げる等） 
 

－参考－ 
スイミング教室によっては水の抵抗を減らす等の理由により手を組んだり

重ねたりするところがあるが、その場合せめて指先を正面に向ける 
 

－ＭＥＭＯ－ 
腕は水面からだいたい３０～４０度ぐらい腕を下げたところ（楽に腕が伸

ばせるところ）で腕を伸ばすと、肩に力が入らず恐怖感も少ない、脚は１０

～２０度ぐらい脚を下げたところ（楽に脚を伸ばせるところ）で脚を伸ばす

と腰も張らず、恐怖感も少ない。 
その位置が安心・安定して浮ける姿勢でありキックやストロークや息継ぎ

をするのにも繋がる姿勢になる。 
スイミング教室によっては水の抵抗を減らす等の理由により腕から脚まで

真っ直ぐの１８０度の姿勢を指導するところもあるが、その場合でもせめて

腕脚が水面から出ないようにする。 
また、耳を挟むと指示する場合があるが、身体の構造上最も力みやすいとこ

ろなので、せめて耳の後ろを挟むようにする。 
 

Point！ 
幼児にとって「顔浸け１０秒できたから伏し浮きで５秒顔浸け頑張ろうね」

というのは通用しない。 
幼児にとっては１０秒も５秒も同じ感覚である。（数と量（密度）が一致す

るのは６歳ぐらいから） 
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※水平姿勢になると恐がる場合には、腕や脚の力を抜いて床の方に向けるくらげ浮きから行い徐々

に水平姿勢に近づける 

くらげ浮き 
（見本の図） 

Pint！  腕・脚は床に向けリラックスした姿勢で浮く 
 視線はおへその下（顎を引きすぎて呼吸がつま

らないように注意） 

＜段階的練習＞ 
① お父さんが子どもを下から支えて伏し浮き 

1. お父さんが下から脇や二の腕を支え、子どもがお父さんの肩か腕に腕を乗せる 
2. お父さんが下から肘を支え、子どもがお父さんの腕に腕を乗せる 
3. お父さんが下から手のひらを支える（手のひら→指→指の数を減らす） 

② 壁を持って伏し浮き 
③ ビート板に腕を乗せて伏し浮き 
④ 部分的に補助をして伏し浮き 

1. スタートと着地を補助（伏し浮きは１人でする） 
2. 着地を補助 

⑤ 伏し浮き（完成） 
 

－まとめ－ 
 スタートは首まで浸かり顔を浸けてから足を床から浮かす 
 着地は足を床に着けてから身体を起こし顔を上げる 
 浮く姿勢は真っ直ぐにならず腕と脚を水面に下げ丸くなる 

 

Lesson８ け伸び 
顔を浸け床を蹴って伏し浮きの状態で進むことがきる 
（泳ぐための基本姿勢の習得とスタート着地の習得が主な目的） 

（見本の図） 

Pint！  腕・脚は下げてリラックスした姿勢で伸びる 
（腕・脚を上げて、腰を反らさない） 

 視線は床もしくはおへその下、姿勢が安定して

できるようになれば前を向いても良い 
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＜け伸びのスタートから着地まで＞ 
準備：肩まで浸かり、背中は天井に向けて腕を水中で伸ばす 
※肩が浮いているところから伏し浮きをするとバランスを崩し恐怖心を持つ可能性が高い 
① 顔を浸ける 
② 『ブクブク』と息を吐きながら床を蹴って前に伸びる 
③ 床に脚を着けて『パッ』と息を吐いて吸う 
（言葉掛け） 
「肩まで浸かって、背中天井に向けて」→「①で顔を浸けて」→「②で『ブクブク』と息を吐

きながら足を床蹴って伸びる」→「③で足を着いて顔を上げ『パッ』」 
※足を着くときは腕を横に広げるか、下に下げるとバランスを崩しにくく恐怖心なく立ちやすい 

＜注意点＞ 
 視線は最初おへその下あたりを見る。できるようになれば視線だけ前を見るようにする。 

（頭の付け根を動かし肩は前に向ける） 
 伸びようとして手足を浮かせたり、反った姿勢になったりしやすい 

（前に伸びるように指示する） 
 前に行こうとして上体を乗り出して（胸を張った姿勢）前を向き、反った姿勢にならなりや

すい 
 

Point！ 
肘（肩）を少し内側に捻るようにしながら肘と肩を前に伸ばすと背中も引っ

張られるようになりきれいな姿勢がつくりやすい。 
脚も内腿を少し内側に捻るようにして伸ばすと骨盤が安定してきれいな姿勢

がつくりやすい。 
※ 筋肉が捻って付いているため。逆にそのまま真っ直ぐ伸ばすと力む場合

がある 

＜段階的練習＞ 
① お父さんが子どもの両手を下から支えながら子どもはお父さんの手に手のひらを乗せて、お

父さんが引っ張りながらスタートから着地まで支えてけ伸び 

（補助の図） 

Pint！ 人差し指の付け根の関節を持つと伸びやすく上達

しやすい 
 

② ビート板に腕を乗せてけ伸び（腕、手、指と除序にキック板に乗せる面積を減らす） 
③ 部分的に補助をしてけ伸び 

1. スタートと着地を補助（け伸びは１人でする） 
2. 着地を補助 

④ け伸び（完成） 
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Point！ 
フロアやプールの段差からスタートする場合、足の親指をかけてスタートを

することを推奨 
後の飛び込みにもつながり、蹴って伸びる感じも掴みやすいため 

 
－ＭＥＭＯ－ 
泳げないほとんどの子はスタートと着地ができないのが原因。スタートでバ

ランスを崩したり水を飲んだり着地も足を先に着けようとして安定してつか

ず溺れたり、プールが嫌になったりする子が多い。逆にスタートと着地がで

きている子はほとんど簡単に泳げるようになる 
 

Lesson９ 背面浮き 
仰向きでその場でお尻から頭の付け根まで水平姿勢になって浮くことができる。また、その後

バランス良く立つことができる（背面での浮くことへの恐怖心を取り除くことが主な目的） 

（見本の図） 

Pint！  肩や内腿が開かないように内側に少し締める 
 おへそを突き上げない（水面から出さない） 
 視線は天井（真上より少し下） 
 頭の付け根を伸ばす 

＜背面浮きのスタートから着地まで＞ 
準備：首まで浸かる 
① 後頭部を浸ける（頭の付け根を曲げ、なるべく腰が反らないようにする） 
② 床から脚を浮かせる 
③ 顎を引いて、顔を浸けて、足を着けてから立ち『パッ』と息を吐いて吸う 
（言葉掛け） 
「首まで浸かって」→「①で頭を浸けて」→「②で脚を浮かせて」→「③で顔を浸けて、足を

着いて顔を上げて『パッ』」 

＜基本姿勢＞ 
 お尻から頭の付け根まで水平姿勢 

○注浮こうとしておなか（おへそ）を浮かせて、反った姿勢にならないように注意 
 視線は真上よりやや下（天井） 
 脚は力を抜き骨盤程度広げる（軽く足の親指と親指が触れる：１番力が抜けやすいところ） 

○注脚をくっつけるとバランスを崩しやすい特に踵はくっつけない方が良い 
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＜段階的練習＞ 
① お父さんが子どもの頭の付け根を支えスタートから着地まで補助して背面浮き 

（補助の図） 

Pint！ お父さんも頭の付け根まで浸かって支え指示する 
 

② 最初から浮くところまでと着地をお父さんが子どもの頭の付け根を支えて背面浮き 
（背面浮きは１人で行う） 

③ 着地を補助して背面浮き（頭の付け根を支える） 
④ 背面浮き（完成） 

 
－参考－ 
スイミング教室によっては浮貸せようとお腹（おへそ）を突き上げないよう

に支持するところがあるが、腰が引けないようからである。 
おへその位置は、水面から手のひら１枚～拳１つ分下になる。必要以上に上

げると腰が反り、バランスを崩して恐怖心も生まれる。また、キックやスト

ロークを付けて泳ぐときにもバランスを崩し、なかなか習得できなくなるの

で注意する。 
 

－まとめ－ 
 スタートは首まで浸かり後頭部を浸けてから足を床から浮かす 
 着地は顎を引き、顔を浸け、足を床に着けてから身体を起こし顔を上げる

 浮く姿勢は反らさないようにする（おへそを水面に出さない） 
 

Lesson10 背面け伸び 
床を蹴って背面伏し浮きの状態で進むことができる 
（背泳ぎの基本姿勢とスタートと着地の習得が主な目的） 

（見本の図） 

Pint！  肩や内腿が開かないように内側に少し締める 
 おへそを突き上げない（水面から出さない） 
 視線は天井（真上より少し下） 
 頭の付け根を伸ばす 
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＜背面浮きのスタートから着地まで＞ 
準備：首まで浸かる 
① 後頭部を浸ける（頭の付け根を曲げ、なるべく腰が反らないようにする） 
② 床を蹴って背面浮きで進む 
③ 顎を引いて、顔を浸けて、足を着けてから立ち『パッ』と息を吐いて吸う 
（言葉掛け） 
「首まで浸かって」→「①で頭を浸けて」→「②で床を蹴って」→「③で顔を浸けて、足を着

いて顔を上げて『パッ』」 

＜段階的練習＞ 
① 両腕は力を抜いて体側に置き背面け伸び 

1. スタートから着地まで補助 
2. スタートから浮くところまでと着地を補助（背面け伸びは１人でする） 
3. 着地を補助 
4. 背面け伸び 

② 片腕を挙上して背面け伸び 
1. スタートから着地まで補助 
2. スタートから浮くところまでと着地を補助（背面け伸びは１人でする） 
3. 着地を補助 
4. 背面け伸び 

※補助は頭の付け根と挙上している側の腕の人差し指付け根を引っ張ってあげる 
③ 両腕を挙上して背面け伸び 

1. スタートから着地まで補助 
2. スタートから浮くところまでと着地を補助（背面け伸びは１人でする） 
3. 着地を補助 
4. 背面け伸び（完成） 

 
Point！ 
肘（肩）を少し内側に捻ると背中も引っ張られるようになりきれいな姿勢が

つくりやすい。-体側の時は手のひらを下か少し外に向け、挙上するときは手

のひらを外に向けてから腕を挙げると比較的できやすい- 
脚も内腿を少し内側に捻るようにして伸ばすと骨盤が安定してきれいな姿勢

がつくりやすい。 
※ 筋肉が捻って付いているため。逆にそのまま真っ直ぐ伸ばすと力む場合

がある 
 

―ＭＥＭＯ― 
背泳ぎのできないほとんどの子はスタートと着地ができないのが原因。スタ

ートでバランスを崩したり水を飲んだり着地も足を先に着けようとして安定

してつかず溺れたり、プールが嫌になったりする子が多い。逆にスタートと

着地ができている子はほとんど簡単に泳げるようになる 
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コラム② ～兄弟げんか～ 

兄弟げんかの時みなさんはどうやって仲裁しますか？私はよくプールのレッスン中などで子ども達

がけんかをするとき決まってこういいます。「先生は○○くんのことが大好きやねん、△△くんのこ

とも大好きやねん。そんな大好きな２人がけんかをするのは先生とっても悲しい」たいていの場合は

これで治まったり仲直りをしてくれます。ポイントは理由を聞かないこと。理由を聞いてしまうと「○

○くんが押してん」「△△がこっちに来たからや」など水掛け論になってしまうか、悪者ができてし

まいます。 
どうしても聞いてしまい聞こえないふりもできそうにない場合には例えば「○○くんが叩いてきた」

といったときは「○○くん△△くんに当たったんか？、当たったんやったら謝ろう」「○○くんもわ

ざとじゃないから許そうな！」と悪者を作らないようにします。万が一故意に悪ふざけでけんかにな

ったときには「それはあかんな、○○くんはおもしろいかもしれないけど△△くんは嫌がっているや

ろ、人の嫌がることは止めような」と注意します。誰が悪いということは避けて、何が悪いのかを注

意することをお薦めします。 
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第３章 好きな泳ぎをマスターしよう 

基本の水慣れが出来たら好きな泳ぎややってみたい泳ぎからマスターしよう。途中で種目を変えて

も大丈夫「浮くから腕や脚を使って進む」感覚が大切 

○ クロール 
 
＜クロールの段階＞ 
 

（１） キック 
段階 項目 ポイント 

Lesson１ イメージの練習 
①陸 
②水中 

脚の動きのイメージを掴む 

Lesson２ プールサイド・壁での練習 
①腰掛けキック 
②俯せキック 
③壁キック 

脚の動きをと水を蹴る感覚を掴む 

Lesson３ ビート板を使っての練習 
①顔上げ 
②顔浸け 

水を蹴る感覚と進む感覚を掴む 

Lesson４ 補助具（ビート板）なしでの練習
①気を付け 
②片腕挙上 
③両腕挙上（グライドキック） 

け伸びの姿勢から歩くように脚を動かし

て進むことができる 

（２） ストローク 
１． 息継ぎなし、腕を伸ばしたクロール（ノーブレクロール） 
段階 項目 ポイント 

Lesson１ イメージの練習 
①陸 
②水中 
③水中を歩きながら 

動きのイメージと腕に水の流れを感じる

Lesson２ ビート板を使っての練習 
①片手クロール 
②両手クロール 

支えのある状態での泳ぎながらストロー

クの習得 

Lesson３ 補助具（ビート板）なしでの練習
①片手クロール 
②両手クロール 

グライドキックからストロークで進む感

覚を掴む 
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２． クロール（息継ぎ） 
段階 項目 ポイント 

Lesson１ イメージの練習 
①息継ぎの動作のみ 
②呼吸のタイミング 

息継ぎのフォームやタイミングのイメー

ジを掴む 

Lesson２ ビート板を使っての練習 
①息継ぎの動作のみ（横呼吸） 
②片手クロール 
③両手クロール 

支えのある状態で呼吸の動作とタイミン

グを習得する 

Lesson３ 補助具（ビート板）なしでの練習
①片手クロール 
②両手クロール 

グライドキックからストロークで進む感

覚と安定した状態で呼吸ができる感覚を

掴む 

３． 競泳型のストローク  
段階 項目 ポイント 

Lesson１ イメージの練習 
①ストローク 
②左右ストロークのタイミング 
 （コンビネーション） 

動きのイメージと腕に水の流れを感じる

Lesson２ ビート板を使っての練習 
①息継ぎなし片手クロール 
②息継ぎあり片手クロール 

支えのある状態で、泳ぎながらストロー

ク動作の習得 

Lesson３ 補助具（ビート板）なしでの練習
①片手クロール 
②両手クロール 

クロール完成 
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（１） キック 
け伸びの姿勢から歩くように脚を動かして進むことができる ○注足の裏で跳ね上げてキックしな

いように注意 

＜キックの動作＞ 

① 

蹴り下ろすときは膝が軽く曲がる （見本の図） 

② 

脚を伸ばしながら胸板の幅程度蹴り下ろす

○注胸板程度の蹴り幅は水面からでなく楽に

脚を伸ばした位置（水面から１０～２０度

程度脚を下げた位置）から胸板程度（２０

～３０cm）の蹴り幅 
 

（見本の図） 

③ 

脚を真っ直ぐにしたまま、元の位置に戻す

（足の裏で蹴り上げない） 
※この時に反対側の脚を蹴り始める 

（見本の図） 

※右脚蹴ったら戻して左脚、左脚蹴ったら戻して右脚と揃うようなタイミングで繰り返す（常にどち

らかの脚が下に蹴っているタイミングは水を充分に蹴られず進まず、力みやすい） 

＜見極め＞ 
「け伸びをしたら歩くように脚動かして進んでみぃ」と見本を見せたりアドバイスをして泳がしてみ

る 
 姿勢も崩れず進む···················· Lesson３ ビート板を使っての練習から 
 姿勢は崩れないが進まない········ Lesson２ プールサイド・壁での練習から 
 姿勢が崩れてしまう················· Lesson１ イメージの練習から 

 



 - 25 -

Lesson１ イメージの練習 
脚の動きのイメージを掴む 

（見本の図） 

Pint！ 足の甲を擦りながら歩き最後に前に水を蹴る 

＜段階的練習＞ 
① 陸 

陸上で足の甲側（の指）を擦りながら歩く 
② 水中 

プールの中を足の甲側（の指）を擦りながら水の流れを感じて歩く 
※足の甲（や膝）に水の流れを感じるようにする 

 

Lesson２ プールサイド・壁での練習 
キックの動きを習得する 

＜段階的練習＞ 
① 腰掛けキック 

プールサイドにお尻を半分はみ出すように腰掛けて両手は後ろに着きキックの練習 

（見本の図） 

Pint！  足を骨盤程度開いた状態で軽く足の親指が触

れる状態で伸ばす 
 視線は足先を見る 
 腰が反らないように注意 

（肩を内側に締める：手の指先はプール側） 
 足の甲に水の流れを感じるようにする 

 
Point！ 
補助をするとき、足首などを持ち、脚を下に蹴り下ろさない（上下動をさせ

ない）ようにする。 
※膝下でキックする水の流れをとめるキックや、足の裏でキックする姿勢を

崩すキックの癖がつくため 
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－段階的習得－ 
いきなり上手にキックの動作ができることは難しいため１つ１つできるようにしていく 

1. 水の中で両足を歩くように大きくゆっくり動かす 

【補助】 
踵落としのようなキックになる場合 
（補助の図） 

Pint！ 踵の出っ張りを中指で支え動きを誘導する 
（奥から手前に円を描くように動かす） 

 
自転車漕ぎのようなキックになる場合 
（補助の図） 

Pint！ 膝上を押さえる 
 

2. 足の甲にお水を感じるように動かす（水のポッコとしたお山をつくる） 

【補助】 
つま先からキックする場合 
（補助の図） 

Pint！ 脚の指を手で覆い、その手を蹴らせる 
 



 - 27 -

 
真上にキックする場合 
（補助の図） 

Pint！ 「お父さんの顔に水掛けてみぃ」と言いながら脚の

先に立ち頭の付け根まで浸かる 
 

3. 膝を大きく交差させる 

【補助】 
膝下だけでキックする場合 
（補助の図） 

Pint！ 膝上を挟んでキックを誘導させる 
（奥から手前に円を描くように動かす） 

 
② 俯せキック 

プールサイドに俯せになり脚をプールに出してキックの練習 

（見本の図） 

Pint！ 両腕は体側に置く。前に伸ばすと床を押し反った姿

勢になりやすい。 
また、上体は脚の付け根までプールサイドに乗せ、

脚だけをプールに出す。足の付け根より上体がプー

ルに出るとキックがバラバラになりやすい。 

※脚を上下に動かすだけでなく（膝と）足の甲に水の流れを感じるように動かす 

Point！ 
補助をするとき足首や太腿をもって上に持ち上げない（上下動させない）よ

うにする 
※蹴り上げてキックする進まないキックや、足裏でキックして、姿勢を崩し

たり、前に進まないキックの癖を付けたりするため 
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【補助】 
水を叩くようなキックをする場合 
（補助の図） 

Pint！ 踵を斜め下に押し出し、キックの蹴る方向を誘導す

る 
 

膝下だけでキックする場合 
（補助の図） 

Pint！ 膝上に手のひらを置いて、軸を安定させる 
※膝上が軸になる 

 
③ 壁キック 

プールサイドを持ち腕の下にビート板を敷いてキックの練習 

（見本の図） 

Pint！  顎を前に出しビート板の上、もしくは水の上に

乗せる 
 肩を内側に締め前に伸ばす 
 前を見る 

 
Point！ 
補助をするとき足首や太腿をもって上に持ち上げない（上下動させない）よ

うにする 
※蹴り上げてキックする進まないキックや、足裏でキックして姿勢を崩した

り、前に進まないキックの癖を付けたりするため 
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【補助】 
腰が落ちる場合 
（補助の図） 

Pint！ おへその下を水面近くに上げ、前に送る 
 

踵で跳ね上げるようなキックする場合 
（補助の図） 

Pint！ ふくらはぎ横を添えて蹴る方向を誘導 
 

Lesson３ ビート板を使っての練習 
補助具のある少し安心した状態でキックの習得 

＜段階的練習＞ 
① 顔上げ： ビート板の上に両腕を乗せ、顎をビート板か水面から離さないようにし背中を天

 井に向けた姿勢から床を蹴ってけ伸びの姿勢になり、姿勢が安定してからキック

 動作を行う 

（見本の図） 

Pint！  顎は前に出しビート板の上、もしくは水の上に

乗せる 
 肩を内側に締め前に伸ばす 
 前を見る 

○注 姿勢をつくり、床を蹴ってから伸びて、そこか

らキックを行う 
 

－参考－ 
ビート板の裏表に注意！反っている面が下になる。反対に使うとビート板が

止まりやすくなり、思うように泳げない場合がある。 
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【補助】 
姿勢が崩れて充分に蹴りおろせない場合 
（補助の図） 

Pint！  おへその下を支えながら前に送り、姿勢を修正 
 膝をやや内側に向けながら前に送りキックの

方向を誘導 
 

つま先からキックする場合 
（補助の図） 

Pint！ 足の指に手を当て蹴る感触を与える 
 

上下にキックする場合 
（補助の図） 

Pint！ 踵を斜め前に押し込み、キックの方向を誘導 
 

Point! 
補助に入る前は肩まで水に浸かり、目線を子どもに合わせる 
（立った状態から補助に入ると子どもが上を向き姿勢が反りやすい） 
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② 顔浸け： ビート板の上に両腕を乗せ、顔を浸けてから床を蹴ってけ伸びの姿勢になり、姿 
 勢が安定したらキックを行う 
 呼吸を行うときは、頭の付け根を起こし、顎を出し顔を上げてから『パッ』と息 
 を吐いて吸う（顎はなるべく水面から離れない） 
 ○注ビート板を押さえ肩が天井を向かないように注意 

 （見本の図） 

Pint！ 肩を内側に締め前に伸ばす 
○注姿勢をつくり、顔を浸け、床を蹴ってから伸びて、

そこからキックを行う 
 

―参考― 
Ｕの字をしたビート板は、肘を乗せても顔が浸けられるように作られている。

ビート板に腕を乗せる場合はなるべく前の方まで乗せるようにする方が好ま

しい 
 

Lesson４ 補助具（ビート板）なしでの練習 
け伸びから歩くように脚を動かして、進む動きと感覚を掴む 

＜段階的練習＞ 
① 気を付け（両手を体側）キック 

（見本の図） 

Pint！ 肩を内側に締め、腕は力を抜き手のひらが天井を向

くようにする 
○注姿勢をつくり、顔を浸け、床を蹴ってから伸びて、

そこからキックを行う 
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② 片腕を前に伸ばしてキック 

（見本の図） 

Pint！  肩を内側に締め片腕は前に伸ばし、片腕は体側

に置き手のひらを天井に向ける 
○注姿勢をつくり、顔を浸け、床を蹴ってから伸びて、

そこからキックを行う 
 

③ 両腕を前に伸ばしてキック（以後、グライドキックと記す） 
※呼吸は顔浸けキック同様に頭の付け根を起こし、顎を出して行う 
 （手は肩幅より少し広げ、姿勢を安定させると良い） 

（見本の図） 

Pint！  視線は最初はおへその下あたりを見て、両腕は

耳の後ろ（もしくは後頭部）で伸ばす 
 姿勢が安定してきたら、姿勢は前を見て、両腕

はこめかみの下（慣れるまでは顎の下でも良

い）で伸ばす 
 肩を内側に締め前に伸ばす 

○注姿勢をつくり、顔を浸け、床を蹴ってから伸びて、

そこからキックを行う 
 

―まとめ― 
 床を蹴ってから姿勢をつくり、キックを行う（いきなりキックをしない）

 姿勢は肩を前向け背中やお尻が天井に向くようにする 
（反らさず、背中・脊柱が丸くなる少しへの字のような姿勢） 

 ビート板を持つときは肩を前に出して、なるべく前に腕を乗せるようにす

る（なるべく肘も乗せるようにする） 
 補助をするときは足首や太腿を持って上下させない 

（キックの方向や軸に沿って補助する） 
―膝が曲がるからと上げてしまいやすいので注意する― 

 
Point！ 

幼児にとって「顔浸けキック１０ｍできたからグライドキックで５ｍ頑張

ろうね」というのは通用しない。 
幼児にとっては１０ｍも５ｍも同じ感覚である。（数と量（密度）が一致す

るのは６歳ぐらいから） 
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（２） ストローク 
グライドキックから腕で水を後方に流して推進力を得て、リラックスした状態で元の位置に戻すこ

とができる ○注腕を水車のように回さないように注意 

＜ストロークの大まかな動作＞ 

① 

キャッチ 
手のひらをやや後方に向けバランスボール

を抱え込むように腕全体で水を捕まえる 
※肩より肘、肘より手が下にある状態 

（見本の図） 

② 

プル・プッシュ 
身体を横に向けながら後方に水を引っ張っ

て放り投げる（骨盤から捻る）※肘は曲が

っても良い 
○注最初はプルとプッシュを明確に分けなく

ても良い 
（プルは身体が床面を向かないように） 

（見本の図） 

③ 

リカバリー 
身体を横に向けたまま腕を前方に戻す 
※腕は肩に無理な力が入らないところ（体

側と１４０度ぐらいのところ）迄が横向き、

そこから体の向きを戻す 

（見本の図） 

④ 

エントリー・スライド 
水の中に手を入れ前に腕を伸ばす（この時

身体が②～③の向きと反対側を向く） 
※キャッチアップ 

（見本の図） 

 
ストロークの左右コンビネーションのタイミングは、キャッチアップ、ハーフキャッチアップ、コ

ンティニアス（ディスタンス）とあるが、身体全体で泳ぐ感覚を身につけるために、また安定した状

態で泳ぐためにキャッチアップを薦める 
（選手になるときに個人の特性に合わせてハーフキャッチやコンティニアスを習得する方が良い） 

 
Point! 
人差し指（の付け根）を中心に動かす。いきなり手のひら全体を使おうとす

ると力んで、ぎこちない動きになりやすい。 
※人差し指中心に水を掴まえ、人差し指で水を引っ張って押して、人差し指

を前に戻す 
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１．息継ぎなし、腕を伸ばしたクロール 
＜見極めポイント＞ 
「グライドキックしたら腕を使って１で水を押して２で前に戻す。１、２、１、２、で進んでみぃ」

と見本を見せたりアドバイスをしたりして泳がしてみる 
 姿勢も崩れず進む···················· Lesson３．補助具なしの練習から 
 姿勢は崩れないが進まない········ Lesson２．ビート板を使っての練習から 
 姿勢が崩れてしまう················· Lesson１．イメージの練習から 

 
Lesson１ イメージの練習 

動きのイメージを掴み、水の流れを感じる 

＜イメージの練習－導入段階－＞ 

① 

掻く 
顔の前、おへその下を通り後方へ水を放り

投げる 
※後方に水を放り投げる感覚が掴めないと

きは、太股との前を叩かせる 
○注無理に肘を伸ばして水を掻かず、肘は自

然に曲がり後方に水を押すようにする 

（見本の図） 

② 

肩を上げる 
身体を横に向ける（骨盤から横向く） 
※肩だけ上げないように注意 

（見本の図） 

③ 

腕を前に戻す 
身体を横に向けたまま腕を前方に戻す 
※腕は肩に無理な力が入らないところ（体

側と１４０度ぐらいのところ）迄が横向き、

そこから体の向きを戻す 

（見本の図） 

※最初は掻く・肩を上げる（上体を捻る）と２つのことを同時に行うより１つ１つ分けた方が理解し

やすい。段階により、肩を上げながら掻くといったように①と②を同時に行う 
 

Point! 
上体を床に向けたまま腕だけを回す水車のような動きになりやすいので気を

付ける 
 水が掛けずストロークで進まない 
 息継ぎを導入したときに身体が開いてバランスを崩し息継ぎができなく

なる 
 肩を痛めやすい 

などなりやすい 
 



 - 35 -

＜段階的練習＞ 
① 陸上で前かがみになりイメージの練習 

ストロークの動きを理解する 
② プールサイドで前かがみになりイメージと水を掻く感覚の練習 

1. ①掻く②肩を上げる（身体を横に向ける）③腕を前に戻す ―１つ１つを区切って― 
腕に水を感じる 
（言葉掛け） 
①「顔のおへその下を通って水を後ろに放り投げる」 
②「肩を上げる」 
③「万歳するように腕を前に戻す」 

2. ①肩を上げながら掻く②腕を前に戻す ―通常のストローク― 
水を引っ張って放り投げる感覚を掴む 
（言葉掛け） 
①「掻いて（押して）」 
②「前」 

③ 歩きながら進む感覚と水を掻く感覚を掴む練習 
※状況や段階に応じてビート板を持って行う 

 

Lesson２ ビート板を使っての練習

支えのある状態での泳ぎながらストロークを習得する 

（見本の図） 

Pint！  ビート板は指で挟んで持つ（ビート板に手を乗

せると水を押さえたり、肘が曲がって水をなで

る癖がつきやすいため） 
 肩を内側に締める 

○注姿勢をつくり、顔を浸け、床を蹴ってから伸びて、

キックをして、そこからストロークする 
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＜段階的練習＞ 
① 片手クロール 

ビート板の下を指で挟んだ状態で顔浸けキックから、イメージの練習で行ったストロークを

片腕でする 

【補助】 
充分に水を押せない時 
（補助の図） 

Pint！ 片腕は動かさない側の肘、肩を支える 
もう片方は動かす側の人差し指の付け根を持ち動

きを誘導する 
※支えている側は前に伸ばしてあげる 

 
前に戻す動作で力む時 
（補助の図） 

Pint！ 片腕は動かさない側の肘、肩を支える 
もう片方は動かす側の脇の下を持ち指先へと滑ら

せながら誘導する 
 
② 両手クロール 

ビート板の下を指で挟んだ状態で顔浸けキックから、イメージの練習で行ったストロークを

片腕ずつ右左交互にする 
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Lesson３ 補助具なしでの練習 
グライドキックからストロークを行い、腕に水の流れを感じて、進む感覚を掴む 

（見本の図） 

Pint！ ―スタートからノーブレクロールまで－ 
①け伸び 
②グライドキック 
③腕を動かす 

 

＜段階的練習＞ 
① 片手クロール 

グライドキックから片腕だけを動かす 
② 両手クロール 

グライドキックから片腕ずつ動かす 

【補助】 
タイミングが不充分の時 
（補助の図） 

Pint！ 人差し指の付け根を持つ 
片手は前に引っ張りながらもう片方を後ろに投げ

るように押し出す 
 

―まとめ― 
 スタートの時、け伸び→グライドキック→ノーブレクロールという順番で

行う（いきなり掻き始めない） 
 かき始めから、からだを（骨盤から）横に向ける 

（水車のように腕を回さない）※お尻→肩→肘→手の順で掻くイメージ 
 腕を前に戻すときは脇を開くように肩→肘→手と前に戻す 
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２．息継ぎあり、腕を伸ばしたクロール 
＜見極めポイント＞ 
「（息継ぎなし腕を伸ばしたクロールから）１で水を押して２で前に戻す。次の１で顔を横に向けた

状態で「パッ」と息継ぎをして２で顔を浸けながら腕を前に戻す。１、２、「パッ」、２で進んでみぃ」

と見本を見せたりアドバイスをしたりして泳がしてみる 
 姿勢も崩れず進む···················· Lesson３．補助具なしでの練習から 
 姿勢は崩れないが進まない········ Lesson２．ビート板を使っての練習から 
 姿勢が崩れてしまう················· Lesson１．イメージの練習から 

 

Lesson１ イメージの練習 
息継ぎのフォームやタイミングのイメージを掴む 

＜段階的練習＞ 
① 呼吸動作のみの練習（横呼吸） 

（見本の図） 

Pint！ 【準備】 
 片腕を伸ばし、片腕は体側に下げ、前かがみに

なる（体側の腕は手のひらを太腿の前面に添え

ておくか、手のひらを天井に向けておく） 
○注太腿の側面にくっつけない 

鼻（と口）から「ブクブク」と息を吐く 
【呼吸時】 

 肩を上がるのではなく、前にある腕を伸ばして

身体が横に向くようにする 
（肩を前後にする） 

 ※ 骨盤から横を向く 
 軸は腕にならないように身体の中心（脊柱）に

なるようにする 
 肩が開かないように内側に締める 

「パッ」と口から息を吐いて吸う 
 

1. プールサイドを持ちながら横呼吸 
安定した状態で呼吸動作の習得 

2. ビート板に片腕を乗せて横呼吸 
より泳ぎに近づけた状態で呼吸動作の習得 
※段階によりビート板の下を指で挟むように持つ 

3. ビート板に片腕を乗せて、歩きながら横呼吸 
進みながら息継ぎをする感覚を掴む 
※段階によりビート板の下を指で挟むように持つ 



 - 39 -

【補助】 
「『ブクブク』とゆっくり鼻（と口）から息を吐いて」の時 
（補助の図） 

Pint！ 肘上から下と肩を持つと安心感と安定感がある 
 

『パッ』の時 
（補助の図） 

Pint！ 前に伸ばしている腕を（肩から）前に伸ばす 
※ 肩を上げない 

 
② 片手ストローク動作と合わせて呼吸のタイミングの練習（片手クロール） 

（見本の図） 

Pint！ 水を引っ張りながら（掻きながら）『パッ』 
※ 掻いている腕が肩を通過してから（プッシュの

時）に『パッ』とすると肩が開き、軸がぶれやすい 
 

1. プールサイドを持ちながら片手クロール 
安定した状態で呼吸のタイミングの習得 

2. ビート板を持って片手クロール 
より泳ぐことに近づけた状態でタイミングの習得 

3. ビート板を持って歩きながら片手クロール 
進みながら呼吸をする感覚を掴む 
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【補助】 
水を掴む時 
（補助の図） 

Pint！ 水面からだいたい３０～４０度ぐらい下 
（水面にならないようにする） 

 
『パッ』の時 
（補助の図） 

Pint！  骨盤から横向く 
 前の腕を伸ばす 

 
スタートに戻すとき 
（補助の図） 

Pint！ ストロークしない側の肘、肩を支える 
ストロークする側は脇の下を持ち指先へと滑らせ

ながら誘導する 
 
③ 両手ストロークと合わせてタイミングの練習（両手クロール） 

息継ぎしない側の腕から動作し、次に呼吸側の腕を動かす 
1. プールサイドを持ちながら両手クロール 

安定した状態で呼吸のタイミングの習得 
2. ビート板を持って両手クロール 

より泳ぐことに近づけた状態でタイミングの習得 
3. ビート板を持って歩きながら両手クロール 

進みながら呼吸をする感覚を掴む 
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Lesson２ ビート板を使っての練習 
支えのある状態で呼吸の動作とタイミングを習得する 

＜段階的練習＞ 
① ビート板の上に片手を乗せて、キックをしながら横呼吸 
② ビート板を親指と人差し指で挟みながら持ち、キックをしながら片手クロール 
③ ビート板を親指と人差し指で挟みながら持ち、キックをしながら両手クロール 

 

Lesson３ 補助具なしでの練習 
グライドキックからストロークで進む感覚と安定した状態で呼吸ができる感覚を掴む 

＜段階的練習＞ 
① 片手クロール 
② クロール 

 
－まとめ－ 

 肩が張る姿勢になりやすいので、肩を丸めるような姿勢になるように注意

 軸は身体の中心（脊柱） 
 息継ぎは肩を上げず、前に伸ばしている腕を（肩から）前に伸ばす 
 息継ぎのタイミングは引っ張りながら（掻きながら）『パッ』 
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３．競泳型のストローク 
＜見極めポイント＞ 
「グライドキックしたら腕を使って１で水を押して２で腕の力を抜いて前に戻す。１で伸びて、２で

前１、２、１、２、で進んでみぃ」と見本を見せたりアドバイスをしたりして泳がしてみる 
 姿勢も崩れず進む···················· Lesson３．補助具なしでの練習から 
 姿勢は崩れないが進まない········ Lesson２．ビート板を使っての練習から 
 姿勢が崩れてしまう················· Lesson１．イメージの練習から 

 

Lesson１ イメージの練習 
動きのイメージを掴み、水の流れを感じる 

＜ストロークの流れ＞ 

① 

キャッチ 
手のひらをやや後方に向けバランスボール

を抱え込むように腕全体で水を捕まえる 
※肩より肘、肘より手が下にある状態 

（見本の図） 

② 

プル・プッシュ 
身体を横に向けながら後方に水を引っ張っ

て放り投げる（骨盤から捻る）※肘は曲が

っても良い 
○注最初はプルとプッシュを明確に分けなく

ても良い 
（プルは身体が床面を向かないように） 

（見本の図） 

③ 

リカバリー 
身体を横に向けたまま腕を前方に戻す 
※腕は肩に無理な力が入らないところ（体

側と１４０度ぐらいのところ）迄が横向き、

そこから体の向きを戻す 

（見本の図） 

④ 

エントリー・スライド 
水の中に手を入れ前に腕を伸ばす（この時

身体が②～③の向きと反対側を向く） 
肩の延長線上に伸ばす 
※手のひらを外側に向けた前に倣えの状態

（見本の図） 

 
―参考― 
キャッチは人差し指を軸に外側を向いている手のひらを後方に向ける 
外側に掻くと水が進行方向とは逆に流れるため気を付ける（外→内→外は骨

盤から捻ってストロークすると自然にできるため無理に行わない） 
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＜段階的練習＞ 
① 片手ストロークで動きのイメージの練習（片手クロール） 

 
Point！ 
伸ばすコツ① 
『肩』→『肘』→『手』（→『人差し指』）という順番に伸ばす 
※ぎこちない動きは逆に動かしていることが多い 
※後ろに伸ばす（押す）時も同じ 

 
Point！ 
伸ばすコツ② 
人差し指を中心に手のひらが外側に向くように伸ばす 
※水を押さえる、伸びない、力むのは手のひらを下に向けていることが多い 
※後ろに伸ばす（押す）時も同じ 

 
1. プールサイドを持ちながら片手クロール 

安定した状態でストローク動作の習得 
2. ビート板に片腕を乗せて片手クロール 

より泳ぐことに近づけた状態でストローク動作の習得 
○注ビート板の中央に腕を乗せる。ストローク側はビート板の横を掻き 

3. ビート板を持って歩きながら片手クロール 
進みながら呼吸をする感覚を掴む 

 
② 両手ストローク左右のコンビネーションのタイミング（両手クロール） 

 
Point！ 
身体が床面を向かないように、左右どちらかに身体が向くようにする 

 
1. その場で両手クロール 
2. 歩きながら両手クロール 
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Lesson２ ビート板を使っての練習 
支えのある状態でストローク動作の習得 

＜段階的練習＞ 
① 息継ぎなしで片手クロール 

【補助】 
前に戻す動作が指先先行になる時 
（補助の図） 

Pint！ 水を後ろに押した後人差し指の付け根を持ったま

ま前に送る 
 
② 息継ぎ有りで呼吸とのタイミングの練習 

【補助】 
タイミングと息継ぎ動作が不充分の時 
（補助の図） 

Pint！ 支えている側の腕の親指で頭を支える 
 

Lesson３ 補助具なしでの練習 
クロール完成 

＜段階的練習＞ 
① 片手クロール 

グライドキックから片腕を動かしストローク動作の練習 
② ノーブレクロール 

グライドキックから息継ぎなしで両腕を動かし左右のストロークのコンビネーションのタイ

ミングの練習 
③ クロール 
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コラム③ ～魔法～ 

始めて何かをするときや、今までできていたのに何かのきっかけで「怖くてできない」というときに

とっておきの方法があります。 
それはお父さんが魔法使いや呪文を使えるようにするのです。もちろん本当に使えるようになるわけ

ではないのですが、小学校低学年ぐらいまでなら結構子ども達は『魔法』や『呪文』という言葉に弱

く警戒が薄くなります。 
例えば子どもが「目や鼻に水が入るから潜るのは嫌、怖い」というとき、お父さんが「潜るのは怖い

か、目や鼻に水が入らなかったら大丈夫？」と聞き「分かった、じゃお父さんが魔法を掛けよう、○

○くんの目や鼻に水が入らないように」といって正しくゴーグルを付けさせます「みんなには内緒や

で、この魔法は○○くんの力も必要やねん。いい『んっ』と息を止めて、お父さんの目をじっと見て

てや、でないとこの魔法失敗するからな」といってボビングをします。終わったら「よく頑張ったな、

どうやった、怖くなくなったやろと」とできたことを誉め、また大丈夫と安心感を与えましょう。万

が一失敗した場合には、「お父さんの魔法もっと強力にするな、だから○○くんも絶対『んっ』と息

止めといてや」と頭の付け根を支えボビングをする。 
同じように伏し浮きで「沈む」という子には腕と脚の位置をしっかり正したりする。決して「手を持

っとくから」といって離したり、「ココまできたらお父さんが助けるから」といって後ろに下がった

りするなど騙さないように、信用も失い次からもっと大変になります。 
※正しいゴーグルの付け方は目を大きく開かせゴーグルが眉毛にかからないようにして少し押さえ

る 
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○ 背泳ぎ 
 

＜背泳ぎの段階＞ 
 

（１） キック 
段階 項目 ポイント 

Lesson１ イメージの練習 
①陸 
②水中 

脚の動きのイメージを掴む 

Lesson２ プールサイドでの練習 
 

脚の動きをと水を蹴る感覚を掴む 

Lesson３ 支持なしでの練習 
①気を付け 
②片腕挙上 
③両腕挙上（グライドキック） 

背面け伸びの姿勢から歩くように脚を動

かして進むことができる 

（２） ストローク 
１． 腕を伸ばした背泳ぎ 
段階 項目 ポイント 

Lesson１ イメージの練習 
 

動きのイメージを掴む 

Lesson２ キックと合わせての練習 
①片手背泳ぎ 
②（両腕：片手ずつ交互に背泳ぎ）

背面キックからストロークで進む感覚を

掴む 

２． 腕を伸ばした背泳ぎ（プッシュ有り） 
段階 項目 ポイント 

Lesson１ イメージの練習 
 

動きのイメージを掴む 

Lesson２ キックと合わせての練習 
①片手背泳ぎ 
②（両腕：片手ずつ交互に背泳ぎ）

背面キックからストロークで進む感覚を

掴む 

３． 背泳ぎ（ローリング有り） 
段階 項目 ポイント 

Lesson１ イメージの練習 
①ストローク 
②左右ストロークのタイミング 
 （コンビネーション） 

動きのイメージと左右ストロークのコン

ビネーションのタイミングを掴む 

Lesson２ キックと合わせてての練習 
①片手背泳ぎ 
②両手背泳ぎ 

背面キックからストロークで進む感覚と

ストロークのコンビネーションのタイミ

ングを掴む 
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４． 競泳型の背泳ぎ  
段階 項目 ポイント 

Lesson１ イメージの練習 
①（片手）ストローク 

スライド（伸び）の動きの習得 

Lesson２ キックと合わせての練習 
①片手背泳ぎ 
②両手背泳ぎ 

背面キックからストロークで進む感覚と

ストロークのコンビネーションのタイミ

ングを掴む 
 
 

（１） キック 
背面け伸びの姿勢から歩くように脚を動かして進むことができる ○注足の裏で蹴り下げてキック

しないように注意 

＜キックの動作＞ 

① 

蹴り上げるときは膝が軽く曲がる （見本の図） 

② 

脚を伸ばしながら胸板の幅程度蹴り上げる （見本の図） 

③ 

脚を真っ直ぐにしたまま、元の位置に戻す

（足の裏から蹴り下げない） 
※反対側の脚を蹴り始める 

（見本の図） 

※右脚蹴ったら戻して左脚、左脚蹴ったら戻して右脚と揃うようなタイミングで繰り返す（常にどち

らかの脚が下に蹴っているタイミングは水を充分に蹴られず進まず、力みやすい） 
 



 - 48 -

＜見極め＞ 
「背面け伸びをしたら歩くように脚動かして進んでみぃ」と見本を見せたりアドバイスをして泳がし

てみる 
 姿勢も崩れず進む···················· Lesson３ 支持なしでの練習から 
 姿勢は崩れないが進まない········ Lesson２ プールサイドでの練習から 
 姿勢が崩れてしまう················· Lesson１ イメージの練習から 

 

Lesson１ イメージの練習 
脚の動きのイメージを掴む 

（見本の図） 

Pint！ 足の甲を擦りながら歩き最後に前に水を蹴る 

＜段階的練習＞ 
① 陸 

陸上で足の甲側（の指）を擦りながら歩く 
② 水中 

プールの中を足の甲側（の指）を擦りながら水の流れを感じて歩く 
※足の甲（や膝）に水の流れを感じるようにする 

 

Lesson２ プールサイドでの練習 
脚の動きと水を蹴る感覚の練習 
プールサイドにお尻を半分はみ出すように腰掛けて両手は後ろに着きキックをする 

（見本の図） 

Pint！  足を骨盤程度開いた状態で軽く足の親指が触

れる状態で伸ばす（軽く内腿を締める） 
 視線は足先を見る 
 腰が反らないように注意 

（肩を内側に締める：手の指先はプール側） 
 足の甲に水の流れを感じるようにする 
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－段階的習得－ 
いきなり上手にキックの動作ができることは難しいため１つ１つできるようにしていく 

1. 水の中で両足を歩くように大きくゆっくり動かす 

【補助】 
踵落としのようなキックになる場合 
（補助の図） 

Pint！ 踵の出っ張りを中指で支え動きを誘導する 
（奥から手前に円を描くように動かす） 

 
自転車漕ぎのようなキックになる場合 
（補助の図） 

Pint！ 膝上を押さえる 
 

2. 足の甲にお水を感じるように動かす（水のポッコとしたお山をつくる） 

【補助】 
つま先からキックする場合 
（補助の図） 

Pint！ 脚の指を手で覆い、その手を蹴らせる 
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真上にキックする場合 
（補助の図） 

Pint！ 「お父さんの顔に水掛けてみぃ」と言いながら脚の

先に立ち頭の付け根まで浸かる 
 

3. 膝を大きく交差させる 

【補助】 
膝下だけでキックする場合 
（補助の図） 

Pint！ 膝上を挟んでキックを誘導させる 
（奥から手前に円を描くように動かす） 

 
 



 - 51 -

Lesson３ 支持なしでの練習 
背面け伸びから歩くように脚を動かして進む感覚を掴む 

＜段階的練習＞ 
① 気を付けでの背面け伸びからキック 

（見本の図） 

Pint！  脚は骨盤程度開いた状態で軽く足の親指が触

れる状態で伸ばす（内腿を軽く締める） 
 視線は真っ直ぐ上（天井）より少し下方 

※顎を軽く引く 
（みぞおちの辺りから上体をわずかに起こす） 

 腰が反らないように注意 
（肩を内側に締める：手のひらは底か外側を向

く）※おへそは突き上げない 
 足の甲に水の流れを感じるようにする 

【補助】 
姿勢が不安定になる場合 
（補助の図） 

Pint！ 頭の付け根を支えて引っ張りながらキックの指示

する 
 

キックが不充分な場合 
（補助の図） 

Pint！ 膝上を側面から支え、少し内側に向けながら進行方

向に送る 
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Point！ 
腕は脇を少し弛め、お尻の下あたりで、手のひらをやや外に向けてあげると

姿勢が崩れにくくキックがしやすい。 
気を付けって感じで腕を体側にくっつけると力みやすく姿勢も崩れやすい。 

 
② 片手挙上での背面け伸びからキック動作を行う 

（見本の図） 

Pint！  脚は骨盤程度開いた状態で軽く足の親指が触

れる状態で伸ばす（内腿を軽く締める） 
 挙げている手のひらは天井もしくは軽く外側 

体側に置いている手のひらは底もしくは外側 
（肩を軽く内側に締める） 

 視線は真っ直ぐ上（天井）より少し下方 
※顎を軽く引く 
（みぞおちの辺りから上体をわずかに起こす） 

 腰が反らないように注意 
※おへそは天井に突き上げない 

 足の甲に水の流れを感じるようにする 

【補助】 
姿勢が不安定になる場合 
（補助の図） 

Pint！ 片手は頭の付け根を支え、もう片方の手は挙げてい

る人差し指の付け根を引っ張りながらキックの指

示する 
※人差し指の付け根を引っ張るとき、肩（脇の下）

から滑らすようにして人差し指の付け根を持つと

伸びる方向や進む方向が分かりやすく姿勢が安定

しやすい 
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③ 両手挙上での背面け伸びからキック動作を行う（以後、背面キックと記す） 

（見本の図） 

Pint！  脚は骨盤程度開いた状態で軽く足の親指が触

れる状態で伸ばす（内腿を軽く締める） 
 手のひらは天井もしくは軽く外側 

（肩を軽く内側に締める） 
 視線は真っ直ぐ上（天井）より少し下方 

※顎を軽く引く 
（みぞおちの辺りから上体をわずかに起こす） 

 腰が反らないように注意 
※おへそは天井に突き上げない 

 足の甲に水の流れを感じるようにする 

【補助】 
姿勢が不安定になる場合① 
（補助の図） 

Pint！ 片手は頭の付け根を支え、もう片方の手は指先を引

っ張りながらキックの指示する 
 

姿勢が不安定になる場合② 
（補助の図） 

Pint！ 両手で腕と頭を支える 
 

Point！ 
手の位置は水面に近くても良い（反らさず伸ばしやすいところで伸ばす）。深

く入れすぎて力み、伸ばしにくくならないようにする 
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（２） ストローク 
背面キックから腕で水を後方に流して推進力を得て、リラックスした状態で元の位置に戻すことが

できる ○注腕を水車のように回さないように注意 

＜ストロークの大まかな動作＞ 

① 

キャッチ 
手のひらを後方（足側）に向け、バランス

ボールを抱え込むように腕全体で水を捕ま

える 
※指先が下を向かないように注意 

（見本の図） 

② 

プル・プッシュ 
身体を横に向けながら後方に水を放り投げ

る（骨盤から捻る） 
※人差し指で水を引っ張って放り投げる 

（見本の図） 

③ 

リカバリー 
身体を横に向けたまま前方に戻す 
※戻す腕が体側から９０～１４０度ぐらい

の時に反対側の腕を掻き始める 

（見本の図） 

④ 

エントリー・スライド 
水の中に手を入れ前に腕を伸ばす（この時

身体が②～③の向きと反対側を向く） 
※無理に手を水中に入れない 
※肩の延長線上に手を入れる（頭の延長線

上になりやすいので注意） 

（見本の図） 
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１．腕を伸ばした背泳ぎ 
＜見極めポイント＞ 
「背面キックから腕を使って１で水を押して２で上に戻す１．２．１．２で進んでみぃ」 

 姿勢は崩れないが進まない········ Lesson２．キックと合わせながらの練習から 
 姿勢が崩れてしまう················· Lesson１．イメージの練習から 

 

Lesson１ イメージの練習 
動きのイメージを掴む 

＜イメージの練習＞ 

① 

片腕を挙上した状態から、気を付けをする

ように、人差し指で太腿を叩く 
（言葉掛け） 
「①で気を付け」 

（見本の図） 

② 

人差し指から腕を挙げ戻す 
（言葉掛け） 
「②で人差し指から万歳しながら伸ばす」

（見本の図） 

※ 水車のように身体の後ろを掻く（水車のように動かす）イメージが強いため、身体の横を掻くイ

メージをつくる 

Point！ 
挙げる時は 
『肩』or『二の腕』→『肘』→『手』（→『人差し指』）という順番で動かす 
※ぎこちない動きは逆に動かしていることが多い 
※太腿を叩く（掻く）時も同じ 

 

＜段階的練習＞ 
① 壁にもたれた状態で片腕、イメージの練習 
② 壁にもたれた状態で片腕ずつ両腕を動かす 

※気を付けになったら反対側の腕を動かす 
（特に行わなくても良い） 
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Lesson２ キックと合わせての練習 
背面キックからストロークの動きの習得とストロークで進む感覚を掴む 

＜段階的練習＞ 
① 片手背泳ぎ 

背面キックからストロークしない側の腕を気を付けにして、イメージの練習で行ったストロ

ークを行う 
 

（見本の図） 

Pint！ 水車のように回さないように（水中深いところを掻

かないように）注意する 

【補助】 
水車のように腕を回す 
（補助の図） 

Pint！ 片手で頭の付け根を支え、もう片方の手は人差し指

の付け根を押す（水が充分に後方に流れない場合は

肘の辺りを押す） 
 

腕を（上に）戻す時にバランスを崩す 
（補助の図） 

Pint！ 片手で頭の付け根を支え、もう片方の手（特に薬指

を使って）で二の腕（脇の下）→肘→手と滑らすよ

うに誘導する 
 

Point！ 
この時点では真っ直ぐに進まず斜めに進んでも問題としなくても大丈夫 

 
② 背面キックから片腕を気を付けにして、片腕ずつ動かす（特に行わなくても良い） 
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２．腕を伸ばした背泳ぎ（プッシュ有り） 
＜見極めポイント＞ 
「背面キックから腕を使って１で気を付けになりながら最後スナップを利かして水を押し２で上に

戻す１．２．１．２で進んでみぃ」 
 姿勢は崩れないが進まない········ Lesson２．キックと合わせながらの練習から 
 姿勢が崩れてしまう················· Lesson１．イメージの練習から 

 

Lesson１ イメージの練習 
＜イメージの練習＞ 

① 

片腕を挙上した状態から、気を付けをする

ように人差し指で太腿を叩く 
太腿を叩くとき、スナップを利かせて手の

ひらが背面もしくは外側を向く 
「①で気を付けしながら壁を叩く」 
（スナップを利かせる） 

（見本の図） 

② 

人差し指から腕を挙げ戻す （見本の図） 

 
Point！ 
挙げる時は 
『肩』or『二の腕』→『肘』→『手』（→『人差し指』）という順番で動かす 
※ぎこちない動きは逆に動かしていることが多い 
※太腿を叩く（掻く）時も同じ 

 

＜段階的練習＞ 
① 壁にもたれた状態で片腕、イメージの練習 
② 壁にもたれた状態で片腕ずつ両腕を動かす 

※気を付けになったら反対側の腕を動かす 
（特に行わなくても良い） 
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Lesson２ キックと合わせての練習 
背面キックからストロークの動きの習得とストロークで進む感覚を掴む 

＜段階的練習＞ 
① 片手背泳ぎ 

背面キックからストロークしない側の腕を気を付けにして、ストロークする側の腕を１、で

押してスナップを利かせ２、で戻す。１、２、を繰り返す 
 

（見本の図） 

Pint！ 水車のように回さないように（水中深いところを掻

かないように）注意する 

【補助】 

スナップが利かせられない 
（補助の図） 

Pint！ 片手は頭の付け根を支え、もう片方の手は人差し指

の付け根を持ち、腕を誘導する 
 
 

Point！ 
この時点では真っ直ぐに進まず斜めに進んでも問題としなくても大丈夫 

 
② 背面キックから片腕を気を付けにして、片腕ずつ動かす（特に行わなくても良い） 
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３．背泳ぎ（ローリング有り） 
＜見極めポイント＞ 
「背面キックから腕を使って１で水を押しながら肩を上げ２で上に戻す１．２．１．２で進んでみぃ」 

 姿勢は崩れないが進まない········ Lesson２．キックと合わせながらの練習から 
 姿勢が崩れてしまう················· Lesson１．イメージの練習から 

 

Lesson１ イメージの練習 
動きのイメージを掴みストローク左右のコンビネーションの習得 

＜イメージの練習＞ 

① 

片腕を挙上した（半身の）状態から、肩の

ライン（より上）まで掻く 
（言葉掛け） 
「①で掻いて」 
 
反対側の腕は肩のライン（より上）まで挙

げる－③の動作 

（見本の図） 

② 

肩を上げながら太腿を叩く 
（言葉掛け） 
「②でプッシュ（しながらチェンジ）」 
※肩を上げるときはお尻から横を向く 
 
反対側の腕は肩の延長線上に伸ばす 
－④の動作 

（見本の図） 

③ 

肩を上げたまま、人差し指から肩のライン

（より上）まで腕を挙げる 
（言葉掛け） 
「①で挙げて」 
 
反対側の腕は肩のライン（より上）まで掻

く－①の動作 

（見本の図） 

④ 

反対側の肩を上げながら、腕を（肩の延長

線上に）上に挙げる 
（言葉掛け） 
「②でチェンジ」 
※肩を上げるときはお尻から横向く 
 
反対側の腕は太腿を叩く－②の動作 

（見本の図） 

（注意点） 
 挙げる時も掻くときも体側のラインから９０度～１４０度 
 掻くときは後ろを掻かない（身体の正面を掻く） 
 掻くとき、肘は自然に曲がるので、真っ直ぐにしなくても良い 
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＜段階的練習＞ 
① 壁のすぐ近くで片腕、イメージの練習－動きの習得－ 
② 壁のすぐ近くで、イメージの練習－コンビネーションタイミングの習得－ 

 
Lesson１ キックと合わせての練習 

背面キックからストロークの動きの習得とストロークで進む感覚、左右ストロークのコンビネ

ーションのタイミングを掴む 

＜段階的練習＞ 
① 片手背泳ぎ 

背面キックから練習しない側の腕を気を付けにしてストロークと水を感じる練習 
 

（見本の図） 

Pint！ 水車のように回さないように（水中深いところを掻

かないように）注意する 

【補助】 

プッシュの時 
（補助の図） 

Pint！ 片手は背中を支え、もう片方の手は人差し指の付け

根を持ち、腕を誘導しながら支えている背中の角度

を変える 
 

腕を上に戻す時 
（補助の図） 

Pint！ 片手で頭の付け根（もしくは背中）を支え、もう片

方の手（特に薬指を使って）で二の腕（脇の下）→

肘→手と滑らすように誘導する 
※身体正面が天井を向かないように注意 



 - 61 -

 
Point！ 
泳ぎながらのイメージの練習にコースロープを使うと有効 
①コースロープを下から掴む（親指と人差し指間に挟むようにする） 
②手のひらを後方に向け人差し指中心に押す 

※軽く肘が曲がる 
③軽くスナップを利かせてコースロープを放り投げるようにする 
 ※この時、自然に肩が上がる感覚を掴む 
○注コースロープとコースロープに指が挟む事があるので気を付けること 

 
② 両手背泳ぎ 

背面キックから片腕を掻いて左右コンビネーションのタイミングの習得 
 

―まとめ― 
 左右どちらかの肩は天井を向く（身体正面が天井を向かない） 

―肩だけにならないようにお尻（骨盤）から横向く― 
 掻く手は水面近くを通る（深いところを掻かない） 
 動きは『肩』or『二の腕』→『肘』→『手』（→『人差し指』）の順で動か

す 
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４．競泳型の背泳ぎ 
＜見極めポイント＞ 
「背面キックから腕を使って１で伸びて２で戻す１．２．１．２で進んでみぃ」 

 姿勢は崩れないが進まない········ Lesson２．キックと合わせながらの練習から 
 姿勢が崩れてしまう················· Lesson１．イメージの練習から 

 

Lesson１ イメージの練習 
＜イメージの練習―片腕のみ―＞ 

① 

掻く 
片腕挙上の状態から掻く 
（言葉掛け） 
「①で掻いて」 
※『キャッチ』『プル』『プッシュ』のとこ

ろ 

（見本の図） 

② 

戻す 
『肩』or『二の腕』→『肘』→『手』 
（→『人差し指』）と上に戻す 
（言葉掛け） 
「②で戻して」 
※『リカバリー』のところ 

（見本の図） 

③ 

伸びる 
肩の延長線上に人差し指中心に伸ばす腕

（身体全体）を伸ばす 
この時、反対側の肩が上がるぐらい伸びる

（言葉掛け） 
「③で伸びる（肩を上げる）」 
※『エントリー』『スライド』のところ 

（見本の図） 

 
※左右のコンビネーションのタイミングを練習するときはローリング有りの背泳ぎのタイミングで

言葉掛けを「①で掻いて」「②で伸びる」に変え②の伸びるときに胸を張る（みぞおち辺りを上に伸

ばす）ようにする 
慣れてくれば言葉掛けを「①で掻いて」「②で胸を張る」でも良い（但し張るというのを反らすと間

違わないように注意する） 
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Lesson２ キックと合わせての練習 
背泳ぎ完成 

＜段階的練習＞ 
① 片手背泳ぎ 

背面キックから練習しない側の腕を気を付けにしてストロークと水を感じる練習 

【補助】 

プッシュの時 
（補助の図） 

Pint！ 片手で背中を支え、もう片方の手は人差し指の付け

根を持ち、腕を誘導しながら支えている背中の角度

を変える 
 

腕を上に戻す時 
（補助の図） 

Pint！ 片手で頭の付け根（もしくは背中）を支え、もう片

方の手（特に薬指を使って）で二の腕（脇の下）→

肘→手と滑らすように誘導する 
※身体正面が天井を向かないように注意 

 
肩の延長線上に伸ばすとき 
（補助の図） 

Pint！ 片手で背中を支え、もう片方の手は人差し指の付け

根を持ち、腕を誘導しながら支えている背中の角度

を変える 
 

② 背面キックから背泳ぎ 
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コラム④ ～しつけ～ 

「しつけ」というとついつい行儀良くとか礼儀正しくいったことになるのですが、そもそも社会に適

応させることが目的ということから「問題解決を養う場」といった考え方があります。 
世の中思い通りにならないことが多く、それをどうすれば良いかを教え、引き出し、経験をさせるの

が「しつけ」と考えると子どもも自立しやすく前向きな子に育ってくれると思います。 
例えば子どもが「このおもちゃ買って」とおねだりときや「○○して」と甘えてきたとき、何でもす

ぐに買ってあげてあげたり、してあげたりしては自立しない御膳立てしないとできない子になりやす

いでしょう。また、頭ごなしに「ダメ」では卑屈な子になりやすいでしょう。子どもがどの程度その

おもちゃが欲しいかややって欲しいかにより、「お手伝いをしたから」や「頑張ったから」といって

与えたりしてあげたりすると、子どもなりに良い子にしていたら、頑張ったら欲しい物が手に入るや

して欲しいことをしてもらえるということを自然に身につけていきます。そのものでなくても頑張っ

た度合いによっての代用品でも良いと思います。どうすれば欲しいものが手に入るかをお父さん自身

がしっかり見極めタイミング良く与えたり、してあげたりするのが「しつけ」の１つのポイントと思

います。（合格したら○○買ってあげるや○○買ってあげるから頑張ってみぃとは違います） 
更に挨拶などもただの形としてではなく、挨拶をすると相手が気持ち良いことや、ふざけすぎて相手

が不愉快な思いになるなと自分自身も嫌な思いをするなど、それが自分自身のためにことをさりげな

く伝える、それが本当の意味で「しつけ」ではないでしょうか？！ 
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○ 平泳ぎ 
 
＜平泳ぎの段階＞ 
 

（１） キック 
段階 項目 ポイント 

Lesson１ イメージの練習 
①陸 
②水中 

脚の動きのイメージを掴む 

Lesson２ プールサイド・壁での練習 
①腰掛けキック 
②俯せキック 
③壁キック 

脚の動きをと水を蹴る感覚を掴む 

Lesson３ ビート板を使っての練習 
①顔上げ 
②顔浸け 
③呼吸付き 

水を蹴る感覚と進む感覚を掴む 

Lesson４ 補助具（ビート板）なしでの練習
①気を付け 
②片腕挙上 
③両腕挙上（グライドキック） 

け伸びの姿勢から歩くように脚を動かし

て進むことができる 

（２） ストローク 
段階 項目 ポイント 

Lesson１ イメージの練習 
①プールサイド 
②水中 
③水中を歩きながら 
④水中（息継ぎ有り） 
⑤水中を歩きながら（息継ぎ有り）

ストロークのイメージ、息継ぎのタイミ

ングを掴み水の流れを感じる 

Lesson２ キックと合わせての練習 キックとストロークのコンビネーション

のタイミングを掴む 
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（１） キック 
け伸びの姿勢（を保ちな）から、臀部に踵（足の甲の出っ張ているところ）を引きつける。引きつ

けたら足の指は外側に（足の裏は天井に）向ける。そこから水を押し出すように伸ばして進むことが

できる ○注腰が落ちないように注意 

＜キックの動作＞ 

① 

背中を天井に向けたまま踵（足の甲の出っ

張ているところ）をお尻（と脚の）の付け

根に引きつける 
○注股関節の角度が９０～１２０度 
※踵を持ってくると言うよりは太腿が引っ

張られるように踵を引きつける 

（見本の図） 

② 

膝を少し広げ（拳２つ分程度）、足の裏が天

井に向き足の指先が外側を向くようにする

 

（見本の図） 

③ 

膝の向きに合わせて脚を伸ばす ○注水面近

くに蹴ろうとしやすいので注意、斜め下に

脚を伸ばす 
内股→膝→足といった順番で伸ばす 
※踵から挟むといった動作になりやすいの

で気を付ける 

（見本の図） 

④ 

け伸びの姿勢に戻し、脱力 ○注踵がくっつ

きやすいので注意、脚は骨盤程度開き親指

と親指が軽く触れる程度にする 
 

（見本の図） 

 
Point！ 
平泳ぎキックはスクリュー（プロペラ）と同じような原理で進む。左右同時

に動かすため、挟むように見えるが、挟むと動きが止まりやすいので注意 
 

―参考― 
スイミング教室によっては平泳ぎは他の泳法と違い足の甲で水を蹴らないこ

とからつま先を挙げ（つま先を外に向け）踵で歩くペンギン歩きをするとこ

ろがあるが、必要以上に足首を曲げることを意識しないようにする（他の泳

法との違い水の感じる場所の練習でありフォームの練習ではないため） 
※足首は自然に曲がる、足首が伸びるのは引きつけるポイントが浅いため 
―足首を曲げて引きつけると力みや姿勢を崩すので注意― 
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＜見極め＞ 
「け伸びをしたら踵をお尻の付け根に引きつけて、伸びてみぃ」と見本を見せたりアドバイスをして

泳がしてみる 
 姿勢も崩れず進む···················· Lesson３．ビート板を使っての練習から 
 姿勢は崩れないが進まない········ Lesson２．プールサイト・壁での練習から 
 姿勢が崩れてしまう················· Lesson１．イメージの練習から 

 

Lesson１ イメージの練習 
脚の動きのイメージを掴む 

＜段階的練習＞ 
① 陸上で脚の動きを覚える ―立った状態― 

＜イメージの練習＞ 

① 

階段を上がるように太腿を挙げる 
（言葉掛け） 
「①で太腿を上げて」 
 

（見本の図） 

② 

膝・踵を少し開く 
（言葉掛け） 
「②で膝・踵を少し開く」 
※ガリマタにならないように注意（軽く内

腿を締める） 
 

（見本の図） 

③ 

内腿→膝→足と身体の前に伸ばす 
（言葉掛け） 
「③で膝を伸ばして」 
※足の裏から床に向かって蹴らないように

注意 

（見本の図） 

④ 

自然の立ち位置に戻す 
（言葉掛け） 
「④で（力を抜いて）戻す」 
※楽な姿勢に戻す 
（軍隊の気を付けのようにならないように

する） 

（見本の図） 

※カエルのように水を挟まない（カエルのように膝下が大きくないことと両生類とは身体の構造が

違うため、人間が行うと腰、股関節、膝などに痛める可能性がある） 
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② プールの中でイメージの練習 
脚の動きと水を感じる練習 

※③の動作（膝を伸ばすとき）は、脚（内股，膝，内くるぶし，土踏まず）に水の流れを感じ

るようにする 

Lesson２ プールサイド・壁での練習 
キックの動きを習得する 

＜段階的練習＞ 
① プールサイドに腰掛けて両手は後ろに付きキックの練習 

両足での動きのイメージを掴む 

① 

引きつける 
太腿を引っ張られるように引きつける 

（見本の図） 

② 

開く 
膝を拳２～３つ分程度開く 

（見本の図） 

③ 

伸ばす 
内股→膝→足の順で伸ばす 

（見本の図） 

④ 

戻す 
力を抜く 

（見本の図） 

※動きのイメージが掴めるまでで良い（必要以上に行わないこと―特に行わなくても良い―） 
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② プールサイドに俯せになり脚をプールに出してキックの練習 
安定した状態でのキック動作の習得と水の流れを感じる 

（見本の図） 

Pint！ 両腕は体側に置く。前に伸ばすと床を押し反った姿

勢になりやすい。 
また、上体は脚の付け根までプールサイドに乗せ、

脚だけをプールに出す。足の付け根より上体がプー

ルに出るとキックがバラバラになりやすい。 
 

③ プールサイドを持ち腕の下にキック板を敷いてキックの練習 
泳ぐ状態に近づけてのキック動作の習得と水の流れを感じる 

（見本の図） 

Pint！  顎を前に出しビート板の上、もしくは水の上に

乗せる 
 肩を内側に締め前に伸ばす 
 前を見る 

 

Lesson３ ビート板での練習 
支えのある状態でキック動作の習得 

＜段階的練習＞ 
① 顔上げ： ビート板の上に両腕を乗せ顎をキック板か水面から離さないようにし背中を天

 井に向けた姿勢から床を蹴ってけ伸びの姿勢になり、姿勢が安定してからキック

 動作を行う（キック動作の習得が主な目的） 

（見本の図） 

Pint！ 太腿が引っ張られるように足を引きつける 

 



 - 70 -

【補助】 

腰が反って踵を引きつける・足首が伸びる場合 
（補助の図） 

Pint！ 内腿を軽く内側に締め、足の甲の出ているところを

支える 
 

水面に向かってキックする場合 
（補助の図） 

Pint！ 膝をガードしながら水中に向かって脚を伸ばすよ

うにする 
 

Point！ 
補助を行うとき、足を持つとき手のひらの付けで支える 
※親指で支えると補助者の指を痛めることがあるため 

 
② 顔浸け： ビート板の上に両腕を乗せ、顔を浸けてから床を蹴ってけ伸びの姿勢になり、姿勢

 が安定したらキックを行う（水の流れを感じるようにする） 

Point！ 
身体を浮かそうと視線が下を向きやすいが、前を見るようにする 
（但し頭の付け根だけを曲げて肩は前を向くようにする） 
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③ 呼吸付き：顔を浸けてのキックから呼吸動作を付ける（呼吸動作の習得とタイミングの習得） 

Point！ 
呼吸動作を行うとき肩が天井に向きやすいので注意。頭の付け根を曲げて顎

が水面ぎりぎり浮くぐらいにし、背中は天井に肩は前方を向くようにする 
※みぞおちから前に伸ばすと更にキック動作と呼吸が安定する（みぞおちか

ら顎まで一直線にするイメージ） 
 

（見本の図） 

Pint！  呼吸（息継ぎ）の時にビート板を押さえないよ

うにする 
 顔を上げたまま脚を引かないようにする 

（腰が沈み姿勢が崩れるため） 
 息継ぎのタイミングは 

１、脚が伸びてから『パッ』 
２、顔を浸けながら足を引きつける 
３、脚を伸ばす 
（最初は顔を浸けてから足を引きつけるぐら

いでも良い） 
※顔を上げたまま足を引きつけない（腰が反り姿勢

が崩れるため） 
 

Lesson４ 補助具なしでの練習 
け伸びから脚を動かして、進む動きと感覚を掴む 

＜段階的練習＞ 
① 気を付け（両腕体側）キック（姿勢が崩れにくい状態でのキックの練習） 

（見本の図） 

Pint！ 前を向いて、肩・背中は丸くする 
※手のひらは天井もしくは外側 
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② 片腕を前に伸ばしてキック 

（見本の図） 

Pint！ 前に伸ばしている腕は水中で伸ばす 
（こめかみ、または顔の下で腕を伸ばす） 

 
Point！ 
前に伸している腕が水面に近づきやすくなるため、伸ばしやすいところ（肩

の角度が１４０度ぐらい）で前に伸ばすようにする 
※補助するときも人差し指の付け根、もしくは脇の下（二の腕）を持ち引っ

張ると効果的 
 

③ 両腕を前に伸ばしてキック（以後、グライドキックと記す） 

呼吸なし 
（見本の図） 

Pint！ 水中で腕を伸ばし、視線は最初人差し指の付け根を

見る 
 

呼吸時 
（見本の図） 

Pint！  水を押さえないようにする 
（手を少し広げるのは良い） 

 頭の付け根を曲げ、顎を前に出し水に乗った状

態で呼吸を行う ※みぞおちから伸びるよう

に顔を上げる 
 

Point！ 
キックで伸びるとき、上半身も少しお辞儀をするようにして伸びる 
※みぞおちから伸びる 
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（２） ストローク 
け伸びの姿勢から水を（引っ張って）挟みながら後方に流し進むことができる 

＜ストロークの大まかな動作＞ 

① 

キャッチ 
手のひらをやや後方に向けバランスボール

を抱え込むように腕全体で水を捕まえる 
※肩より肘、肘より手が下にある状態 

（見本の図） 

② 

プル・プッシュ 
指先を合わせて、腕、肘と締め『いただき

ます』のような型をつくる 
ヨガのようになるのは浅いところから腕を

動かしたことが主な原因 
※肩が天井を向かないように注意 

（見本の図） 

③ 

リカバリー・エントリー・スライド 
前方に伸ばす ○注伸ばしながら手のひらを

やや外に向ける 
 

（見本の図） 

人差し指中心にストロークをすると滑らかな動きが習得しやすい 

（注意） 
 肘から挟まない 
 指先を上に向けない 
 肩を上に向けない 

＜見極め＞ 
「け伸びをしたら、前の水を引っ張りながら手を合わせ、前に伸ばしながらキックして進んでみぃ」

と見本を見せたりアドバイスをして泳がしてみる 
 姿勢は崩れないが進まない········ Lesson２．キックと合わせての練習から 
 姿勢が崩れてしまう················· Lesson１．イメージの練習から 
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Lesson１ イメージの練習 
動きのイメージを掴み、水の流れを感じる 

＜段階的練習＞ 
① プールサイドに俯せになり脇から上をプールに出して平泳ぎのストロークのイメージ練習 

 
（見本の図） 

Pint！ 肩を前に向る 
 

Point！ 
腕を身体のラインから１４０～１５０度ぐらい伸ばした位置から人差し指を

中心に縦の丸を描くように手のひらを合わせるように行うと自然にストロー

クができる 
 

Point！ 
前に伸ばすコツ 
『肩』→『肘』→『手』（→『人差し指』）という順番に伸ばす 
※ぎこちない動きは逆に動かしていることが多い 

 
② 水中で顔を上げて前かがみになり平泳ぎのストロークのイメージ練習 

※ 特に手を合わせるときに上体を起こし肩が上を向きやすいので注意 
③ 顔を上げて歩きながら進む感覚とイメージの練習 
④ 水中で顔を浸けて前かがみになり平泳ぎのストロークと呼吸のタイミングの練習 

呼吸のタイミングは 
１、掻いたら（引っ張りながら）『パッ』 
２、顔を浸けながら手を合わせ 
３、腕を前に伸ばしながら前を見る 
※手を合わせたときに『パッ』とすると腰が沈みキックが不充分になるので気を付ける 

⑤ 顔を浸けて、歩きながら平泳ぎのストロークと呼吸のタイミングの練習 
 

Lesson２ キックと合わせての練習 
け伸びから腕をかき始め、ストロークとキックとの呼吸のタイミングを合わせる 
（１回１回しっかり伸びるとタイミングは自然とできる） 

 
―まとめ― 

 ストロークは人差し指中心 
 伸び、息継ぎはみぞおちから 
 息継ぎのタイミングは 

ストロークはかき始めからキックは伸びてから『パッ』 
顔を浸けながら手を合わせ足を引きつける 
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コラム⑤ ～素質～ 

「素質」ていったい何なんでしょうか？よく「素質がないから無理や」「センスがないからあかんな」

と耳にします。音楽や絵など芸術については分かりませんが、運動に関しては「素質がないから無理」

とか「センスがないからできない」といったことは一切ありません。 
「素質」が持って生まれた物だとするならば体格や筋肉の着く位置や筋肉の質などでしょう。それが

技術の習得に何の関係があるでしょうか？！オリンピックで金を取るならもちろん関係ありますが、

できる・できないといったことには関係ないでしょう。また「センス」も同様で、俗に言う「センス

がない」は姿勢が不充分だったり真っ直ぐ身体を動かしたりが主な原因でちょっとポイントを伝えれ

ばだいたいすぐにできるようになります（できる・できないは、だいたい５ｃｍ以内のポイントのズ

レ。それだけにできる子とできない子の差がわかりにくく、なんとなくできないからセンスがない等

となりやすい）。特に水泳は普段の生活にある動きばかりですのでどなたでも簡単にすぐに泳げるよ

うになります。「素質がないから」や「センスがないから」と思わず「必ずできる」と子どもを信じ

てあげましょう！お父さんやお母さんが運動があまり得意でなかったとしても「うちの子やからな

ぁ」と思わず、必ずできます！信じましょう！！ 
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○ バタフライ 
 
＜バタフライの段階＞ 
 

（１） キック 
段階 項目 ポイント 

Lesson１ イメージの練習 
①陸 
②水中 

脚の動きのイメージを掴む 

Lesson２ プールサイド・壁での練習 
①腰掛けキック 
②俯せキック 
③壁キック 

脚の動きをと水を蹴る感覚を掴む 

Lesson３ ビート板を使っての練習 
①顔上げ 
②顔浸け 
③顔浸け（呼吸付き） 

支えのある状態で水を蹴る感覚と進む感

覚を掴む 

Lesson４ 補助具（ビート板）なしでの練習
①気を付け 
②片腕挙上 
③両腕挙上（グライドキック） 

け伸びから脚を動かして進む感覚を掴む

（２） ストローク 
１． 息継ぎなしバタフライ（ノーブレバタフライ） 
段階 項目 ポイント 

Lesson１ イメージの練習 
①陸 
②水中 
③水中を歩きながら 

ストロークのイメージと水の流れを感じ

る 

Lesson２ キックと合わせての練習 
①片手バタフライ 
②両手バタフライ 

キックとストロークのコンビネーション

のタイミングを掴む 

２． バタフライ（息継ぎあり） 
段階 項目 ポイント 

Lesson１ イメージの練習 
①水中 
②水中を歩きながら 

息継ぎのタイミングを掴む 

Lesson２ キックと合わせての練習 
①片手バタフライ 
②両手バタフライ 

キックとストロークのコンビネーション

のタイミングを掴む 
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（１） キック 
け伸びの状態から両足同時に行うクロールのキックで進むことができる ○注肩の向きがなるべく

上や下に向かないように前に向ける 

＜キックの動作＞ 

① 

蹴り下ろすときは膝が軽く曲がる 
 
※視線は 
１回目のキックの時は、下 or おへその下 
２回目のキックの時は、前 

（見本の図） 

② 

脚を伸ばしながら蹴る 
 
※息継ぎをするときは２回目のキックの時

のこの動作の時に行う 

（見本の図） 

③ 

脚を真っ直ぐにしたまま、元の位置に戻す

 
（見本の図） 

 
Point！ 
脚だけの動きにならず、みぞおち（上半身のコア）を蹴り下ろすときに前に

伸ばすと推進力も増し姿勢も安定する 
 

－ＭＥＭＯ－ 
第１キックと第２キックと使い分けるスイミング教室があるが、視線や首・

胸の使い方により、うねりの有無やキック幅の違いが出てくる。そのため、

必要以上に第１キック・第２キックと意識しなくてもよい。 
第１キック： 腕を前に伸ばす時（エントリー・スライド）に打つキック。 
 臀部が下がらないように、腕などの水上から勢いを推進力に 
 変えるためにうねりながら行う 
第２キック： 水を掻くとき（プル・プッシュ）や息継ぎの時に打つキック。

  息継ぎの姿勢を保つため、鋭く行う 
 



 - 78 -

＜見極め＞ 
「け伸びをしたらお尻を前に持ってくるようにして両足でキックしながら進んでみぃ」と見本を見せ

たりアドバイスをして泳がしてみる 
 姿勢も崩れず進む···················· Lesson３．ビート板を使っての練習から 
 姿勢は崩れないが進まない········ Lesson２．プールサイド・壁での練習から 
 姿勢が崩れてしまう················· Lesson１．イメージの練習から 

 

Lesson１ イメージの練習 
脚の動きのイメージを掴む 

＜段階的練習＞ 
① 感覚のイメージ 

1. 陸上で足の甲側（の指）を擦りながら歩く 
2. プールの中を足の甲側（の指）を擦りながら歩く ※足の甲（や膝）に水の流れを感じるよ

うにする 
② 動き（フォーム）のイメージ 

立った状態から、腕は力を抜いて体側、もしくは親指で股関節を押さえ膝や股関節の動きを

イメージする 

＜イメージの練習＞ 

① 

膝・股関節を曲げる （見本の図） 

② 

お尻を頭の方に持ち上げながら伸びる 
※肩は天井に向ける（お辞儀をしない） 

（見本の図） 

③ 

気を付けの姿勢に戻す （見本の図） 

 
※ 下半身の動きが慣れてくれたら、蹴りながらみぞおちも伸ばす 
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Lesson２ プールサイド・壁での練習 
キックの動きを習得する 

＜段階的練習＞ 
① プールサイドに俯せになり脚をプールに出してキックの練習 

（見本の図） 

Pint！ 脚が水面から出ないようにする 
 

Point！ 
キックは真下に蹴り下ろすより、少し内側に蹴り下ろす方がより推進力と安

定感が増す 
 

② プールサイドを持ち腕の下にキック板を敷いてキックの練習 

（見本の図） 

Pint！  脚が水面から出ないようにする 
 キックを蹴り下ろすとき、腕（みぞおち）は前

に伸ばす 
（ビート板を押さえない） 

 キックは１回、１回伸びて、け伸びの姿勢に戻

す 
 肩を内側に締める（肩を張らない） 
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Lesson３ ビート板での練習 
① 顔上げ： キック板の上に両腕を乗せ、顎をキック板か水面から離さないようにし、背中を 

 天井に向けた姿勢から床を蹴ってけ伸びをする。姿勢が安定してからキック動作

 を行う（キック動作の習得が主な目的） 

【補助】 

蹴り下ろしが不充分なときの補助 
（補助の図） 

Pint！ おへその下を支え、前に送る 
 

推進力が不充分な時の補助 
（補助の図） 

Pint！ 太股を少し内側に捻りながら支える 
 

上半身が伸びない・お尻を天井に突き出す時の補助 
（捕助の図） 

Pint！ 手のひらで肩甲骨の間を指先から手のひらの付け

根を掛けて前に押し出す 
 

足首が曲がる 
（補助の図） 

Pint！ 足の甲のところに手のひらを当てキックを誘導す

る 
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② 顔浸け： ビート板の上に両腕を乗せ顔を浸けてから床を蹴ってけ伸びをする。姿勢が安定

 したらキックを行う（水の流れを感じる） 
③ 呼吸付き：顔浸けてのキックから２回キックするごとに１回顔を上げる 
  １回目のキック（第１キック）の時は最初視線をおへその下辺りを見て、蹴りなが

  ら頭の付け根を曲げながら前を見る 
  ２回目の（第２キック）キックの時、呼吸を行うときは顎を前に出し顔を上げる 
 ※顎が水面から離れすぎないように、ビート板を押さえないように注意 
 ※呼吸を行わないときはそのまま前を見る 

 

Lesson４ 補助具なしでの練習 
け伸びから脚を動かして、動きと進む感覚を掴む 

＜段階的練習＞ 
① 気を付けの状態でバタフライキック（姿勢が崩れにくい状態でのキックの練習） 

（見本の図） 

Pint！  脚が水面から出ないようにする 
 腕は力を抜き、手のひらが底か軽く外を向く 
 蹴りながら、お尻を前に持ってくる 

※お尻を上に突き上げないように注意 

【補助】 

肩が上下動し、お尻が天井に突き出すように上がる時 
（補助の図） 

Pint！ 顎を支え少し前に送る 
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② 片腕を前に伸ばした状態でバタフライキック 

（見本の図） 

Pint！ 脚が水面から出ないようにする 

【補助】 

腕・肩が上下動し推進力がない場合の補助 
（補助の図） 

Pint！ 前に伸ばしている腕は水中で伸ばす 
（こめかみ、または顔の下で腕を伸ばす） 
※挙上している側の人差し指の付け根を軽く引っ

張るように持つ 
 

③ 両腕を前に伸ばした状態でバタフライキック（以後、グライドキックと記す） 
※呼吸は顔浸けキック同様に頭の付け根を起こし、顎を出して行う 
 （手は肩幅より少し広げ、姿勢を安定させると良い－平泳ぎのストロークでも良い－） 
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（２） ストローク 
グライドキックから水を後方に流して推進力を得て、リラックスした状態で元の位置に戻すことが

できる ○注腕を水車のように回さないようにする 

＜ストロークの主な動作＞ 

① 

キャッチ 
手のひらをやや後方に向け片手ずつバラン

スボールを抱え込むように腕全体で水を捕

まえる 
（第１キック蹴り戻し） 

（見本の図） 

② 

プル 
人差し指（の付け根）中心に腕で前の水を

引っ張る 
（第２キック準備） 

（見本の図） 

③ 

プッシュ 
人差し指（の付け根）中心に腕で水を後ろ

に放り投げる 
（第２キック蹴り下ろし） 

（見本の図） 

④ 

リカバリー 
肩→肘→手の甲と前に腕を戻す 
（第２キック蹴り戻し） 

（見本の図） 

⑤ 

エントリー 
手のひらをやや外側に向けた状態で水の中

に手を入れる 
（第１キック準備） 

（見本の図） 

⑥ 

スライド 
人差し指（の付け根）中心に腕・みぞおち・

からだを前に伸ばす 
（第１キック蹴り下ろし） 

（見本の図） 
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１．息継ぎなし 
 

＜見極めポイント＞ 
「グライドキックしたら１回目のキックで腕を前に伸ばして、２回目のキックで後ろに水を押す。１、

２、１、２、で進んでみぃ」と見本を見せたりアドバイスをして泳がしてみる 
 姿勢は崩れないが進まない········ Lesson２．キックと合わせての練習から 
 姿勢が崩れてしまう················· Lesson１．イメージの練習から 

 
Lesson１ イメージの練習 

ストロークの動きと水の流れを感じる 

＜段階的練習＞ 
① 陸でバタフライのストロークの動きのイメージ練習 
② 水中で顔を上げて前かがみになりバタフライのストロークのイメージ練習 

（水の流れを感じる） 

Point！ 
腕は無理に挙げず、身体のラインから１４０～１５０度ぐらいの楽なところ

で伸ばす。そこから人差し指を中心に後ろに水を放り投げる。 
※肘は曲がっても良い 

 
③ 顔を上げて歩きながら進む感覚とイメージの練習 

 

Lesson２ キックと合わせての練習 
キックとストロークのコンビネーションのタイミングを掴む 

＜段階的練習＞ 
① 片手バタフライ 

グライドキックから片腕を動かす 

（見本の図） 

Pint！  先ず伸びる（いきなり掻かない） 
 １回目のキック（第１キック）は前に腕を戻し

てからキック 
（戻しながらキックをしない） 

 
② 両手バタフライ 

グライドキックから両腕を動かす 
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２．息継ぎ有り 
＜見極めポイント＞ 
「息継ぎなしのバタフライから２回目のキックの時に顔を上げて息継ぎしてみぃ」と見本を見せたり

アドバイスをして泳がしてみる 
 姿勢は崩れないが進まない········ Lesson２．キックと合わせての練習から 
 姿勢が崩れてしまう················· Lesson１．イメージの練習から 

 

Lesson１ イメージの練習 
息継ぎのタイミングを掴む 

＜段階的練習＞ 
① 水中で顔を浸けて前かがみになりバタフライのストロークと呼吸とのタイミングの練習 

（見本の図） 

Pint！ 息継ぎの時、肩は前を向く（天井に向けない） 
 
② 歩きながら進む感覚と泳ぐイメージの練習 

 

Lesson２ キックと合わせての練習 
バタフライ完成 

＜段階的練習＞ 
① 片手バタフライ（ストロークしない側の腕、前） 

グライドキックから片腕を動かす（ストロークと呼吸のタイミングの練習） 

（見本の図） 

Pint！ 顔は横に上げる（姿勢が崩れ感覚がずれるため） 
※ 前に顔を上げるのであれば動かさない側の腕

は体側に置く 
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② 片手バタフライ（ストロークしない側の腕、体側） 
片腕前・片腕体側のバタフライキックから伸ばしている側の腕を動かす 
（より泳ぐ状態に近づけてのストロークと呼吸のタイミングの練習） 

（見本の図） 

Pint！  息継ぎはみぞおちから顎の先まで一直線にす

るぐらい伸ばす 
 顔を浸けるときは水を後ろに押しきってから

みぞおちを前に伸ばしながら付ける 
（早く付けすぎない・顎だけ引かない） 

 
③ バタフライ 

グライドキックからバタフライ 
 
 
コラム⑥ ～おもしろいと楽しい～ 

「練習は楽しく」。大変良いことですね。ただ、「おもしろい」と「楽しい」は違うのでは・・・と私

は思います。念のために言いますが、おもしろい練習がダメという訳ではないのでないのでお間違い

のないように。よくスポーツをしていた人に「クラブ活動は楽しい？」とか「クラブ活動は楽しかっ

た？」と聞くとほとんどの方が「楽しい」と答えます（私達の時代は、しばかれたり、どつかれたり

したのに・・・）。また、楽しいといってプールを何往復もする方や何キロも走る方もいます。景色

も変わらないプールを何往復もして何がおもしろいんやろうと思いますが、「楽しい」です。はっき

りと「楽しい」と「おもしろい」の違いは分かりませんが、「楽しい」は「ホッ」としたりできない

ことができたや目標に近づいたというという「成長」や認めてもらったなど、なんとなく「心」が満

たされるような気がします。ゲーム感覚や遊び感覚の「おもしろい」練習も良いのですが、特別なこ

とをしなくても、しっかり子どもを見てあげて導いてあげるとそれだけで子ども達は「楽しい」と思

ってくれます。 
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第４章 ４泳法をマスターしたら 

泳ぎをマスターしてスタートやターンや個人メドレーをやりたいといったらそれに応えるために・・・ 

（１） スタート 
種類 項目 ポイント 

基本姿勢 ストリームライン 
 

水中でなるべく水の抵抗を受けない姿勢

フロントスタート 
※クロール・平泳ぎ・バタフライ 

プールの中からのスタートの代表的なス

タート 
サイドスタート 
※４泳法 

ペースクロックやスターターを確認しや

すいスタート 

プールの 
中からの

スタート 

背泳ぎのスタート 
 

背泳ぎのタイムを少しでも縮めるための

スタート 
 平泳ぎの１掻き１蹴り 

 
スタートとターン直後水面に浮き上がる

まで 
 飛び込み 

 
タイムを少しでも縮めるために 

 

○ ストリームライン 
水中でなるべく水の抵抗を受けないように指先からつま先まで真っ直ぐ伸ばした状態で進

む（スタートの基本） 

（見本の図） 

Pint！  顎を引き、おへその下辺りを見る 
 腕は耳の上 
 肩と内股を少し内側に捻り身体の軸を安定さ

せる 
※ストリームライン≠泳ぐ姿勢 
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○ フロントスタート 
プールの中からの代表的なスタート 

＜大まかな流れ＞ 

① 

片脚を壁に付け両腕を絞りプールの底に向

けてまっすぐ立つ 
 

（見本の図） 

② 

軽く弾みながら両足を壁に付け、垂直に水

中に潜る 
 

（見本の図） 

③ 

潜りきっきったら、水平になりストリーム

ラインを作る 
 

（見本の図） 

④ 

壁を蹴る 
 

（見本の図） 

 
（注意点） 
蹴りながら潜らない（足を壁の上の方に着き、上体や肩をプールの底に向けない） 
 

Point！ 
潜れない、すぐ浮くのは潜り方を気を付ける 

 １点から潜る（潜りながら前かがみにならない） 
 潜りきってから前かがみになり、腕を（みぞおち→）肩→肘→手と前に伸

ばすようにして頭を入れながら上体をストリームラインにする 
○注万歳をするように腕を挙げない 

※プールが浅く垂直に潜りきることが難しい場合は、壁と背中の距離を少し

広めに立ち、軽く弾みながら両足を壁に着けるときに腕は前に伸ばし、お尻

を壁に引きつけるようにする（壁に吸い込まれるように両足を着けながらス

トリームラインをつくる） 
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＜段階的練習＞ 
① 潜らず水面で、スタート 

（見本の図） 

Pint！ 【準備】片足を壁に着け、前かがみ 
①顔を浸け上半身ストリームラインになる 
②床で支えていた足も壁に着ける 
③伸びてストリームラインになる 

 
② フロントスタート（完成） 
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○ サイドスタート 
ペースクロック（時計）やスターター（「用意」「ドン」を言う人）を確認しやすいスタート 
ターンにも繋がりやすい 

＜大まかな流れ＞ 

① 

右腕は背泳ぎのスタートの時に使うバーか

プールサイドを持つ 
左腕は水中で腕を伸ばし、身体は横を見る

○注左腕の指先が水平より上を向かないよう

にする 
※視線は横、もしくは右腕側を見る（進行

方向を見ない） 

（見本の図） 

② 

右腕を離し潜る 
（より速く行う場合はバーを押しクロール

の腕のような動きで耳のを通過して潜る）

 
※視線は足側（進行方向を見ない） 

（見本の図） 

③ 

水中で横向きのままストリームラインを作

る 
 

（見本の図） 

④ 

壁を蹴り、伸びながら下（背泳ぎは上）を

向く 
 

（見本の図） 

 
（注意点） 

 焦ってバーを離しながら壁を蹴りやすいので、バーを離したら潜って、手を揃えてから壁を蹴る 
 焦ってすぐ前（進行方向）を見やすいので、壁を蹴って、伸びるまで前を向かないようにする 
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○ 背泳ぎのスタート 
 

① 

両手でスタートのバーを持ち水中で両足壁

に付け頭をバーに近づける 
※足は揃えても上下になってもどちらでも

良い 
 

（見本の図） 

② 

両手でバーを押し両腕を耳の後ろで絞りな

がら挙上する 
両足で壁を蹴り上にジャンプする 
※ジャンプは上に、腕で後方に進路を向け

る 

（見本の図） 

③ 

指先は水中に入ったら顎を引き進行方向に

手を向ける 
※タイミングが遅れると潜りすぎたり、ひ

どいときにはプールの底に手などが着くこ

とがあるので注意、早すぎても背中で水を

叩くようになりやすいので気を付ける 

（見本の図） 

 

＜段階的練習＞ 
① 足は床に着けプールの壁を押して上半身だけで練習をする 

バーの押し方、上体の姿勢の作り方、水の中への潜り方の習得 

（見本の図） 

Pint！ みぞおちから壁を押し、みぞおちから後方に伸びる 
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② 足は壁に着け、壁を蹴る練習 
壁の蹴り方の習得 

（見本の図） 

Pint！ 後ろに跳ばないように気を付ける 
 
③ 頭の付け根、背中を補助しスタートの練習 

補助を付けた状態でのバーの押しと壁の蹴りのタイミングの習得 

（補助の図） 

Pint！  バーを押しながらジャンプ 
（ジャンプが早くなりやすいので注意） 

 補助は慣れてきたら背中だけでも良い 
 
④ 補助なしで背泳ぎスタート（完成） 
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○ 平泳ぎの１掻き１蹴り 
 

① 

ストリームライン （見本の図） 

② 

バタフライのストロークのように水を後ろ

に放り投げる 
（見本の図） 

③ 

両腕を絞り身体に沿いながら（身体を撫で

るように）肩→肘→手と腕を「いただきま

す」のような状態で前に持ってくる 
脚もゆっくり引きつける 
※視線は腕を前に持ってきたら前を向いて

も良い 

（見本の図） 

④ 

腕を伸ばしてから脚も伸ばす 
 

（見本の図） 

 

＜段階的練習＞ 
① 水面でストリームラインから１掻き 

（壁を蹴って１回伸びて進み１掻きでもう１回進む感覚を掴む） 
② 水面で１掻き１蹴り 

（腕を前にもっと来る感覚と足の引きつけのタイミング、壁・腕・脚と３回進む感覚を掴む） 
③ 水中でのスタート（フロントスタート・サイドスタートどちらでも良い）から１掻き 

（姿勢をしっかりつくり、一掻きしながら身体が浮かないようにする） 
※みぞおちが伸びないと浮上しやすい 

④ １掻き１蹴り（完成） 
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○ 飛び込み 
 

＜飛び込み練習の段階＞ 
段階 項目 ポイント 

Lesson１ プールサイドに腰掛けて 
 

蹴って、伸びる感覚を掴む 

Lesson２ フロア（プール内の段差）から
 

水中に入った後、身体を水平にし、スト

リームラインをつくる感覚を掴む 
Lesson３ プールサイドから 

 
より、飛び込みに近づける 

Lesson４ 飛び込み台から 
 

飛び込み完成 

 

＜飛び込みの流れ＞ 

① 

スタート台後方に立つ 
※ 
（ピー：位置について） 

（見本の図） 

② 

スタート台に指を掛ける 
肩・内股を内側に締める（腰が突っ張らな

い姿勢） 
着水地点を見る 
（用意） 

（見本の図） 

③ 

台を腕と脚で押しながら前に跳ぶ 
（パン：ピストル） 

（見本の図） 
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Lesson１ プールサイドに腰掛けて飛び込み 
プールサイドに座った状態で上半身ストリームラインを作って飛び込む 
※補助は手を持ち、引っ張りながら水中で伸ばすようにする 

（補助の図） 

Pint！ 水中に入ったら腕を進行方向に伸ばす 
（少し小指側の手のひらを反らすようにする） 

 

Lesson２ フロア（プール内の段差）から飛び込み 
フロア（プール内の段差）の上から中腰になり上半身ストリームラインを作ってから飛び込む 

＜段階的練習＞ 
① 手を持ち、膝を支える補助して飛び込み 

（補助の図） 

Pint！  フロア（プール内の段差）の端に足の親指を掛

ける 
 飛び込んだ後、膝が前に出ないようにする 

 
② 手を持つ補助をして飛び込む 
③ 後方から骨盤・臀部側面を支え飛び込み 

（補助の図） 

Pint！ 内腿を軽く締めさせ、姿勢を安定させる 
（踏ん張った姿勢にならないように） 

 
④ フロアから飛び込み 
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Lesson３ プールサイドから飛び込み 
プールサイドから飛び込む 

＜段階的練習＞ 
① プールサイドから上半身をストリームラインの姿勢をつくって、補助付きで飛び込む 

（フロアからの飛び込みと同様にして行う） 
1. 手を持ち、膝を支えて飛び込む 
2. 手を持ち、飛び込む 
3. 後方から骨盤・臀部側面を支えて飛び込む 
4. 補助者はプールの中から床にぶつからないように安全確保 

② プールサイドから飛び込み 
 

Lesson４ 飛び込み台から飛び込み 
飛び込み台から飛び込む 

＜段階的練習＞ 
① 補助者はプールの中から床にぶつからないように安全確保 

（見本の図） 

Pint！ 補助者は片脚を前に出し、飛び込んだ子が床にぶつ

からないように脚でブロックできるようにする 
 

② プールサイドから飛び込み 
 

Point！ 
指先が入水後人差し指（の付け根）を反らし、みぞおちから伸びて水平姿勢

になるようにする 
 
※入水角度と入水後前方に伸びるようにしっかり補助することを気を付ける（危険を伴うなど、飛び

込みに対する嫌悪感を少しでも軽減するため） 
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コラム⑦ ～フォーム～ 

スポーツをするに当たり『フォーム』は必要です。競技によってそこから応用するか、理想のフォー

ムを追求するかといった違いはありますが。 
特に水泳はフォームが重要なスポーツではないでしょうか。そこで気を付けたいのが『形』だけを求

めてしまわないことです。 
例えばクロールのキックの時「膝真っ直ぐ」とよく言われますが、膝を真っ直ぐにしたから進むので

はなく蹴り上げるときにお尻（骨盤）から蹴り上げるから膝が真っ直ぐになって進みます。なので何

が何でも膝真っ直ぐにすると、真っ直ぐにするために力んだり、姿勢を崩したり（反った姿勢など）、

蹴り下げるときに水の流れを止めたり逆流したりして、進まなくなるか、ひどいときは逆行します。

クロールの水中動作も前にある水を骨盤から引っ張って後ろに押したから自然とＳの字のような軌

道になっただけで、「Ｓ字」に掻いたから進むのではありません。 
フォームには身体（筋肉）をどう動かすかやどの方向に動かすか、そして水泳では「水の流れ」が主

なポイントになります。必要以上に『形』にこだわらず、楽に自然に動かすことをお薦めします。 
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（２） ターン 
項目 ポイント 

水平ターン 
※４泳法 

手でタッチをし、身体の重心を変えてターン 

回転式ターン 
※クロール，背泳ぎ 

前転のように身体を回転させ足でタッチするターン 

個人メドレー 
 

バタフライ→背泳ぎ→平泳ぎ→クロールと１人で４泳法

を泳ぐ 
 
○ 水平ターン 

1. クロール 
 

① 

片手（右手）タッチし肘をたたみ、膝もた

たむ 
（膝、身体をいったん上に持ち上げるとよ

り加速がつく） 
○注身体は横向き、視線はタッチした手 
※タッチした手と反対側の腕（左腕）は後

方に伸ばしておく 

（見本の図） 

② 

身体は横向きのまま、タッチした手（右手）

を頭の後ろを通り反対側の手（左手）に重

ねる 
※できれば壁をしっかり押す 
※理想は手を重ねる時、タッチした手はク

ロールのような動きで耳の後ろを通る 
○注視線は押した壁 

（見本の図） 

③ 

身体は横向きのまま、壁を蹴る 
（壁を蹴るまで視線は壁や蹴る足を見る）

（見本の図） 

④ 

壁を蹴りながら下を向きストリームライン

になる 
（見本の図） 

 
最初はターンの時にプールサイドを持っての練習で感覚や、流れやイメージを掴む 
できれば水中でタッチする（人差し指が中心） 
※薬指・小指側中心にタッチしたり、手のひらでタッチすると滑りやすい 
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2. 背泳ぎ 
 

① 

半身の状態で、片手（右手）タッチし肘を

たたみ、膝もたたむ―手のひらは下― 
（膝、身体をいったん上に持ち上げるとよ

り加速がつく） 
○注身体は横向き、視線はタッチした手 
※タッチした手と反対側の腕（左腕）は後

方に伸ばしておく 

（見本の図） 

② 

身体は横向きのまま、タッチした手（右手）

を頭の後ろを通り反対側の手（左手）に重

ねる 
※できれば壁をしっかり押す 
※理想は手を重ねる時、タッチした手はク

ロールのような動きで耳の後ろを通る 
○注視線は押した壁 

（見本の図） 

③ 

身体は横向きのまま、壁を蹴る 
（壁を蹴るまで視線は壁や蹴る足を見る）

（見本の図） 

④ 

壁を蹴りながら上を向きストリームライン

になる 
（見本の図） 

 
（注意点） 

 タッチの瞬間はしっかり伸び、半身の姿勢になって水の流れに乗る 
―キックも打たないことを推奨、泳法違反を防ぐため― 

 タッチの時は手のひらは下を向く（上に向きやすいので注意） 
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3. 平泳ぎ・バタフライ 
 

① 

両手タッチ後左肘を引きチョップするよう

に反対方向に腕を伸ばし身体は横に向ける

（見本の図） 

② 

身体は横向きのまま、右手を頭の後ろを通

り左手に重ねる 
※できれば壁をしっかり押す 
※理想は手を重ねる時、右手はクロールの

ような動きで耳の後ろを通る 
○注視線は押した壁 

（見本の図） 

③ 

身体は横向きのまま壁を蹴る 
（壁を蹴るまで視線は壁や蹴る足を見る）

（見本の図） 

④ 

壁を蹴りながら下向きになりストリームラ

インになる 
（見本の図） 
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コラム⑧ ～サイレントキラーランゲージ～ 
無意識に相手を傷つけたりする言葉があります。私は勝手に「サイレントキラー」とか「サイレント

キラーランゲージ」と呼んでいるのですが、高血圧が自覚症状がないのに心疾患や脳梗塞など突然死

や重大な病気を引き落としてしまうことからサイレントキラーと呼ばれているのと同じで、いった本

人が傷つけるつもりでないのに実はひどく傷つけてしまうことからそう名付けました。 
代表的な言葉で言えば「何で？」「どうせ」が上げられます。例えば「何でできへんの？」とか「何

でせいへんの？」子どもはわざとしているわけでもないのにそういわれると自分が悪いと思って傷つ

いたり、心を閉ざしたりします。こういうときはできれば「どうしたん？」と言葉を換えてあげるの

も良いでしょう。「どうせ」は夢も希望も奪ってしまいかねない言葉です。これから頑張ろうと思っ

ていてもモチベーションが下がりますし、これから先も頑張ろうと前向きになりにくくなりす。 
さりげない一言ですが気を付けたいものです。 
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○ 回転式ターン（クイックターン） 
クロールや背泳ぎはターンの時、身体の一部がタッチできればよいとされている 

1. クロール 
 

① 

気を付けになる 
○注手のひらは天井 

（見本の図） 

② 

左腕を伸ばしながら顎を引き前転をする 
○注視線は床を見ないこと、床に突っ込みや

すくなるため 

（見本の図） 

③ 

横向きになり手を重ねる （見本の図） 

④ 

横向きになり上半身ストリームラインにな

り壁を蹴って伸びる 
（見本の図） 

 
（注意点） 

 回転するとき不安定な姿勢になったり、回りきれないのは腰を軸に回ろうとしていることが多

い 
→みぞおちから回転し伸びるようにする 

 回転の目安はＴ字のラインから１回掻いて気を付けになる 



 - 103 -

2. 背泳ぎ 
ターン動作に限り肩が垂直より俯せになっても良いとされている 

① 

背泳ぎからクロールの姿勢になる （見本の図） 

② 

気を付けになる 
○注この時にキックは打たない（ルール上ク

ロールとみなされ泳法違反になる） 

（見本の図） 

③ 

左腕を伸ばしながら顎を引き前転をする （見本の図） 

④ 

上半身ストリームラインになり壁を蹴って

伸びる 
（見本の図） 

 
※ターンの目安はターンフラッグ（後５ｍのところ）を足が通過し２ストローク掻いてからクロール

の姿勢 
 
コラム⑨ ～目標設定～ 

子どもの目標設定においておもしろい実験があります。幼稚園の立ち幅跳びなのですが、「思いっき

り遠くに跳んでみぃ」といって立ち幅跳びをさせると５０センチも跳べない子がほとんどですが、６

０センチのところにラインを引いて「ここまで跳んでみぃ」といって跳ばすと跳べる子がほとんどだ

そうです。更に８０センチのところにラインを引いて「ここまで跳んでみぃ」といって跳ばすとこれ

もほとんどの子が跳べるそうです。 
また、自信がなく１５００メートル走小学校では真ん中ぐらいでタイムも７分台真ん中の子が、環境

が変わり注目されただけで常にクラスでトップ、タイムも５分台前半で走れるなったりします。 
また、幼稚園児がフルマラソン参加させるとほとんどの子が完走したとも聞きます。 
子どもには明確な目標と可能性を信じてあげることが必要だとつくづく思います。 
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○ 個人メドレー 
 

1. バタフライ→背泳ぎ 
 

① 

両手タッチ後左肘を引きチョップするよう

に反対方向に腕を伸ばし身体は横に向ける

（見本の図） 

② 

身体は横向きのまま、右手を頭の後ろを通

り左手に重ねる 
※できれば壁をしっかり押す 
※理想は手を重ねる時、右手はクロールの

ような動きで耳の後ろを通る 
○注視線は押した壁 

（見本の図） 

③ 

身体は横向きのまま壁を蹴る 
（壁を蹴るまで視線は壁や蹴る足を見る）

（見本の図） 

④ 

壁を蹴りながら上向きになりストリームラ

インになる 
（見本の図） 

 
両手タッチ後、膝を持ってきて、背泳ぎのスタートのようにしてターンをしやすいが、水の抵抗を大

きく受けるため、水平ターンの要領で行う 
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2. 背泳ぎ→平泳ぎ 
 

① 

半身の状態で、片手（右手）タッチし肘を

たたみ、膝もたたむ―手のひらは下― 
（膝、身体をいったん上に持ち上げるとよ

り加速がつく） 
○注身体は横向き、視線はタッチした手 
※タッチした手と反対側の腕（左腕）は後

方に伸ばしておく 

（見本の図） 

② 

身体は横向きのまま、タッチした手（右手）

を頭の後ろを通り反対側の手（左手）に重

ねる 
※できれば壁をしっかり押す 
※理想は手を重ねる時、タッチした手はク

ロールのような動きで耳の後ろを通る 
○注視線は押した壁 

（見本の図） 

③ 

身体は横向きのまま、壁を蹴る 
（壁を蹴るまで視線は壁や蹴る足を見る）

（見本の図） 

④ 

壁を蹴りながら下を向きストリームライン

になり一掻き一蹴り 
（見本の図） 
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3. 平泳ぎ→クロール 
 

① 

両手タッチ後左肘を引きチョップするよう

に反対方向に腕を伸ばし身体は横に向ける

（見本の図） 

② 

身体は横向きのまま、右手を頭の後ろを通

り左手に重ねる 
※できれば壁をしっかり押す 
※理想は手を重ねる時、右手はクロールの

ような動きで耳の後ろを通る 
○注視線は押した壁 

（見本の図） 

③ 

身体は横向きのまま壁を蹴る 
（壁を蹴るまで視線は壁や蹴る足を見る）

（見本の図） 

④ 

壁を蹴りながら下向きになりストリームラ

インになる 
（見本の図） 

 
 

 
コラム⑩ ～誉め方～ 

「誉めて育てる」といいますが、「誉める」って大変難しいことです。何でもよしよしと誉めていた

らご機嫌取りのようになり、逆にその子のモチベーションを下げることもあります。誉めるには「タ

イミング」「誉め方」「環境」により効果は大きく変わります。例えば、大げさに誉めたり、ぼそっと

誉めたり、みんなの前で誉めたり、１人の時に誉めたり、頑張って出来た瞬間に誉めたり、いつも出

来る子なら後で誉めたり 
「環境」で言えば、 
また、『誉める』と併せて『叱る』も大切です。叱り方が解らないと 
ただ、日頃からしっかり見てあげ具体的に誉めてあげることを心掛ければおそらく大丈夫だと思いま

す。誉めると子どもが大きく伸びるのはみなさんご存じだと思いますし、何より子どももお父さんも

嬉しくなります。子どもの大きな成長を促すためにもしっかり誉めてあげましょう
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おわりに 
 

この本を読んでくださり本当に感謝しております。皆様が少しでも何かヒントになって下されば幸

いでございます。 
私がこれまで指導者としてやってこられたのは多くの方に支えられたことに他なりません。先輩指

導者、同僚の指導者、時には後輩指導者から。そして何よりレッスンに来てくださっていた方やその

保護者の方。直接お言葉で励ましてくれたこともありました。趣味の水泳のホームページで私のこと

を取り上げてくださったこともありました。本当に指導者としてやっていて良かったなと思います。 
コラムなどでは偉そうなことも書きましたが、それはその通りとだと勿論思っています。しかした

ぶん、私はできたときに見せる喜ぶ顔が見たくて今も指導者として指導をし、長年指導を行ってきた

者として、指導者の育成を行っているのだと思います。子どもも大人もお年を召された方も関係なく

できたときに見せる嬉しそうな顔は１番の報酬だと思っておりますし、その報酬を少しでも分け与え

ていきたいと思っております。 
これからもいち指導者として多くの方と喜びを共有するでしょう。そして、いっぱいの幸せを頂い

たことに感謝します。 
最後に１人でも多くの方が光輝やくようにと願って終わりの挨拶とさせて頂きます。ありがとうご

ざいました。 


