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健康教育の歩みについて

香川県大川郡津田町立津田小学校長

虫
奴

雰カ

1. はじめに 3 . 学校の実態

教育活動において教育の対象である児童の心身が健

康であることは言うまでもないが、健康は決して教育

のための手段でもなければ、教育の効果をあげるため

の条件でもない。従 って健康は教育の基盤そ の もので

あると同時に教育の目的である 。そのために私達は児

童の心身の健康状態を知り、かつ学校環境衛生の実態

を的確には握しなから学校経営を実践し ていかねばな

らないと自分にいい聞かせて いる。

2 . 現代っ子の背景

近年科学技術の進歩により産業の発達が著しく進み、

そのために経済生活は豊かにな ったが、反面大気汚染

工業公害、自然破壊は目に余るも のがある。 また、家

庭もそ の影帯を受け、世代の断絶、人間不信人間喪失

の世相をまともに受けている 。 これらは児童の心身の

健康生活において、少なからず阻害されているように

思われる 。

私達は少 〈とも今の児童達に先梢からいただいた環

境を奇麓にする意識と実践力を持たすべ きである 。

香川県大川郡津

田町は大川郡のは

ぱ中央に位置し、

地形は勾玉状で人

口9823人で、97,200

平方メートルの広

大な国立公圏 「津

田の松原」がある。

また、遠洋漁業の基地でもあり、父兄達は長い洋上生

活に耐える遥ましい心身が最大の資本であり条件であ

ることをよく理解している 。従 って町当局もこ の点を

ふまえて、 「健康で明るい町づ〈り」をスローガ ンに

掲げて町行政を推進している。

本校もそ の町の甚本線に添 った健康教育を中心とし

丙冒り島
、、こ 海

津田

た学校経営を実践している 。

4 . 家庭の姿

児童の家庭の姿を見ていると、家族の者が皆何かの

仕事に ついており過保護に育てられている 。 しかも教

育過熱の中で児童達は知的教育を強制されているため

当然家庭で出来る教育を等閑視 しているよ うにも思わ

れるところがある 。そして今や学校は家庭や地域杜会

のする教育の責任まで背負い込んで「よろず屋」にな

っている 。

私達は児童の家庭を、やすらぎの場、だん らんの場

に早 〈返えしたい。

5 . 児童の実態

(1)自然と の触れ合いか少な くなっている 。
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調査年月日 昭和50年 9月9日現在

調査対象第6学年（男44名女39名）

~ 行かない 行 っ た
行 った

百分率
女男

めだかす〈いに行った者 44名 39名 28名 11名 44.2% 

螢狩りに行 っ た者 63 20 ， 11 22.7 

わらぴ取りに行 った者 35 48 28 20 54.4 

磯遊 ぴに行 っ た者 32 51 26 25 57.8 

勉強の強、交通事故、公害等を恐れて自 然と の接触が少な 〈なっている 。

(2) 体位と体力のパランスがとれていない。

△印全国平均より悪い

~ 
年 2 年 3 年 年 年 6 年1 4 5 

男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女

△ 
125.乙7 S 51 本校 115. 7 114.5 122.2 119. 7 129.0 132.4 132.0 136.3 138.2 142.4 144.3 

身 49 香川県 114.8 114.2 119. 9 119.2 125.9 125.5 130.7 130.6 135.6 137 .1 141. 0 143.6 

49 全国 115. 2 114.5 120.5 119.8 126.4 125.8 131. 3 131.1 136.4 137.4 141.7 143.9 

長 40 全国 112.9 112.8 118.5 117 .6 123.6 122.8 128.6 128.2 133.1 134.2 138.6 140.2 

27.6 △ 
△ 

S 51 本校 20.5 20.6 23.4 22.3 24.9 24.4 29.0 30.5 32.2 34.6 36.1 

体 49 香川県 20.4 20.0 22.5 22.0 25.3 25.1 28.0 27.8 31.2 31. 8 34.6 36.6 

49 全国 20.5 20.1 22.8 22.3 25.7 25.2 28.4 28.2 31. 6 32.0 35.0 36.7 

重 40 全国 19.4 18.9 21. 3 21.0 23.8 23.4 25.2 25.9 29.1 29.2 31. 6 33.2 

S 51 本校 58.3 57.4 59. 合 58.2 62.8 59.f 61. 6 △ 
△ 

64.4 66.1 67.9 70.0 70.8 

胸 49 香川県 57.3 55.9 59.3 57.9 61. 7 60.3 63.7 62.4 66.9 65.8 68.6 70.0 

49 全国 57.3 55.9 59.4 54.9 61.8 60.3 64.0 62.7 66.4 65.9 68.9 69.7 

囲 40 全国 56.6 55.2 58.5 56.9 60.8 59.1 62.2 61.7 64.7 63.6 67.0 67.2 

S 51 本校 65.0 64.5 68.1 67.0 69.8 69. 令 72.5 72.6 74.3 75.8 76.4 77.9 

座 49 香川県 64.5 64.2 66.9 66.4 69.6 69.4 71. 6 71.6 73.8 74.6 76.0 77.9 

49 全国 64.7 64.3 67 .1 66.7 69.8 69.4 71.8 71. 7 73.9 74.6 76.2 77 .8 

高 40 全国 64.2 63.6 66.6 66.1 69.0 68.6 71.1 71.0 73.1 73.7 75.4 76.8 

運動能カテスト平均値（男子） △印全国平均より悪い

認 50 m走 走り幅とぴ ハンドポール投げ 懸垂・ 斜め懸垂 ジグザグ・ドリプル 連続さか上がり
ソ7ト

（秒 ） (m) (m) （回） （秒） （回）

S44 全国 8.96 3 .17 32.70 46.25 20.43 4.79 
5 

46 全国 8.98 3 14 32.64 39.73 19.58 4.78 

48 全国 9.25 3.03 30.34 42.77 20.52 4.09 

年 49 香川県 9.03 3 11 31. 07 36.74 19.74 4.25 

51 本校 9.05△ 3.20 31.50 33.30△ 20.24△ 5.07 
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6 
44 全国 8 63 3 39 37.36 46.35 18.31 5 13 

46全国 8.67 3 36 36.73 41.76 18.18 4.92 

48全国 8.82 3.31 36.01 45.85 18.15 4.88 

年
49香川県 8 67 3 34 35.48 41.55 17.64 4 85 

51本校 9.77 3 .13△ 35.01△ 37.45△ 21.69 5.03 

（女子） △印全国平均より悪い

贔 50 m走 走り幅とぴ
ハン ドポール投げ
ソ7ト 懸垂・斜め懸垂 ジグザグドリプル 連綺さか上がり

（秒） (m) 

S44 全国 9.34 2.89 

5 46 全国 9.24 2 89 

48 全国 9.36 2.85 

年 49 香川県 9.36 2.81 

51 本校 8.63△ 3.00 

44 全国 9.05 3.05 

6 46 全国 8.99 3.07 

48 全国 9 .13 3 00 

年 49 香川県 9 04 3 03 

51 本校 9.17 3 37 

＜備考〉走力、投力、懸垂力が劣 っている 。

6 . 健康列車教育の推進

このような 児童の実態の中で、学校経営を実践する

にあたって、ひとりひとりの児童の行動をよりよ〈変

容させていきたい。従 って他康教育も同様に児窟自ら

が進んでよい習伯を 身に つけていく 実践力を養うこと

だと考えている。

健康教育を一分野としてと らえ るのでなくて 、学校

生活全体の中から指森している 。

ややともすれば教科指森中心にな＇） がちになる学校

(m) （回） （秒） （回）

19.39 38.70 21.27 4.23 

19.79 32.44 20.61 4.56 

19.12 37 .17 20.97 4.35 

18.75 31.42 20.95 4.01 

19.65 38.27 19.43△ 4.87 

22.57 37 85 19 .10 4 63 

22 .19 32.66 19.07 4.51 

21.70 38.54 19.44 4.48 

21. 24 32.90 18.88 4.60 

20.80△ 32.83△ 19.99 4.47△ 

生活において、健康生活を営むための健康教育を何と

しても強力に推進させねばならない。そのために本校

では健康教育 を押 し進めるために随康列車教育を取り

入れて実践している 。 この健康列車教育は教育目標達

成のために 、健康号なる機関車か、本校における全教

育活動を燃料に、 24名の職員の創意と協力の巧みな運

転によって他康号を力強〈梢極的に前進させる 。 この

ように編成され、連結された健康列車は、各家庭、 P

TA、地域社会等の整備された組織活動のレールの上

を極めて円滑1ご安全でむだや無理がなく経済的にスタ

ートして 、めざす教育目標に向 ってば〈進させている 。
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(1) 教育 目標

た 〈ましい心と体 と頭を鍛える。

ア、郷土の歴史を知 らせる 。

（新 しい時代に生きる情熱のある人間つゥくり）

イ、如何なる風雪 をも耐え忍んだ老松の姿を知らせ

る。

（根性のある人間づ くりJ
ウ、し っかりと大地をふまえた老松の姿を知らせる 。

（知性のある人間づ〈り ）

エ、自然と の調和の美しさを知 らせ る。

（調和のと れた人間つ＇〈り。）

(2) 本年度努力目標

ア、 学習力の向上

イ、m極的体力づ〈 り

~
 こ一~

業間体育 （松原マラ ソン）

津田の松原

面積

約78,OOOm' 

楽しい授業

ウ、情操教育の充実

エ．またれる特別活動の充実

7 . 実践活動

(1) 心の健康対策

情緒障害児が 3名いる。その治療対策として児童

の悩みの実態を正し くは握し て、そ の原因を つ きと

めて正し 〈診断し専門医の指＃助言 を得なが ら治療

にあた っている 。 そのために週一回児童と、月 一回

保護者と の教育相談を実施して 「なやみ」 「つ まづ

き」 「ねがい」 「意見」等について話し合いを行い

併せ て問題児を取りまく友人関係、等の調整を図り、

常に家庭、 学校が一体とな って、問題児の指群にあ

たってしヽる 。

'ヽ

1

童
合

憩

児

り

の

と
語

で

師

の

原

教

と

い

松

/

|
＼
、

クラプ活動の

姿（焼物クラ

プ）

健康相談

何とい っても学校環境の整備を通して、ひとりひと

りの児童に心のやすらぎを願うために、 「憩の場」

として庭園つ令〈り 「愛護の場」としての動物飼育場つか

くり「育てる場」として学級園づ 〈り、さらに 「遊ぶ
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場」としての 「津田の松原」の利用等を整備して、

うるおいの場、やすらぎの場づくりに努力している 。

あわせて道徳指＃、特殊児童の指導を充実して、生

命の葬重、きまりある生活をする習慣を身につけて、

心のやすらぎ、祈りある生活、感謝の心というもの

の美しさを感じとらせる指導を遅々としたものであ

るが実践している。

(2) う歯対策

歯みがき指導

う歯治療にあたっては、 「見つける」 「なおす」

「またむし歯」……の〈り返しで、これが歯科衛生

の総てであるかのように考えていないだろうか、そ

こで本校では、 「乳歯こそ大切」という信条にたっ

て家庭、学校ぐるみで推進し、次のことがらを、実

践させている 。

ア、歯質そのものをよくするために、カルシウムを

多〈摂取させる 。

イ、歯みがきの徹底。

ウ、早期発見、早期治療の徹底

工、健康相談による一斉指＃、個別指森の撒底。

オ、学校保健委員会をより充実して歯科保健衛生の

重要性の理解を地域社会、 PTAの方々に徹底し

て「町ぐるみ」での体制で、 「むし歯」を追放す

る。

(3) 近視対策

~ 1年 2年 3年 4年 5年 6年 全校

男
8名 3 3 3 10 ， 36名
18.6% 7 .1 5.1 6.2 "22. 7 15 .2 12.2% 

女
8名 5 5 8 13 12 51名

22.2% II.I 10.8 18.1 26 .5 23.0 18.7% 

計
16名 8 8 II 23 21 88名
20.2% 9 .1 7.6 11.9 24 .7 22 .5 15.3% 

近視は直接生命に関係がないため、児童も保護者

も無関心になりがちである 。その上近視は苦痛をと

もなわないため子防に必要な良習慣が生活化されな

いところがある 。だが私達は何としても児童自身が

「目を大切にしょう 。」 とする心情を育てる保健指導

を考え、次の事柄を励行するようにしている 。

ア、食事は好き嫌いな〈食べて丈夫な体をつ〈る 。

イ、姿勢正し〈生活し、睡眠はよ〈とり規則正しい

生活をする 。

ウ、戸外運動の奨励。

エ、遠方i疑視訓練の実施 （給食後の歯みがき時）

(4) 肥満児対策

。二誼奇迭竺 男 女 計

150以上-160 2 8 10 

161 -170 1 1 

171 -180 1 1 

181 -190 1 1 

191 -200 1 1 2 

計 4 11 15 
（肥満児の運動風景）

肥満児は食べるから肥え、肥えるか ら運動ができ

なくなる 。運動しないからまた肥えるという悪循環

を断ち切ることが蚊も大切である 。そこで本校では

次のことがらを実践している 。

ア、減食の奨励 （継続的に指＃する。）

イ、運動の奨励（仕事をし っかりさせる。）

ウ、肥満児というレッテルを貼らない。

エ、ゆ っくり食事をとらせる習慣をつける 。

(5) 秤臓、心臓疾患、その他の疾病異常児対策

担任、養護教諭により常に健康観察、健康相談を

行い児童の健康管理にあた っている。 また校医等、

専門医の指示に従って 、病状観察による悪化につい

ては、すみやかに報告し、その指導により保健指森

にあた っている 。

8 . まとめ

児童自身が自らの健康を保持増進するために、意欲

的、継続的に健康安全の手だてを実践してい〈ための

生活良習恨を身につけさせることが健康教育であると

考えている。そのためには厳しいようであるが、児童

自身が自らの健康を阻むものに対して、自ら反省し、

自ら克服して除去する過程が健康教育究極のねらいで

ある 。
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今の児童達は自らの健康安全について、真剣に考え

てい るだ ろうか。はなはだ疑問に思 う。余りにも保護

され過ぎて受身になりすぎている 。元来病気が治るの

も、自らの生きる力によるものである。従って今の児

童のおかれている過保護から 脱却して、真の 児童の建

康安全を 身につけさすために 「いつ」 「ど こで」 「何

を」 「どの ように」にしてやればよいのか、この組織

づ〈 りをもう一度考え直して、 真の健康教育を確立し

なければ本物ではない。

自ら進める健康の歩み

1. はじめに

子ど もと共に生活し 、その生活のなかで、そ の場か

ら、その時から、そして誰れでもかやれることを、子

どもと共に確めつつ 1人のおちこ tまれもな〈、みんな

で協力しあって健康の歩みを進めてきた。

健康教育という意識よりも、学校教育の基本的なも

のを追求し、そ のことが本校教育の前進のために必要

なことだと進めてきたことが本校の姿であり実情であ

った。

そして、子どもたち の 日常の活動の場のあまりにも

少ない教育のなかで、子ども の活動場面を多〈と！）入

れて、そのなかで、体 ・心・ 頭の健康を考え実践した。

そして実践の場を学校を中心に家庭 ・地域と 一体の活

動かできるように組織立て、そのなかで課題の解決を

志向し粕進してきた。

2 . 地域社会の概況

東海道本線岡崎駅より東北へ26km、名鉄東岡崎駅よ

り22kmで本村の中心に至る 。本村は愛知県の三河高原

南端に位箇 し、全村は とんど山にかこまれ、農林業か

生産の主体とな って生活が支えられてきた。

しかし時代の変遷にともない、この山村にも工業化

の波がおしよせ、自動車関連の下請工場、農機具、家

庭電化器具などの工場が進出し、操業が始め られた。

愛知県東加茂郡下山村立花山小学校

校長斉藤 勇

地域の住民は、農

閑期の出稼ぎによ

り現金収入を得る

道を選んだ。加え

て農業規模の縮少

により、農耕労力

を工場労働に向け

現在では家庭経済

の主要なる収入源

とな っている。

昭和47年に本村は、過疎化対策を発表すると共に、

百年の大計に基づいて、総合開発計画を樹立し 、村民

の生産基盤の拡充と村民福祉の増進を図 っている 。最

近は岡崎・豊田市の住宅団地地域とし 、ま た、レジャ

ー観光地として村をあげて ひたむきな努力が続け られ

ている 。

3 . 本校の概要

児童数58名、学級数 5学級 (5、 6年複式）教職員

9名という 小規模校であり、地域的にはへき地 1級地

という辺税の地であ る。

「生活の なかから」これは現在まで本校が教育推進

に努力してきた基本的な態度であ った。児童たちの生

活に密落した活動のなかから新しい教育の創造を求め

健康的な調和のとれた人間の育成にあた ってきた。そ

して急変す る時代の変遷にも自 ら対処し、自ら環境を
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忌
r: 

（校舎環境の一部）

整え、明日を追求する児童の活動を展開してきた。

そのなかで、本校が特に山間へき地の特有の低体位

を高める取組みは、長い本校教育の課題であ った。体

育器具の増設、業問体育の組織的、計画的な実施、家

庭における食事情の改善、自已の限界にいどむ気力の

育成など全面的な取り組みを考えなければ、こ の問題

は解決にならないと、昭和49年度に建康教育の全体計

画にとり組み、その態勢かその緒についたばかりだと

いえよう。

現在までの、教育関係行事、表彰の主のものは次の

とおりである 。

●昭和46年度

・交通安全指導優良につき、県誓本部長、県交通安

全協会長表彰

・FBC秋花壇優秀につき、愛知県大賞、文部大臣

奨励賞受賞

. f憂良子ども銀行として、大蔵大臣、日銀総裁より

表彰

●昭和47年度

・優良交通安全 PTAとして、県警本部長より感謝

状授与

・FBC花壇優秀につぎ、愛知県知事賞受賞

●昭和48年度 ・

・開校百年祭記念式典挙行

・FBC花壇、春秋連続特選

●昭和49年度

・学校保健活動優良につき、郡一位表彰

• 鈴木真由美、健康優良児童として、郡特選

●昭和50年度

・学校保健活動優良校、準県一位表彰

・学校図書館優秀、奨励賞受賞

●昭和51年度

・学校保健活動優良校 県一位

・健康優良学校（小規模校）日本一位

4 . 健康教育の基盤

(1) 指導の基盤

自らの生活をとと のえる最も基本的なことは 「やら

せられる」意識から「やる」意識への転換をはかるこ

とである。それには児童の持つ意識のすべてを「自分

の問題」として考える生活姿勢に直すことである 。 こ

の営みを 児童の生活のなかでそだてあげようとした。

この ことから、

0丈夫な子

心身共に困難

に堪え抜 く、丈

夫な子。

0やる気のある子

意欲的に、自

分のめあてにと

り〈む子。

0つづける子

強い意志と意欲をも って 、最後までやりとげる子。

を「 3つのめあて」として児童に示している。

(2) 指辺の体系

「ひと りひとり の子どもを生かす。」 このことは 、小

規模校において微底した実践指導のできる 特色の 1つ

である。そして児童の内面的な活動にもあらゆる生活

の場を統一する指導の体系をも って 、健康教育を推進

することの重要さを知った。

児

童

会

牡
委
員
会

児

童

保

委

員

会

学
校
保
健

やる気のある子 Iつづける子 I

ひとりひとりの子どもを生かす

家
庭
の
日

情

操
安
全
ー
保
健
の
日

健
委
員
会

保
随
室
一

環

境

学

校

保

且

任

一

職

員

会

ー

家
庭
連
絡

生
活
指
導

学
習
指
導

家

庭

子
ど
も
会

専門委員会

・
ク

ラ

プ

活

動

員

・

校

外

指

導

全

・
環

境

美

化

A

・
保
健
体

育

T

・

成

人

教

育

p

自ら進める健康教育

児童のそれぞれの活動か、すべて 3つのめあてに結

集し、 「できることは、その場から」 「はじめ たら最
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後まで」 「その時、その場に悔を残さない。」 を児童の

指森の姿勢とし、体系のなかで推進してきた。

5 . 本校健康教育の特色

ー小規模校の特色を生かしたとり 〈みー

(1) ひと りひ とりの子どもの体力づ〈り

ア、基本的な体力づくりの徹底

イ、全校体育の推進

（ア） 業間体育 （イ） 鍛練コース の設定

（ウ） 日本一周板の設置

（業間 体 育 ）

ウ、運動能力基準の設定 （花山方式）

エ、魅力ある保健体育行事の実施

オ、家庭体育の推進

(2) みんなで行なう安全

ア、学校環境の安全

（ア） 安全点検

（イ） 安全標識

イ、建康観察板

運動能カテスト

（なわとぴ）

ウ、保健体カコーナーの設罰と活用

エ、交通安全の徹底

（ア） 交通安全塔の設躍 （イ） 地域父兄の協力

（ウ） 緊急連絡箇所の設定

(3) ひとりひとりを生かす学習指＃

ア、問題づくり学習の推進

（ア） 自らの問題を探究する学習指＃の構造化

（イ） 学習方法

の指導

イ、教具の効果

的な利用

（ア） 視聴覚教

具の活用

（イ） 査料の整

理、保管査

料作り

（保健コーナー）

(4) 個々のふれあいを求める情操指＃

ア、全校的な活動の場の設定

イ、美しい環境作り

ウ、師弟同行の推進

工、あいさつ運動の推進

(5)、きまりを守る生活

ア、全校活動の場の重視

イ、個人の自党

ウ、学級活動の重視

（愛校日活動）

6 . おわりに

本校の歩いてきた道は、子どもたちの他康に必要な

生活の場をととのえた段階にすぎないと思 っている 。

建康教育の道は、これから始まるのだという感が深い。

そして幾多の問題点をかかえていることを反省してい

る。そして時間的にも、空間的にも、深まりと広がり

を心がけ、更に新しいスタートとして、みのりある活

動を進め ていき たいと念願している 。

以上
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「日本一健康優良児」受賞を喜ぶ

山梨県甲府市立春日小学校

校長 窪 田 徳 造

1. 始めに

「日本一」と言う電話連絡か、朝日新聞社の甲府支

局からあり、職員室にいた先生方と思わず「万オ」を

叫んでしま った。

全国＋傑に選ばれたのでも、山梨県では稀なことで

あるのに 「日本一健康優良児」の折紙を つけられたの

だから、その感激は涙がこばれるはどだ った。

この子は、学校 ・家庭 ・地域の中で、目 立つ ことな

く育てられてきた。 毎日通学している春日小学校は、

山梨県の県庁所在地の甲府市の中心地に建てられてい

る学校て、甲府市内ては学校規模は大き〈なく 、各学

年3学級て編成され、児童数575名の理想的な学校規模

である 。 この学校で育てられた のだから保鯉衛生的に

環境は良いと思われるだろうか、木造校舎の古びた建

物か、高層ビルの間に囲まれるようにして建てられて

いるような学校であり、特別なものは持っていないに

も関わらず「日本一健康優良児」が育てられたのだか

ら、職員 ・児童ともに大きな感激であり、父母を始め、

学校地域の人々の自慢な話題となり、地域全体の人々

が喜こんでいる 。

県の健康俊良児代表の審査の折、審査に当 った先生

方の声を聞くと、体位 ・体力が優れ均整のとれた発育

状態である上に、知識も豊富で、人に接する態度か控

え目であるか、きぴきぴし 、 子どもらしい中にもお

とな顔負けの落着きかあ ったと言われ、 「県代表とし

て恥かしくない良い子」だと全審査の先生方が賞賛さ

れていた。審査の先生方の言葉を実証するように「全

国代表」に選ばれた。

2 . 健康教育

本校の児童は、体位は向上しているか体力は甲府市

内の学校と 比較して良好であるとは言えない。なんと

かして体力の向上をと考え学校 ・PTA・地域とも ど

もにその面に力を注ごうと話し合い、検討し実施して

いくことにした。その 2・3について概略を紹介する

と
゜

(1) 学校では

（イ） 業間体育時間の設定

毎日 2校時終了後の休み時間20分をとり、こ の時

間は全校児童が校庭に出て運動場の トラ ック を駈足

する 。継続的に単時間ではあるか、体力の向上 ・忍

耐力の養成の一環を考え実施している 。

（口） 歯磨き指森 （給食後）

健康な体である のには 、栄養はもち ろん必要であ

るか、食ぺた物をじゅうぷんにそしゃくしないと栄

養分として吸収されるものが少ない。そしゃ〈をし

っかりさせるにはよい歯でなければできなし‘。そこ

で本校では、給食を 食べ終った時に歯間や口腔内か

ら食べかすを取り除き、よい歯をということか ら給

食後の歯磨きを励行している。全児童が学級毎に揃

って歯プラシを使 って いる姿は、はほえましいもの

である。

(2) PT A ・地区社会では

（イ） スボーツ少年団の活動

PTA・地域社会の体育関係者が連携し地区体育

の振興に努力されている 。中でもスポーツ少年団の

組織は充実しており、その活動は活発である 。学校

でもできるだけ子ども全員にこ の少ヰ団に加入する

ようにしている 。組織されている本校のスポーツ少

年団は、剣道 ・水泳 ・サ ッカー・パレーポール・野

球の五団体で、学校の校庭や屋内体育館を五団体か

日割を決め協定して使用している 。中でも、全県的

に剣道 ・ サ 、ノ カ ー • 野球は、優勝’・準優勝などの栄

誉ある 成績を続けている 。その力量が高く評価され

ている 。磯崎君も野球スボー ツ少年団の投手で、チ
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ームの主役で先頭に立 って活耀している 。他康優良

児にな ったのも、スボーツ少年団での鍛錬も影押し

ているのではな いかとも思う 。

（口） その他の活動

PTA・地域団体の体育振興の行事として 、PT

A親子運動会、地域団体は春日地区体育協会が主体

とな って、地区運動会に璽点をおいて体育振興に努

力している。

これらの PTA・地区体協の体力増進に尽力してい

ることも、子ども達へのよい成果を見ることができ

るし、刺激にもな ってしヽ るの ではなし、かと思う 。

3 . 磯崎君と、その関係者

(1) 健康俊良児磯崎信浩君

「日本一健康優良児」磯崎君に ついては担任 ・家

庭からも記載されているだろうが私として眺めた子

．どもの印象は、健康優良児だけの体位 ・体カ ・豊富

な知識を持っているだけでな〈「心の健康」人格的

にも立派な性格の持ち主であることで、学校での生

活は他児童の模範である 。職員に接する態度は温和

であり、友達や下級生に対して言語動作は常に控え

目でありながら、明朗濶達に事を処理している姿で

ある 。それだけに同級生からは信頼され、下級生か

らは 「おにいさん」 と狼われている 。

また、事を処理するのに努力と根気を忘れず、児

童会長を二期つとめているが、 児童会の指＃者とし

て先頭に立って 、行事を実施するのにも 撤底的な話

し合いをしてから 、役員の納得した所で実施し、学

校全体の友達のためになるよう努力している 。

スボーツ面でも、野球部のピ ッチャーでその成績

がよ 〈、甲府市の野球スポーツ少年団でも、投手力

の抜群なことでは賞賛されている 。 また小学校陸上

競技の記録会では、ポール投げで甲府市の新記録を

樹立している 。そればかりでな〈、総ぺて の運動で

良い成績を収めス ・ボーツマンとしては万能な力を

持 っている 。そのような磯崎君が、 「校長先生あリ

がとうございました。日本一に選ばれても、今まで

と変りない勉強や運動を続け、 「日本一」の名に恥

じない子になります。」 と挨拶し、今も変らず、自分

のペースで生活している 。

(2) 県知事 ・甲府市長を訪ねて

日本一健康優良児童にな った磯崎君に、県知事 ・

甲府市長が会 って〈ださると言われたので、県知事

室 ・甲府市長室を訪ねる。

知事に会うと、山梨県の行政指導の一環に「健康

山梨」を提唱しているのにふさわしい「 日本一健康

優良児」が予想より早〈山梨に誕生したことはほん

とうに女喜しいことだと、今後の県のスポーツ施設に

ついて説明され、スポーツ振興は君たち の手によっ

てますます盛りあげるようにがんばって欲しいと終

始にこやかに話されていた。

磯崎君始め、付泳 って行った私、父親ともに、お

会いでき、喜んでいただいて、はんとうによか った

と思 った。

その足で、甲府市長を訪ねた。市長室に訪問客が

いたようだ ったがすぐに面会して戴いた。市長も磯

崎君の立派 な体格を眺めて 「日本一だけに、よい体

格だね」と言われ、 東京で行なわれた健康擾良児の

審査の状況を細かに聞かれた。聞い ておられた市長

も満足な様子で磯崎君に「これからの体育振興には、

君らのように若い人達に期待かかけられているので

しっか り」と握手された。知事も市長も記念写真の

撮影に心よ〈応じていただき、知事 ・市長を訪ねて

はんと うに よか ったと思 った。

(3) 両親の よろこぴ

父親の文にも書かれているか、目立たない存在の

子どもか、一躍して 「日本一」になった事の喜こぴ

と、これまでに養育した努力と愛情がよ〈わかる。

毎日のキヤ ッチポールの相手、簡単に文に書ける

か実際にはどんなに苦労したことだろう 。校庭でタ

方球の見えな〈なるまで投げ合っている姿をよ〈み

かけたが、実に立派な親だと感心した。父親がよ〈

「今ではとても球が早〈て相手をするのにえらいで

すよ」と 言っ ていたが、その手の痛さに受ける子ど

もの成長に楽しみを味わ って いるのではなかったろ

うか。父親だけではない、目に見えない心の励まし

にな った母親がいる 。 スタミナ不足にな ってはと、

成長に合う栄養を取らせ、病気にならないように心

かけた努力を忘れてはならない。

家族全体が、なごやかに生活し、子どもの成長を

ひたすらに願 っていた賜物で、思わぬ「日本一」は

両親にと って最嵩の感激であ ったと思う 。

4 . 終りに

「日本一」の表彰を受けた磯崎君を賛え、学校 ・家

庭ともに健康で学校生活を送ることを期待し、保健教

育の充実を図るよう努力して行きます。
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磯崎君

おめでとう

図
担任 武 井 澄 子

東京の大学へ行っている教え子から「朝日新聞を見

ました。健康優良児日本一おめでとう 。やは りぼく達

の母校春日小学校です。」という便りを頂き、磯崎君の

勉康1憂良児日本ーか先輩の人達にまで自信と勇気や希

望を与えているのかと思うと、嬉しさと磯崎君への感

謝の気持ちて一杯です。

5年生から担任している私ですか、 5年生の頃は背

は大きかったですかそれ程目立った存在ではな〈、運

動能力においてもまあまあでした。 しかし、性格はよ

〈、真面目て指導力もあり級友からの信望は大へんな

ものてした。 5年生の 10月、児童会後期の役員選挙

に立候補し、書記として活躍する頃からめきめき実力

を発揮するようになりました。 3月の役員選挙には、

抜群の票を獲得、会長に選出されました。あれ程の多い

票を獲得したのもめずらしいことだったと思い、そこ

に磯崎君の人格のよさか表われていると思います。

6年生にな って からは、すばらしいリーダーとして

全校児童の ことを真剣に考え活躍しました。児童会て

決めた体力づくりのための 3分間かけ足も率先して行

ないました。その走り方もタイムをよくしよう、人よ

り速く走ろうと意欲的でした。また 、クラスのリーダ

ーとしてもすばらしく 、私が注意する 前にみんなをき

ちんとさせたり、掃除もみんなをまとめきれいにさせ

たり、はんとうに細かな所に気かつくすばらしい子ど

もです。

校内他康1憂良児を選出する時はやや細さを感じさせ、

市で一位になるな んて考えてもいませんでした。市の

大会でも全員一致で市の代表に決ま ったのてはありま

せんでした。てもその頃から県大会を目さしなんとか

体力をつけようという自覚か芽ばえてき始めました。

名えたら必す実行する子どもてす。暇さえあると 鉄枠

にふらさかり、かけ足をし、食事にも気をつけるよう

になりました。

県大会へ出場した頃には一まわり大きくなり 、成納

も抜群だ ったとのことてした。全市の 6年生の陸上記

録会でもポール投げに 出場 68.83mの新記録 を樹立し

ました。でもこの記録は本人は不禍のようでした。

そして全国大会へ出場日本一の名誉を獲得したので

す。はんとうにすばらしいことと思しヽます。 これま で

育ててきた父母の努力、また、本人の心がけなどの結

晶と思います。それに、スポーツ少年団の指導者の方

々、諸先生方のご指約も忘れてはならないと思います。

級友のはげましもありました。束京大会へ出発の 2日

前ささやかに開かれた激励会。 日本一にな り帰 ってき

た時の級友の喜ひ。 こんな良い友達もあ った ことも忘

れないてはしいと思います。

また、磯崎君の入賞は私達教師にとっても自信と勇

気を与えてくれました。この甲府の中心地で遊ぴ場もな

く、体力的にも劣 っていると 思われ10年前か ら始めた

体力つく りの研究か実を結んだように思われます。 こ

の春 日小学校は昭和28年と昭和40年に健康優良校の表

彰を受け、また、昭和44年には文部省より体育優秀校

の表彰を受けている伝統ある学校です。 こうい う校風

の中から健康1憂良児日本ーか生まれたことは、今まで

取リ組んできた体力づ〈りの研究か無意味でなか った

という自信と満足感を与えて〈れたのです。心か ら磯

崎君に感謝しています。

これか らの磯崎君は、健康優良児日本一という璽荷

を背負 っているのです。 しかし、あなたは重荷に感じ

ずそれを土台として大きく羽ばたいていける人です。

これま で育てて下さ った父母への恩、諸先生方やあな

たを取りまく友だちへの感謝の気持を忘れず、心身と

もに健康な立派な大人へと成長されることをお願いし

ます。
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信浩とスポーツ

父 磯崎 亘 男

「おとうさん、野球教えてよ」と信浩か私に 言ったの

が 3年生にな った時でした。 それまで私はテレピの野

球もあまり見ない父親でした。 「そうかお前が野球を

やりたいのか、ようしそれなら、これから教えてやろ

う。」そう言 ってそれから毎日夕方 2人でキャ ッチポ

ールを 1時間はどやり始めた のです。 それが体力づく

りの第一歩でした。

そして、 4年生になるとスポーツ 少年団野球部に入

団し本格的に練習をするようにな りました。土耀日 の

午後、日 Dj~ 日の午後を良き 指＃者のもとで規則正しい

基礎体力つくりから始 まって、公式試合まで 1年間通

して練習の日々か今 日まで続いています。 スポーツ少

年団の練習の休みの日も、親子の練習は雨の日以外は

とんど毎日少しすつても続け てき ました。

そして、そんなある日学校から帰 って きた信浩か 、

「おと うさん。ぼく 、健康優良児に推薦されたよ。」 「え 、

健康俊良児？」私も妻もびっ〈 りしました。私たちの

心配をよそに甲府市の大会、 山梨県の大会と代表に選

ばれていき、とうとう全国大会へまで出場することに

な つてしまいました。

東京行きの日 、担任の先生方に 「磯崎さん東京見物

のつ もりで行ってら っしやいJ と気軽に 言われ、信浩

と二人で東京へ。 日本一の発表を朝日新聞社で聞いた

時、登きと嬢しさで胸かい っぱいになると共に自然に

涙がこみ上げてきました。 それまでは野球の公式戦の

ように一つ一つの試合に挑戦しているような気持ちで

いた私も、表彰式か進むにつれて、 これはと っても私

か想像していた以上にすばらしい事であると同時に、

今後百任ある 立場に立 たされたことを痛感しました。

そして、信浩か今日こうした成長をとげられたのも、

家庭だけでな〈、学校においては児童会長として大勢

の仲間と協力して行事 を進めていく ことを諸先生から

教えられ、スポーツ少年団では、野球のことだけでな

く体力づ〈 り、 チームプ レー、そして礼俵作法と規則

正しい生活の方法を教えられ、また 、それをと りまく

学校の友だちの良き協力とすばらしい環境があ ったれ

たればこそだと、親として心 より皆様方に感謝してお

ります。

今後も この受賞に慢心 させる事な〈、 心身共健康な

人間として、社会に送り 出 してやろうと思いますので

諸先生方の一層のこ指専を下さいますようお願いい た

します。

健康優良児
日本一になって

磯崎信浩

11月3日、ぱくは朝日新聞本社で随康優良 児 日本一

の表彰を受けました。表彰を受けた後、答辞を読みな

からいらいろなことか思い出されました。

5月、先生から、ば〈か学校代表の1憂良児として市

の審査会へ出場する ことにな ったことを教えてもらい

ました。 なぜぱ〈がと思いましたか、保健の先生から

もけん垂とポール投げ、走 り幅とぴ、50メートル走な

どよ〈練習するように言われ、やる気にな りました。

それからは 、父と 二人で学校へ行って は練習を続けま

した。家か学校に近か ったせいもあリました。

そして審壺会、運動能カテストでは自分でも渦足い

〈記録を出すことかできました。でもみんな同じよう
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な記録で、とうてい一位になるなんて思いませんでし

た。 ところが発表の時、「一位18番春日小学校磯崎君」

と言われ自分でも信じられぬ気持ちでした。

それから 9月は県の審査てした。みんなそれぞれ郡

市の代表だけあ っていい体格をしていて、とてもひけ

目を感じ 「やはリ県大会となるとすごいなあ」という

のが実感でし た。

県の審壺は、運動能力だけてな〈面接も知能テスト

もあ って 、とてもむづかしか ったです。 スポーツの面

ではいい成紐をあげることかてきましたが、面接や知

能テスト の方はとても 不安てした 。でも一位に選はれ

ました。 とても嬉しくて「県で一位にな ったんだから

勉強も運動もし っかりしなければ」と決心しましたか、

それはその時だけの覚悟でした。

学校では10月に行なわれる全市の 6年生による陸上

記録会の練習に熱中していたある日 。ぱ〈はお昼休み

友だちとポール投げを練習しようと思い校庭に出まし

た。先生に呼ばれたのて先生の所に行くと「朝 日新聞

の人が来て特選優良児に選ばれ、中央審査に出場する

ことが決ま ったそうてす」と 教えて下さいました。 そ

の時の娩しさは今て も忘れることかできません。 クラ

スの友だちも先生もみんな喜んでくれました。でもそ

の反面「全国となるとすごいだろうな 、ば〈なんかだ

いじょうぷかな」という不安か日ごとに強ま っていき

ました。でもクラスの友だちや先生方のはげましもあ

り、なんとかかんばろうという 気持ちもでてきました。

いよいよ 10月30日東京への 出発の 日です。土耀日だ

ったので半日授業をいつもどおり受け家に帰ると、祖

母、おじ、おばたちかおおぜいきていました。先生も

きてくれました。みんな 「落ち着い て東京見物のつも

リで行っておいで」とはげましてくれました 。みんな

に見送られ父と 二人て東京へ向いました。

その夜から全国から集ま った人たちと規律正しい生

活が始まりました。

審査では、スボーツテスト、知能テスト 、臨床テス

ト、面接、体操テストなど行なわれました。テストが

終わり審査結果を待ちました。そして日本一の発表、

ぽ〈の名前を呼ばれた時は 、女喜しさよりまさがとい う

信じられない気持ちの方が先きでした。 いろいろな行

事が終わり、だんだん気持ちが落ち箔いて〈ると 、 日

本一の姥しさとい っしょに責任の重大さが胸に重〈広

がってきます。

ぼくがこの名営ある賞をいただけた の も、ぽ〈一人

の力ではなく、父や母が小さいころか ら悪いことは悪

い、良いことは良いとし っかり教えてくれたり、先生

方が勉強やスポーツを自分か納得い〈まで教えて〈れ

たりしたからだ。 また、友だち のはげましもば〈に勇

気を与えてくれたからこそできたんだと感謝の気持ち

でい っばいです。

ぱくは、これからの毎日を日本一 という名背ある賞

に恥じないよう何事にも真剣にかんばることが、ぽ〈

をここまで育てて〈ださ った人たち への恩返しと 思い

ます。はんとうにい っしょうけんめい努力していきた

し、と思しヽ ます。

中央審査会におけるテ スト風景

く朝日新聞社提供〉

懸

垂

面

接
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「健康優良児」の誕生

1. 日本一の報告を聞いて

11月 1日の夜、担任の戸田生先からの電話で、榊原

由樹子さんか健康侵良児日本一にな ったことを聞いて

正直なところ喜ぷと同時にぴっ〈りしました。今まで

日本一を出した学校の多くの先生方か言 っておられる

のと全く同じように、推せんした時点では、失礼かも

知れませんか、日本一になろうなどとは想像もしてお

りませんでした。

県の一次審査を通り、次いで二次審査を通って県一

にな った時も「本当か」と 耳をうたがう気持でした。

というのも一つは榊原さんの体はずば抜けて大きいと

いうのではな〈、私たちか従来抱いていた「県ー」と

か 「日本一」から受けるイメージ （それはまちがって

いたかも知れませんが）と違っていたからでした。

あとで東京での審査のようすを聞き 、特選の人達の

中では大きい方ではなか ったが、あらゆる面で均斉か

とれて発達しているということを高く評価されたとい

うことを聞いて、 「なるほど」と思うと同時に、これ

こそ私達の期待する「日本一」だと一層喜びを深くし

たのです。

県の一次審査を通った頃榊原さんは陸上競技の選手

として練習にはげんでいましたが、その指導をしてお

られた鈴木先生の話では、投力が少し弱い ことともう

少し体かしま って いたらよいがということでした。そ

れで私からも特に鈴木先生に投の指辿をお願いし、私

も及ばずながら体をひきしめたいということで徒手体

操を少しばかり指導したのです。

こんな事もあ って 、 「日本一」を喜ぷと同時に均斉

のとれた体づくりということで、あとに続く岡小学校

児童2400名の体育指導に一層の意欲をかきたてられた

のです。発表のあった次の朝礼の時、全校児童に榊原

さんの栄背を伝えると同時に榊原さんに続けと激励を

したのはこんな気持もあ っての ことでした。子 ども達

静岡県清水市立岡小学校

校長 小池博夫

に本校に学ぶ誇りと自信をもたせ、大きなはげましを

与えて〈れたことを何よりも有難〈思っております。

ところで私には「日本一」の報告を聞いた時・もう一

つの喜ぴかありました。それは、私達の学校は大正15

年10月 1日に開校され、51年10月 1日をも って満50年

を迎え、 9月から 10月にかけて子ども達は大変な意気

込みでいろいろな記念行事を行ない 、それが漸〈終 り

を迎えた時だったからです。正に岡小学校50年の歴史

にこの上もな〈雄かしい 1ページを加えて、記念行事

にしめ〈〈りをつけてくれたのです。本当に素晴しい

フィナーレでした。

2 . 岡小学校の環境

本校は開校50年ということで歴史は比較的浅い学校

ですか、清水市の周辺地区にある関係でいわゆる都市

のドーナッ化現象で、ここ 6・7年の間に学区の西半分

の耕地であった所が急激に住宅地 とな り、児童2410名

(51年 5月 1日）職員78名を数える県下きっての大規

模校に成長しました。子 ども達は地域性によってか、

明かる〈伸び伸びとしているが、やり 抜 〈た〈ましさ

はあまり感じられません。榊原さんもこんな 中で伸ぴ

伸びと成長してきました。

私は就任以来 3年間、 "体をきたえる”を実践目標

の第一にかかげてきましたか、なかなか成果をあげ る

というまでには至っていません。唯、市内小学校の陸

上競技大会や体操競技会では大勢の中から選ばれた選

手たちですから抜群の力を示して、 他校を寄せつけず

数多〈の優勝をさらってくるのか常です。 しかし、全

児童の体位体力の平均値となるとそのようには参 りま

せん。大体市内の平均値位にとどまるのが実状です。

南北に長い長方形の校地に北から体育館 ・鉄筋校舎

3棟 ・プレハプ校舎 1棟が東西に 5列に並び、その間

に更にプレハプ校舎 1棟 ・木造校舎 2棟・ 給食室 1棟

・物置その他 4棟が所狭しとひしめいているといっ た
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状態です。 したかって運動場も狭〈、全児童が出ると

芋を洗うようで自由にとびまわる余地は全〈ありませ

ん。こんな中で私達は体育部の先生を中心に工夫をこ

らし、苦慮しながら目標達成に努力を続けております。

このような環境から考えてみますと、努力はとも角

学校での指埠が今回の栄誉にどれだけ寄与しているか

残念なから全〈自信かありません。すぐれた素質と本

人の努力、そして家庭の行きとどいた養育がこの栄脊

を得させたすぺてであるかも知れません。強いて言う

ならば、大勢にもまれ鍛えられたということになりま

しょうか。

3 . 岡小学校の伝統

ここで一言本校50年の歴史における体育と保健に つ

いて考えてみたいと思います。先に述ぺましたように、

大正15年の開校ですか、開校時の職員と児童の意気込

みはすさまじいものがあったと聞いております。 それ

は間もなく成果となってあらわれました。開校直後の

陸上競技大会で市内第 2位となり、翌昭和 2年には市

内で優勝、県下で第 2位、昭和 3年には県大会に優勝

し、昭和 6年にも更に 13年、 14年と連続優勝をし、輝

かしい伝統の礎をきずいて〈れました。 また健康面で

も努力が成果をあげ、戦後世相の漸〈おちつきを見せ

はじめた31年、 32年には連続して県より健康優良校と

しての表彰を受け、以来給食優良校、歯牙優良校とし

て数次の表彰を受け、 49年には環境衛生優良校として

の表彰も受けております 。 また健康優良児も 33年に全

日本特選児童を出し、 27年、 28年、 40年、 41年には県

健康優良児童を出しております。

今更こんな古めかしい事をもち出しておこがましい

ようですが、私はこんな事を考えます。この度のことは

たしかに本人の素質と努力、それに家庭の養育による

ものでありますか、一面歴史と伝統によって培われた

学校と地域社会の力も忘れてならないように思うので

す。見方によればかって本校に在籍した多くの先輩職

員や卒業生諸君の永年にわたる保健体育に対する大き

な努力が学校や地域に根をおろし、ここに大きく花を

開き、実を結んだとも考えられましょう 。私はこの意

味で、この度の栄誉を先輩の皆様にも共に喜んでいた

だき、私達もまたこの伝統をついで更にこの道に努力

を続けたいと思うのであります。

最後に榊原さんの御家族に敬意を表すると共に、榊

原さんがこの栄誉を重荷と感ずることな〈、これまで

通りあかる 〈成長し、た〈まし 〈育 って い 〈ことを祈

ってやみません。

由樹子さん

おめでとう

担任戸 田淑道

「日本一」なんとすばらしいことばでしょう 。なんと

気持ちのいいことばでしょう 。

自分のクラスから、日本一の子が出るなんて、ほん

とに夢のようです。教師としてこれ以上の幸せはあり

ません。由樹子さんだ って最高の幸福感にひた ってい

ることでしょう 。

健康1憂良児の審査に出た子か静岡県だけで女子 126

人もあったのです。だから県ーになることだ って並大

低ではありません。その難関を突破した粒より の県一

ばかりが全国から40人も集まり、その中の一番という

ことだから、今さらながら日本一の偉大さをつ くづ〈

感じます。 日本一の重みは、それはそれは、大へんな

ものです。心から「おめでとう」を申しあげます。

私が岡小へ〈る前、昭和49年、有度ー小で受け持 っ

ていた子が、やはり健康優良児で県の特選になりまし

た。そのため健康優良児ということについては、少な

からず関心があり、私が岡小へくるなり、ま っさきに
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目にとま ったのは、由樹子さん、あなただ ったのです。

もちろん日本ーなどとは考えてもみなかったけど、あ

なたを受持って から日がたつにつれ、 「これは、いけ

るぞ」と思いました。学校代表はもちろん、もしかし

たら市の代表にもなれるかもしれないと思って、ひそ

かに期待していました。 6年になるのが待ち遠しかっ

た〈らいです。そして 6年の 5月、ほかのクラスから

の推せんもなく、文句なしに、学校代表としてきまっ

たのです。

それから、第一次審査通過、つづいて第二次も通過

県ーをきめる候補になり、そしてついに県ーになった

のが 9月 3日、全国の特選となったのが10月13日でし

t・ ~o 

それからは、あなたの陸上トレーニングも一段と熱

が入り、陸上の競技大会をひかえていたこともあって、

毎日朝と帰りの練習は、大へんだ ったと思います。 し

かし何事も徹底してがんばりぬくあなたの姿は、たの

もしい限りでした。

そしてとうとう、晴れの日本一、

11月 1日の夜、あなたと電話で話した時私は何だか

自分が日本一にな ったような気持ちでうれしくてうれ

し〈てたまりませんでした。ずばぬけてからだが大き

いわけでもないあなたが、特に「パランスのとれた心

とからだ」という点で日本一になったことをきき 、な

おさら 、 うれし〈なりました。 ただ大きいだけなら、

日本中にいくらでもいるのですからね。 それに 、から

だだけでなく、あなた のずばぬけた知能・学力、そし

て円満な人がらなども高〈評価されたのですから 、 も

ういうことはありません。 おまけにもうひと つ、将

来の可能性までも考慮したという新聞記事を読み、私

はあなたといっしょに審査の先生方へ心からお礼を申

上げたい気持ちでい っぱいです。東京の表彰式から帰

って きた時、あなたのおかあさんは、 「これからが大

へんです」とおっしやっていました。私もそう思いま

す。日本一の名にはじないよう 、これからもますます

心とからだをみがし、てくださし'0

そして、いつも心にとめてお〈ことは 、感謝の気持

ちです。 こんなにり っぱに育てて〈ださ った御両親の

御恩は 、決してわすれてはいけません。 またかげにな

り、ひなたにな ってあなたの支えにな ってく れた多〈

の友だちの ことも

最後にもう一度いわせてください。

由樹子さん、はんとにおめでとう 。

いつまでも、健康でね。

由樹子を育てて

母 榊原和子

11月 1日特選健康優良児童中央審査会場の控室にて 、

1時間30分超過に、 「我か子は」と自信に満ちあふれ

た顔顔、その緊張した空気が漂う中で、私は期待ど こ

ろか、気楽な気持で待っておりました。

いよいよ「晴れの日本一」の発表です。東先生より

「女子日本一健康俊良児は静岡県代表榊原由樹子さん」

と発表された瞬間、目がしらが熱〈なり 、胸の動悸か

高まり 、体が宙に浮いた感じで全〈夢でも見ている様

で信じられませんでした。あまりにも感激が大きかっ

たからです。 この様に由樹子が 日本一の栄冠を得よう

と9よ....・・ ・・・

東京の宿舎に全国特選児童が集合した際、あまりに

も皆さんの立派な体格に圧倒され、由樹子がひとまわ

りも、ふたまわりも 小 さ〈感じられました。その中て

由樹子が晴れの日本一に選ばれたのです。

5月中旬、学校の健康優良児に推せんされ家では「よ

〈やった」と我が子の成長を喜ぴ合いました。

9月3日県の審査結果で県ーにそして10月13日全国

特選児童に選ばれ、あまりにもトン トン拍子にいきす

ぎて夢でも見て いる気持 でした。出発に先がけ全国の

10人に入れたのだから「気軽に」と 、学校からも「い

つもの調子でやりなさい」とそんな励ましで、審査に
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望んだ次第てす。 「日本一」を 由樹子が受賞できたの

も、ひとえに学校教育に熱心に力を入れて下さ った校

長先生をはじめ、 担任の先生、諸先生方の並々ならぬ

ご指＃のお陰です。ここに厚くお礼申し上げます。 さ

らに岡小学校か今年開校50周年を迎え、本当に生涯忘

れ得ぬよい記念となりました。

生まれた時か体重2700グラムと標準より小さく親と

しては 、早く人並に大き〈丈夫な子供に育 ってはしい

と願いました。幸に母乳で育てる事ができました。特

に食べ物には気を配り、白身の魚、レパーと蛋白質の多

い食品などを与え、虫歯予防にと小魚海草類などカル

シウムの多い食品を常にとり、 チョコレ ート等甘い

物は極力さけてきました。

「寝る子は育つ」の如〈、よく食べ、よく遊びの習慣

の中にす くす〈と成長しました。

スポーツは「大好き」、 何 んでもよくこなし 、中て

も3年生より水泳部に入り、裔学年の部員の人達にも

負けすに、毎日暗くなるまでトレーニングにはげみま

した。その成果は大会につなかり、記録を更新するこ

とができました。体力づくりに 3年生から早朝マラソ

ンを始め、現在も根性を出して走り つづけています。

何事も目標を持 って、常に努力を続けた結果か今回の

「日本一」の道につながったのです。今後もその努力

を忘れることなく、又健康に過信することな〈、勉学

に、スポーツに新しい人生のスタートとして、心身共

に立派な成人となって、世に巣立って欲しいと願って

おります。

これか らもよろし〈ご指導下さい。

青少年の身長 ・体重 の発育状況

青少年の発育をみるとここ25年間に小学校 1年生の 長で12.6cmの増とな っている。 女子の小・中学生でも

男の身長で 5.9 cmの増、体重 1.8kgの増とな っている。 はほ同様の発育増加がみられる。 20歳では25年間に身

また 中学 1年生の男の身長で11.8cm、高校 1年生の身 長か男5.4cm、女5.3cmの伸ぴがみられる 。

6 歳 12 歳 15 歳
20 歳

（小学校 1年生） （中学校 1年生） （高等学校 1年生）

男 女 男 女 男 女 男 女

身長 体重 身長 体重 身長 体重 身長 体重 身長 体重 身長 体重 身長 体重 身長 体重
cm kg cm kg cm kg cm kg cm kg cm kg cm kg cm kg 

25年 108.4 18.8 107.2 17.7 136.1 31. 5 136.8 32.2 152.7 44.6 148.5 44.2 161. 5 55.3 150.8 50.7 

30年 109.8 18.5 108.5 17.7 138.1 32.3 140.6 34.6 155.3 46.4 150.0 45 .4 162.2 55.4 151.7 50.3 

35年 110.8 19.0 109.7 18.4 141.0 34.2 143.7 36.5 158.7 49.4 151. 5 47.9 161.1 55.6 151.5 50.1 

40年 112.9 19.6 111. 9 18.8 144 .1 36.1 146.4 38.4 162.2 51. 6 153.5 48.4 164.9 57.1 153.4 50.5 

45年 113. 9 19.9 113.0 19.7 146.9 38.5 147.7 40.3 163.6 53.1 154.3 49.2 165.9 58.1 154 .5 51:0 

50年 114.3 20.6 113.4 19.8 147.9 40.3 149.6 40.6 165.3 55.1 154.4 49.0 166.9 58.6 156.1 49.7 

25-50年の
増加 量 5.9 1.8 6.2 2.1 11.8 8.8 12.8 8.4 12.6 10.5 5.9 4.8 5.4 3.3 5.3 -1.0 

注） 「昭和50年国民栄養調査について、 51.12、厚生省公衆衛生局」から抜すい
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日本一になって

11月 1日。朝日新聞社での日本一の発表。 「静岡県

榊原由樹子さん。」

ぇっ。一瞬の競きと共に 、心の中で声をあげた。

学校の代表になり、市 ・県そして、全国特選、もう

それだけで、満足していたのに、日本ーなんて、喜ぴ

と、少し の不安とで、一時は、複雑な気持ちだ った。

今から思えば、なんて早い年月だろう 。

1、2年の頃は、欠席か時々あり 、3年にな って か

ら、 何 とか体をじょうぷにしよう。と 思い、学校の水

泳部に入 った。

これが、健康への第一歩だ った。

それからきぴしい練習が始まり、 3、 4、 5年と、

毎日放課後の 2-3時間をプールで過ごした。時には

雨もふり、風も吹き、温水でない、水のプールでは、

夏でも、かなりひえた日があ った。

「もう水泳なんて、やめたいoJ

と思ったことも何度かあ ったが、口に は出さず

「今、つら〈ても、後でこのことがき っと役に立つ。」

との、父や母の言葉に励まされながら日々を送った。

やはり、水泳をやり始めたのが、良かったのか、

欠席は 1日もなくなり 、 3年から 4年、4年から 5年

と、 1年間に、身長が 9センチも 伸ぴた。

6年の 5月頃、健康優良児童。学校の代表に選ばれ

たことを、担任の戸田先生から知らされ、ポール投

げ・けんすい ・体操などの練習が始ま った。

その成果が表われ、県 1位。そして意外にも、全国

の特選の 中に入 った。その時は、両親をはじめ、先生

もぴっ〈りした位だった。もちろん私も、ここまで 〈

るとは 、思 ってもみなか った。

榊原由樹子

東京へ行く日。クラスで‘‘励ます会” を開いて〈れ

た。私は、心に決めた。

「結果はどうなろうと 、精い っぱいがんばる こと。」

と
゜
そして 、いろいろなテスト 。 自分の力を全部出しき

った。運動能カテストは、 10人の中で目 立つはどでは

なか ったが、私にとってはペスト記録だ った。

私が日本一になれたのは、今まで教えて〈ださった

先生方のご指辺や、父や母のかわらぬ愛情そして友達

のあたたかい友情のおかげだと 思 う。

みなさん、どうもありがとうございました。

これか らも 心と体をきたえ、り っぱな人になりたい

と思う 。

中央審査会におけるテスト風景

〈朝日新聞社提供〉



昭和51年度健康優良学校・児童名簿

健康優良学校 健康優良児童

日本一 香 川県大川郡津田町立津田 小学校 日本一 磯崎 信浩山梨県甲府市立春日小学校

特選 !II島 博之 青森県下北郡風間浦村立易国間小学校

＋ 男 星 辰郎栃木県鹿沼市立北小学校
特 選 愛 知 県 岡崎市 立 連尺小学校

大谷義ffiJ 茨城県水戸市立新荘 小学校

学 栃木県塩谷郡高根沢町立阿久津小学校 松倉 清弘 富山県下新川郡入善町立入善小学校
級 福島県会津若松市立城西小学校 硯野 護干葉県千薬市立川戸小学校
以

松井昭憲東京都練馬区立高松小学校
上 富山県中新川郡上市町立上市中央小学校 子

千葉 亘 愛知県豊田市立西広瀬小学校

都道府県代表校代表 川染 淑人香川県高松市立新塩谷町小学校

埼玉県大宮市立東大成小学校 吉梢 信 大 分 県 大 分 市 立 別保小学校

日本 一• 愛知県東加茂郡下山村立花山小学校 日本一 榊原由樹子静岡県消水市立岡 小学校

特 選 佐々木幸子秋田県平鹿郡平鹿町立浅舞小学校

十 特 選 青森県三戸郡三戸町立斗内小学校 女
柏崎裕子岩手県大船渡市立赤崎小学校

丹野 干恵 山形県西村山郡河北町立溝延小学校

学
新潟県上越市立高士 小 学校

馬場 和枝 福島県会津若松市立城西小学校
級 茨城 県稲 敷郡束村 立西 小 学校

斎藤 美佳 栃木県塩谷郡喜連川町立喜連川小学校
以 島根県安来市立宇賀荘 小 学校

鈴木 政枝 福井県吉田郡永平寺町立志比北小学校
下 子

水上和恵山梨 県韮崎市立清哲小学校

都道府県代 表校代表 川井 圭子 愛矧県西春日井郡師勝町立師勝小学校

徳島県美馬郡穴吹町立半平小学校 木内章恵 香川県高松市立 円座 小 学校
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