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子どもの成長に大切な栄養

ーとくにビタミンについて一

1 給食の基準は

現在、学校、幼稚園、保育園で給食が行われていま

すが、こ の給食でとる栄投素の基祁は、どのようにき

められているのでしょうか。 私た ちが 1日に食ぺては

しい砒は、よ〈必要畠といっていますが、学術用語で

は所要紐と呼んでいます。給食でとる砒はお昼 1食分

ですから、本来ならば所要屈のすでいいわけです。 と

ころが、カロリーやたん白賀など現在十分にとれてい

るものはすにしてありますが、ピタミン類や鉄、カルシ

ウムについてはすプラスa とな ってい ます。 これは何

故かというと、家庭の食事ではどうしてもとりに〈い

栄養素は、給食やおやつで補おうということなのです C

この点、 学校、幼稚園 よりは保育園の方が、数字的

には細かいことがきめてあります。給食の基誰はこ の

ような主旨できめられているのです。

2 骨づくりにビタミンCが必要

よ〈子どもの骨折か話題になりますが、丈夫な骨をつ

〈るには、もちろんカルシウムを十分にとる ことが必

要です。しかし 、最近は物事を短絡して考える人も多

く、例 えば、砂糖をとりすぎるからしヽけないの、やれ

添加物のリン酸を余分にとるからいけないのという人

がいると 、た だそれだけでとらわれてしまうんです。

骨は カルシウムだけでつ〈られているのではなく、 リン酸も

加わってリン酸カルシウムという形でできています。しかし、

このリン酸カルシウムも丈夫な骨となるためには土台

(Hl日本栄養士会栄旋指群研究所長

（前国立栄旋研究所応用食品部長）

医学博士 岩尾裕之

がいるわけで、これがコラーゲン （膠質） と呼ばれる

たん白質です。 このコラーゲンか十分にできないと、

い〈らリン酸カルシウムが沈筍しても丈夫な骨にはな

りません。鉄筋コンクリートの建物を建てる時に 、砂と

じゃりがあ っても、セメンが丁度いい割になければ

固〈ならないのと同じで、こ のセメンの役をするのが

コラーゲンです。実は このコラーゲンをつくるのにピ

タミン Cが必要なのです。現在の子どもたちは 、たん白

質は十分にとっていますので、コラーゲンをつくる材

料は沢山あるわけです。ですから、この材料を使 って

コラーゲンをつ〈るには、ピタミン Cを十分にとらカ

ければいけなしヽ ことになります。

最近の子どもの骨折をみていると、骨の真．中でポキ ン

と折れることよりも関節のところでやられる ことが多

いようです。言いかえれば、新しい骨をつく っている

所がやられるわけです。

このように 、一見件をつくることとは関係なさそう

なピタミン Cが、実は骨づくりに大きな関係をも って

いるのです。

3 ビタミンCの上手なとり方

ピタミン Cを十分とるには、果物や野菜を沢山食ぺ

ることです。

お母さん方も昔のように 、毎日八百屋さんへ貿い物

に行 ってくれればいいのですか、最近は日耀日にまと

め買いをする家庭も多〈な って きました。冷蔵限が大

型化 して野菜ポ ック スができたため、一見いつでもビ
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ンとした新しい野菜が食べられるように思われがちで

すが、実は栄養の上 から考えますと決して感心したこ

とではありません。 野菜の中の ヒタミン Cは、冷蔵庫

の中に入れておいても 2-3日もすればストーンとお

ちてしま うからです。お母さんは子どもには十分に食ペ

させているつもりでも、食べている子どもの方はピタミ

ンCの とり方が少ないのです。

また、野菜の場合特に考えなければな らないことは、

昔に くらぺてたいこんの ような根菜類をあまり食ぺな

くなったことで、代りに菜 っ葉、それも緑色をしたも

のでなく、白 っぽい菜 っ葉が多くな ってきたことです。

果物や根菜類の ピタミン Cはなかなか無〈なりにくい

のですが、菜 っ葉類の ピタミン Cは非常に早く無〈な

ります。 しかも、白 っぽい菜 っ葉にはピタミン Cは少

ししか含まれていません。

こうしてみると、ピタミン Cもなかなかとりに〈い

ことがわかると思います。

4 ビタミン Dのはたらき

骨を つ くるには、ピタミン Dも大切な ことはご存知

のとおリです。 ピタミン Dは食べたカルシウムを小腸

か ら吸収したり、骨を成長させたりする大切な働きが

あります。

この ピタミン Dを得る方法としては、一つには太賜

光線に当たればいいのですが、今の生活をみていると、

朝もおそくおきますし、また、とかく家の中にとじこ

もることが多〈、太陽光線に当た ることは少ないよう

です。 もう一つの方法としては昔のようにいわしを食

ペればいいのですか、最近はいわしの食ぺ方が非常に

減 ってきました。 こうした点からも、子どもには十分に

ピタミン Dを補給するよう考えなければなりません。

しかし 、こ の ピタミン Dもピタミン Dとしての慟き

を発揮するためには、体の中で活躍できるような形に

変えられなければなりません。。 こうしてできたもの

を活性ピタミン Dと呼んでいます。風邪をひいた時、

のどで増えるピールスがありますが、こ のピールスの

出す毒素は腎臓毒で、腎臓の働きを正常でなくしてし

まいます。今述べた活性ピタミン Dというのは、ピタ

ミン Dが腎臓を通る時に活性化されてできるもので、

もし、腎臓の働きが正常でないと活性ピタミン Dが少

なか ったり、出来なか ったりして、骨が正常に作られ

な くなります。

5 ビタミンAも骨づくりに必要

丈夫な骨をつくるにはコラーゲンか必要なこ とは述

べましたが、 このコラーゲンの 中にはコンドロイチ ン

硫酸というものが含まれています。 ビタミン Aはこの

コンドロイチン硫酸をつ〈るのにどうしても必要な

ものなのです。ですから 、ビタミ ンAが不足してもコ

ラーゲンの生成 に大きな影響を及ぽすことになり 、骨

の成長がスト ップしてしまいます。また、子どもにと っ

て大切 なことは、 ピタミン Aが脳細胞をつく ったり脳

細胞の発達を促進させるということです。

6 血液に必要な鉄

子どもがどんどん成長すれば、それだけ血液も必要に

なるわけですから、体の中で血液を増やさなければな

りません。 この血液を増やすのに一番必要なのが鉄で

す。ですから、成長期の子どもには鉄を十分与えること

が大切です。 それでは、鉄をとるにはどうすれば一番

いいかということですが、手っとり早い話が血 （ヘモ

グロピン）を食べればいいわけです。例えば魚を 1匹

煮たり焼いたりすれば、たとえ 内臓をと ってあっても

血が残っています。肉でも普通の肉には血が残 ってい

ます。肉を煮てみると茶色の泡みたいなものが一杯浮

かんでくると 思いますが、これは血がかたま ってでき

たものです。こうしたものを食べれば、否でも応でも

その子どもの血を増やす成分が入っていることになり

ます。しかし、近ごろは魚も丸ごと食ぺることは少なく

なり、代りに切り身が多くなりました。魚の切り身は

よ〈洗ってあるから血がありません。 さらに、かまぼ

こになると血はぜんぜ・んありません。肉でも同じで、

ハムになると発色剤が使えな くなり ましたので、 加工

の途中で血を全部取り除きますか ら血は含まれて いま

せん。 もし血が残っていれば、かまぱこでもハムでも

包丁で切れば切り口が黒くなるはずです。

7 鉄の上手なとり方

鉄は野菜の中にも含まれていますから、鉄をとるに

は野菜を多くとればいいわけです。しかし、野菜はそ

のまま食ぺただけでは鉄の吸収は非常に悪く、た った

の 5%ぐらいです。ですから、もっと鉄の吸収をよく

しなければなりません。 それには野菜と一緒に肉や魚
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を沢山食べて、 同時にビタミン Cも沢山 とると、野菜

の中の鉄の吸収かグーンとよくなることが実験でわか

っています。 ですから 、野菜を食べる時には、ただ野

菜だけを食ぺるのではな〈、一工夫が必要になります。

昔はおひたしをよくつくりましたが、それもかつお

ぶしを一杯かけました。 それにおひたしの材料という

のは緑の野菜で、ビタミン Cも沢山含んでいます。野

菜は煮れば小 さくなりますか、一人前のおひたしをも

との野菜にすれば60gはありますし、その 中にはビタ

ミン Cも30mgほど含まれています。 また 、かつおぷし

も生のかつおにすれば20-25gもあります。

一方、野菜サラダをみると、大人の分量としてもサ

ラダポールに入る野菜の量は30gぐらいで、ピタミン

Cの多いものを選ぷとその主なものはキャベツです。

それでもピタミン Cは全部で15mgぐらいしかありませ

ん。 さらに 、卵切り器で切 った卵がよくの っています

が、これは卵 1この約＋はどです。卵 1こが40gとす

ると 1人前は10gです。

こうしてみると 、同 じ1人前 でもおひたしと野菜サ

ラダでは、たん白質もピタミン Cも半分ぐらい違う こ

とがわかります。そ こで野菜サラダにはエ夫が必要と

なるわけです。

よくレモンが添えてありますが、 ミカンなどでもい

いから添えてピタミン Cをとるようにします。 また、

パセリもよくついていますが、パセリは野菜の 中でも

ビタミン Cや鉄を最も多く含んでいます。外国の野菜

サラダをみるとパセリは必ずきざんでまぶしてありま

すが、 日本では上 にのせてあるだけです。だから子ども

はよけてしまって 食ぺません。パセリは食べるもので

あって 、眺めるだけのものではありません。

たん白質としては例 えば焼 き豚を使 うことです。焼

き豚ならばどんなに薄く 切 っても＋の卵 よりはまだ目

方があるでしょうし、 肉の中には鉄も残っています。

それから 日本人はもっとサージン（いわし）を上手に

使うことです。 いわしというと今のお母さん方には抵

抗があるようですから、手をよごさないでそのまま 食

べられる 油漬けのサージンを、サラダの上に沢山のせ

て子どもに 食べさせてやってほしいと 想 います。その他、

ツナなど魚の缶詰をもっと活用すべきでしょう。

卵 も＋といわず 、半分とか 1こにすればいいわけで

すが、ゆで卵の場合ちょっと考えなければならない点

があります。ゆで卵の殻をむくと温泉の臭いのする こ

とかあると 思 います。 硫黄泉の温泉場では、鉄はみん

な真黒くなってしまいます。鉄は硫化水素と一緒にな

ると 硫化鉄というものになります。ゆで卵 をむくと黄

味の 回 りが黒緑色 にな っていますが、これが硫化鉄で

す。 この硫化鉄は体の中に入っても浴けないので鉄は

吸収されません。ですから、ゆで卵を野菜と一緒に食

ペますと、野菜の中の鉄も吸収されないものに変 って

しまいます。 ところか、目玉焼きでは黄味の回りは緑

色にはなりません。そのようなわけで、 卵 は目玉焼きや

いり 卵 にして子どもに与えるのが一番いいと思います。

8 肥満をふせぐ食べ方

子どもが肥満になる一番の原因はダラダラと沢山食

べることです。

チェコの プラハでファプリというお医者さんが、青

少年ホームの子どもを対象にして、食事と肥満の関係に

ついて実験をしました。 1日の食事の分罷は同じとし、

各施設ごとに食ぺる 回数を変えて与えました。例えば

1日の食事回数を 2回、 3回、 5回などとし 、それを

規則正しく食べさせました。すると結果はどうでしょ

う。分ける数が多いはど肥満児が少なか ったのです。

一度にまとめて食べると 肥満児になりやすいのです。

食ぺたものが脂にな って皮下にたまる率は、食事の回

数が少ないほど多いのです。

そのいい例がお相撲さんで、食事は 1日2回、それ

もうんと食べます。 お相撲さんが引退するのは成人病

による場合が多く 、高血圧や糖尿病が原因です。 です

から、朝食を抜かすことは成人病になりやすいともい

えます。

このように 、食事の回数はある程度増やす ことは必

要ですが、それもリズミカルに与えるぺきでダラダラ

食ぺさせてはいけません。昔からおやつは10時か 3時

ときま っていましたが、 こうして与えれば、甘いもの

を多少沢山食べたからとい って特別心配はいりません。

要は与え方にあるのです。
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より楽しい学習を．” より健康な日常を．グ

=56年度健康優良学校全国優秀校を機に ＝

a
 

島根県出雲市立神西小学校

保健主事 村 上家次

（現島根県飯石郡赤来町立赤名小学校教頭）

I 山の鍛練コースの活用 (52年完成）

一時、はなやかであ った体力づ 〈りが、今少し方向

や質を変えようとしている。それは簡単に言えば、や

らされ、敷かれたレールの上を走る体力づ〈りか ら

自ら進んで自由に考え、創りだす体力づくりへと変わ

ってきているのではないかと 思 う。

時間のと り方も 「業間体育」が姿を消して特別活動

の時間として、子ども の立場を

尊重する子ども サイドに立った

活動とな っている 。

その ことは大変結構だが、そ

の中で、先人のアイデアあふれ

る施設、設備がうまく生かされ

ているかということを憂えると

ころである。 「あんな高価なも

のをつ〈って 困った」 ことにな

っては 、それこそ困 ったことで

ある 。

そこでせ っか〈の施設設備を

どう生かすかという ことである 。

私の学校では、右の図のよう

な 「山地山鍛練コース」を52年

に設置した。当時は、体力づく

り推進指定校ということもあっ

て、業間も35分をとって週一回

は全員がこの コースを活用して

いた。 しかし最近は、業間時間

も短縮され、かつてのような活用は望めない。

そこで、体育時の活用を考えたいと 思 う。 カリキュ

ラムの見直しをし、計画的に組み入れれば、生きた教

材となる のではな いか。 これは、本校に限らず、他の

学校でも大きな課題とな っているのではないかと 思 う。

試みに私の学級 (6年）で体育時に行 った結果は、

例 えば、

①番の断崖わた りでは、ぶ らさが りわたりやぷ らさ

かりでバックを考えて 、汗を流し 、渡りおおせた満足

山地山鍛練コース見取図
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感に目を輝やかせていた。

②番では、高い丸太から低い丸太への渡りができるだ

ろうかと試み、足は寄せたが、上が余りに狭いため落

ちてしまう ので、繰り返し繰り返し行いや っ と上にと

どまると 「や ったあ」 という歓声をあげる大きな 6年

生であ った。 また

⑤のくもの巣わたりでは、ネ ッ トの裏を足と手をか

けておりたり、ごろごろと前転しながら回りおりる 。

横回りなどとい ろいろに考え出す姿を見ていると、は

んとに子ども の創造力はすごいなあと感心してしまう 。

⑧番のロープわたりでは、さすがに男の子だけにしか

見られなか ったが、ロープの上半分のか所で渡る方法

である 。体を ゆら し次の ロープに近づいてた ぐり寄せ、

そして、次へと移 っていく移動は、見ていて ハラハ

ラし、ガンパレガンパレと応援せずにはおられない状

態であ った。 （他の施設一略）

このような創造活動は、学年に応じていろいろな活

動を創り出すことができて、体育学習にとり入れれば、

「楽しい授業」の創造につながり、施設の有効的活用

と相伴 って、新しい体育学習に発展するのではないか

と考えるのである 。57年度はぜひ、と考えている 。

山
地
山
鍛
練
コ
ー
ス

⑧

ロ
ー
プ
わ
た
り

（参考作文）

山地山鍛練コース
⑥ つり橋

Y・M 

今日山地山に行って、アスレチ ックをした。 ま

ず 1番から、 10番まででいろいろうん動を考えま

した。

私たちは、 3ぱんの女子で、みゆきさんと、ゆ

りさんと考えました。 いち番たくさんできたのは

5番目 のです。前転とか、ねて、ぐる ぐるまわる

のとか、下をとおって手でつなをも って、すすん

でいくのでした。

またはかに、 9番の、かいだんみたいな所でよ

つんばいにな って、歩〈のとか、うしろをむいて

歩くのとかいろいろでました。 ある班は 1つの所

にうん動を 10こぐらい考えたそうです。

サーキットも 1つのにうん動を10こ以上考えて

うん動をしたいと思います。

⑳
か
に
さ
ん
の
遠
足
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サーキットコース
．跳躍カ ・腕力等とい ったあらゆ

る体力要素を鍛練することができ

⑩

鉄

棒
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③ よくやり こなす子に は、適度

の 負荷を課すことができる…… •••

などである 。

だから、個人の能力に応じて、

例えば、腹筋を強 〈したい子には、

腹筋台の運動を人よりよけいに課

すとか、脚カ ・跳躍力の劣る子に

は、①番のゴムとぴゃ③番のペン

チとびを多〈施行させるなど工夫

して、能力に応じた方法も 可能である 。

II サーキットコースの活用 (53年完成）

山の鍛練コースも、こ のサーキット コースも 前曾田

梅蔵校長のア イデアによるものであるが、これらを作

るに当たって 、全職員で各地の施設を視察しに回 った

ことを懐しく思い出す。 まあそれはさておいて 、この

サーキ ッ トコースも今では、体育学習にどう活用する

かが、緊急の課題となってきている。

このことについては 、以前実験的に行った方法を明

冶図書発行の「体育の授業研究」 6-「体育施設用具

づ〈りの工夫と 活用」一 高田典衛編集ーの 中に若干述

ペているので参考にしてもらいたいが、要は 、 どうし

て授業にとり 入れて活用するかということである 。 こ

れは、担任の示唆と児童の自由な創造性で、い〈らで

も方法が生まれて〈ると思うが、少し紹介してみるこ

ととする 。

⑦ ぶどうだな

このコースの特徴は

① 3 -4人同時にスタートできる 。

② 一連の流れのコースを活用することにより 、腹筋

また、こ の コース全体を試行することで、学習前の

準備的運動とすることもできるので高学年ではよくこ

の方法を用いている 。

こうした試行をより有効に体育学習に位謹づけ たい

というのが、私たちの57年度の課題ではないかと思っ

ているところである 。

III より健康な日常生活を

「神西校で自没できる健康づくりは何ですか」と 聞

かれたら、私は（倒立や神楽体操などの体力づくりを

除いて ） 「甘いおやつをあまりとらないことと、よく

歯をみがくことでしょう」と答えたい。

6年も 7年もかか って築いた （常に未完だが）歯み

がき習慣は、近年になってよい歯の子どもが多いこと

（出雲市ーとなる ）で効果を示し、甘いおやつを食ぺ

ない」運動も、ここ 3-4年保護者と共に協力 、努力

してきた結果、子ども達自身が余り欲しがろうとしな

いようになり、我が校の自慢と言えるようになったと

思う 。 （牛乳やいりこ、果物の摂取は多い）

従 って 、ど こかの子のように、自転車にのりながら

アイスクリームをなめる子もいないし、月曜日に学校

へ来ても、チョコやアメの紙、アイスクリームのから

（箸）など殆んど、校庭に落ちていないようにな って

きた。

それらと関連して、本校の自慢と言えばPTA活動

の活発さをあげることができよう。

例えば、それは家庭教育部の機関紙 「エプロン」で

ある。 51・2年の諸々の調査研究の結果に生まれた「

エプロン」は、 52年度から実に延々と受け継がれてい

る。延々というのは年数は短いが発行部数が多いとい

うことである。
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ここで、 51年度の諸調査 ・研究 とは何かを紹介し て

おきたい。これは当時、 PTAの役貝であっ た武田利

枝さんが、市の連 P会合で発表された内容の要旨である 。

健康と体力 を支える上で最も重要なも のは 食事であ

る。神西小は、体力づ〈り推進の指定校とい うことも

あって、子どもたちが朝から、ほんとによ〈運動する。

体力の消耗が実に激しい。家庭では、そ のエネルギー

をし っかり蓄えて学校へ送り出す必要がある 。 「腹力’

滅って はいくさができぬ。」 と昔の人はよく言ったもの

である 。

それなのに、朝食の調査をしてみると実にお租末な

家庭がある 。 これでは体力づくり指定校の名が泣く。

(100-150Cal) 

とこ ろが調壺して分か ったこ とは 、それだけではな

い。朝食のお粗末な子 （例えば、食バン一片と 紅茶と

か、こ＇はん一杯とつけものとか、等々 ）は 、そ の原因

は家庭の献立の悪さだけではなか ったのである 。献立

がいくらよくても食欲がなく食ぺられない、という 。

更に、その食欲のない原因を、食欲のあるチと 比ぺて

みた結果、食欲のない子の大部分は、朝起きたらすぐ

食卓に向か うというのであった。

そし て 逆に起床後20-30分して食卓に向かう子は、

食欲もあり、カロリーも400CaI以上と って いる状態

であ った。

更にまた、体重の増加率を調ぺてみる と、前者、つ

まり、起床約 5分以内に食卓に向か う子と 、20分以上

たって 食卓に向かう子では、同じ学年で、平均1.7kg 

（前者が1.8増、後者か3.5増）の差があっ たのである 。

（年間） これは驚きであり、大発見であっ た。

そこで、早速、こ のことを PTAの参観日 の席で発

表し、家庭教育部では早速、対策 をねったのである。

その結果、第一に朝はとか く忙 しい。母親もつい、

手近なものですまそうとする 。そこで、手軽にできる、

しかもバラ ンスのと れた献立の料理講習会を開く 。

第二に 、上記のような献立を各人が考えて、機関誌

にのせ、紹介する 。 （これが先述の機関紙「エプロン」

である。）

第三に、 朝早 く起きるようにする 。そのためには、

夜も早 〈休ませるようみんなで協力する 。例えば10時

以後のテレピはやめるなど。

第四に、朝起きたら、何か運動をする 。ジ ョギン グと

か、なわとぴなど。

このようないきさつのもとで生まれたのが「エプロ

ン」であり、今も 2か月に一回の割合で発行されてい

る。

次の表は51-53年の調査の結果である 。

起床から朝食までの時間

~ 5分以内 6 -10 11-20 21-30 31-40 • 1- 50 51以上

51 年度 4 3% 18 9% 43 3% 21 9% 7 7% l 790 2 , •• 

52 年 度 1.4% 88% 42.9% 27 2% 10.1% 3 7°0 6 o•~ 

53 年度 I 5% 4 2% 14 9% 32~% 19.B0o 10. 7°0 16 5°0 

51年度は起床後20分以内に食ぺる子が66.5%もいた

のが、 53年度には20.6%に減っている 。それだけ、 20

分後に食卓につく子がふえたということである 。

以上のことは健康体を保つ上で、また、体力づくり

をしてい〈上で、非常に重要なことである 。本校では、

「エプロン」を通じ、或は学級指導・参観日等を通じ先

人の共重な調査研究を新しい会員に、また新しい子ど

もに指導しているつもりであるが、 54年以降このよう

な調査はしていない ので、実態は分からない。

教育は常に新しい方法を求め、時とともに変動する

が、かと言 って、先人の業績をすぺて古〈な ったと片

づけられるものでもない。

そこには、或る程度不変の理念、不変の原理も築か

れているのである 。敬意を表すと共に、これらの足跡

を如何に現在の教育に生かすかか、報恩というもので

あろう。

こうした基盤に立 って更により楽し 〈有効な学習を

めざし、また、健康優良学校全国優秀校受賞を機会に

より健康な児童の育成に、 57年度以降も、努力を重ね

たいと考えている。 （昭和57年 3月10日記）
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リオ・デ・ ジャネイロ日本人学校

遠く日本を離れ、気候も習慣も違う中で、沢山の 日

本の子供達か元気に生活しています。

その中からリオ日学に学ぶ子の建康維持にかかわる

事柄を中心に紹介したいと思います。

。朝 8時 全員パスで登校です。

リオ日学は 山の中腹にあり交通の便はよくありませ

ん。 また治安的にも 不安かありますので、全員スクー

ルパス （観光バスを 契約 ・11台が巡回送迎）で登下校

です。アパートの近 くから 、学校の玄閾までバスです

から 、登下校で歩 〈所は殆んどありません。

。全員水筒持参です。

リオの水道は良質とは言えません。家庭でも濾過器

を使用し てい ます。慣れるまでは生水を飲むと下痢な

どお こしかちです。飲料水として市販されている （ジ

ュースと 同じ値段） ものを 飲むか ・濾過したも のを

煮沸し 、さ らに冷やして飲むかします。 リオ日学には

濾過器つき冷却水が各廊下に設置されていますが、来

伯後日の浅い者は飲ませないようにしています。

またリオは暑い所です。冬季 (6月-8月）でも日

中は海水浴ができる程で、夏季は40度を越す日も多く

なります。 しかし湿度が少な〈それ程の不快感はあり

ません。汗は気づかないうちに 出て、気づかないう ち

に乾くなどと言われます。

このことは脱水症 （日射病に似た症状）の心配を引

きだします。水分の補給は欠かせません。子供達は身

近かで、安心して水が飲めるようにいつも水筒を離し

ません。

0 8時30分授叢開始・室温32度

学習は日本の指導要領に基づいて日本と 同 じように

東京都北区立滝野川第一小学校

校 長 相沢公

するはか、小学部に ポル トガル語 ・中学部に英会話か

加 えられています。

プラジルは 5日制が採 られてい ますので、リオ日学

も土 ・日曜は休日です。つまり日本より多い授業時数

を5日制で消化する ことにな り、 1日7時間授業 とな

りま す。

教室に冷房器はありません。教室の室温は冬季以外

は30度をこし 、日 によ って は風も入りません。その中

で 7時間の授業を 立派にやりぬく 子供達、たくましい

ものです。

0 体育は水泳が中心です。

冬季を除き週 2時間、 1年を通して泳ぎます。 しか

も小人数ですから充分泳 ぎこみます。技能 も向上し泳

げない子はいなくなります。楽しみの中に相当の運動

量がもられています。

0 休憩時間は元気に運動

授業の終りを待ちかねたように運動場へとび出しま

す。山の斜面を 利用 して建てられ、子供達の 出入りは

1階、教室は2・3階、運動場は一番高い所にあり、どこ

へ行 〈にも階段の昇降が伴 います。 3階の教室から 1

階の出入り口へ、そしてまた外から 3階の高さにある

運動場へと 、 1日に何回 も昇降する のですから 、登下

校時の歩行不足など充分補われます。

プラジルに生活しているとサ ッカーが好きになりま

す。気温42度、地表温60度近い校庭、サ ッカーコート

のとれる広い校庭を汗まみれにな って走りまわります。

登校後あるいは下校前のわずかな時間でも、ポールを

蹴ることを楽 しみにしています。

女子はパレーポール中心、男子に劣 らず元気そのも

のです。
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0 楽しいお弁当

リオ日学には学校給食がありません。施設面にも衛

生面にも問題がありますので、毎日弁当持参です。愛

情のこも った母親の手作り弁当、栄蓑的に配慮されて

いると同時に、親子のふれ合いを深めています。

先生も弁当持参です。 日本のように店屋物というの

も容易ではありません。先生と子供のおかず のやりと

りなど、ははえましい光景も見られます。

遠足の時など400名が号令一つで動き、昼食時一斉

に弁当をひろげる等珍らしいことな のでしょう 。 多数

のプラ ジル人が見物にきます。特に色とりどり の きれ

いなお弁当は興味をも って見られたようでした。

0 保健室

日本の教室のをぐらいの広さですが保健室があり、

応急措罹は充分できます。

リオには特に心配 しなければならない程の風土病は

ありません。 しかし、湿度が低いためでしょうか、扁

桃腺肥大の子など発熱し易く、怪我は日本と同じよ う

に発生します。従 って保健室は大変よ く利用されてい

ます。養護教諭の派遣はありませんので、病院勤務経

験のある日系人を現地採用でお願いし、応急措置に当

ってもら っています。 また、校医さんもいません。 ホ

ームドクター的な形かとられています。学校としては

健康診断を行い子供達の健康状態を把握する必要かあ

ります。そこで 日系医師 （日本語がわかる方）に年 1

回の健康診断と必要に応じての保健相談 ・予防注射等

の実施をお願いしています。

少しそれますが、プラジルの学校は学力をつける場

所であり、子供の健康管理は凡て家庭の仕事として割

り切 っているようです。

さて、 リオ日学には保健室がありますが、当然保健

室では処理できない症状もでます。特に骨折が目立ち

ました 。 日本も骨折は少な〈ありませんが、児童 • 生徒

数の割り合いからするとリオは多いようです。

このような場合は日本と同じように 、学校の近くに

ある救急病院にお願いし 、便宜をはか って貰 っていま

す。 ここで困ることは日本語の通じないことです。誤

って聞いたら大変なことになります。 どうしても通訳

同伴が必要という煩わしさがあります。

リオは衛生的な町 とは言えませんが、特別衛生面の

心配はいらないでしょう。医療設備なども整備されて

おり、特に外科的なものはすぐれていると言われます

が、言葉の通じない所で病気をする不安はぬぐえない

ものであり、健康の維持増強は派遣者の最も 気を使 う

こと の 1つと 言えます。

0 下校後は殆んど室内で過ごす

放課後の時間というのは殆んどありません。1居＇） の

話し合いかすむとせきたてられるよ うにパスに乗り下

校となります。

帰宅後の生活は日本と少し異なり室内で過ごすのが

普通です。 日本人の居住地はかなり広範囲に散ってお

り、近 〈に友達か少ない。外で遊ぷ適当な場所もな く、

治安的にも若干不安がある 。英語 ・ピアノその他格古

ごとは多いが日本の ような塾がない。等が原因する の

でしょうが、運動不足はいなめませ ん。

ちなみに、部屋での過ごし方ですが、ゲームや漫画

も日本で生活するのに〈らべ入手しに〈い。テレピを

見ても言葉がわからないし、人気タレ ン トな どなじみ

がない。 こんなことから、読書量が増え、勉強も大変

よ〈するこ とになります。

っん

0 休日は体力づくりと家族団槃

今まで述ぺてきたように意識的に求めない限り運動

不足になリ勝ちです。 この解消のため家族 ぐるみクラ

プに加入する家庭も少なくありません。水泳 ・テニス

・パレー・ゴルフ等々おもいおもいの運動をえ らぴ汗

を流します。

プラジルの公立小中学校は今まで音楽・美術 ・体育

は正課として組まれていませんでした。従 ってリオ市

にある小中学校でプールを持つのはリオ日学だけ、公

立校は運動場もないのか普通です。いきおい クラプに

所属し、クラプの施設を利用する者が多 〈なります。

リオ日学の子供達もここで運動不足を補い、また、プ

ラジルの子との交流を深めています。連休の時などは

家族で旅行に出る人も少な〈ありません。広いプラジ

ルのことですから、少し離れた所へ行〈のは、日本に

おける外国旅行なみとなります。楽しい中で見聞を広

め、家族団槃の中に耐久力も培われていきます。

0 解熱療法・医薬分業

所が変わればしきたりも変わります。生活に慣れる

まではとまどいがちです。主だ ったことを少しあげて

みます。

●解熱の方法

小 さい子が発熱しました。医師に診察しても らいま

した。その時の指示が「水風呂に入れなさい。」 とのこ

とでした。
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頭は冷やすとしても体は温め発汗させる解熱法しか

頭にない私ですから、大変とまどいました。医師の指

示ですから不安になりながら従いましたが、大変効果

があ ったように思います。

●医薬分業

やはり発熱した時です。診察して頂いた医師に注射

をお願いしたところ、処方箋を渡され薬局で注射を受

けるよう言われました。

薬局は地域に 1店は24時間営業をしており、依頼を

受ければ深夜であ っても患家に出向き、注射等をしま

す。 （凡て医師の出す処方箋によります。）

また、薬は大変よ〈効きます。 日本のような規制か

ないためでしょう 。

う歯治療の時です。ある程度治療が進み、神経を抜

くことになりました。歯科医師から略地図を渡され

「ここで注射を打ってもら ってきて〈ださい。」 とのこ

とです。つまり、治療の医師と麻酔医とは別だ ったの

です。

1人の歯科医さんに始めから終わりまで治療して頂

いていただけに、面倒だなあと思いましたか、生活し

ているうちに、自然の形で順応できるようになります。

0 災天下でも無帽

プラジル人は帽子を好かないのか、灼熱の太陽の下

でも殆んど帽子をかぶりません。

海岸は白い砂浜を埋めつくす程、多数の人か日光浴

をしています。

これらの影響でしょうか、 リオ 日学の子も普通は無

帽です。人間はかなりの暑さに耐えられることがわか

ります。

以上 日常の生活の中から健康に関係あることを書

き出しました。骨折が多いことなども運動不足に起因

するものもあるのではないかと考え、学校としても運

動量の増加をはかるべく、体育時問の充実を中心に体

力づくりが考えられています。

斜面利用の学校ですから、アスレチ ック設置などの

夢もありました。

明治大学工ペレスト登山隊 (1981)隊長

（府中市教育委貝会文化センター課長）

日本山岳会会員 中 島 信 一

ネパールの人たちのやさしさ

昨春、明治大学工ペレスト登山隊に参加してネパー

ルヘ入った。1975年春にもチューレン・ヒマール (73

71m)へ遠征したので、登山は 2度目だか、ネパール

は観光プームで日本人をはじめとする 外国人の数が

急増しているように思えた。これといった産業、資源

に恵まれないネパールにとって、自然の財産ともいえ

る雄大なヒマラヤは、自然を愛する人々の大きな魅力

であり、この国にとって観光開発は外貨を得る手段と
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して重要であることにはかならない。

最近では、ヒマラヤ登山を目的とする登山隊よりも、

雄大なヒマラヤを眺めなから、その山麓をのんびりと

歩くトレッカーの数がめ っきり増えている 。 トレ ッキ

ングのコースも広かり、旅行社かシェルバ、ボーター

の手配から 、装備、食料まで も用意して〈れるので、

気軽に、健康でさえあれば誰でもヒマラヤの大自然を

かいま見ることができる時代だ。

世界最高峰のエペレスト (8848m)も、1953年 にヒ

ラリーとテンジン ・ノルゲが頂上に立 って以来、数多

くの登山隊か挑戦し、すでに登頂者の数も 100人は越

えている 。 しかしだからとい って、ヒマラヤ登山が容

易にな ったわけではな〈、氷と雪の厳寒なきびしい自

然条件が失われたわけではない。美しいヒマラヤの自

然は 、決して妥協をゆるさす、ちょ っとした油断が命

取りになる場合がある 。

私たちはこのエペレストに、より困難な西尾根から

挑んだが、 60日間の苦闘も力及ばす、頂までわずか98

m を残 して撤退せざるを得なか った。約10年の歳月を

費やし、準備を進めて来た幕切れとしては、まことに

あっけない結末ではあ ったが、クーンプ氷河上のヘー

ス ・キャンプに居座って60日間登山活動を展開するこ

とは、何の不自由もない都会の生活では考えられない

厳しさがある 。

ヒマラヤ登山は、近年では酸素の力をかりず、短期

間に8000m級のジャイアントを登る超人的な登山家も

出現しているが、私たちはオーソド ックスな極地法登

山で挑み、 7500m以上では酸素を使用 した。ペース ・

キャンプは5350mの高さであるが、この高度でも空気

中の酸素量は平地の 2分の 1ほどになり、さらに8000

mを越えれば 3分の 1程度になるので、動作は散漫に

なり、思考力は減退する 。従 って高度に身体を馴化さ

せるために、キャンプを建設するにも時間をかけ、着

実に高度を上げて行かなければならない。この期間及

ひアタック時には、酸素欠乏のためにか気管支炎をお

こしやす 〈、多くの隊貝及ぴシェルバたちは肝油ドロ

ップ等でのどをうるおし、大変に喜ばれた。今回は 5

つのキャンプを設け、 8100mの最終キャンプから 5回

にわたって頂上攻繋を試みたが、悪条件が重なり登頂

は成らなかった。

居住性の悪いテント生活、風雪と寒気にみまわれる

気象条件、ストレスは蓄積する中で、やはり楽しみは 食

事となるわけだか、ヒマラヤ登山は登山活動に必要な装備、

食料、燃料等は、ポーターの背に委し輸送しなければ

ならず、 おのずと 制限される。従って、ベース ・キャ

ンプまでは大半を現地食でまかない、上部の キャン プ

もさはどの食事にありつけられるわけではないが、日

本で用意したものが口に出来る 。限られた材料で工夫

し、食事をより衰華に見せるよう努力する のだか、思

い通りにはゆかないのが常である 。

ペース ・キャンプまでの輸送は、わが国のように交

通機関の発達していないネバールでは、舗装されてい

る自動車道は、首都カトマンズ周辺と主要都市を結ぷ

わずかな幹線道路を数える の みである 。従 って登山

隊は、自動車が入る所まで陸送し、あとは人間と家畜

が通行できる道をボーターの力をかりて荷物を運ばな

ければならない。飛行機による方法もあるか、山岳地

帯の飛行場は、ゆるやかな山腹を利用したも のである

ため、雨が降れば地盤かゆ るみ飛ぺな〈なる 。定期便

と言 っても気象条件に常に左右されるため、ま った 〈

計画どおりに事は運ばない。だから、最も原始的では

あるか人力に頼る方法か信頼度は高いということにな

る。

私たちは、チペ ッ ト国境まで50kmたらずのラムサン

ゴと言う 町ま でトラ ックで荷物を運ぴ、そこから約15

トンの荷物を 500人ものボーターに託し、 1ヵ月もか

けて輸送した。 ポーターの背負う荷物は 1人30kgと定

められていて、日当は 18ネパール ・ルピー(400円前後）

である 。

キャラパンは実に楽しい。それは村人の生活にふれ

ながら、風俗 ・習慣を垣間見ることかできるからだ。

ネパールは多民族国家であるから、知識のとぽしい私

にも人々の顔だちや生活様式の変化に気付き、旅の魅

力をかきたててくれる 。

キャラパンのスタート地ラムサンゴは海抜が 700m

ほどで、亜熱帯であることを立証するかのようにバナ

ナの木が茂り、 2月下旬とはいえ、初夏の気候である 。

この地方の人たちは米作．を行い、尾根沿いの斜面を切

開き、段々畑が広がっている様は、その勤勉な農作業

ぶりもさることながら、生きるための人間の底力を見

せつけられる思いがする 。平地がはとんどないこの国

の実情からすれば当然の ことであろうか、日本ではも

う見られない水牛を使った耕作や、棒打ち、石臼によ

る古来からの農作業風景が随所に見られ、なつかしく

も感じられる 。形は変れど、手造りの籠やむしろを見

ると心暖まるものだ。

工ベレスト街道は、大きな谷を 5つほど横断しなか

ら進むので道は登り降りか激しく 、時には1000mも登

降する。街道には所々に茶店があり、旅の疲れをいや

してくれる。茶店とい っても祖末なもので土間に古ぼ
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けた長椅子とテープル？が澁いてある程度で、部屋の

隅の土のかまどが調理場である 。店にはチャンと呼ぶ

どぷろ〈のような地酒とチ ィヤ （紅茶）が飲める。

鶏卵の料理や炒った大豆、ゆでたジャガイモが食べら

れることもある 。 ネパールの紅茶は、 ミルクと 砂糖 を

煮込んだものだが、これが実においしい。乾燥した気

候に合っているのだろうが、それよりも、生水が飲め

ないため水分か欠乏しているからそう感じるのかも知

れない。

山岳世帯に住む人々は勤勉だ。特に子供たちが、労

慟に参加し家計を助ける光景にたぴたび出合う 。 自分

の体より 3倍ある家畜のエサを運ぷ少年や、往復30分

もかかる谷まで水汲みに行き 、重い水瓶を背負う少女、

羊や牛 （水牛 ）を追う 幼児。 しかし 、子供たちの顔は

明る〈目は輝き、声をかけると「ナマステ （こんにち

わ）」 とかわいいあいさつが返 って〈る 。子供たちは

裸足が大半で、身につけているも のは祖末だが、ヒマ

ラヤの 自然にマ ッチして、みすば らしさは感じず生き

生きしている 。はとんどの子は学校へ通 っていないの

だろう 。

~ Z濯•

畑
ク 仕
ワ事
をに
背向
負か
つう

与

大きな集落には必ず学校があり、教育の重要さは承

知しているのだろうが、生きるための労慟力 として子

供たちはかり 出 され、そこま で手がまわらないのが本

音だろうか。 通学するわ ずかな子供たちの持つ教材も

祖末で、中には石板をも って いる子もいた。でも 学校

へ通える子は恵まれている のだろう。

キャラパンを開始 してから 10日後、 残雪の残る3600

mのジャンジュ峠を越 えるとシェルパの里に入る 。 シ

ェルパ族は束部ネパールのトウード ・コシ （川）上流

域のソル ・クーンプ地方に本拠をもつチペ ッ ト系の民

族で、15世 紀末から16世紀に、東部チペ ットからヒマラヤ

を越えて移住してきた人々である。シェルパのはとんどはチ

べ ソト系の仏教徒、いわゆるラマ教徒で、 3000mを越え

るとほとんどがシェルバだけの生活領域になる。それ

まではタマン族やライ族の領域を歩いて来たので様相

は一変した。寺院もヒンズー教の様式からゴンパ（寺）

が出現 し、 何 んとも 日本に共通した生活習慣に出逢い

身近に感じるようになる 。

キャラパンを共にしてきたシェルパたちは 、こ の地

方に入ると 何 か生き生きとしてくる。故郷 であり、 知

り合いも多くなるから当然のことだが、彼等の大半は

仕事を求めて登山隊に加わろうとカトマンズまで出向

く。高収入が見込める登山隊に雇われれば幸運で、中

には仕事にあり付けず、シーズンを棒に振る人も多い

と聞 く。妻や子の待つ故郷へ歩を踏み入れた のだから

元気の出るのも当然だ。シェルパたちは自分の家へ私

たちを招いてくれる 。

ナムチェ ・パザールのサーダー （シェルパ頭） ・ア

ヌーの家は石造りの立派な建物 で、 2階 に20畳はどの

居間兼ダイ ニ ングキッチン 、寝室がある 。棚 には大き

な水瓶 が 3個謹いてあった。水瓶 は財産の象徴 といわ

れている 。珍客到来とあって私た ちは歓待された 。そ

れは逆に苦痛でもある。酒攻めがそれで、どんな酒豪

でも富士山 とほとんど同 じ高さでの酒盛りはたいへん

だ。奥さんは じめ近所の女性たちが 「シェ ・シェ」と

飲みはすよう進めてくれるが、そう容易には飲めない。

だが、飲みはして再ぴ注いでもらうのが礼儀 とかで閉

ロする 。酒の肴はとしましいが、 卵焼きやジャガイモ、

小カ プの野菜炒めが出てひさしぷ りに我が家に〈つろ

いだ心地 もする 。アヌーは、チ ベッタン茶を最後に出

してくれた。 この茶は、 紅茶、ヤ ク乳、 チーズ、 油、

それに岩塩を混ぜたドロドロしたもので、口にすると

独特の香りがし、飲みはすのに苦労するが、シェルパ

にと っては栄養価高い貴重な飲物なのだろう。

ナムチェ ・パザールは 、チ ベ ッ トとネパールの交易

の場で、 この地方最大の集落 として古くから栄えた村

だ。荷物を背負 って来たポーターは、ここで解雇する

習わしで、なじみの顔が消 えてい った。 これ以上の高

度では生活できないタマン族やライ族にと って はナム

チェ ・パザールが限界なのだろう。こ こからの荷揚げ

の主役はヤク（高所牛）である。ヤクは3500m以上で

ないと力が出ない動物で、 登山隊にと っては何 んとも

心強い。ヤクはボーター 2人分の60kgを軽々背負い、

トウー ド・コシ源頭のエベレスト ・ベースキャンプま

で隊貨を運んでくれた。

ネバールの多くの人々の助 けを借りて、エペレスト

登 山が終わ った今、言葉は通じないものの村人の親切

でやさしい心づかいを忘れるこ とはできない。 忙 しい

わが国の複雑な社会生活の中で、ありあまる物査と不

自由ない営みは続けているものの 、他人への思いやりを、

忘れかけている昨今、ネパールでの短期間の生活は自

分自身を見直すよい機会でもあ ったようだ。
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「目の体操」 を始めて か ら5年

—過去をふりかえって一一

1 はじめに

学校病の中でも、 特に近視が年々 増 え統けている現

在、学校生活を通 して目に関心を持たせ、 自分の目は

自分で守ろうとする気持を育て 、こ れ以上視力の悪い

子をつくってはならな いと の考えから、全校的な共通

理解の上で、児童保健委員会を梢極的に活動 させ、 -

の「目の体操」を実践してきた。

2 本校児童の視力の実態

51年から56年まで、毎年 4月と 10月に視力を検査し、

視力1.0以下の人数を調ぺた（図 1)。

10月の視力を 4月と比ぺた場合、い くら かよ くなっ

ていると 思われる 。

図 1 視力 I.0以下の年度別の人数

生徒数 291 
294 

36 
286 301 

278 

25 
285 

26 
279 

300 
301 

40人 30 

（男

3 目の体操の実践

(1)実施の経過

秋田県平鹿郡増田町立増田小学校

養護教諭 岡部睦子

52年 1月 近視予防の衰料を集める

2月 「目のどんどんよくなる体操」の森料作成

2月 校医に相談し、実施につき了解をえる

2月 職貝会議で検討し、全校実施と決定する

3月 保健委貝会で曲目を選定し、カセ ットテー

プに とる

4月 全職貝にプリントを配布し、 実技練習会を

4 -5日設ける

4月 14日、児童保健委員を集めて「目の体操」の

実技指迄する

4月 18日か ら日課にとり入れ、校内放送を通し

てレコードに合わせ、全校「目の体操」を開

始する

(2) 実践の概要

2校時と 3校時の間の休み時間を「目の体操」にあて、

1年 くらい続け てきたが、授業終了と同時に同体採を

亡コ4月 芦 10月

29 

32 

35 

生徒数
252 

253 

250 

279 

274 

274 

3・0 40人

:C(-) 

するため、 チ ョークや図画

の絵の具や習字の愚のつい

た手で目を押さえる ので、

不潔であるとの反省から、

実施時間や方法について、

職員会で改めて検討した。

今では、昼休みを終えて

5校時に入る前の 5分間を

同体操の時間にし、 2分前

に前奏を流し、手洗いを済

ませて急いで教呈に入り、

3分間レコードに合わせて

実施している。

また、児童の意欲をもりあげるために、次のような

ことを試みた。

児童保健委員会では
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• 目の愛護テ・ーを中心に、作文、標語、ポスターの経

集と展示

・集会時に、児童保健委員長より、よく書けた人を表

彰（表彰状の授与）

・同期間中は、児童保健委員は各学級をまわ って実践

指導する

学校保健委員会では

• 採光 ・照明をとりあげ、黒板面を照 らすた めの螢光

灯 を各教室に増設置するようはた らきかけ、実践す

る。

・校舎が南向き のため、窓側がほとんど基準以上のル

クス で、カーテンをとり つけても らう

・机・ いすの適合 机 ・いすが体に合っていることが

姿勢に関係し、また、近視の誘引にもなる ので、調

節のできる 一人机を年次計画で購入 し、現在 1年生

だけ未配置である 。

保護者には

・保健だよりで「目の体操」を紹介し （具体的に図解説

明）、家庭でも親子で実施するよう呼びかけた

4 視力1.0以下の男女の年次別推移

入学時か ら、同体操を実施してきた 5年生について 、

各学年における視力 1.0以下の男女の割合を調べた 。

（図 2)この図か ら考えられることは、 1年生の時に視

カの悪か った子は、 2・3年生で一時よくなるようだ

が、また、視力が低 〈なり、現在、全員かめかねを使

用している 。

図 2 視力1.0以下の男女の年次別推移

□4 月 彦忽~ I O 月
8.3 

12.8 

3

3

 

．
．
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15% 10 5 

（男 子） ゜ ゜

8.3 

8.3 

＇ 5 10 15% 

（女 子）

表 1 視力 1.0以下の男女の 4月と 10月の比較

(1 -6年 ）
(%) 

男 子 女子 平均

4 月 10 5 9 5 8 6 

10 月 6.3 7.2 6 7 

6 視力の大きく変動した事例

視力か極端に変動した女生徒について紹介します。

4年生の時から急に視力が落ちはじめ、ついには

「あまり悪〈て視力ははかれません」 といわれるはどに

なり、眼科医もこ のような例は初めてとい っていた 。

家庭では、目は食生活とも関係すると聞いたりしたた

め、カ ル シウムを摂るために肉を魚にかえたり、め ざ

しやしし ゃもをとるようにし、白砂糖も黒砂糖やハチ

ミツにかえ、生野菜を多くし、甘いも のはできるだけ

ひかえるように つ とめた。そうしているうちに、急に

視力が回復して 6年生の時には1.0にまでな った。

5 視力1.0以下の児童の割合の変化

同一条件で 4月と 10月に視力を調ぺ、 1.0以下の男

女の割合を比較した （表 1)。 この表から、男女とも

4月に比べ10月のほうか、視力が少しよ 〈なっている

ように思われる 。

7 全国児童の視力1.D以下の年齢別割合

昭和55年度学校保健統計調査速報（文部省）から、 小

学児童の視力1.0以下の人数の割合を参考までに示した。

表 2 全国児童の視力 1.0以下の
年令別割合(%) 8 おわりに

一般に、父兄

は勉強や成績に

は興味を持つが、

目についてはあ

まり関心がなか

男 女 計

6歳 20.46 24.97 22 66 

7 15.81 20.87 18.28 

8 13 91 19.12 16.45 ， 14.65 20.17 17 34 

10 16.61 23.49 19.96 

11 19.92 28.03 23.87 

計 16.89 22.73 19.74 

った。

しかし、こう

した運動を通じ

て、児童 ・父兄もだんだん目に関心をもつようになり、

さらに、採光調査や調節机の購入など、児童の健康に

大きく寄与する ことができた。

また、昼からの授業に入る前に、気持を落ちつかせ

る上でも意味かあると思われた。

さらに、目を健康に保っためには、日常の食生活に

おいても十分な配慮が必要であると思われた 。

「目の体操」については、今までの経過について報告

したか、今後も引続き調査していきたいと思 っている 。



骨折発生率の推移状況

こ 昭 41 昭 43 昭 45 昭 47 昭 49 昭 51 昭 53 

％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ 

小 ,,_,_,_ 子 校 0.42 0.53 0.70 0.64 0.66 0.74 

＾ 当
年

中 、子一 校 0.80 度 1. 07 1.24 1 .14 1.25 1. 36 
分
に

高等学校 0.56 つ 0.64 0.61 0.62 0.69 0.79 
し、

て

高等専門学校
の

0.47 1.04 0.79 0.80 0.90 調
査
な

幼 稚 園 0.13 し 0 .17 0.21 0.19 0 .18 0.20 

｀ ゜
保 育 所 0.19 0.25 0.30 0.26 0.26 0.27 

合 計 0.53 0.64 0.75 0.69 0.73 0.80 

（注） 高等専門学校は、昭和43年度から加入対象に加えられた。 （日本学校安全会調へ）
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