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生涯学習を志向し た健康教育

青森県三戸郡五戸町立五戸小学校

校長 含盲 ム
口

ヽ
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1 . はじめに

力か伴なう児童の育成に、 PとTとCが結ぴつきを深

め、共々、生涯学習を志向して精進している のが、本

校の健康の基本であるといえよう 。

はからずも、本年度大規模校日本一健康優良学校と

いう栄営に輝〈ことにな った。全〈幸運の至りで、何

も日本一をめざして、執念的に努力してお ったわけで

はなか った。

創立百年という教育の伝統、しかも、保健的に配慮

され、環境美を生かし新築された現代的校舎、多年に

わたる PTAの課題解決活動、経営者として 5年目、

県の代表校に推薦された故もあ って、この辺で客観的

な中央審査を受け評価してもらうことも、本校教育経

営前進のため、有意義であらうと意見一致して応募し

たのが、本校の実情であ った。

ところで、 "本校の建康教育について‘＇と問われて

も、あえて特別 目新しい教育経営をや っているわけで

はなく、 日本国中の学校教育がめざしている、教育基

本法第一条の目的達成のため、児童や学校、 地域の実

情に応 じ、そこに立脚する健康な人間像を求め、Pと

TとCが一体となって、課題解決を志向しつつ精進し

ているのが本校の姿である 。

2 . 生涯学習の志向について

人間が心身共に健全で社会的にも最良の状態で生涯

を終える ことは、人間として最も幸せであり、 これが

教育本来の課題である 。

しかしながら、 これはわれわれが生涯かけて追求し、

学習してこ そ保持増進されるものであ って、 21世紀に

向って生をうける本校の 児童ひとりひとりに、幸せな

健康生活と自己実現をめざすとすれば、その生涯に幾

多の困難や障害に遭遇する ことが当然予想される 。

かかる課題解決と、退しく生きぬ〈心身の健康の保

持増進かできる能力、即ち、生産的創造思考力と実践

3 . 地域社会の概況

東北本線八戸駅よ

り南部パス五戸駅ま

： で18K、35分、国道

~ 4号線、三戸～十和

田市の中間、県南五

戸川流域の中心で、

'・ —・／ 古来地方の政治 ・経

済 ・教育 ・文化の中心的役割を果してきた。

現在、新産都市八戸の一数を担い内陸型工業地域と

して発展、将来ペ ッ トタウン的、田園都市づ〈りをめ

ざしてしヽ る 。

町民は明

治の初期、

会津藩が斗

南藩として

本町に移住

し、会津日

進館出身の

藩士達の私

""り団邊

塾か本校の前進である 。従 って教育に対する関心が高

く、三浦元農林大臣を始め、中央地方に幾多の人材を

送り出していることも、本校の特色であろう 。 （現分

野別博士約50名）

現在教育の町五戸として 、健康的町づくりに意欲的

で、綜合医療センター、運動公園、 町 ぐるみの学校保

健会、教育振輿会、子ども会育成会の保健活動等、健

康的な環境づくりに成果を挙げている 。特に‘‘坂の町"

サ ッカーの町として全国に知られるようにな ったのは
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本校すすかけスボーツ少年団、サ

ッカ一部が、県、東北大会で優勝

更に中央へとそれか基盤となって

いることは見逃せない。

しかも、最近本校の保随教育課

題解決に父母の関心が高まり、家

庭の協力と参観日の活用による P

TA活動の現代化、学年 P十専門

部の活動 (PTA組織活動参照）

PとTとCの組織的結ぴつきによ

る、課題解決の研修等、労作教育

活動と併せて、その出席研修率80

％台を常に示してい る。

匂~~;
+が；叩

”’ ') i 
~ 

4. 本校健康教育の主な歩み

明 6 7 五戸小学として創立 昭45. 8 県少年サ・1カー大会で本校すず

37. 12 男子、女子校に分離 かけチーム優勝

大11 3 男子、女子校を合併 45 JI 県学校安全教育貨受賞

14. 12 現在地へ統合校含新築 46 10 県学校保健研究大会の会場校と

昭16. 4 五戸国民学校となる して本校保撻教育活動の公開

22. 4 五戸小学校となる 46. 10 児童交通学習公園造成

29. 12 創立80周年記念図書館落成 46. II 花ーぱいコンクールにおいて優'

34. 10 子ども銀行大蔵大臣より表彰 良校として表彰

35. 6 PT A文部大臣より表彰 47 6 校含前庭に日本式庭園造成

38. 5 校地内に自然植物園造成 47. 9 NHK音楽コンクールに於いて県俊良代

40. 2 学研教育賞受賞 47. 10 県一健康優良学校として表彰

41. 1 スケートリング用地買収造成 48. 6 県、東北ープロ ・1ク健康教育研

42. 7 校地内に水泳プール完成 究大会の会場として公開発表

42. 8 校含改築現Cl東竣工 48 7 創立百周年記念式典挙行

43. 3 校含B棟竣工 8 東北少年サ '/カー大会に於て優勝

43. 7 十勝沖地震の際、人身無事故 11 第二体育館竣工

安全教育賞受賞 49 2 校内p)f、保他体育自主公開発表

43. 9 NHK音楽コンクール出場10 県代表校となる

回連綬出場の故をも って表彰 49. 11 日本一健康優学校として表彰

44. 12 全校含体育館落成

5 . 生活学習を培う学校環境

五戸町立五戸小学校
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(1) 学校をめぐる環境

①創 立明治 6年 7月31日

②校舎竣工現校舎

C f東 B召42.10 B f東 B召43.3 

A 棟昭44.3 

第 1体育館昭44.11 

第 2体育館昭48.10

③校地面栢 33,653m' 

④校舎面栢 8,223m' 

⑤教室、特別牢

普通教室 32 

管理棟(A棟）

その他

特別教室 10 

職員室、校長室、放送室、印刷室

相談室、更衣室、保健室 、教具室

宿匝室

体育館、児童会室、銀行室

各準備室、便所

6 . 生涯学習の生活化をめざす経営構造

ti小 ． 牧 ffrl t~.

Il l.~ でたくまし (•lci/;に削ぶ力のある Sどし

I. よく ，，える I

,. "をじょうふにする I

3. 進んでII!<I 

4. 思いや、1のよる I・

(2) 児童の実態

児童数、学級編成 (4月8日現在）

計

1 年 2 年 3 年 4 年 5 年

男 ：女男 ：女男 ：女男 ：女男 ：女

85: 96 77: 68 91: 90 88: 96 106: 91 

181 145 181 184 197 

6 年

男 ；女

91: 94 
， 

lあ

男 537 女 536 合計 1,073

(3) 教職員（学校医などを含む）の構成

教員数男18人女24人、そ の他の職員 3人

旦1:誓I団言言言言~1言獅
(4) PT  A活動の組織

各 wr・1委貝 会

旦 ⑮ RR@R ⑫R  
⑯①②③④⑤⑥ 

学年 P T A 

7 . 生涯学習を培う週及び日課プログラム

llli~ · • ll JI 火 ＊ ＊ 金 ' 
出 9、)- 8 00 'll  ~ 

繊U帆全 JJ・合 8 • OS 
~ 纏 H帆仝

嗣~, 全 8 8 • 30 15 
仝位鮒全 さII会，l釣 ？町 II~ ',-R帆t

I 1'1! 
9 15 
9 25 

2 !'l l¥ 
IO・10

10 15 
3 /q L! 

II 00 
3 •I S 6 I 2 3 4 I 2 3 4 I 2 5 6 

"" 
I 2 5 6 3 4 5 6 

稟 閏 ht,4 i1-t1鯨 I 3 s 2 

' ' 公,. 2 ., 6 I 5 3 
11 30 

II 35 

4 !<I I. り
12 20 

船 食 .~Iぷ

I+. ~.J'-1',r 112 3 50 20 た』,,1,11~

,I 峰 I退F13. 35 
13 15 

13 45 
5 "1 I.¥ 

14 30 

J,l: 40 

'~'り クラ？~ J~h'I 7, it 
15 25 

tヽ h'Jの 2
{, rl, ll 旦釣IS 3S 

16. 00 
It: 雙 (ISI 

16 IS 
＇ 一 児董退 ―ドー 16 20 

輯ur..全 騒 ll~令
鼠 u退 "?-'16 30 

0学級指西の保他指;q,(年11時）安全指祁 (11時）朝

や終わり の会の保健安全指袢には保健室活動 と併せ

て、留窓閾連す和＃する 。
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8 . 生涯学習を培う特徴的教育活動

① PとTとCの魅力ある学校づくり

教育百年の伝統拡充、生涯にわた って思い 出多い学

校にするため、先す等門職としての教師の研修活動を

強力に推進している。

（本校男教師全貝、女教師の主力は、町・県派造の束

京教脊大その他の内地留学を修了）

学校環境整{iHiPTA労作活動

特に児童の望ましい成長のため、 PとTが1註愛と信

頻の絆で結ばれる組織と活動ができるよう、学年 P即

専門部活動に切り替え、旧来のマンネリ 化か ら脱皮し

た。特に恵れまた学校環境の維持改善、家庭や地域の保

健課題解決の生産的思名力や実践力を培う教育活動と

して、学校保他委員会、学年学級の親と子の会、学年

全貝によるアイデア媒会（業間）等、問題により父母

児窟に参観発言を許し 時にレギュラーを枠え、議題解

決策の没透や PとTとCの労作教育活動によ って 、魅

力的な学校づくりを推進している。

② 音楽教育の生活化をめざして

学年集会の指揮合唱

‘‘生涯にわたって 、生活に歌と音楽を"

本校は削立以来、地方許楽教脊の中心的役;111]を果し

てきた。卒業生の中には中央 ・地方にそ の指袢者とし

て活耀している人が多い。

また 、NHK音楽コンクールにも連続出場成果を挙

げ表彰されている 。本校では天分の伸長はもちろん、

誰でもが生涯、生活の場で歌唱 ・合唱 ・合奏 ・指揮が

できるよう 、全校朝会、学年集会、学級の朝や終会、

児窟会染会、町内子ども会、学保委、行事で教師 ・児

窟交替で指揮、｛半奏できるよう指＃配應している。

また 、家延でも家族コーラスができるように毎月テ

ーマソングを定め、参観日の祓子の合1県、器楽演奏、

ママさんコーラス等、音楽の生活化をめざしている。

③ 業間指導タイムの特設

全校学年毎三つの集団にわけ （週計画参照）グラン

ドは、週計画による遊びと運動、第 1体育館は、学年

の保健生活目椋達成のアイデア梨会、第 2体育館、交

通公園、植物園ではそれぞれ、ゲーム、交通ルール、

マナーの体習、自然観察や芝生での学級の集い等、毎

日場所が移動巡回し、恵まれた環境活用と児童と教師

児童相互のふれあいを深めている 。

④ 主体的学習と児童研究活動

生涯にわたって主体的に課題解決できる能力と自己

実現の表現力を培うため、学習指的は‘‘教える学習か

ら自ら学ぶ学習へ、即ち、問題把握へ予想～調査～実

証～結論へと、その過程の中で教育機器、協力教授等

生産的創造思考力を高める校内研修活動を強力に推進

し、併せて自己実現、生涯教育の基盤となる 児童研究

｀舌動への転移指辞を意図している。

児窟研究は、教科学習、特別教育活動の能力駆使学

習として 、幅広 く自らの健康生活改善の問題を個人、

共同、親子で研究し 、学年の到達度を定め、質疑応答

発表力等問題解決能力の定着化を活発に推進している。
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亡

業間学年アイデア集会

⑤ 全校体力づくりと 積極保健活動

栢柩的に自己の他康保持と体力づ〈りを生涯にわた

っての生活化をめざしている 。

（イ） 個人なわ とび運動

全校児窟、各自進級カードを持ち、十級から一級

まで、更に初段から五段まで、名人位など、毎学期能

力検定に より表彰する 。

業間における個人なわとぴ運動

（口） 世界一周マラソン

毎日、低学年-400m、中学年-800111、裔学年

1500mを目椋とし、各自カードに記録、教帥、友人、

親 の認定を得て学級巡度表に記入し 、全校で世界一周

に挑戦する、更に、個人 ・学級のがI)逹度に より表彰す

る。

り 家庭の保健協力活動

ぅ凶処附、歯みかき 運動、 lilt疾治療 ・肥祉,:j児対硲

等、本校保健課題解決に、家庭でも親（ ともども ＇）こ践

表に記入確認し 、三 カ月毎に校医の診断治癒証明 によ

り、保健実践優良家庭とし、学級も成組によリ共に"l,

彰す る。

口保健室活動の術環作用

本校健康教育実践指西の場は、学級経営である 。そ

の鍵は保健教育計画の効率的実践てある 。即 ち、保健

管理、学級指,t;;の保健安全指科、学校環境衛生、給食

保健IMI係行事等、保健室と学級との組織的に結ぴつけ

ている 。従 って本校では保娃室活動をあたかも血液術

環作用的役，Iii]を果すよう述営している 。

三か月毎の校歯科による検診

9 . あとがき

以上、本校の生叫学刑を志詢した特徴的教竹活動を

記辿したか、スヘースの関係で愁：を尽せなか ったこと

を詫ひたい。本校の PとTとCは、こ の栄秤を機会に

更に生附的創造息打力を泊jめるよう粕進し、労作教fi'

活動を推進することを:'{:¥ヽあ って ＼ヽる 。 ‘‘ 健康教有 は

児剤て勝負する”と il}..'1(岐した先人の ことはを深〈深 〈

かみしめなから......
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1 . 地域の概要

本校は、国鉄静岡駅を北へ20kmはいった山あいの地

にある。駅前より静鉄パス涵科（わらしな）線久能尾 （きゅ

のう ） 行に乗り、 50分程で曲折した谷あいにさしかか

り、茶しいたけを生産する農家の点在する本校区に入

る。やかて山ふところに深〈抱かれたクリーム色の三

階建鉄筋校舎が大自然とよく調和してそ の影を黒俣川

に写して建つ「清沢学校前」に着く。

明治 5年に創立した学校は、静岡市で本校唯一校で

あったということから、この地がいかに百年の昔から

教育に熱心な地であ ったかか想像され、その伝統は今

日も脈々と続いてい るのであ る。

昭和44年 1月1日、郡市統合でi静岡市に合併、 46年

集中豪雨で裏山崩壊、伝統ある木造校舎埋没、 47年新

校舎建築、 49年またもや未曾有の豪雨に見舞われて通

学路寸断という立てつづけの災害にあっている 。然し

その都度、復旧に立ち向かう PTA地域ぐるみの団結

力は強く、その姿はたくましさの一語につきる 。学校

もまた、災害を得がたい教育の場とした教材化につと

め、その感動をあらゆる思考や実践の再出発点とした。

子ども たちにと って災害とは、経験の体系の中へ新し

〈書き加え られる感動の場であるからであり、感動は

われわれのあらゆる感情を純化するも のであると名え

たからである 。 この地域 ぐるみのすぐれた結集力か、

学校の提唱する「生命の尊厳」を甚調とした健康教育

と相和してしヽ ったことは申すまでもない。

2 . 本校の概要

児童数 163名、学級数 6、教職員11名、事務職員は

3年前から 、養教は本年度から配沼され、他に市職員

1名の職員構成である。本校は 1級へき 地校 となって

いるか、有能な職員に恵まれ、 8教科のうち 5教科か

市の教科専門委員とな っている 。

教育の楊は校舎内だけではないという見地から、学

区全域を学校と考え、恵まれた自然の中に教育の創造

を求め、からだの健康、心の建康、頭の健康の調和の

とれた人間形成をねらい 、生涯にわたる全人教育を健

康教育とおさえ 、 「地域に根ざす教育」の推進を教育

活動のあらゆる場に展開してきた。

この過程の中で、人類の繋栄は自然界と の調和の中

にこそ存在するとの認識を深め、学校を取巻 く豊かな

大自然を教育の場として 活用している 。

山間地特有の低体位を高める教育への取りくみは、

本校沿革の中の重要な課題であ ったが、健康教育を経

営の柱として全面的にとりくんだのは 、正確に 言って

昭和45年度からであるか、や っと 今その緒についたば

かりといえよう 。

以下は、関係事業、表彰の主なものである 。

0昭和45-46年度

●健康安全教育 （特に寄生虫対策）

市教育委員会研究委託

0昭和46年度

●学研教育賞受賞（ひぴきあう授業の指導法の研究）
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• F・B・C 受賞

（当時の花壇は災害のため流失）

0昭和47年度

● 口腔衛生優秀校表彰

●優良 PTA表彰

●創立百周年記念事業執行

0昭和48年度

●健康俊良学校県一位

●建設大臣より感謝状を受く（環境保全）

●口腔衛生擾秀校表彰

昭和49年度

●健康優良学校日本一

●環境衛生優良学校表彰

●文部省より教育課程研究推進校（音楽）委託

●市教育委員会より教科研究（音楽）の 2年継続研

究委託

昭和50年度 （予定）

●全国健康教育発表大会開催 (10月24日倹）

●全市音楽教育研究発表会開催 (2月上旬）

●文部省より学校保健統計調査実施校指定

3 . 本校の教育目標

(1) 経営の基本

イ、 「学区全域即学校」てあるとした教育の場の

拡大を図る と共に、恵まれた大自然の中での豊

かな人間形成を希求し、そ の生涯にわたる全人

教育を‘‘健康教育とおさえ 、地域ぐるみの健康

侵良学校の推進を図る 。

ロ、個の確立をめ ざす人間能力の極限発揮と 、連

帯として の人間組織の最適化を図る 学校づく り

に励む。

ハ、場を清め 、礼を尽し 、時を守る をもって、本

校づ〈 りの精神となす。

(2) 学校教育目標

じょうぷな体、たしかな心、すぐれた学習力を

もつ調和のとれた‘‘健やかな児童＇‘の育成を図る 。

じょうぷな体 自ら鍛える気力に渦

ちた子どもの育成

たしかな心 真心 を知る悧採豊か

な子どもの育成

すぐれた学習カーー一学ぴ方を学ぶ学習力

のある子どもの育成

4 . 実践

(1) 自ら鍛える気力に満ちた子どもの育成

体でわかり心に感ずる敦育への実践面として

大自然の中への学習活動の展開こそ本校の大き

な特色の一つ である。

裏山は格好な築山、林は子ども達のジャング

ル、前の小川 は自然の水族館川原は楽しい砂場

森は生きた植物図鑑、山頂までの探索路は厳し

い体力づくりの鍛錬の場。

人間疎外という 言葉は 、本校にと っては全〈

無緑である。太陽に 、川 に、山 に鍛えてもらえ

”。 これか学区全域即学校とする私ども の最も

基本的な姿勢なのである 。

イ、これ らは 、毎週水耀日午後に特設されている

「若あゆの時間」の全校特別活動の時間に行な

われてしヽ る 。

この時間は子どもたちか最も 楽し みにしてい

る時間である 。開放された大自然の中で、夢中

になって学級づくリ学校づくりにとり〈んでい
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る姿は、開放と収集の教育原理が子ども達をし

てそうさせているものであり、その時点におい

ては、教師すら学級集団の一人なのである。

ロ、全校体育として、個の極限発揮をねらうサー

キット・トレーニングが第 2時 3時間目の業間に

行なわれているが、体力の消耗が甚し〈、それ

に見合う高カロリーの家庭における食生活の改

華が、 PTA給食委員会の重要な課題となって

しヽる 。

ハ、学区内に数本の探索路が作られ、 6カ年在学

中に郷土を知るための山頂踏破が計画され、体

力づ くりの一助ともな ってい る。

(2) 真心を知る情操豊かな子どもの育成

郷土を誇りとする子どもをつ〈る教育への実

践面として、

イ、民話、民芸、史蹟の保存と教育活動への展開

が企画され

〇 民話集「ふるさとの心」の編集や伝説の教

材化 （創作音楽隊lj)を行な っている 。

〇 学区内の親子史蹟めぐり遠足を、 PTA成

人教育委員会が中心とな って行な っている 。

ロ、郷土を‘‘野鳥の楽園"とする学校 ・地域ぐる

みの活動を行な って いる 。

(3) 学ぴ方を学ぶ学習力のある子どもの育成

生涯教育の基礎づくりとしての、地域に根ざ

す教育への実践面として

イ、学習力を つけるために ‘‘ ひぴきあう授業"の

指森法の研究をここ数年来行なってきたが、授

業の段階として「ハ行の展開」の研究をすすめ

ている 。

即ち、授業の導入部分で子どもの一人一人の

考えを＠）きださせ、他人の考えによって自分の

考えを◎ろげ、教材との出会いによって更に0
かめ、矛盾 ・対立によ って◎んだと気づかせ、

授業の終末部分て＠んとうか確める意識のも リ

上りで終わるという展開法である 。

給食後の歯みがき

3. 3. 3方豆

児童保健委員

の活動

ロ、学校と家庭、家庭と社会、社会と学校とのそ

れぞれの接点に立つ PTA活動の本質化につと

めている 。

その接点として重要な役割を果しているのが、

学校保健委員会であり、子どもたちや親の考え

か、家庭や地域をも変革していく先達となって

しヽる。

1日、 15日を学区保建の 日と制定したり 、全

家庭ヘシャポネ ッ トを設罹したり 、ハンカチ 2

枚携行運動や各家庭の菜園拡張計画、家庭保健

委員会の推進等は、この学校保健委員会で提案

され実践化されてい ったも のである 。

5 . おわりに

教師に課せられているものは、医術ではなく、細

やかなするどい観察眼である。

日常の指iなの中にも、経営や実践の中にもまだま

だ問題点は山梢している現状である 。紙面の都合で

実践の一部しか申し述べられなかったか、全国の先

生方からの暖かいご叱正をいただきたいと存ずる次

第である 。

健康擾良学校日本一。 それは決して目的ではなく、

あくまでも手段である 。

生命の尊厳を基調とする教育のすべては健康教育

にこそあり、論理をこえた実践の世界は無限である

と信ずるものである。
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「健康優良児」の誕生を喜ぶ

l . 「日本一」の喜ぴ

水田に囲まれた古びた木造の校舎、全校児童 160名

という 小さな学校、どこにでもあるような何の変哲も

ないこの学校が、日本一健康優良児本島晃君の育っ た

伊井小学校である 。

私は本局君を健康優良児として推せんした時には、

正直なところ彼か日本一に選ばれようとは思ってもみ

なかった。

あらゆる面ですぐれている本島君のことだから 、あ

るいは県一位になれるかもしれないとい う期待はあ っ

たのだか、それが、全国特選児童、更に日本一健康優

良児童に選ばれたのだから、全く予想外の喜ぴであっ

t・ ~o 

このことは、本島君及びそ の御家族の名昔である こ

とはもちろんであるが、 また、 わか伊井小学校の名

背であり喜ぴであって 、 この学校に学ぷ児童 たちに

誇リと自信をもたせ、大きな励ましを与えてくれたこ

とを、何よりも有難くまたt喜しく思っている 。

2 . 健康優良児の育った環境

本島君のこのたぴの栄営は、全〈彼のすぐれた素質

と努力、そして家庭に於ける行き届いた教育によるも

のであって、学校での指材がこれに寄与しているとは

余り考えられない。学校では他とちがった特別のこと

は何にもしていないからである 。

従って 、他の人々から「日本一の他康優良児を出し

ておめでとう 。」と言われると 、妬しいけれども何か而

映ゆい気持がしないでもないのである。

しかし、学校を含めて、本島君の育 った環壕の影評

を全然無視することはできないであろう 。

(1) わが伊井小学校の校下は、美しい空と水と緑に恵

福井県坂井郡金津町伊井小学校

校長藤島清 和

まれた米作を中心とする農村地帯である。学校の近く

を竹田川が流れており、その向うには高くはないが山

もある 。工場もないわけではないが、ほとんどが小規

模なもので公害の心配はない。県道も通っているが一

部を除いて車の往来もそれほど激しいことはな〈騒音

に悩まされることもない。塾へ行くという児童もはと

んど無〈、あっても 1週に 1回珠算か習字の塾へ行く

程度である 。

こうした環境にあるため 、児童は毎日を自由にのぴ

のぴと活動することができる 。 このことは、健康な体

と心を育てるのに大切な要素となるものであろう 。

(2) わが金津町では教育と福祉を町政の大きな柱とし

て、教育条件の整備充実につとめており、伊井小学校

に於いても PTAをはじめ校下町民の学校に対する愛

情と熱意、教職貝や児童の努力によ って 、地道ではあ

るが焙実な前進を続けてきた 。

41年に統計教育による学研教育買、 45年に理科教育

によるソニー理科振興賞を受けておリ 、また県花坂コ

ンクールや郡内小学校の各競技会等に於いても毎年相

当の成紐を収めてきている 。

他康教育の面では 、町内の各小・中学校ともに保健

体育の研究実践に成果をあげており、県や文部省等か

ら表彰をうけた学校も半数に及 んでいる。

伊井小学校でも、 「つよくかんばるゆたかな子」を

教育目標として努力を続けてきたが、 48年より町の保

健体育の研究校となり 「楽しく体力づ〈りをするため

の効果的指袢法」を研究主題とし て、進んで体力づ〈

りに励む体育指;q、総則 （第 3)体脊のあり方等につ

いて研究を進めてきた。

鉗日 20分の業間体育の時間には、前半は全校児童か

学年ごとの ローテーションによ っていろいろの体脊施

設を 利用して体力づく りにつとめ、後半は学校の周囲

の裳道のコースを低学年は700m以上、 中学年は1000

m以上、裔学年は1300m以上走 った。児童は毎朝登校
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49. 11. 3 朝日講堂における健康俊良児

すると登リ棒や鉄棒、かけ足などをがんばった。冬期

は縄飛ぴや鉄棒の練習が中心になった。 これ らは 児童

一 人一人の「がんば りカ ード」に記録され、毎月 1回
その努力を賞揚された。また、冬期間を除き毎月 1回

の全校マラ ソン大会をはじめ校外の各種競技会も 行な

われた。

これら のことは 、方法に若干の変化はあるが、数年

前か らずうっと続けられている ことである 。

(3) どこでも行なわれていることではあるが金津町で

も町内小学校児童の陸上記録会、水泳記録会、サ ッカ

ー大会等かあ 1)、またこども会対抗のソフトポール大

会、卓球大会も行なわれる 。

児童数の少ない本校では高学年児童のはとんどか各

種競技会の選手となり練習に参加することになる 。 こ

ども会対抗競技の場合は高学年児童の少ないこども会

では 3年生、 4年生の児童が選手にならなければなら

ないこともある 。

本扁君の学級 (6年生）は男子12名、女子 9名の小

人数なので当然全員が何かの選手になる 。一 人の児窟

か陸上 ・水泳 ・サ ッカー・ソフトポールと各種の競技

をこなさなければならなしヽことも少くなし、。 しかも、

どの競技会に於ても相当な成紐をあげており、俊勝し

た種目も少くないのである 。

本島君も、 3年生の時から各競技会の選手として活

趾してきている 。

このことは、児童にと ってはかな りの負初になるか

もしれなしヽけれども、体力づ〈り、気力づ〈りの而で

は好結果をもた らす ことになる 。

( •: リJEl沿i/HltU)[(JI,)

(4) 本島君の担任である田川庄一

郎教諭は 、彼が 4年生の時から 3

年間引続いてこの学級を担任して

きているが、学校の中堅的存在で

あり、体育指導のベテランであ り、

保健主事でもある 。体育指追につ

いてはもちろん、自主的で協力的

な学級づく りや、た〈まし〈豊か

な人間性の育成に努力し成果をあ

げている 。

この学級の租やかで明るい雰囲

気、真剣で協力的な学習態度、積

極的な児童会活動やその他の奉仕

活動、各競技会での見事な活躍な

ど、すぺて田 川教諭の指＃による

ものであるといってよい。

日本一に決ま った時「この喜 ぴ

を誰よ りもまず担任の田川先生にお知らせしたい」と

語 ったという本島君の言葉は真実であっただろう。

(5) 更に忘れてはならないことは、 PTAをはじめ校1く

町民の学校教育への栢極的な協力と支援である 。運動

場にある体育施設など PTAの奉仕作業によ って廃品

を利用して作 られたものも少なくない。48年に建設さ

れた学校プールも PTAを中心とした校下町民の強い

熱意が町当局を動かして作られたものである。また P

TA主催の競技会も行なわれ体力づ〈りにも 一役買 っ

ていただいている 。最近 5年の間に県 PTA連合会よ

り2回表彰をうけているはどである 。

以上述べてきたことは、とりたてて 言う はどのこと

ではないかもしれない。 しかし 、本局君が日本一の健

康優良児童に成長したことと無関係ではないであろう。

本島君の日本一の体と心は意図して作られたもので

はない。特別の指袢かあったとしヽうわけでもな〈、特

に恵まれた環境であ ったとも言えない。家庭のあたた

かい配應のもとに牒村の生活の中から自然に生まれて

きたものと言える。そして、それこそが本当の他康擾

良児と 言えるのでは ないかという気かする 。

ご家族の今 日までの ご養育に対し敬意を表するとと

もに、本），:,)君かこのたぴの栄誉を重荷と感ずる ことな

く、今までど おり明る〈たくましく成長していかれる

よう 期待するも のである 。
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おめでとう本島晃君

11月1日、帰宅するや 「さっき束京から電話、本島

君が日本一 にな ったと。」妻の笑顔の声、私は半信半疑、

すぐ自宅、東京へと、たしかめる 。喜びと感謝の電話

を入れる 。 「よ〈やった。」すぐ 眼前に先日までの晃君

の姿か浮かんでくる 。東京へ出発の朝の駅頭での見送

り 「特選にな ったのだから、気楽に今までの通り頑張

ってこいよ 。」はにかみなから「し っかり頑張ってきま

す。」と旅立った頻・・・・・・・・・

前日まで、放課後、全国審壺のための練習と、 10月

30日に行なわれる町サッカー大会の線習 、しかも、セ

ンターフォードとしてチームの大黒柱、毎日卒先して

主将としての重責を果してきた晃君、22日頃全国審査

の 日程が とど〈、 都合の悪い ことには、 30日は出発す

る日にな っている 。サ ッカー大会には出場できない。

エースを一枚欠いたのでは、戦力はグーンと落ちる 。

「な一んじゃ。」

チームメートの落胆の色はか〈せない。

「すまなしヽ けど、 どうにもならなし、な」

「ぼくは、東京でがんばるから、みんなぽくの分もか

んばって〈れ、行く日まで練習はカーぱいがんばる

ょ。」

チームメートのさびしし、顔、 そして笑顔・・・・・・・・・

それからの毎日、二軍に入 って線習試合の相手、ひま

を見ては、審査への運動練習、こうして出発前の29日

まで練習は続けられた。明日の朝出発にもかかわらす

おそくまで、チームの純習と、自分の純習と、そして

にわとり当番として仕事を終えて、 1交門を出たのは 、

あたりが賠〈なった夕森であ った。

そして、栄ある健康俊良児日本一·…•……• そのまじ

めさ 、級友への思いやり、しんの強さが..……• そのに

じみ出る、子どもらしい子どもとして高〈評価 され 、

きっとペストを発揮したのだ。 「よくやっ た。」ジーン

と胸にこみ上げてくるものと禁じ得なか った。

クラスメート 20人の祝福の嵐、思い思いの ことばを

担任 田 川 庄一郎

白布にしたため、表彰式に参列する 。朝日講堂での表

彰式、表彰会長から

日本一福井県……正式発表、母子そろって宜状柘の

授与、坦上で堂々と答辞を述べる晃君、牒村の男子わ

ずか12名の中から選ばれた、日本一の代表、たのもし

い姿、感無罷、生涯忘れることのできない、喜びと感

激に思わず落ちる涙を止めることかできなか った。

晃君どの直接の出会いは、私か 4年の担任からはじ

まり、毎日を共に生活しただけに、あまりにも身近か

すぎて、日本一 などとは 、想像もしたこともな〈 、期

待もしたことはなかった。しかし静かに、かえりみる

とき、やは り日本一 に値する子どもであ ったと思う 。

6年になって調査票をみて、担任として、今まで 6

年児童の中では、特に欠点はないパランスのとれた子

どもてあり、級中では、すば抜けた素質の子どもであ

るとの判断で応硲したので、 5年までは、健康悛良児

つ〈りなどの特別の努力とか指導はしなか ったのであ

る。 これは、本人の努力の梢み重ねと、まわりの環焼

（家庭、学校）か自然に育ててい ったものと思う 。

さて、学校教育の面からは 、本校では、 2、3年前から

‘‘健康教育"体力つ〈りと建康習慣の形成に力点をお

き、全校あげて推進してきた。

5年になると、体位も体力も、ずばぬけてすぐれ、

あらゆる競技、校内外の大会には男子のリーダーとし

て、陸上 ・水泳 ・ポール ・卓球 ・機械運動に｛憂れた記

録、能力 を発揮し、万能選手とし て活躍するようにな

った、それも本人の恵まれ た素質はもち ろん、ふだん

の努力と 、大きな大会になればなるほど、練習以上の

好記録を生むのは 、内に秘めたしんの強さ 、根性の賜

と言えよう 。
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0体力、体位の記録

5年

●町陸上記録会 走高跳 Im25 1位

●郡 II ii 1 m28 新記録 1位

6年

●町陸上記録会 100m 13秒 9 1位

走高跳 1 m37 1位

●県下一回学童陸上記録会走高跳 1m35 2位

走巾跳 4m70 2位

●郡陸上記録会 走高跳 1m 381位

全国審査会 (10月31日-11月1日）

身長 162.6 Cm 、走巾跳 4 m91 

体重 54.0kg 懸すい 8回

胸囲 84.0cm ポール 56m 

学習面では、正しい理解力、論理的思考力、記憶力

など、すばらしい能力をもち 、あらゆる課題を自主的

に取 り組み、がんば り通す意志の強い面を持 って いる。

そして少しも、えらぷ ったところもなく 、誰とでも協

力的に学習している 。

現在は級長と代表委員会議長、テレピ部部長 （委員

会活動）などをつとめ 、 明る＜楽しい学校づくりを梢

極的にはげんでいる 。級友たちからは、アキ、と呼ば

れても笑顔で交わし、男女を問わず、いまだ一度も 、

けんかをしたことを見たことがない、温駆で、太腹で

また細かいところまで気がつ〈性格である 。

「力が強く てもいばらなし 、」

「やさしい」

「友だちの好き嫌いかない」

「勉強も運動もよ〈できる」

「スーパーマン」……など級友の人物評である 。級

中随一の1討望を比めている 。

このたぴ、心身共に健康で、 日本一の輝かしい栄誉

を ,I&~ たヽ ことは、はんとうに 、すばらししヽ こと で、 こ

れから の 人間 として 、健康に生き 抜 〈 出発，•.'.o: である 。

作文にも記されてあ ったように、この陰には、これ

までに有てあげて下さ ったご両親の愛梢と、忠まれた

環境、いろいろ細かくご指j井下さ った多く の先生方、

地域の方々 、それと共に、 IIJ/Jまし合い、競いあ った多

〈の友達の ことを忘れてはな らない。

今後の決意に

「ぼ〈は 日本一にな っても特別に変 って はいない。」

「今までのままの自分で、一生けんめいがんばり た

1, oヽ」

「発言をもう 少し活発にしよう 。」

と書いてあっ たが、近頃、表彰前よ りは、一段 と活発

に成長してい〈様子が見られ、頼もし〈思 って いる 。

将来の 日本一中学生

将来の日本一高校生

将来の 日本一社会人

を目ざし、大きな希望を夢に 、大 き〈羽ばたくこと

を心か ら祈 ってい る

晃の日本一に思う

母本島美智子

日本一と 言う言菜は、私のような平凡な家庭には手

の届かな い麻ぃ〇)j-にあり、全 く緑の ないものと思 って

おりましたが、この日本一を私の二男兄がし っかりと

掌中にwったのです。

11月2日私は、他康俊良児中央審杏会場の付添人控

宅で、兄(1).番介結果 を他の付添の 人と待って おりまし

t・ 、.0 

私はそ の時、光が他康擾良児窟特選児窟に選ばれ、

その付派いとして束京まで来ら れた事にもう禍 ち足り

た幸村，i感で一ぱし、でした。ですから 、日本ー などと言

う ·J•; は全〈名えても 兄なか ったのです。

引年会館に特選児窟が巣また時も 、児は中位の体位
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しかなか ったし、付添の方々を見ても皆自信た っぷ り

な方ばかりでしたから、特選児童に選ばれたことが全

＜幸運であ ったと思っておりました。

しかし、前日行なわれた体カテストの結果について

晃から今までにない良い記録を出したと聞いておりま

したので、私もやはり親馬鹿の一人でしょうか、 「も

しかすると日本一に」との思いがフウッと私の頭の中

に浮ばないでもありませんでした。

そして、とうとう審査結果の発表の時がきたのです。

係の人か 「日本一健康擾良 児童は福井県代表本島晃

と決定致しました」と発表した時、私は夢ではないだ

ろうかと全く信じられませんでした。後にな って不思

議に思ったのですか、涙もろい私は、その時涙が全く

出ませんでした。あまりに感激か大き過ぎたためだ っ

たのでしょう 。いやそれもありますか、私はその瞬間

事のあまりにも重大さに緊張の方が大きか ったためだ

と思います。

東京から の帰 りに、駅前で校長先生をはじめ諸先生

方、 PTAの役員の方、六年のクラス全員の歓迎を受

けた時、はじめて日本一の感激か実感として私の胸を

熱〈し泣けてきました。

晃は、生れつきのスポーツ好きのようでした。近所

の子供達の野球を見て、父親にキャッチポールの相手

をせがんだのは 4オの時でしたが、幼稚園へ行〈よう

になってからは、小学校の上級生のソ 7 トボールチー

ムに仲間入りしても、競技できる〈 らい上達し、ます

ますスポーツに熱中するようにな ったようです。

小学校へ入 ってからは、学校が小さく生徒数か少い

こともあ って、 3年生になると体格の大きい方であ っ

た晃は、好むと好まざるとにかかわらず、陸上競技を

はじめ、ソフトポール・サ ッカー ・卓球とはとんどの

スポーツの選手に選ばれました。

近年は、伊井小学校が「体育教育研究校」として体

育については、特別な力を入れている事もあ って、毎

日遅くまでの猛練習に、体力だけでな く運動機能も鍛

えられたようです。

そのために、毎日の食事が大変で我か家の経済をゆ

るがすばかりの健咲ぶりを示し、私は毎日の炊事にt喜

しい悲鳴をあげております。

私は、身長が 150センチくらいで、子供の時から背

の低い事にコンプレックスをもっておりましたので、

子供だけは何とか人並みの背丈にしたいと日頃思って

おり、栄養面には苦しい家計をやり〈りして気を配っ

ておりましたが、これかよもや日本一の健康優良児を

育てることになるとは、夢にも思っていませんでした。

また晃が日本一になれたのは、児童の面倒を見る事に

非常に熱心な田川先生が担任であ つた事も幸運でした。

健康俊良児童の審査に参加してはと相談があ った時、

私は、田舎のしかも全校児童 160人足らずの学校で、

体格が他の生徒より少しばかり優れているからと言 っ

て、健康優良児と 言われる資格等はないとお断りしま

したが、しかし先生のた ってのおすすめにより参加す

ることにな ったのです。

全国には、晃よりまだ1憂秀な健康優良児でありなか

ら、担任の先生か手続きを面倒がった ために日本一の

栄誉を逃がした不運な児童もおられたのではないでし

ょうか。

晃か日本一健康俊良児童の栄誉を得られたのは、 何

と言っ ても伊井小学校の、このようなすばらしい教育

環境に恵まれたお陰でありまして、校長先生をはじめ

担任の先生、諸先生方に心から感謝申し上げたいと思

います。

晃が今回の健康優良児童の審査結果において日本一

の栄営を得た事は、まず一番私の喜びですが、それよ

I) も私を喜ばせてくれた事は 、晃の性格の 中に私が今

までに全く知らなか った精神的な強さ、即ち、根性が

培われてお った事であります。それは中央審査の体力

テストにおいて、自己の最高記録を発揮した事です。

日頃の実力を出し切れなか った児童もあ ったと聞いて

おりますのに、今までは 6回以上は絶対できなかった

懸垂を 8回まで頑張った根性は、私達両親には全〈無

い素質であり、これは、日常の体育の猛練習により身

につけたものと思います。

夏休みに行なわれた県の体育記録会に出場するため、

タやみせまるまでの猛練習においても、何一つ弱音を

吐かず、体育の先生か感心するくらいの頑張りを見せ

たそうです。その結果、走り高跳、走巾跳に県第 2位

の記録を 出しております。

我か子に対してこ のような賛辞を述べることは、親

馬鹿の見本みたいと言われるかも知れませんが、願わ

〈ば、この身につけた根性を何時までも失うことな〈

また、日本一と 言 う事におごる事な〈、将来とも勉学

に、スボーツに頑張り、日本一健康優良児童の健在ぷ

リを示すような社会人になってはしいと、親馬鹿は期

待して止みません。

これから の晃について 、私が最も心配する事は、晃

はまだ人間としては未完成の小学 6年生です。 日本一

と言う事が、晃の肩に重くのしかかり、これからの長

い人生航路の重荷となりはしないかと 言う事です。

何とぞまわり の人々も、晃に対して日本一と 言う事
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で特別扱いにせず、今までどおりの変らないご指祁と

ご慈愛を賜りま す事をお願いすると ともに、晃の日本

一健康俊良児により、日本一と 言 うものかどこにでも

誰にでも、手にするチャンスがあるものだと 言 うこと

で、伊井小学校の児童達の、今後に多少の励みともな

れば幸と存じます。

日本一に選ばれて

ぽ〈は、 11月 3日、全国健康擾良児童の審査で、日

本一に選ばれたわけですか、それまでに、苦しかった

ことなど、いろい ろな ことがありました。

はじめて健康優良児童審査会のあることを知 ったの

は、 6月ごろでした。

放課後、先生がばくを呼ぴ出して、

「今、郡の他康優良児童審査会の通知が来ているけれ

ども、一度受けてみないか。君だったら、いい所ま

でいくと思うがねoJ

と、いわれました。けれども、ぽくにとっては、健康

優良児童という言葉は、はじめてだっ たのでよ〈わか

りませんでした。

その後、先生から説明して〈ださって、健康俊良児

童審査会というのは 、毎年や っている大会で、走り幅

跳び、 50メートル走、ソフトポール投げ、けんすいの

成紹と体格のいい 児童を選ぷ、審査会だということか

初めてわかりました。大会は、郡から県へ、県から全

国まで、大会があるということで、日本一だなんて、

どうがんばっても、なれやしないと思ってしヽました。

先生の話によると、この学校からも、何人か、審ー在会

に出したそうですが、いつも、し、い成績でないという

ことで、ぽ くは 、ちょ っと 心配になりました。でもや

ってみな〈ては 、わか らないと 思 って練習をや り始め

ました。

でも、練習をしている時に、時々いやだなあと思っ

たり、練習をさぽったりしてしヽたけれども、い っし ょ

に練背をしてくれる友だちに、はげまされたので、し

っかり錬料をやり始めました。

その成果があ って か、郡でも県でも一位になりまし

た。 そして、全国特選健WI岱良児窟に選ばれた時は、

家の人や、学校の先生方や友だちをはじめ 、視せきの

人や、近所の人に、とても灼んでもらしヽました。

本 島 晃

東京へ行〈日の朝、先生や PTAの人たちに、見送

りに来てしヽただき、

「全国で十人の中に入 ったのだから、あま ＇）かた〈な

らないで、いつも錬習をしている時のような気持ち

で、自分の持っている能力をふりしばって、しっか

りがんばってきなさい 。」

と、いわれました。その時、しま〈は、来てくださった

人たちに、

「しっか りかんばってきます。」

と、力強く、答えました。

検究の時、ぽくは、自分の持って いる能力を全部出

し切 って力い っぱいがんばりました。

記録は、ふだんの記録をはるかに上回るという結果

になりました。

発表の時「力いっぱいかんばったのだからもうどう

なって もし、し、な」と、思 って いました。係の人が、

「そ れでは、昭和49年度の、他康俊良児窟日本一を 発

表します。」

と、 しヽった時

「もしかすると、ぽくの名まえを呼ぷみたいだな。」

と、ば〈は思し、ました。

「男子• 日本一は、輻井県代表の本},・，';兄君です。」

その声をIHJいた時「や った」と思いました。 それと同

時に、思 った通りな ってしまったので、ぴっ〈りしま

した。

ぱ〈が日本一になれたのは、ここまで有ててし、ただ

いた両親、いろいろ指i#.していただいた先生方、それ

に、いっしょに純料してくれた友だちのおかげだと、

感謝しています。

表彰の時、朝日新聞社の社l<さんから買状と楯を頂

きとても感激しました。 この感激を忘れずに、日本 一

にはしなしヽよう立派な中学生に、 なりたし、と思し まヽす。
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鈴木浩美さんの受賞に思う

本校が相模川の東岸河川敷に建設されたのは、昭和

44年春のことでした 。私は、 47年 9月の赴任で当時の様

子はよ〈判りませんが、聞〈ところによれば、全校児

童 7割以上が団地っ子で、明朗で社交性があり、体位

も恵まれている反面、いわゆるもやし っ子が多〈、ね

ばり強い意志と体力に欠けていたと言われます。とぴ

箱をとぺる子は少な〈、さか上がりもマット運動もお

ぽつかない様子を見て 、これではいけないと全校をあ

げて体力づくりに取り組んだのであります。

きょう 1月14日は、全校凧上げ大会です。大山おろ

しの寒風の中で、子どもたちは元気い っぱいに運動場

をかけまわっています。干数百の大小の凧が青空に乱

舞する様は、まことに壮観と言えるでしょう 。あの子

どもたちの中に、健康優良児日本一の栄冠を得た鈴木

浩美さんも平凡な一人の児童としてi喜々の声をあげて

とぴはねています。そう思うと、まことに感無醤なも

のがあります。

鈴木浩美さんを学校代表として推せんした時、日本

ーになろうとは、正直言 って想像もしていませんでし

た。健康 ・体カ・学業 ・性格のどれをと っても1憂秀で

あることは承知していましたが、どちらかと言えばお

っと りとした感じでいかにも 子どもらしく、大人なみ

の背の高さもあまり目立たないくらいでした。 しかし

こうして日本一の栄冠を獲得されたいま、あの広い表

彰式場で、各地方代表の特選児童に互していささかの

遜色もなく、ひいき目にもせよ 、大き〈ぬきん出て堂

々としている姿を見て、ああや っぱ りと一人頷いたこ

とでした。

浩美さんは 、児童会の代表委員会議長の他、運営委

員長、学級委員 、バレ一部々長など、六年生として全

校のお姉さん役をつとめていますが、担任の北原先生

のお話しでは、自分から進んで団地周辺のマラソンを

励行するなど、行動が積極的で意志の強い反面、思い

茅ケ崎市立柳島小学校

校K 飯尾福治

やりが深〈、相手の立場に立って考えることができる

ので、級友の信望があついのだそうです。

しかし、本人の努力は当然のこととして、そ の陰にご

両親のご丹精のあ ったことを見逃すことはできません。

団地のご〈普通のこ家庭と拝見しますが、そ の平凡な

日常の中に子どもに対する深い愛情と、教育へのすぐ

ぐれた見識が沿んでいたのでしょう 。私はこ の点に心

か らの敬慈をささげるものであります。

子どもの健全な成長は 、浩美さんの例にまつまでも

な く、本人の査質と同時に、よい環境が何より大切で

す。家庭と学校、そし て広く地域社会が一体となって、

よりよい教育環培をつくるよう努力していかなければ

なりません。本校では体育を中心とした体力づ〈＇）を

進めるとともに、県 ・市当局や PTAの ご援助を得て、

学園の緑化にも取り組んでおります。

今後も、この名菅ある表彰を契機として、緑に恵まれ

た環境の中でより底辺の厚い、全校あげて の健康俊良

児を育てていきたいと念願しております。

日本一健康俊良児表彰式後横浜市の国立「こども

の国」にて
（朝日新聞社提供）
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浩美さんの

未来に

担任

北原由紀子

黙々と学習にとり〈み、整然と解答する浩美さん。

霜どけにぬかるんだ校庭で泥だらけになってサッカー

ポールを追う浩美さん。学級会や代表委員会で、みん

なの慈見を懸命に引き出し、まとめてい〈浩美さん。

消掃の済んだ教室をもう 1度ていねいに見直している

浩美さん。間違いがあるとニコッと笑い、それから真

顔になってその原因を追いはじめる浩美さん。いつも

みんなの期待に応えて〈れる浩美さんでした。

4年生のときから受け持って、いろ いろな場面で彼

女の健康俊良児に相応しい；食質を見てきていながら、

「日本一」の報はやはり妍しい誘きでした。39人のク

ラスメートとの学校生活の中では 、彼女が比較的苦労

とか、 血のにじむような努力とかい ったこととは、緑

の博い児童であ ったせいかも知れません。

学料にも遊びにも 、いつも 伸 ぴ伸 ぴと参加していま

した。その体格だけでな〈、彼女の日常の行動が感じ

させる大きさを 、彼女の級友達といっしょに 、いつか

あたりまえのように思 ってきたのでした。

ですから 、今回の受賞のお祝いも 、真先に「おめで

とうございます」と申し上げたか ったのは、浩美さん

の御両親に対してでした。子の成長に心を砕〈のは、

どこの視御さん で も[,i]じでしょうが、沿必さんに索ll1'i

らしい沢質を与えはぐくんできた最大の楊は家庭に他

ならなし、のですから。

そして、未来（これから）に大きな希望と拶を託し

ている浩美さんには、非常に厳しいものではあります

が、あらゆる励ましを龍めて、表彰式場で滸介委員扶

が言われた。

「今日の健康擾良児、明日 の（没良児ではない」

ということばが、何よ＇）のはなむけのように思われま

す。

今後多く の目が彼女に注がれ ていくでしょう。 同時

に浩美さんも、自分自身をしっかりと見詰め周囲を見

詰めて、より広い社会に触れ、心身 ともに健康な社会

人に成長していくことと思います。

「健康俊良児女子日本一神奈川県茅ケ崎市立柳島小

学校鈴木浩美さん」と 、11月3日朝日新聞社の講堂で

受けた表彰式の感激は、当の浩美はもとよ り家族にと

っても生i駐心 に残る大きな喜ぴの一つとな りました。

生まれた時は体猿2800g身長50cmと標準をやや下回

る身体で、母乳か一滴も出ず人工栄養でしたが、病気

一つする ことな〈脊てる事ができました ,1•; は、母親と

して幸せに思 ってお ります。思 えば誕生から今 日まで

私が心がけて参りました事と 云へば、 規削正しい生活

をする ·J•; と食ぺ物の好き嫌いをさせなかったことくら

し、でした。

柳，I贔小学校開校と同時に入学した浩美も、もう 6年

生、当時は述動場も広〈、 学校の行き帰 リの道沿いは

阻李おりおりの自然にふれ、そのうえil1i:にも近く、 夏

には真黙に日焼けして、クロンポコンク ールで 1位と

なりクロ美のあだ名をし、たゞ〈はどで、 とても 恵まれ

た閑境でした。

丈夫だったせいかスボーツを 好み、 3年生よ り団地

内のスボーツ 少年団パレ 一部に入団し 、東洋の唸女に

あこがれ、早〈もオリンビックに夢をはしらせてお り

ます。

47年度には、柑I)} ;.~ 小学校か市体宥研究指定校と なり、

先生方が児窟の健康教有に並々ならぬ努力を払われ た
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ことか、このたぴの受賞につなかったも の と、校長先生

をはじめ、諸先生方に厚くお礼を申し上げる次第でこ

ざI, まヽす。

浩美も 4月から中学生となりますか、昨年来の悪性

インフレによる物価高騰、交通戦争、光化学スモ ッグ

無秩序な開発に伴う自然破壊、そしてまもなくふりか

日本一決定までの 3時間余の間、私は、審査にはベ

ストをつくしたのだから、日本一になれなくても…。

と思しヽながらも、一方では、日本一になれたら…。 と

思 っていました。

「女子日本一、神奈川県 鈴木浩美さん。」 の発表に 、

私はもう天にも昇る気持ちでした。

ふり辿ってみると、学校代表となり、市の審壺会に

臨んだ時から、自分でも情けなくなるはど、けん垂の

記録が悪か ったので、その練習を主として、/7トポー

ル投げ等のトレーニングにはげみました。

中央審究会でもけん垂の記録か伸ぴたこと か、何よ

りもうれしか ったです。

＜随想＞ 肝油と共に

カタ、カタ、 トン、 トン、コト、コト、肝油の缶を

振りながら保健室に近づくこどもの足音。来たな，

私はしごとの手をやめて待つ。

「カンユクダタイ」 「先生、肝油も っていくよ」ある

いは無言で肝油をつかむ子、小学部 1年生から中学部

3年生までの巾広い学年層からくるこども達の姿はさ

か っ て来る受験戦争• …..等と受難か待ちかまへており

ます。

これまでの他康を過信することなく、健康教育の趣

旨を理解して、この賞に恥じる事のない人生を歩んで

はしいと願ってお＇）ます 。

日本一になって

鈴 木浩美

でも、私か日本一にな ったことは、もちろん自分ー

人の力では、ありません。

幼稚園、小学校の先生方、スポーツ少年団の指専者

の皆様の愛情のこもったご指遠と学校のたくさんのお

友達の友情、そして両親のおかげなのです。

発表の後、審査委員長の先生か

「この表彰は第一歩です。 これからも、立派な社会人

にな ってください」

と、お っしゃいました。

私は、このことば通り、立派な社会人になるよう、

努力していきたいと思います。

千葉市立養護学校

養護教諭及川 う た

まざまであるか、自分の学級の人数分だけの肝油を数

えてもっていくのが本校保健部の係活動の一つである 。

知恵おくれを対象とする本校の児童• 生徒の中には

一人当り 2粒のijf油を学級の人数分だけ数えられなか

ったり、間違うのは当然である 。指を折りなから数え

る子、 1、 2、 3、4と声をたてれば数かできるのに、
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肝油をもっと口か手かパラパラになってしまう子、叶

日は 5つまでできたのにきようは 6つとは進めない子

丸1カ年かか ってもついに10の数か覚えられな〈て、

1枚の厚紙に学級のお友達の似頻を画いて 、そ の上に

肝油を覆いていくことで肝油くばりができた生徒もあ

ったが、数の勉強のお手伝いも根気かいるし 、教材の

創意工夫？も保健室で行なう私の個人指科の一端であ

ろう。このように、毎 日、肝油 を通して こどもとのふれ

あいのひとときがあるが私の生きかいもあるように

思 う。

さて、私と肝油の出合いはこうてある 。年令かわか

ってしまうけれど、昭和の初期に現在の千葉市立本町

小学校に入学した。歴史と伝統を誇る小学校で、当時

全国でも有数な学校保健優秀校であったそうで、その

ころの研究物が現在も貴重とされている 。 この小

学校に入学し た私は幸運ともいえるか、 子どもの

ころは体が弱 〈、青ぴょうたん 、こんに ゃくさん

おばあさんなどと有難くないあだ名と、健康診断

では栄養と概評か丙をつけられて虚弱児の見本で

あ ったらしい 。体育もい つも見学はか りで雨降り

は殊にうれしかったと覚えている。学校保他の先

進校であったのでいろいろな対策とその恩心にあ

ずかった 。 その一つが肝油である 。

昔の肝油

猪口（チョコ ）のような器にドロリとした液体

が注がれそれを飲まされた、生臭さとヌルリとし

た舌ざわりに毎日泣く思いであった 。 目を閉じ、

鼻をつまみー息にのもうとするかのめるものでは

ない、当時最高の栄養剤であ ったのだろうか、体

が丈夫になれると信じてかまんの子をつづけた、

1日 2銭の肝油代金も 忘れられない 。

与える身とな って

おかげをも って何年か後に、現千葉市立新宿小

学校、当時千葉第一小学校に養護訓消として奉職

する身とな った、大東亜戦争がおこり、軍国日本、

強兵政策が とられて 教育 の中に鍛錬と蓑護の言葉

か多く用いられた、そのころとしては珍らしく身

体虚弱児を対象にした養護学級が三学級も設箇さ

れて、私の執務の中にその子ども達の指材があっ

た。世話を受けた身かこんどはお返しする番である。

肝油も次第に改良されて 、注入器で口にいれてはすぐ

に口なおし のド ロップかついていた。 きめられた時間

に養護学級にいつては肝油を与え、その他太陽灯照射

特別身体検査が行なわれたり、私の執務内容もいまの

言築でいうと心身に問題をもつ子どもの保健教育に傾

注した。若き日の思い出として今もたのしいが、しか

し、戦局は日毎に不利とな って物竹不足、肝油もいつ

か中止になってしま った。更に終戦、食柑事梢のひっ

迫、諸条件の悪化て、子どもたちの体位はどんどん低

下し憂應悲しむぺき状態にな って し、 った。

投護学級の再開と ll-1惰h

昭和31年 5月、現新宿小学校に虚弱児対象の養護学

級か新設された。戦後10年まだ結核か多く発育不良、

肢体不自由児もいたが毎日の肝油投与かとりいれられ

た。肝油は更に改善されて柏衣錠となり、子ども達に

好まれたことはよろこはしい。

養護学校での肝油

昭和39年 4月20有余年お世話にな った新宿小学校か

ら干薬市立養護学校に転任した。生徒数は少いが、ひ

とりひとりの心身に何らかの障害かあって保健面での

対策も重要視されている 。特に身体発育の遅れ、栄蓑

のアンパランス、行動の不活発、保健的習慣などがあ

げられるか、体力づくりとして肝油が職員よリ提案さ

れて実施にうつ ったか、 10年を過ぎた今も毎日継続さ

れている 。肝油にまつわる話題も多い、夏休用の 1. 缶

を持参させたら一度に食ぺてしまった子、ある 時は体

育時にこどものトレ パンから肝油がこばれ落ちたこと、

美味しいので保健室から一つかみ失敬してトレパンの

ポケットにしヽれておしヽたのかうっか りパレてしまっ た

話、 他は略させ てもらおう。

40日間の夏休みが終ったいま、 子ど も達の健康状況

が一番気逍いであり、私の神経が緊張しているときで

ある、でも、みんな元気で目立つ体重減少者もいない。

これも毎日服用する肝油の賜かとも思う 。

肝油と共に歩んだといっても過言でない私、次代を

背負う子ども達の健やかな成長を祈 ってペンを箇く。

49. 9. 7 

あとがき
● 恒例による表彰式場で、朝日新聞社々長のあいさ つ

審査委員長の経過報告、文部・厚生両大臣の祝辞、そ

して、むぺなる かなと肯ける日本一に選ばれた学校長

・児童の答辞、さら には、日本一となっ た先輩たちの

紹介と、型通りの進行でありながら、いつも新しい感

激に胸の迫る思いが湧くのはなぜであろうか。

● また、年1回この特集のためにお寄稿いただいた玉

稿を編集しながら、そのご努力に対し尊敬の念が高ぷ

るのはなぜであろうか。

● お忙しい中からのご寄稿に感謝するとともに、より

一層のご発展とご多幸を祈ります。



昭和49年度健康優良学校・児童

健康 優 良 ....... 子 校 健 康 優 良 児 童

日本一 行森県三戸郡五戸町立五戸小学校
日本 一 本 島 晃 棉井県坂井郡金津町立伊井小学校

＋ 男
特選高橋裕彦窮城県古川市立古）II第一小学校

特 逍 岡山県赤柁郡瀬戸町立江西小学校
石井拇幸秋田県横手市立栄小学校

愛知県岡崎市立連尺小学校 渡部浩司 山 形県洒田市立松陵 小学校
...... 子

熊本県熊本市立城東小学校
足立 賢東京都新宿区立戸山小学校

級 佐々木 『｛ 神奈川県小田原市立応水小学校

以
神奈川県小田原市立本町小学校 山下 正純静岡県慇田市立束部小学校

都道府県代表校代表 久木 晃 石川県鳳至郡門前町立櫛比小学校
上 子

重本 序 島 根 県 大 田 市 立 大 田 小 学 校
栃木県塩谷郡裔根沢町立阿久津小学校 佐々木啓ー 大分県大分市立竹中小学校

日本一 静岡県静岡市立消沢小学校 日本一 鈴木 浩美 神奈川県茅ケ崎市立柳島小学校

十 特選島根県松江市立本庄小学校 女
特選菅原由美宮城県仙台市立原町小学校

大隅しげ子秋田県横手市立栄小学校
畜山県砺波市立東野尻小学校

薄井孝十茨城県日立市立助川小学校

学 茨城県結城市立紺川小学校 渡辺久美子束京都中央区立築地小学校

級 香川県三豊郡翌中町立笠I.H小学校 松尾 金 新糾県新篠）市立東山ノ下小学校

以 都道府県代表校代表
石 井 佳 子 三軍 県鈴鹿市立飯野小学校

室 貼美 腐山県西砺波郡福岡町立福岡小学校
下 山口県厚狭郡山陽町立原賜小学校 子

山奥秤子香川県裔松市立亀阜小学校

赤澤 i'H 愛媛県松山市立道後 小学校
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