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第 17 回 日本教育保健・年次大会「紙上発表集」の発刊にあたって 

 

年次大会長 近藤 真庸（岐阜大学教授） 

 

 2020 年３月７日から８日までの２日間、JR 岐阜駅直結徒歩３分、しかも 600 人収容のホー

ルと大小８つの会議室・研修室を備えた岐阜市文化産業会館（じゅうろくプラザ）は、全国各地

から、そして岐阜県内だけでなく愛知、三重、静岡などの近隣から集結した多くの参加者で埋め

尽くされ、熱い討論がおこなわれるはずでした。 

 記録をみると、年次大会の開幕の１か月前の２月７日の夜、準備委員会では“プレ企画”とし

て「研究フォーラム」を岐阜市女性センターで開催し、終了後、最後の打ち合わせをおこなって

います。この日、マスクを着用して参加した人は誰もいませんでした。 

もちろん、新型コロナウイルスによる感染のニュースは耳にしていました。しかし、まだその

頃は、海外渡航者の問題としか認識しておらず、その僅か２週間後、感染拡大防止を理由に年次

大会「中止」の決定をすることになるとは想像していませんでした。 

シンポジウム、特別報告、教育講演、特別報告、一般研究発表、課題別セッション、自主フォ

ーラムの報告者の方々から届けられた発表概要を収載した「講演集」の編集も進み、印刷屋さん

への入稿を翌日に控えた時点（２月 25 日の早朝）での決断でした（詳しい経緯は【資料】参照）。 

準備委員会では、直ちに、年次大会の「中止」を学会 HP で告知し、併せて、報告者の方々に

対してメールで「中止」のお知らせをしたあと、「講演集」の入稿を一時ストップし、発表概要

の取り扱いについては、常任理事会で検討に委ねることにしました。 

その結果、一般研究発表については報告者ご本人の了解を得たうえで「紙上発表」とすること

が承認されました。「講演集」ではなく「紙上発表集」とした所以です。 

なお、本冊子には、一般研究発表だけでなく、課題別セッションでの報告、および特別報告の

発表概要も掲載されています。これをもとに、紙上討論や意見交流が活発に展開されることを期

待しています。 

 また、現地特別企画（シンポジウム、教育講演、自主フォーラム）については、本冊子への掲

載を見送りました。“幻の企画”となってしまいましたが、今後の年次学会や研究フォーラムで

実現されることを願っています。 

最後に、開催することは叶いませんでしたが、「第 17 回 日本教育保健学会・年次大会 ＩＮ

岐阜」の企画・準備にあたってお世話をいただいた皆様に対して、準備委員会を代表して心から

お礼を申し上げ、「紙上発表集」の発刊にあたってのご挨拶とさせていただきます。 
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【資料】  

  下記の文書は、第 17 回 年次大会の準備から「中止」決定までとその後の処理について、理事会（「文

書会議」）に報告したものです。 

 

                                2020 年３月７日                               

 《理事会への報告》  

         第 17 回目の年次大会の開催中止にあたって 

         － 準備から「中止」決定まで、そしてその後－ 

                    年次大会長 近藤 真庸（岐阜大学教授） 

 

 「研究会時代」を含めて初めて九州地区で開かれた、九州女子短期大学での昨年（第 16 回）

の年次大会から１年が経過し、17 回目となる今年は、岐阜での初めての開催となるはずでした。 

 昨年の総会の場で年次大会長の役割を任されることになり、この１年間、岐阜の仲間たちと一

緒に準備を進めてきました。 

最初の仕事は、参加者が快適な環境で過ごすことができる会場を確保することでした。岐阜と

いう土地は、３月初旬でも降雪に見舞われることがあるため、最寄り駅からのアクセスの良さを

会場選定にあたっての第１番目の条件としました。幸い、じゅうろくプラザという JR 岐阜駅直

結徒歩３分、しかも 600 人収容のホールと大小８つの会議室・研修室を備えた施設を確保する

ことができました。 

 会場が決まれば、あとはプログラムです。大会テーマは、研究プロジェクトがまとめた報告集

『教育保健研究の成果と課題』（2019）を踏まえたもの（「子どもの教育現実＝保健現実をとら

え、問題解決の筋道を探る － 教育保健学の役割と可能性」）としました。 

問題は、いかにして参加者を組織するかです。例年の参加者数は２日間で延べ 150 人から 200

人ほどですから、当日会員だけではホールの２割程度しかカバーすることはできません。そこで、

第１日目を「一般公開」プログラムとして、広く市民や学生、地元の教育関係者・保健医療関係

者が「ぜひ聴きたい！」と思うようなテーマでかつ教育保健研究として本質的でタイムリーな話

題を取り上げ、それに最もふさわしい演者に話題提供をしていただくことにし、交渉にあたりま

した。 

昨年７月に岐阜市の中学校で起きた「いじめ・自殺」事件では、岡本 綾さん（NHK 岐阜放

送）と制野俊弘さん（和光大学）。スマホ依存・中毒への懸念がひろがるなかでの文科省の小・

中学校への持ち込み“容認”発言については竹内和雄さん（兵庫県立大学）。頻発する子どもの

虐待については堀場純矢さん（日本福祉大学）、保健センターを核にした 20 年間に及ぶ子ども

の心を育てる取り組みについては黒宮孝子さん（愛西市保健センター）。みなさんが快諾してく

ださったおかげで、参加者が一堂に会し、全員で問題を共有することができるような構成が可能

となりました。 

 自主フォーラムは、男性養護教諭の市川恭平さん（愛知・会員）と津馬史壮さん（岐阜・会員）

が真っ先に手を挙げてくれました。全国にいる「友の会」のメンバーに呼びかけ、100 名規模の

イベントを企画してくれたのです。また、藤田和也さん（名誉会員）が世話人として企画した「教

育保健の蓄積から学ぶ」、元・岐阜県養護教諭であり学校看護婦史研究者でもある小森あけみさ

ん（会員）のフィールドワークを軸にしたプログラムなど、魅力的な企画が３本揃いました。 
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そこで、「ニューズレター№ 83」の巻頭に、私は、全国各地の会員に参加を呼びかける、次

のようなアピール文（2020.2.20）を寄稿することにしました。 

 

2020.2.20 

第 17 回 日本教育保健学会・年次大会 IN 岐阜 の開催にあたって 

     － NHK 大河ドラマ「麒麟がくる」ゆかりの地へようこそ － 

                年次大会長 近藤 真庸（岐阜大学・日本教育保健学会理事長） 

 

第 17 回目の日本教育保健学会・年次大会を、岐阜市の「じゅうろくプラザ」で開催する運びとなりま

した。岐阜での開催は、学会の前身である「教育保健研究会」時代も含めても初めてのことです。 

メインテーマは、「子どもの教育現実＝保健現実をとらえ、問題解決の筋道を探る － 教育保健学の

役割と可能性」です。 

第Ⅰ日目は「一般公開」プログラムとしても位置づけ、午前中のシンポジウム「『いじめ・自殺』事件

とその背景 － 教育保健の視点で読み解く」では、昨年７月に岐阜市で起きた、中学３年生「いじめ・

自殺」事件の背景にある子どもと教師を取り巻く学校現場の現実を解明し、「いのちを守り、育てる」指

導のあり方について、制野俊弘さん（和光大学）のコメントを手がかりにして、参加者のみなさんと活

発な意見交流をしたいと思っています。 

また、愛西市という“小さな町での 20 年にわたる大きな取り組み”の「特別報告」も見逃すことができ

ません。保健センターが軸となって地域・学校・家庭の連携によって発達段階にふさわしいプログラム

を考案して、実践と検証を重ねながら、子どもの心の健康づくりの取り組みと継続できた秘密について、

その仕掛け人である黒宮孝子（保健師）さんに語ってしていただきます。 

  午後からは、２つの「教育講演」を用意しました。トップバッターは、スマホ問題の第一人者として

各地を飛び回っている竹内和雄さん（兵庫県立大学）。続いて、児童養護施設で働いた経験もある、この

分野でいま最も注目されている堀場純矢さん日本福祉大学）に「施設で暮らす子ども」の現実からから

見える貧困の実態についてお話いたくことにしました。 

第２日目は、午前中の課題別セッション（３会場）、一般演題発表（４会場）に続く、３つの「自主フ

ォーラム」(養護教諭のルーツを探る、男性養護と語り合う、教育保健の実践に学ぶ)は、参加者のみなさ

んと一緒に作っていくプログラムです（「プログラム」参照）。 

JR 岐阜駅改札を出て、アクティブ G という、両脇におしゃれなカフェや飲食店が並ぶ通路を通過し、

ガラスの扉を開けるとそこが「じゅうろくプラザホール（600 人収容）」２階入口。駅から徒歩２分とい

う抜群のロケーションにある施設です。「全国から来ていただく参加者のみなさんに、タクシーやバスへ

の乗り継ぎもいらない、雨や雪の心配もいらないようにしたい」という思いで、１年以上前から予約し

ていたのでした。 

年次大会の事前申込割引の締め切りは 2 月末。学会 HP にリンクされた大会専用サイトからフォーム

に打ち込んで送信ボタンを押すだけで予約は完了です。いまなら間に合います。 

現地事務局では、学生・院生や教員に「一般公開」プログラムへの参加を呼びかけるため、SNS だけ

でなく、チラシと名刺サイズの「参加証」を作成し、面談でプログラムの魅力を語っています。 

会員のみなさんにお願いがあります。参加できない方も、SNS を活用して、岐阜県や愛知県在住の知

人に拡散して、大会専用サイトを開いてもらえるようお力をお貸しください。 

いま岐阜は、１月からスタートした NHK 大河ドラマ「麒麟がくる」の影響もあり、多くの観光客で
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賑わっています。せっかくの機会です。金華山や岐阜城、岐阜公園だけでなく、約 100 年前、専任学校

看護婦の草分けとして「一校一名専任駐在制」学校看護婦の誕生に尽力した「廣瀬ます」の記念碑もぜ

ひ訪れてみてください。                                                              

                                  

新型コロナウイルスの問題に直面し、開催の可否を検討する必要を意識したのは、開幕まであ

と１ヶ月を切った頃でした。常任理事メンバーの意見聴取もおこない、同時期に開催される予定

の医療・保健系学会の対応や政府・厚労省の見解についての情報、さらには、会場の環境などに

ついて担当者との協議を踏まえて検討を重ね、２月 21 日、年次大会長名で「『第 17 回 日本教

育保健学会・年次大会 IN 岐阜』（2020 年３月７日～８日）における新型コロナウイルス感

染症（COVID-19）への対応について」（2020.2.21）を大会専用サイトに掲載したのでした。 

 

2020.2.21 

      「第 17 回 日本教育保健学会・年次大会 IN 岐阜」（2020 年３月７日～８日） 

における新型コロナウイルス感染症（COVID-19）への対応について 

                       年次大会長 近藤真庸（岐阜大学教授） 

 

年次大会の開催まであと２週間となりました。 

シンポジウムや特別報告、教育講演での演者、課題別セッションや一般演題発表での報告者はじめ、

プログラムにお名前が挙がっている方々のご協力のおかげで、「冊子」の編集作業も順調に進んでいます。

ステージ上に飾る吊り看板についても、すでに業者への発注を終えました。また、事前申込みによる参

加者に加えて、この一週間で、第１日目の「一般公開」プログラムへの市民・教員からの事前申込みも

増えています。 

そうしたなかにあって、最大の懸念は、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の蔓延とそれへの対

応です。大会事務局では、参加者のみなさんへの感染を防止する観点から、実施の有無も含めた大会運

営のあり方について、同時期に開催される医療・看護系学会の学術集会等の対応や会場となる「じゅう

ろくプラザ」の環境面の配慮などの情報収集に努めるとともに、政府・厚生労働省の見解を踏まえ、学

会常任理事メンバーのご意見も伺ったうえで慎重に検討を重ねてきました。 

そのうえで、大会事務局では、現時点においては、厚生労働省の感染対策に従い、参加者のみなさん

の健康保持と感染予防に留意しながら、予定通り「年次大会を開催する」という方向で準備を進めるこ

とを確認しました。 

＊厚生労働省 HP: https://www.cas.go.jp/jp/influenza/novel_coronavirus.html 

最後に、参加を予定されている皆様へのお願いです。 

１．次の症状がある方は参加をご遠慮ください。 

●風邪の症状や 37.5 度以上の発熱がある方 

●強いだるさ（倦怠感）や息苦しさ(呼吸困難)がある方 

●新型コロナウイルス感染の疑いがある方 

２．また、当日参加される方は，マスクを着用するなど咳エチケットやこまめに手洗いを実施するな

ど、感染防止に心がけてください。会場は 600 人収容のため、余裕をもって着席していただくこ

とができます。 

 

https://www.cas.go.jp/jp/influenza/novel_coronavirus.html
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会場では、座席、出入口扉、トイレ等のアルコール消毒をしてお待ちしています。会場入り口にはア

ルコール消毒液を用意します。休憩時間の確保・拡大や会場内の換気にも配慮して大会運営に努めます。 

快適で充実した大会を実現するために、皆様のご理解とご協力をお願いします。 

なお、今後の展開によっては、方針の再検討・変更もあり得ます。その都度、大会専用サイトでお知 

らせしますので、とくに参加を予定されている方々はご注意ください。電話・メール等での個別の対応

はいたしませんのでご了承ください。 

 

 〈現時点においては、厚生労働省の感染対策に従い、参加者のみなさんの健康保持と感染予防

に留意しながら、予定通り「年次大会を開催する」という方向で準備を進める〉というのが、大

会事務局の２週間前の判断でした。会員からの賛否にかかわる反応はありませんでしたが、23

日になって、医学系の学会が次々と「中止」「延期」を決定し、教員や学校職員にも感染が確認

されたというニュースに接し、年次大会長として、厳しい決断を迫られることになりました。 

翌 24 日の大会事務会議での承認を経て、常任理事メンバーに報告し、25 日、大会長名で「『第

17 回 日本教育保健学会・年次大会 IN 岐阜』の中止について」（2020.2.25）という「緊急

告知」を HP で発表するに至ったのです。 

 

2020.2.25 

「第 17 回 日本教育保健学会・年次大会 IN 岐阜」（2020 年３月７日～８日） 

の開催を取り止めます。 

－ 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の蔓延防止と参加者の感染予防のために－   

年次大会長 近藤真庸（岐阜大学教授） 

 

 年次大会事務局では、前回の「告知」(2020 年 2 月 21 日付)以降、開催の準備を粛々と進めながら、

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の蔓延とそれへの対応について、政府・厚生労働省の見解や同

時期に開催が予定されている医療・看護系学会の動向を注視しながら、開催の有無も含めて慎重に検討

を重ねてきました。 

  しかし、市中感染の危険性が指摘されるなか、公共交通機関等での移動中はもとより、ホールや会議

室という閉ざされた空間で大勢の人間が長時間にわたって会合を行うことによる感染のリスクを考えた

とき、さらには参加者の大半が教育現場で仕事をする者であり、万が一の事態となれば社会的な影響が

甚大なものとなることなどを総合的に判断した結果、「開催を取り止める」という決断をするに至りまし

た。なお、「一般演題発表」の取り扱いや「抄録集」の配布等については、早急に検討をして、大会専用

サイトで情報提供させていただきます。 

       

  この１年、大会事務局の柘植順子さんを中心にして、新たに会員となってくれた仲間と一緒

に準備をしてきました。それだけに、「中止」の決断は断腸の思いでした。 

ご多忙のなか寄稿をしてくださった「課題別セッション」の演者のみなさん。この場を借りて

お礼を申し上げます。また、「一般演題発表」にエントリーしてくださったみなさんには、口頭

発表と討論の機会を奪うことになってしまったことをお詫びします。 

なお、「緊急告知」（2020.2.25）を大会専用サイトに掲載したあと、大会事務局では直ちに、

①シンポジスト、特別報告、教育講演、課題別セッション、一般演題発表、座長、自主シンポ世



第 17 回日本教育保健学会 

於・じゅうろくプラザ（岐阜市文化産業交流センター） 

 7 

話人、事前予約者へのメールによる連絡 ②会場使用のキャンセル手続と「交渉」のため、じゅ

うろくプラザ担当者を訪問 ③業者（吊り看板の制作、抄録集の印刷等の進行中止）への連絡な

ど、事後処理に取り組み、夕方までにはほぼ完了しました。 

 それから１週間、「一般公開」プログラムへの参加を呼びかけていた岐阜県内外の団体および

個人への報告とお礼の挨拶、業者へのお詫び、協賛団体への報告と「支援のお願い」のため、メ

ールや電話に加えて、可能な限り足を運びました。その甲斐あって、会場のキャンセル料の支払

いや年次大会の準備に要した費用の手当についても、岐阜大会の成功を応援してくださった関

係者のみなさんのご厚意のおかげで見通しが立ちました。 

３月４日の午後、会場（じゅうろくプラザ）を訪れ、会場借用（キャンセル）料の支払いを終

えることができました。 

これをもって年次大会準備委員会は解散。しかし、大会事務局は、理事会において抄録集（PDF

版）の取扱を含め、事後処理についての学会方針が確定した後、やるべき実務作業をすべて終え

るまで業務を継続します。 

 

以上、次年度の大会の成功を祈念して、第 17 回の年次大会長からの「報告」（経緯を正確 

に記録することも当事者の責務であると考え、長文の「報告」となりました）とします。 
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   日本教育保健研究会・日本教育保健学会の歩み 

研究会  会期  会場  年次学会長 

第 1 回   1994.3.26-27   筑波大学附属駒場中・高等学校   藤田 和也 

第 2 回   1995.3.25-26   筑波大学附属駒場中・高等学校   藤田 和也 

第 3 回   1996.3.27-28   愛媛大学   向井 康雄 

第 4 回   1997.3.26-27   横浜国立大学   田村 誠 

第 5 回   1998.3.28-29   山口大学   友定 保博 

第 6 回   1999.3.29-30   宇都宮大学   和唐 正勝 

第 7 回   2000.3.25-26   立命館大学   三浦 正行 

第 8 回   2001.3.24-25   宮城学院大学   戸野塚 厚子 

第 9 回   2002.3.30-31   愛知学院大学   野村 和雄 

第 10 回   2003.3.29-30   一橋大学   藤田 和也 

         

学会  会期  会場  年次学会長 

第 1 回   2004.3.19-20   岡山大学   下村 義夫 

第 2 回   2005.3.19-20   茨城大学   植田 誠治 

第 3 回   2006.3.25-26   徳島大学   中西 紀美子 

第 4 回   2007.5.19-20   金沢大学   河田 史宝 

第 5 回   2008.3.29-30   弘前大学   面澤 和子 

第 6 回   2009.3.28-29   帝京平成大学   田村 誠 

第 7 回   2010.3.27-28   びわこ成蹊スポーツ大学   中薗 伸二 

第 8 回   2011.3.27-28   福島大学（震災のため紙上発表のみ）   佐藤 理 

第 9 回   2012.3.24-25   東北福祉大学   数見 隆生 

第 10 回   2013.3.30-31   國學院大學   藤田 和也 

第 11 回   2014.3.22-23   山口大学   友定 保博 

第 12 回   2015.3.21-22   日本福祉大学   近藤 真庸 

第 13 回   2016.3.05-06   茨城大学   瀧澤 利行 

第 14 回   2017.3.25-26   東北福祉大学   千葉 保夫 

第 15 回   2018.3.03-04   日本体育大学   野井 真吾 

第 16 回   2019.3.09-10   九州女子短期大学   橋口 文香 

第 17 回   2020.3.07-08   じゅうろくプラザ（岐阜市文化産業交流センター）   近藤 真庸 

            
新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のため

紙上発表のみ 
    



第 17 回日本教育保健学会 

於・じゅうろくプラザ（岐阜市文化産業交流センター） 

 9 

第 17 回日本教育保健学会・年次大会 IN  岐阜 開催概要 

大会テーマ  

子どもの教育現実＝保健現実をとらえ、問題解決の筋道を探る 

− 教育保健学の役割と可能性 − 

 

日時 2020 年 3 月 7 日（土）〜 2020 年 3 月 8 日（日） 

 3 月 7 日（土）は一般公開講演を開催 

  

会場 じゅうろくプラザ（岐阜市文化産業交流センター） 

〒500-8856 岐阜市橋本町１丁目 10 番地 11 

（JR 岐阜駅 直通徒歩２分、JR 名古屋駅から快速電車で 20 分） 

  

大会日程 3 月 7 日（土）9 時 30 分 〜 16 時    一般公開講演 

 3 月 8 日（日）9 時 20 分 〜 11 時 20 分 課題別セッション 

             11 時 30 分 〜 13 時    一般研究発表 

       13 時 10 分 〜 14 時 50 分 自主フォーラム 

 詳細は大会日程をご覧ください 

  

大会長 近藤 真庸 

年次大会事務局 岐阜大学地域科学部 近藤真庸研究室   

 〒501-1193 岐阜市柳戸 1ー1  

  

準備委員会 山内 康彦（委員長）  柘植 順子（事務局）  松尾 美幸（事務局） 

 稲垣 節子  小寺 光信  名知 玲子  河島 正弘  河上 俊一     

  

企画協力 岡本 綾  制野 俊弘  岩田 高明  竹内 和雄  堀場 純矢  

 藤田 和也  小森あけみ  男性養護教諭友の会 

  

参加費 6,000 円 

  会員割引特典、学生・院生割引、および事前申込み割引あり） 

 一般公開プログラムへの参加は、資料代 1,000 円 

大会サイト https://jseh17th.wixsite.com/mysite 

https://jseh17th.wixsite.com/mysite
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第 17 回日本教育保健学会 プログラム 

1 日目 3 月 7 日（土） 

9 時 〜 受付 

9 時 30 分 〜 9 時 40 分 挨拶 

 近藤 真庸（日本教育保健学会理事長、第 17 回年次大会長） 

9 時 50 分 〜 11 時 30 分 プログラムⅠ シンポジウム 

 「いじめ・自殺」事件とその背景 − 教育保健の視点で読み解く 

 ［報告者］   岡本  綾（NHK 岐阜放送局 記者） 

 ［報告者］   山内 康彦（元・岐阜県公立学校教諭） 

 ［指定討論者］ 制野 俊弘（和光大学准教授） 

 ［司会・進行］ 近藤 真庸（岐阜大学教授） 

11 時 40 分 〜 12 時 20 分 プログラムⅡ 特別報告 

保健センターを核に、園・学校・地域の連携で子どものこころを育

てる   − 愛知県愛西市での 20 年間の取り組み − 

 ［報告者］ 黒宮 孝子 

（愛西市健康福祉部健康推進課 課長補佐、保健師） 

12 時 30 分 〜 13 時 30 分 休憩（昼食）   ＊会場での飲食はできません 

 JR 岐阜駅構内の飲食店をご利用ください。 

13 時 30 分 〜 14 時 40 分 プログラムⅢ 教育講演(1) 

 スマホ時代を生きる子どもたちを守るために 

 ［演者］ 竹内 和雄（兵庫県立大学准教授） 

14 時 50 分 〜 16 時 プログラムⅣ 教育講演(2) 

 児童養護施設からみた子ども虐待と貧困 

 ［演者］ 堀場 純矢（日本福祉大学准教授） 

16 時 10 分 〜 17 時 総会 

 

２日目 3 月８日（日） 

9 時 〜 受付 

9 時 20 分 〜 11 時 20 分 課題別セッション（３会場） 

 【1】カリキュラムマネジメントを活かした健康教育 

 ［コーディネータ］岡崎勝博（東海大学） 

 鎌田克信（東北福祉大学） 

 ［報告者］    鎌田克信（東北福祉大学） 
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 【2】子どもに安心・安全な保健室のあり方 

 ［コーディネータ］鈴木世津子（淑徳大学） 

 下里彩香（港区立東町小学校・養護教諭） 

 ［報告者］  真宮由佳（京都市中学校・養護教諭） 

 池田真理子（元・京都市立中学校・養護教諭） 

 【3】子どもからだの現状と教育としての学校健康診断・からだの

測定のあり方 

 ［コーディネータ］宍戸洲美（帝京短期大学） 

 鹿野晶子(日本体育大学） 

 ［報告者］     圡田 豊(中国短期大学） 

  

11 時 30 分 〜 13 時 一般研究発表（４会場） 11 演題 

 

 

 

 

 [A] 座長 友定 保博（宇部フロンティア大学）＊予定   

１ 子ども・親・教師がつながる健康教育 

 〜水俣病学習で、子どもたちと何を学ぶか〜 

上野山小百合 大阪府八尾市立龍華小学校教諭 

２ 生活教材を「からだの学習」として構想する授業の検討 

〜小学校における睡眠・排泄教材の実践をもとに〜 

鎌田克信 東北福祉大学 

 [B]座長 山梨 八重子（元・熊本大学）＊予定   

１ 養護教諭の『観』を育てる養護教諭養成教育の取組（Ⅱ） 

〜 養護実習の学びの記録を通して〜 

新開奏恵 山口県立大学大学院・宇部フロ

ンティア大学 

２ 養護教諭が経験した児童生徒の精神的問題の実態 欠ノ下郁子 東京工科大学 

３ 児童の健康への関心を高めることにつながる小学校教員の健

康観察 

沢田真喜子 聖心女子大学大学院 

 [C] 座長 下村 義夫（山梨学院大学）＊予定   

１ 中学生の保健体育におけるストレスや心の健康の内容分析 加藤寿寿華 慶應義塾大学医学部・衛生学公

衆衛生学 

２ 温熱・空気環境計測システムを活用した中学校保健「空気の衛

生的管理」の授業実践 

森菜穂子 弘前大学大学院・地域社会研究科 

３ 米国 HECAT「性と健康」の８基準の分析検討と学習指導要領 面澤和子 弘前大学名誉教授 
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 [D] 座長 三浦 正行（元・立命館大学）＊予定   

１ 生きる力を育む学習支援室 -食と健康の視点から 河上俊一 岐阜大学大学院・地域科学研究科 

２ 子どもの健康生活習慣づくりのための「実験教育的アプロー

チ」 

山内康彦 岐阜大学大学院・地域科学研究科 

３ 東京 2020 オリ・パラ競技大会・学校連携観戦プログラムの検

討  〜熱中症から子どもの命を守るために〜 

柘植順子 岐阜協立大学・非 

13 時 10 分〜14 時 50 分 自主フォーラム（３会場） 

 【Ａ】教育保健の実践的研究の蓄積から学ぶ 

 ［企画・世話人］ 藤田 和也（一橋大学名誉教授） 

  

 【Ｂ】“想い”繫がる男性養護教諭による協働のつくり方！ 

〜 ライブコメントで交流しましょう 〜 

 ［企画・世話人］ 男性養護教諭友の会 

  

 【Ｃ】養護教諭のルーツを求めて  

− 岐阜市学校看護婦「廣瀬ます」の時代 

 ［企画・世話人］ 小森あけみ（元・岐阜県公立学校養護教諭） 
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抄録 

Ⅰ 一般研究発表 

Ⅱ 課題別セッション 

Ⅲ 特別報告  
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Ⅰ 一般研究発表 

座長 友定 保博（宇部フロンティア大学）＊予定 

演題番号［A－１］ 11時30分 〜 12時 

演題番号［A－２］ 12時    〜 12時30分 

座長 山梨 八重子（元・熊本大学）＊予定 

演題番号［B－１］ 11時30分 〜 12時 

演題番号［B－２］ 12時    〜 12時30分 

演題番号［B－３］ 12時30分 〜 13時 

座長 下村 義夫（山梨学院大学）＊予定 

演題番号［C－１］ 11時30分 〜 12時 

演題番号［C－２］ 12時    〜 12時30分 

演題番号［C－２］ 12時30分 〜 13時 

座長 三浦 正行（元・立命館大学）＊予定 

演題番号［D－１］ 11時30分 〜 12時 

演題番号［D－２］ 12時    〜 12時30分 

演題番号［D－２］ 12時30分 〜 13時 
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 A - 1  

子ども・親・教師がつながる健康教育 

～水俣病学習で、子どもたちと何を学ぶか～ 

 

上野山 小百合（大阪府八尾市立龍華小学校） 

 

キーワード：水俣病, 健康教育, 対話の授業, 社会的本能，健康問題は社会問題  

 

１．５年生の子どもたち  

大阪から遠く離れた水俣で、昔に起こったことを５年生の子どもたちになぜ学ばせたいのかを考えた。子どもたちについて

気づいたことは以下の３点だった。①厳しい家庭環境 ②人の痛みを深く受けとめられる、やさしい子どもたち ③受験のス

トレスで友達関係が悪化している。 

水俣病の学習を通して患者さんや家族の人々や地域の人々、支援したり共に運動をしたりしている人々の生き方を学び、親

子や友達同士の関係も、テストの成績だけで人を判断するような見方ではなく、もう一度人間関係を「もやいなおす」（水俣で

は船をつなぐ「舫（もやい）」から公害で切り離された人々の心をもう一度つないでいくという「舫直し」が使われている）が

できたらと思った。その願いを込めて学級通信「もやいなおし」を発行し親子の対話にも役立ててもらった。 

 

２．授業計画の工夫  

単元の導入に使う教材は子どもたちに合わせて慎重に選ぶ。自分たちと同じ学年の子どもの話から入って親近感を持たせた

いと思い、妹が発病した当時 5年生だった綾子さんの講演録を選んだ。（栗原彬『証言水俣病』より）1時間の授業が終わった

ら、感想だけでなく「疑問、もっと知りたいこと」を書かせ、それをもとに単元の構想をおおまかに立て、毎時間の子どもの

発言や感想を見ながら、教材を追加したり、入れ替えたりした。第1時に「いつまで排水を流していたのか」など、私が教え

たいと思う内容が子どもたちの疑問としてほとんど出された。水俣の裁判は、保護者が弁護士で、その子が食物連鎖を学んで

「弱いものが強くて強いものが弱い」と書いていて、これはいけると思い「お父さんに水俣の裁判のことをどうわかりやすく

教えたらいいか聞いてきて」と頼むと快諾してくれて、後日お父さん自身が「水俣病と裁判」という大変わかりやすい解説文

を作ってくださった。水俣病の原因を学んでいくうちに、子どもたちの疑問が「有機水銀と無機水銀はどう違うの？」「どうし

て有機水銀は脳にいったの？」「化学肥料って何？」など化学分野に集中し始めたので、学生サポート制度を使って化学の得意

な大学生に来てもらった。彼の授業サポートは、思いもよらぬ効果があり、実践が深まった。 

 

３．たっぷり学ぶと動き出したくなる  

水俣病の原因やチッソとの関係、胎児性水俣病、裁判、チッソ城下町、舫い直しの取り組みなどを子どもたちの疑問を組み

立てながら学んだ。子どもたちは、真実を知りたいと思い、知りたいことを学ぶことに夢中になり、学びが飽和状態になった

時、学年全体で環境問題学習の発表会をしようということになった。わかなのグループは、発表に向けて学校中の先生や校務

員さんに「水俣病を二度とおこさないようにするためにどうしたらいいですか？」とインタビューをして新聞にまとめ、あい

も誘って「仲よし小学校」という劇を発表した。子どもたちのエネルギーと発想の豊かさに圧倒された。 
 

「私が思った感想・仲よし小学校」                        あい 

 私は、わかなさんとちひろさんとあやかさんとゆきこさんといっしょに劇にして水俣病のことを学びました。大西さんが来て

くれた時もよくわかった。私たちは、「水俣病をくりかえさないためには？」をしました。わかなさんとあやかさんが「いっしょ

にしよう。」と言ってくれました。とてもうれしかった。題は「仲よし小学校」です。わたしのやくは、「あほ」のやくです。げき

の練習もリハーサルも楽しいです。この劇で４人と、もっと仲よくなれたように感じます。この「仲よし小学校」って言う題は私

にぴったりですね。私はこんな友達が大好きです。水俣病や有機水銀の事をもっと知りたいです。 
  

  子どもたちは具体的な事実を通して、環境を汚すと人に被害を与え命まで奪うことや、「毒は薄めても危険」なこと、正しい

ことを知らされていないから被害者も辛い目にあい、被害も拡大したことも学んだ。 

まさのり、うしお、みずきのグループは、発表会に向けて裁判をテーマに選び、水俣病裁判の判決文を調べていた。難しい
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文章を「これ何て読むの？どういう意味？」とひとつひとつ丁寧に読んでいるのには感心した。3 人とも漢字は苦手で、難し

い漢字をひらがなに直して書くと、今度は意味がわかりにくいので、また漢字に書き直してふりがなをつけた。まさのりは 6

年生も担任したが、社会科で裁判の学習の時に突然「水俣病って最高裁までいったよなあ？」と発言したので驚いたが、この

時の学習が生きていたのだと気づいた。うしおは、ふだんはなかなか作文が書けないのに、こんなに書いた。 
 

「水俣病を学習して」                                    うしお 

 水俣病はどうやってなるのかよくわからなかったけど、「もやいなおし」（学級通信）やなんかのプリントとか先生に教えても

らって食物連鎖でなったというのがわかった。なんでチッソ工場がそのはい水で水俣病にかかっている人がいっぱいおるのにや

めへんのか。何で人よりお金をとるのかがわからない。なんではい水を流すのをやめなかったのかが知りたい。チッソは、はい

水を流すのをやめたら人は助かるけど、何ではい水を流し続けてお金をもうける方をとるのか。自分だったら、自分のせいで友

だちとかが病気になったら裁判とかされたらいやだからぜったいにしない。 

 

４．鉛筆対談を親子や友だちと  

子どもたちは、自分の意見が授業で取り上げられて話し合ったり、学級通信を読んで仲間への認識が深まったり、仲間と発

表に向けての取り組みで対話して学び直し、それをまた家で家族に伝えるという中で人間関係が「もやいなおし」されていっ

た。全員のレポートをまとめた文集を持って帰らせ、その文集や学年の環境会議を話題に親子で鉛筆対談をしてくることを宿

題にした。うしおは、母子のコミュニケーションがうまくとれず、学習面でも生活面でも育ちそびれていたが、次の日朝一番

うれしそうに「お母さん、水俣のこと書いてくれてん！」と見せてくれた。    （鉛筆対談は当日の資料で） 

 

５．健康教育で社会の仕組みを学ぶ意味  

自分たちの問題として考えるようにと、一般的な「水俣病患者」と見るのではなく、具体的に「患者の○○さん」の生活を

想像し、生き方に触れて学ぶようにした。厳しい家庭の子どもは、生命の危機にとても敏感だ。毎時間まさのりたちが、導入

で読んだ講演録に出て来た実子さんが今どうされているのかを気にして、「先生、実子さんは、今どうしてるの？」と熱心に尋

ねるので、水俣の相思社に消息を問い合わせてクラスで報告した。遠くで起こっている問題でも自分の問題として考え、人の

悲しみや喜びに共感する心が耕されていったようだった。みずきは、母子家庭で厳しい環境で、学力面でも厳しく、いつもは

授業になかなか集中できないのに、水俣病が自分の生活と関係があると思ったとたん主体的に参加し、どんどん疑問も出てき

て大学生にたくさん質問をし、友だちと発表に向けて対話し、最高裁の判決文まで書き写した。事実関係を丁寧に学び、社会

的背景も見えてきて、こんなに一生懸命生きている人の命や健康が大事にされないことへの理不尽さを感じ、「経済よりも命が

大事だ」と気づいた。「水俣病の実子さんのことを調べてほしい」と母親に話して一緒に文献やネットで調べたと、母親から聞

いた。２年後、みずきの弟も担任して水俣病を学習し、家族でまた水俣病で盛り上がったと聞いた。ヴィゴツキー『心理学講

義』で「社会的本能」という言葉に出会って「社会性」も「本能」であるという考え方に感動したが、健康教育の「対話の授

業」は、「社会的本能」を昇華させる取り組みだと思った。子どもたちが授業で、仲間や親子の関係も舫い直しながら学んで生

まれたエネルギーが、社会変革の方向に向けられ、自分自身の生きる力にもなっていくのだと思う。 

 

６．青年になってからも対話  

水俣の授業から４年もたって突然、教え子から「小学校で習った水俣病やタバコの学習が中学校でも役に立ちます」と書か

れた手紙をもらい健康教育の授業が役に立っているなんてすごい！とうれしくなった。この子たちの成人式に出席し、久しぶ

りに会った時「先生、水俣のことちゃんと覚えてるで。一番後ろでちゃんと聞いててんからな…」と声をかけてくれた男の子

は、いち早く問題の本質をキャッチし、「工場はいつまで排水を流していたのか」と書いていた子だった。最後のレポートにも

「…なぜ体に悪いと知ってても流したのか？…工場が流した水銀が原因だとわかって裁判をおこして最後に国と工場がお金を

払うことになりました。ぼくならお金をもらっただけでも国や工場をゆるすことはできません」と書いていた。２０歳になっ

ても覚えているなんてすごいなあと感動した。 

健康教育の実践に取り組むといつも「人の命や健康よりも経済の発展や金儲けが優先される社会であってはならない」と思う。

それは子どもたちに語らないが、社会の真実を見抜き、人の命や健康が大事だと判断できる社会人になってほしいと願いなが

ら実践をしてきた。成人式での教え子との再会で、健康教育実践が社会を変える小さな一歩になると確信できた。水俣病のよ

うな健康教育で、子ども・親・教師がつながり、共に力を合わせて社会を変えていく連帯感が生まれていくような気がする。

健康教育の授業は「歴史の進歩に貢献」（小川太郎）できるのではないかと思う。    
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 A - 2  

生活教材を「からだの学習」として構想する授業の検討 

～小学校における睡眠・排泄教材の実践をもとに～ 

 

〇鎌田 克信（東北福祉大学），数見 隆生（宮城教育大学名誉教授） 

 

キーワード：生活教材，からだの学習，納得，科学 

 

１．はじめに 

従来，睡眠や食事，運動などの生活教材のねらいや扱いは，生活処方や行動変容の指導に力点が置か

れる傾向にあり，子どもが納得しながら学ぶ学習過程になっていないことが多い。さらに，近年の学力

重視とそれに呼応する形で広がりを見せる学習と生活規律の標準化の動向により，子どもたちの健康に

関わる生活行動の指導に再びしつけ的で習慣形成に主眼を置いた指導が広がっている。 

それに対し私たちは，からだの科学を踏まえ，なぜ生活習慣が身体にとって大事なのかを学ばせ，気

づかせ，「なるほど」と納得の伴った意識に導かない限り，主体的で生涯に生きる知恵にはならないと考

え，1970年代より「からだの学習」として実践を積み重ねてきた。そしてここ数年前より，子どもたち

が抱えるいのちと健康の課題を出発点にしながら「からだの学習」を再検討し，新たな実践の創造に向

けて取り組みを始めている。そこで大切にしていることは第一に，何を教材化することで子どもたちの

主体的な深い学びを促すのかという内容構成の観点である。より具体的には，下図のように「体・身体・

からだ」を基軸に置き，「性・生命」，「成長・発達」，「心（こころ）」，「生活（食・動・眠等）」の 4つの

分野に結ぶ教材を，学年毎に数教材ずつで題材編成を行ったことである。第二に，授業で子ども同士に

対話を促す前に，個々の子どもに「生活経験」や「自身のからだの事実」

と対話させ，疑問や気づきを誘発しながら，仲間同士で考えや知見を対話

交流させる過程を重視したことである。第三に,そうした対話を踏まえた

上で科学知と出会わせ，生活や自分のからだと結びついた納得の世界（認

知）に導くことである。 

２．生活教材を「からだの学習」として構想する授業 

今回の発表では、前述の 4分野のうちの「生活とからだ」を結ぶ教材構

想の授業づくりを取り上げ、具体的には「排泄」及び「睡眠」に関する授業実践を踏まえた知見を報告

する。いずれの教材も、日常生活上の「からだの現象」（便秘や下痢の体験・排泄された便の形や色、熟

睡や睡眠不足体験、など）の事実と「対話」させながら疑問を誘発し、自己対話と他者対話を発問によ

って促し、思考を深化させながらその学年の子どもに見合う「からだの科学」をくぐらせ，納得に導く

学習の展開を行った。 

３．実践事例「うんちからのメッセージ（３年生）」の授業（実践事例「睡眠（1年生）」は当日提示） 

１）授業のねらい 

① 体調や生活の仕方と関わって大便の状態が変わることを，生活経験と結びつけて理解する。 
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 ② 食べたものは消化管で養分や水分を吸収され，大便になることを理解し，そのからだの働きを助

けるために自分たちにできることを考える。 

 ２）発問と児童の思考を中心にした授業構造 

構
造 

発発問 
経生活経験 
科からだの科学 

児童の予想や考え 学習後の感想文 

気
づ
く 

発生きていくため
にしなければなら
ないことは何か
な？ 
発取り入れるだけ
でいいかな？ 

経呼吸する，食べる， 
運動する 

 
経呼気と吸気，食事と排
泄 

・呼吸する・食べる  
・運動する 
 
・息を吐かないと新しい空気が
吸えない 
・大便をしなかったら苦しい 

・うんちを出すことは，
生きるために必要なこ
とが分かった。 
・うんちは，ぼくたちの
生活で必要なものだと
分かった。 

生
活
か
ら
か
ら
だ
を
見
る 
・ 
か
ら
だ
の
科
学
と
出
会
う 

発どんなときに，
どんなうんちが出
たかな？ 
 
 
 
 
 
 
 
発食べ物は，から
だの中でどんな旅
をしてうんちにな
るのかな？ 
 
 
発なぜうんごろう
や下痢，バナナう
んちになるのか
な？ 

経兎糞状便：便意を我慢，
野菜不足，ストレス 
 
 
経下痢便：胃腸炎，ストレ
ス，水分摂取過多 
 
経バナナ便：良好な体調，
良好な食生活，運動 
 
経食物が喉を通る感覚 
 TVや図鑑で見た消化管 
科小腸と大腸に焦点を当
てた消化管の働き，蠕動運
動 
科大腸の働きと食生活，
運動，睡眠，ストレスの関
係 
科感染や急激な腸内環境
の変化から身を守るため
の腸の運動機能の亢進 

・我慢し過ぎると便意も小さく
なる 
・紙粘土のように時間が経つと
固くなる 
・胃腸炎などの病気のとき 
・冷たい物や水分を摂り過ぎた
とき 
・体の調子がいいとき 
・しっかり食べて，運動したとき
に出る 
・迷路のような１本の通り道 
・胃や腸がある 
・だんだん細かくされ，大便にな
る 
・絞りだされるようにして消化
管を進む 
・ジェットコースターの様に滑
って進む 
・我慢していると水分が吸い取
られ固くなる 
・からだに悪いものを早く出そ
うとする 

・いつもうんちをがまん
していたのですごく分
かった。 
・食べ物はいろいろなと
ころを通っていること
が分かった。腸も食べ物
が通って，上，下，右，
左へいっていて，体もが
んばっていると分かっ
た。 
・どこを通ってくるかや
どうすればそうならな
いかが分かった。それ
に，我慢しないこともよ
く分かった。 
・実験をしながら考え
て，よく分かった。 
・げりは，悪いきんを出
すのですごい 

見
つ
め
直
す 

発分かったことや
考えたこと，思っ
たことを書きまし
ょう。 

・これからうんちを見るとき，どうすればいいか分かりました。 
・うんちを見るとき，からだは元気かな，少し病気かな，我慢し過ぎていないかなと，生
活で生かしたい。うんちは，私たちにとって大事なんだと思った。 

・うんちの働きは，すごいと思った。 
・予想とものすごくちがった。うんちがすごいと思った。 

４．生活行動やからだの実感と結びつけた納得のある理解へ導く授業の要件 

 生活教材において，子どもたちを生活行動やからだの実感と結びつけた納得のある理解へ導くには，

発問が子ども自身の問いとなり，からだの実感をくぐらせながら生活を見つめ直し，科学的な知識と出

会わせることが必要である。小学校での授業実践を通し，以下の点が重要であることが分かった。 

１） 子どもたちの生活経験とそれまで持ち合わせていた知識を結び付けるような発問やその間にある

矛盾に目を向けさせるような発問をすることで，それが子ども自身の問いとなり，からだの仕組み

や働きを解き明かそうとする意識につながっていく。（生活からからだを見る・考える） 

２） 自分の生活経験やからだの感覚と結び付けながら考えることに重点を置くことで，自身の生活や

体験と結び付けた実感的な思考へと深まり，そこにからだの科学と出会わせることで，実感と納得

の伴った理解へと深めることができる。（からだの科学と出会う） 

３） 学び取ったことをもとに，再度，からだの状態を把握したり，健康を保持増進したりするという

意識で生活や自分のからだに目を向けさせることで，からだやその仕組みのすばらしさを感じ取っ

たり，人々の健康を願う気持ちを抱いたりするようになる。（生活とからだを見つめ直す）
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 B - 1  

養護教諭の『観』を育てる養護教諭養成教育の取組Ⅱ 

養護実習の学びの記録を通して 

新開奏恵（山口県立大学大学院・宇部フロンティア大学） 

友定保博（山口大学名誉教授） 佐伯里英子（防府市教育委員会） 

キーワード：養護教諭養成 養護実習 養護教諭の『観』 

1.はじめに 

教育職員免許法の改正(2016年)及び同法施行規則の改正(2017年)により、教職課程で履修すべき事項が全面

的に見直された。学校現場で必要とされる知識や技能を養成課程で獲得できるように、全国大学の教職課程で共

通的に修得すべき資質・能力を明確化することが求められている。また、養成教育担当者には「養護教諭をめざ

す学習が、卒業後は社会に結びついた職業を持ち自立することへの意欲を育て人の生き方や社会にたいして、自

分なりの分野の基軸や思考の方法をもつことができる広い意味での人間形成の場となる」1)ための授業づくりが

求められていると考える。養護教諭としての基軸である「養護」とは養護教諭の職務として学校教育法において

「養護教諭は、児童の養護をつかさどる」と規定されている言葉であり、児童生徒等の心身の健康の保持と増進

によって、発育・発達の支援を行うすべての教育活動を意味している。「養護教諭の『観』」とは、養護教諭の立

場や実践能力を支える考え方や見方であり、意図的に教育活動を行っていく上での根幹となるものである 2)。働

きかける対象をどのように理解して適切に捉えるかにより、その実践や方法は大きく異なるため、実践を左右し

ていくものと言える。本学では養護教諭養成にあたり、職務内容の知識理解に留めず、教育職として「養護教諭

の『観』」を持つことが出来る養護教諭の育成を目指している。齋藤 3)は、「実習は学生が実践の経験を通して養

護学の理論と実践の統合の必要性を再確認すること、自分なりの養護観を構築する場である。」と述べている。

本研究では、実習を通しての学びを整理し、養護教諭の『観』」を育てる養成教育の課題について考察する。 

 

2.方法 

対象者は、2019年度養護実習に参加した 3年生 13名である。実習日誌の記録を【職務における知識や技能の

広がり】【子どもの実態】【意図的な関わり】に整理し学びの内容を分析する。また、実習を通して【自己の課

題】を発見し、【課題解決のための実践】を行ったことが読み取れる学生の記録を整理する。実習を通しての学

生の学びのプロセスから、養護教諭の『観』」を育てる養成教育の今後の課題について考察する。なお、質的デ

ータの信頼性と妥当性を確保するため、記録の分析は３名で行った。学生に対しては研究の目的を説明し同意を

得た。 

 

3.結果・考察 

 学生は実習を通して知識や技能を広げつつ、子どもと関わるなかで様々な子どもの姿を捉え、学んだ知識や技 

能を活用し、子どもの実態に合った支援を試みている。その実践を通して、意図的な関わりの大切さを学んで

い. 

る。また、校務分掌担当教員の講話を通して養護教諭の職務を捉えなおしている。〈別紙 資料参照〉 

(1) 職務における学び 

表 1の職務内容に対する【職務における知識や技能の広がり】【子どもの実態】【意図的な関わり】の記録の比 

較から、養護教諭養成大学における授業づくりの課題(表1下線部分)が明らかになった。 
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表1 職務内容に対する【職務における知識や技能の広がり】【子どもの実態】【意図的な関わり】の記録 

保健管理 【職務における知識や技能の広がり】【子どもの実態】【意図的な関わり】の記述が多かった。

保健室での救急処置や学校生活・行事を通しての安全管理・環境管理を体験し、子どもと積

極的に関わることを通して、子どもの実態や養護教諭の意図的な関わりを学んでいる。 

保健教育 【職務における知識や技能の広がり】の記述が多かった。授業参観や授業実践を通して学ん

でいる。しかし、【子どもの実態】の記述は少なく、保健室で捉えた子どもの健康課題をどの

ように授業につなげるのか理解不足が考えられる。 

健康相談 【職務における知識や技能の広がり】の記述は少なく、【子どもの実態】【意図的な関わり】

の記述が多かった。学生は健康相談を相談技術としてのみ捉えておらず、子どもの実態から

の支援と捉えていることが考えられる。 

組織活動 

委員会活動 

【職務における知識や技能の広がり】【子どもの実態】【意図的な関わり】の記述が少ない。

組織活動や委員会活動について体験出来なかった学生が多いことが考えられる。 

(2)学生の学びのプロセス 〈別紙 資料参照〉 

学生 A   課題【 一人ひとりの子どもに対して根拠をもって対応したい】  

① 児童への対応 「子どものニーズがわからない」 

② 泣き出した児童の対応の見学 「励ますだけでなく子どもの言葉に耳を傾け、今後の解決策も投げかけ

る」 

③ 児童への対応 「体調不良の場合は必要最低限のアセスメントを行い、子どもの負担を減らす」 

④ 運動会での対応 「元気な子どもでも、心を休ませるための「頑張ったね」など声掛けが大切である」 

⑤ ガーゼ交換に来室した児童の対応の見学 「子どものニーズに対して単に要望を聞くのではない」 

「本人が変わるように関わっていく必要がある。養護教諭が自ら研修会等に参加し、資質の向上や成長を遂げ

ることが必要である。子どもに積極的に関わりその瞬間しか見られない素敵な一面をたくさん探したい。」 

 

学生 B   課題【児童が自ら考え、次につなげていく授業にしたい】  

① 授業参観 「児童が自ら考え答えを導き出すことができるようなヒント・グループで意見交換」 

② 授業後の振り返り 「児童の様子を見られなかった。テーマや掲示物は作っておき、出来るだけ板書時間

を減らす。前回指導を行ったクラスでは習ったことを活かして手洗いをしていた。クラスの現在の手洗い

の状況を観察し、授業でコメントできるようにしておきたい。」 

③ 授業実践 前回の反省点を活かし、時間配分やハンカチの必要性について説明を加えたことにより踏み込

んだ指導を行うことができた。私と一人の児童のやりとりではなく、一人の児童を中心に他の児童にも意

見を投げかけることによりクラス全体で活発な意見交換につながると指導を受けた。 

「 

児童が考えたり、新しいことを知って驚いたり、行動が良い方に変わったりしている姿を見ることができ、私

も嬉しく感じ、改めて養護教諭の素晴らしさを実感した。保健指導後の宿題を確認すると手洗いを継続して

いる児童もいれば、そうでない児童もいた。継続していない児童もあと少しという児童が多く、保健指導を

行ったことで手洗いの大切さに気づき継続して行えていると感じた。養護教諭の仕事は経過を継続してみて

いくことや記録を集計しながら分析を行い、その結果から次につなげていくことを学んだ。」 

 

4.おわりに 

 救急車要請を体験した学生が「瞬時の冷静な判断は知識と経験があるから出来る」と記述していた。今後は、

4年次の教職実践演習において、一人の経験からの知識をみんなに広げ、学生の学びを体系化していきたい。 

〈引用文献〉 

1) 小海節美他 「養護教諭養成の現実」「教師として育つ」 藤田和也ほか編 青木書店 1988 P127-146 

2) 日本養護教諭学会 「養護教諭の専門領域に関する用語の解説」第三版 2019 P15 

3) 齋藤千景他 「養護教諭養成大学における養護実習の現状と課題」学校保健研究 2016 P75-83 
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 B - 2  

養護教諭が経験した児童生徒の精神的問題の実態 

 

欠ノ下 郁子（東京工科大学・聖心女子大学大学院） 

植田 誠治（聖心女子大学） 

 

キーワード： 早期介入、精神的問題、養護教諭、児童生徒 

 

１．目的 

現在、保健室を利用する児童生徒の背景要因として精神的問題が半数近くを占めている。この

精神的問題は児童生徒の発育発達の基盤である学校教育を中断させる原因の一つでもあり、医療

者による早期介入が必要である。しかし、児童生徒の未治療期間が長いと報告されており、医療

に受診しない児童生徒も多く存在することが予測される。精神病未治療期間の研究において医療

受診が遅れるほど明らかな機能的低下を起こし、重症化や長期入院化、再入院率の増加などの多

くの知見が報告され、学校教育の継続を困難にしている。以上の知見を踏まえると、精神的問題

のある児童生徒への早期介入を実現するためには、学校教育において児童生徒の心身の健康管理

を行っている養護教諭の役割が重要であると言える。よって、養護教諭が経験した児童生徒の精

神的問題を明らかにすることを本研究の目的とした。 

 

２．方法 

本研究において、養護教諭が経験した児童生徒の精神的問題を明らかにするため、全国の小学

校、中学校、高等学校に勤務する養護教諭を対象に無記名の自記式質問紙調査を行った。調査対

象者は、都道府県毎に層化し学校数を算出した後、全国の公立（全日制課程）小学校、中学校、

高等学校の中から乱数表を用いて無作為に抽出した対象校に勤務する養護教諭 1102 名とした。

調査内容は、早期介入が必要となる精神的問題として「発達障害」「うつ病」「摂食障害」「パニッ

ク障害」「強迫性障害」「統合失調症」「不安障害」「引きこもり」「不登校」「その他」の 10 項目と

した。 

分析方法は、早期介入が必要な精神的問題については単純集計を行った後、対象者の経験年数

別、養護教諭養成教育を受けた年数別、看護師・保健師資格の有無別に分けクロス集計表を作成

しχ2検定および残差分析を行った。統計処理は IBM SPSS Statistical Package for the Social 

Science（SPSS）25.0 for Windows を使用した。有意水準は 5％とした。 

その他については、WHO の診断基準疾病及び関連保健問題の国際統計分類-10（International 

Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems-10：以下 ICD-10 ）

に沿って分類した。 
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３．結果 

全対象者中、回答者は 401 名であり回収率は 36.4％であった。児童生徒が抱える精神的問題

は、複数回答で発達障害が 365 名（92.4％）で一番多く、不登校が全体で 363 名（91.9％）と 2

番目に多かった。次いで摂食障害が 190 名（48.1％）、うつ病が 158 名（40.0％）、パニック障害

が 125 名（31.6％）、強迫性障害が 110 名（27.8％）、統合失調症が 123 名（31.1％）、不安障害が

148 名（37.5％）、引きこもりが 162 名（41.0％）、その他が 52 名（13.2）であった。 

その他に記述された精神的問題は、ICD－10 の分類に沿って気分障害では、小学校で 0 名

（0.0％）、中学校で 2 名（2.0％）、高等学校で 1 名（1.3％）であった。神経症性障害・ストレス

関連障害及び身体表現性障害では、小学校で 5 名（2.3％）、中学校で 6 名（6.0％）、高等学校で

8 名（10.3％）であった。成人の人格及び行動の障害では、小学校で 1 名（0.5％）、中学校で 3

名（3.0％）、高等学校で 6 名（7.7％）であった。小児期及び青年期に通常発症する行動及び情緒

の障害では、小学校で 4 名（1.8％）、中学校で 3 名（3.0％）、高等学校で 2 名（2.6％）であっ

た。また、精神及び行動の障害に分類されない希死念慮・自傷行為・過量服薬・依存症の合計で

は、小学校 3 名（1.4％）、中学校 5 名（5.0％）、高等学校 4 名（5.1％）であった。 

経験別では、摂食障害（ｐ＜0.001）、パニック障害（ｐ=0.001）、強迫性障害（ｐ=0.002）、統

合失調症（ｐ=0.001）、不安障害（ｐ=0.022）、不登校（ｐ=0.006）で差が認められ、差が認めら

れた全ての精神的問題において経験年数が 1-10 年で少なく、摂食障害と統合失調症では経験年

数 11-20 年、31 年以上で多く、パニック障害と不安障害で、経験年数 31 年以上で多かった。養

護教諭養成教育を受けた年数別では、摂食障害（ｐ=0.018）で差が認められ、短期大学を卒業し

た養護教諭に多く、大学を卒業した養護教諭に少なかった。なお、看護師・保健師の保有の有無

による差は認められなかった。 

 

４．結論 

本研究において、養護教諭が経験した児童生徒の精神的問題は多岐に渡っており、経験年数が

長い養護教諭は、児童生徒の精神的問題を支援経験が多かったことが明らかになった。一方、経

験年数が短い養護教諭は精神的問題の支援経験が少ないことが明らかになった。本研究結果より、

経験年数の短い養護教諭は、着任直後から多岐に渡る精神的問題のある児童生徒への支援を求め

られるため、養護教諭を養成するすべての課程における精神保健に関する教育内容の検討や適時

必要な情報提供の場が必要であると考えられた。 

また、養護教諭が経験した児童生徒の精神的問題は、どれも早期介入によって重症化や 2 次障

害の予防といった児童生徒のその後の生活の質を向上することも数多く報告されているため、養

護教諭を中心とした精神的問題のある児童生徒の支援方法や精神医療との連携のあり方につい

て検討することが早急な課題であると考えられた。 
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 B - 3  

児童の健康への関心を高めることにつながる小学校教員の健康観察 

沢田真喜子（聖心女子大学大学院） 

植田誠治（聖心女子大学） 

キーワード：健康観察，小学校教員，養護教諭，半構造化インタビュー，M－GTA 

１．研究目的 

教員による健康観察は，児童生徒の学校生活を支え，健康への関心や実践力を育むといっ

た保健的・教育的側面を備えている。この教員による健康観察の実施は，学校保健安全法に

明示（第 9 条 保健指導）され，全ての教員に求められているが，小学校教員の健康観察に関

する実態調査 1）2）からは，以下の課題が見いだされた。第一に，健康観察を「朝の欠席調べ」

と認識し出欠確認に終始する，第二に，小児感染症やアレルギー疾患の視点をもって行われ

ていない，第三に，健康観察の教育的側面に対する認識の低さである。 

健康観察の重要性は，児童の健康を取りまく環境や課題が多様化し，より一層高まってい

るものの，学級担任等の教員がその目的や方法を理解する機会は必ずしも十分ではない。そ

のため基礎的な理解がなされなければ，目的や方法が保健管理に偏重し，自他の健康への関

心を高めるような教育的な働きかけが損なわれるといったことが起こり得る。 

このような課題の背景には，健康観察という動的な営みを構造的に理解されていない点が

大きいと考えられる。例えば，朝の会，授業，休み時間，給食，帰りの会といった学校生活

の様々な場面において，教授，指導，コミュニケーションといった教員の行為が，健康観察

を伴いながら無自覚に行われ，教員が健康観察をとおして児童の何を捉え，どのように児童

の学習や学校生活に生かされているのか，あるいは，各教員の健康観察が学級や学校全体に

どう生かされているのかといったことへの理解である。 

一方，各教員の健康観察を学校全体の保健活動に生かす養護教諭は，教員の健康観察の実

践を把握する立場にあり，児童の健康を守り育てる中心的な役割を担っている。そのため，

養護教諭の視点から教員の健康観察を理解することは，保健的で教育的な健康観察に必要な

要素は何かといった新たな視点を提示できのではないだろうか。 

以上をふまえ本研究では，養護教諭の視点をとおして，小学校教員の保健的で教育的な健

康観察を明らかにするために，養護教諭への半構造的インタビューを行った。本報告では，

健康への関心を高めるための健康観察に着目し検討した結果を報告する。 

 

２．研究方法 

１）対象者及びデータ収集方法 

指定都市・中核都市 3 市に所在する公立小学校 525 校に研究協力依頼を送付し，協力の得

られた養護教諭 9 名を対象とした。事前に質問票を送付しインタビューを実施した。質問査

は，基本属性，毎朝及び 1日の健康観察で担任に欠かさず行って欲しいこと，良い健康観察

を行う教員の特徴とし，内容を確認しながら，具体的なエピソードや理由について半構造的

にインタビューを行った。 
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２）分析方法 

インタビューデータは文字起こし後トランスクリプトを作成し，質的分析ソフト NVivo12 

PLUS を用いて，修正版グラウンデッド・セオリー・アプローチ（M-GTA）の分析手順に沿っ

て行った。分析焦点者を「小学校に勤務する養護教諭」とし，分析テーマは，「小学校教員に

おける保健的で教育的な健康観察とは何か」と設定した。全てのデータを熟読し分析テーマ

に関連する箇所のコーディングを行い概念生成した。概念ノードごとに，定義，理論的メモ

を入力し，類似比較，対極比較の観点から継続的比較分析を進めた上でカテゴリ化を行った。

これらの分析過程や結果は，複数の研究者で複数回の確認を行った。 

 

３．結果 

対象者 9名の基本属性について，中央値（最小値－最大値）として示す。勤務年数は 8 年

（3－23）で，小学校勤務は 5年（3－23）であった。勤務学校数は 3 校（1－7）で，小学校

数は 1 校（1－5），小学校のみ勤務者は 4 名であった。インタビュー時間は，58.9±14.2 分

であった。以下，【 】はカテゴリ，＜ ＞は概念，〔 〕はコーディングデータとし，スト

ーリーラインの概要を示す。 

養護教諭は，〔保健室に降ろされた児童〕や，〔提出される健康観察簿〕をとおして，教員

の健康観察を捉えており，＜児童の訴えに頼らず背景を理解する＞ことや，＜一人ひとりと

やり取りをして，顔色，表情，声を観察する＞，＜いつもの良い状態と同じか判断する＞と

いった【一人ひとりの健康状態の把握】を健康観察に必要な要素として捉えていた。そして，

〔欠席者の理由を把握する〕ことや，〔前日ケガや早退等があった場合はその様子を確認す

る〕といった＜健康問題の変化を確認する＞ことや，給食中に採点や事務処理を行うのでは

なく，子ども達の中に入って〔食欲や食べ具合，食べる様子を見る〕こと，〔授業中の参加度，

学習の理解度や友達との関係性〕，〔休み時間の過ごし方や友達との関係性〕といった＜様々

な場面で様子をとらえ変化をつかむ＞といった【児童の変化や関係性をつかむ教員役割の意

識化】によって習慣的に行っている教員が，〔健康観察ができる教員〕として表出された。 

健康観察ができる教員のクラスの児童が保健室を利用する場合は，＜適切な教員の判断＞

にもとづき，〔教室で体温を測り子どもに確認〕された後のことが多く，〔訴えればすぐに保

健室〕ではなく，体調不良の訴えも＜児童を受け止め励ます＞ことで，【児童の心と身体に向

き合う機会を生かす】教員像が示され，そのような教員は，＜保護者や他の教員との情報共

有＞が適切に行われ，その〔クラス全体が落ち着き〕，児童は〔欠席が少なく学校に来るのを

楽しみにしている〕として捉えられていた。 

 

４．結論 

児童の関心を高めることにつながる保健的で教育的な側面を備えた教員の健康観察の特

徴は，（1）健康状態の把握ができること，（2）児童の変化や関係性をつかむといった教員と

しての基本的な役割を意識し習慣化していること，（3）児童の心と身体に向き合う機会を生

かすことであった。 

 

1）沢田真喜子，物部博文，植田誠治：健康観察の実施に関する研究（第 1 報）健康観察の実施状況，

学校保健研究，59；123‐132，2017 

2）沢田真喜子，物部博文，植田誠治：健康観察の実施に関する研究（第 2 報）健康観察結果の活用，

学校保健研究，59：435‐444，2018 
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 C - 1  

中学生の保健体育におけるストレスや心の健康の内容分析 

 

 

加藤寿寿華（慶應義塾大学医学部衛生学公衆衛生学） 

 

キーワード： ストレス メンタルヘルス 健康教育 

中学生は思春期や学校生活の変化といったストレッサーにより学校内・外で日々精神的ス

トレスを受け、自殺やいじめ、不登校なども起こっている。厚労省の国民生活基礎調査(平成

28 年)では未成年で悩みやストレスがあると回答した割合が 31.1%（男性）、39.9％（女性）

であった。佐藤寛らが行った中学生のうつ病に関する研究では生涯有病率が 8.8％で成人の

一般人とあまり変わらない有病率である。中学生は心の病気やうつ病などについて主に「保

健体育」の授業から学習することから、ストレス対処や心の健康について包括的に知識を得

ている。保健体育の教科書からストレスに関する記載内容を分析することで、中学生が学習

しているストレスに関する考え方や知識の状況を考察できると考える。 

本研究の目的は中学生の「保健体育」の教科書の記述において、ストレス対処や欲求に関す

る内容を分析し、どのようなストレス教育を行うべきかを検討し、今後の保健教育のあり方

を考察する。 

今回は、2019 年度使用されている中学校保健体育教科書 4 社（平成 28 年 2 月以降発行）

から発行されている 4 冊を対象に行った。教科書は学習指導要領にそって教科書を作成し文

部科学省で検定を受け発行されている。学習指導要領では第 1 学年で「心身の機能の発達と

心の健康」として心の健康について学習し、精神と体の相互影響を理解し、健康を保つため

の欲求やストレスの対処することを記載している。 

分析対象は心の健康とストレス対処について該当する「ストレス対処」「欲求への対処」「心

の健康」に関して該当ページ数、記述内容、使用図表・単語等について考察する。 

 

上記項目が占める該当ページは東京書籍 8/190 ページ(AB 版) 大修館 8/174 ページ(B5

版)、大日本図書 6/160 ページ(AB 版) 学研教育みらい 4/190 ページ(B5 版)であった。 

まず、心の健康に関しては 3冊の教科書において「心と体の関わり」という章で組み込ん

でおり、1 冊は「欲求不満やストレスへの対処」の章で心と体の関わりについて述べていた。 

文章や図で心から体に現れる症状、体からこころへ現れる症状(緊張、集中力がなくなるな

ど)について記載している。また、どの教科書も図を使用して体の部位（心臓、汗腺、血管、

胃や腸、唾液など）ごとに現れる症状についても記載されていた。問題提起をしている記述

(Question や考えてみよう)がどの教科書も 1つずつ記載されており、内容はケーススタディ

や経験、今後できる予防について考えるものであった。一部の教科書では心と体の関連を示
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した「心身相関」など専門用語を使用していた。 

次に「ストレス対処」に関しては全教科書で「ストレスへの対処」に関する章があり、1 冊

は欲求不満とストレス対処が同じ章で述べられていた。内容として①ストレスとは何か②ス

トレスの影響③ストレスの対処法について述べていた。図に関して 2 冊はストレスとストレ

ッサーの関係をゴムボールで示した図を使用していた。また、全教科書でストレスの対処法

の例を提示しており、その内３冊は自分で対処する方法、他人の助けを借りる方法ごとに分

けてストレス対処法を記載していた。また資料として 3冊の教科書では該当の章のところで

24時間相談ダイヤルやチャイルドラインといった相談窓口について述べられており、その内

2冊は電話番号や URL について記載されていた。 

「欲求への対処」についてはすべての教科書で欲求の種類、欲求への対処について記載され

ていた。欲求に関する資料や図(コラム等は除く)は 2～5つ使用されており、3 冊の教科書で

は欲求不満の時の行動について示していた。また、欲求の種類に関しては 4 冊中 3 冊が

Alderfer の ERG 理論をベースとした図(3 つの欲求)を使用しており、1 冊は欲求の種類と年

齢の関係についてまとめていた。 

どの教科書でも、カラフルな資料や図を活用して欲望やストレスへの対処・予防方法を説

明していた。学習指導要領にある精神と体の相互影響について、絵を使い身体に現れる症状

を示していた。 

特にストレスに関して自分と向き合う方法（気分転換、リラクゼーション等）や周りの人

の助けを借りること(話し合い・相談する)についてはイラストを使い、理解しやすいように

工夫されている。一方で中学生は思春期に入り、自我の形成をしていく中で周囲との関係が

大きく影響していくことが考えられる。その中で周囲への相談は抵抗があるかもしれない。

自分自身でストレス対処する方法や一部の教科書にある第三者への相談窓口の連絡先の記

載というのは、中学生もアクセスしやすく感じるであろう。 

これらはストレス対処や心の健康を学ぶ上で各教科書に共通して記載されていた内容で

あり合科学習として期待できると考えられる。その一方で教科書によって扱う分量が違うこ

とから、専門用語の使用数に違いがある。そのため、専門用語が多い程、理解が深まるかど

うかの検討や指導要領に「内容保健分野の指導に際しては，自他の健康に関心をもてるよう

にし，健康に関する課題を解決する学習活動を取り入れるなどの指導方法の工夫を行うもの

とする。」とあることからも、ストレス解消活動の具体例をどのように導入するかといった指

導方法の工夫が重要であり、今後教科書をベースにさらなる教材研究が必要である。 
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 C - 2  

温熱・空気環境計測システムを活用した 

中学校保健「空気の衛生的管理」の授業実践 

 

森 菜穂子（弘前大学大学院地域社会研究科） 

 

キーワード： 中学校保健 空気環境 二酸化炭素 換気 モニタリング 

 

1. はじめに 

これまでに中学校保健「健康と環境」の単元は，他の単元と比較して生徒の関心・理解・思考の状

況が低いことが報告 1)されているが，身近な教室の空気環境に着目させることで身の回りの空気環境

に対する意識の向上や行動の変容が期待できると考え，「空気の衛生的管理」の授業を実践した。 

本研究では，筆者らが開発した教室の温度・湿度・二酸化炭素濃度をモニタリングできる温熱・空

気環境計測システム 2)を活用した授業の学習効果を明らかにし，教材としての有効性を検討すること

を目的とし，学校環境衛生活動を生かした保健教育の授業モデルを提案することとした。 

2. 調査方法 

【調査対象】中学校第 2学年 5学級 155名 

【調査方法】授業は 2018年 12月に 2時間行った。事前調査は授業開始直前に行い，事後調査は授業

終了から 1か月後の 2019年 1月に行った。質問紙調査を行い，それぞれ 4件法で回答を求めた。 

【調査内容】事前調査は「A:身の回りの空気環境に対する意識」「B:教室の温度・湿度・空気の感じ

方」計 13項目，事後調査は「A:身の回りの空気環境に対する意識」「C:室内環境に対する関心・意欲」

計 15項目とし，Aの項目は授業前後の回答を比較するために共通項目とした。  

【分析方法】統計ソフト SPSS16.0J for Windows を使用し，Wilcoxsonの符号付き順位検定を行っ

た。 

3. 授業の概要 

本単元において，1時間目は「フィッシュボーン図（特性要因図）」を用いて教室の空気の条件につ

いて知識や理解を深めさせ，2 時間目は場面に応じた換気方法について考え「実験」を行うことで，

空気の衛生的管理について科学的に思考・判断し，課題解決を図らせた。指導計画を表 1 に示した。 

表 1 指導計画 

時 主な学習活動 

1 

○教室の空気の条件 

学習課題「健康であるための空気の条件はどうあればよいか」 

・空気の汚れの正体を知る。 

・健康であるための教室の空気の条件をグループで話し合い，フィッシュボーン図にまとめる。 

・二酸化炭素濃度が身体や学習活動に及ぼす影響を知る。 

・教室の空気をきれいに保つための方法や対策をグループで話し合い，フィッシュボーン図を完成させる。 

2 

○空気の衛生的管理 

学習課題「教室の空気をきれいに保つための換気方法を考えよう」 

・教室の活動場面に応じた換気方法を考え，グループで話し合い発表する。 

・場面に応じた換気方法を提案し，換気の実験を行う。 

・提案した換気方法が二酸化炭素濃度の基準を守るために適切かどうか判断し，最適な方法を見つける。 
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4. 結果と考察 

【教室の温度・湿度・空気の感じ方】  

教室の温度については「暑さ」や「寒さ」を感じることを「ない」と回答した生徒は少なく（12.9%，

16.1%），多くの生徒は「ある」と回答した。湿度については「低い」「高い」と感じることが「ない」

と回答した生徒は，約半数であった（51.6%，45.2%）。一方で「空気の汚れ」に関しては，感じること

が「ない」と回答した生徒が最も多かった（76.7%）。空気汚染の指標である二酸化炭素は無味無臭で

知覚しづらいため，二酸化炭素濃度を簡便に計測し，換気効果を可視化する必要がある。 

【身の回りの空気環境に対する意識の変容】 

身の回りの空気環境に対する意識について,「そう思う」「どちらかといえばそう思う」を「肯定群」，

「そう思わない」「どちらかといえばそう思わない」を「否定群」とし，授業前後の回答を比較した

（n=151）。その結果，「問 3：空気環境に関する様々な事象に興味・関心がある（p<0.01）」「問 5：空

気環境を整えるために工夫した生活を心がけている（p<0.001）」「問 7：空気環境を整えるための情報

を収集している（p<0.05）」の項目は，肯定群が授業後は有意に増加し，空気環境に関心を持ち，整

えようとする意識や意欲の向上が認められた。さらに「ブレインストーミング」と「グループワーク」

を用いた実践報告 3)と比較し，より多くの項目に効果が認められたことから，「実験」による学習効

果が高いことが推察された。 

【授業後の室内環境に対する関心・意欲】 

授業の感想には「自分の部屋などでも試したい」「家にいるときもやってみたい」等，換気に対す

る関心・意欲の向上に関わる記述があった。そこで，授業後の室内環境に関する関心・意欲について，

「ある」「時々ある」を「あり群」，「あまりない」「ない」を「なし群」とし，学校と学校以外（家が

90%）の場所で比較した（n=151）。その結果，学校と学校以外の回答に有意差があった項目は「問 15：

加湿器を使用することがありますか（p<0.01）」「問 16：室内の空気の汚れが気になることがあります

か（p<0.001）」「問 17：換気の必要性を感じるときがありますか（p<0.001）」「問 19：窓や戸を開け

て換気をしたことがありますか（p<0.001）」で，いずれも学校において「あり群」が高い結果となっ

た。 

以上のことから，生徒は学校の室内環境に関心・意欲を示し，実際に空気の汚れが気になった時よ

りも換気の必要性を感じる場面において換気の意欲が高まることが示唆され，必要性を感じた生徒は

学校でも学校以外でも換気を実践していることが推察された。 

5. まとめ 

温熱・空気環境計測システムを活用した中学校保健「空気の衛生的管理」の授業を実践し，生徒の

関心・意欲等を評価した。その結果，授業後は身の回りの空気環境に対する意識の向上が認められ，

学校では多くの生徒が換気の必要性を感じ，換気を実践したことから，システムを活用した授業の学

習効果は高く，教材としての有効性が示唆された。一方，学校以外の場所では空気の汚れが気になる

生徒は少なく，学校にいるときほど換気の必要性を感じていないことから，今後は学校以外でも人が

多く集まる場所や火気を使用する場所では積極的に換気を行う態度を身につけさせる必要がある。 

参考文献 

1） 上田祐司，清水貴幸，鬼頭英明，西岡伸紀：中学校保健学習の準備，生徒の反応,使用指導方法に関す

る保健体育科教員の意識―質問紙調査の小単元別の分析結果から―．学校保健研究 57，227-237，2015 

2） 小山智史，佐藤ゆかり，森菜穂子：弘前大学教育学部附属学校園の熱中症対策 2.ローカルセンサを用

いたモニタリングシステム．http://siva.cc.hirosaki-u.ac.jp/fuzoku/wbgt/（最終アクセス 2020.1.31） 

3） 松比良奈々：学校環境衛生活動を生かした保健教育～温熱条件や明るさの至適範囲～．平成 29 年度

学校環境衛生・薬事衛生研究協議会【第 1 課題】学校環境衛生活動，22-27，2017 
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 C - 3  

米国HECAT「性と健康」の８基準の分析検討と学習指導要領 

 

  面澤 和子（元弘前大学） 

 

キーワード： HECAT，NHES，性と健康，８基準，学習指導要領 

 

【目的】HECAT2012（米国保健教育カリキュラム分析ツール）の９つの構成要素（内容）のうち，「性と

健康」について，就学前段階から高校までの４つの学年区分全体を分析することである。HECAT は米国

保健教育スタンダード(NHES)の基準１（知識），基準２～基準８（スキル）の８つの「基準」について９

つの内容を示しているが，そのうちの「性と健康」を分析，検討した結果を示す。HECAT2012には，米

国保健教育スタンダード(NHES)の８つの「基準」について，４つの学年区分（①就学前(Pre)-K-２学年，

②３－５学年，③６－８学年，④９-12 学年）ごとに，具体的内容が示されている。基準１は知識，基準 2

～8はスキルに関する記述である。 

【方 法】CDC:HECAT 2012(Health Education Curriculum Analysis Tool),2012の「第6章カリキュラム

分析の各要素(Curriculum Analysis Modules), CHE」の「性と健康（SH）」を翻訳し，分析・検討した。 

【結 果】 

(1) HECAT「性と健康」の項目数（表２参照） 

総項目数は 203であった。基準１は全学年合計 

で 97項目(47.8%)で８基準の中で最も多かった。 

基準２(10 項目)，基準３（9項目）と他の基準数は 

少なかった。学年段階別では 3%，10%，40%， 

46%で，6-8学年及び9-12学年の高学年での学習 

が多かった。 

(2)「性と健康」の能力を示す用語（表３参照） 

 基準１（知識）で多かった用語は，9-12学年 

(要約する 19)，6-8学年(言い表す)であった。 

６～７の用語が使われていた。基準５（意思決定 

スキル）では 6-8学年で７つ，9-12 学年で８つ 

あった。知識に重点を置き，6学年以上での学習が多い。他の基準では使用回数は多くはないが，様々な用

語が使われていた。 

(3)「基準７ 健康増進行動を実践し，健康リスクを回避または軽減する能力を明示する」（表１，４参照） 

 表４に基準７の具体的記述を示した。６学年以上~12学年の学習である。「健全な性行動をとることを約

束する」等，実際的な内容であった。表５に「性と健康」を 12学年まで学習した場合に期待される保健行

動の成果（HBO）を示した。「４．望まない妊娠を防ぐ」「８．性的健康を促進するために，適切な保健サ

ービスを利用する」等の方向性が示されている。（配布資料，参照）。 

【考 察】HECAT の「性と健康」の領域における内容，到達目標，方向目標を検討した結果，他の領域と

共通する知識やスキルがある一方で，適切な学年や特有のスキルの分布があることが明らかとなった。 

新学習指導要領 （2017 年 3 月告示）では，保健の見方・考え方を働かせて，課題を発見し，その解決

を図る主体的・協働的な学習過程により，保健の知識及び技能，思考力，判断力等，学びに向かう力，人

間性等の三つの柱で目標を設定し，理解と基本的な技能，他者に伝える力を養うことが目的である。HECAT

の内容や基準の示し方は，今後の参考になると考えられる。HECAT に基づいた性の授業プログラムは，

基準を組み合わせて構成され，中学校レベルで 17，高校では 16 レッスンあるが，実際は選択して展開す

るものと考えられる。 文献：ETR：HealthSmart,,2013，（Abstinence Personal & Sexual Health 2nd Edition） 

 

表５ 保健行動の結果 （HBO）

「就学前-K-12 性と健康」のカリキュラムによって、児童生徒は以下のように行動する。

HBO １．健全な関係を確立し，維持する。

HBO ２．性に節度をもつ。

HBO ３．HIV感染を含む性感染症（STD）を予防または軽減する行動をする。

HBO ４．望まない妊娠を防ぎ，あるいは減らす行動をする。

HBO ５．他の人たちに性行動をするように無理強いすることを避ける。

HBO ６．他の人たちに性的リスク行動を回避または軽減するように支援する。

HBO ７．性別に関係なく、他人を礼儀と敬意を持って接する。

HBO ８．性的健康を促進するために，適切な保健サービスを利用する。
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基準１ 児童生徒は，健康を増進するためにヘルスプロモーションと疾病予防に関する諸概念を理解する(comprehend)

基準２

基準３ 児童生徒は，健康を増進するために有効な情報，製品，サービスを利用する能力を明示する(demonstrate)

基準４

基準５　 児童生徒は，健康を増進するために意志決定スキルの能力を明示する(demonstrate)

基準６ 児童生徒は，健康を増進するために目標設定スキルの能力を明示する  (demonstrate)

基準７ 児童生徒は，健康増進行動を実践し，健康リスクを回避または軽減する能力を明示する(demonstrate)

基準８ 児童生徒は，個人・家族・地域保健を推奨する能力を明示する (demonstrate)

表１　NHES（米国保健教育スタンダード）第2版(2007年)の８つの基準 

児童生徒は，家族，仲間，文化，マスメディア，科学技術，その他の保健行動に影響する要因を分析する(analyze)

児童生徒は，健康を増進したり，健康リスクを避けたり減らしたりするために対人コミュニケーションスキルの能力を明示する (demonstrate)

表２　HECAT　「性と健康 （SH）」の基準ごとの項目数

基準１ 基準２ 基準３ 基準４ 基準５ 基準６ 基準７ 基準８

概念を理解

する(知識）

要因を

分析する

利用する

能力を示す

コミュニケーション

スキルの能力を示す

意思決定スキル

の能力を示す

目標設定スキル

の能力を示す

実践する

能力を示す

推奨する

能力を示す

Pre-K-第２学年 5 0 0 2 0 0 0 0

３－５年 13 3 0 4 0 0 0 1

６－８学年 36 8 8 6 8 5 4 6

９－12学年 43 10 9 6 8 7 4 7

　　　　基準

学年

基準１ 基準２ 基準３ 基準４ 基準５ 基準６ 基準７

概念を理解

する(知識）

要因を

分析する

利用する

能力を示す

コミュニケーション

スキルの能力を示す

意思決定スキル

の能力を示す

目標設定スキル

の能力を示す

実践する
能力を示す

Pre-K-第2学年 確認する (iden t ify)

説明する (explain )

3

1

  示す (demonstrate ) 2     　

３－５年

言い表す (desc r ibe )

説明する (explain )

確認する (iden t ify)

挙げる    (list )

要約する (summar ize )

7

2

2

1

1

言い表す (desc r ibe )

確認する (iden t ify)

1

2

示す (demonstrate )

説明する (explain )

3

1

  

６－8学年

言い表す (desc r ibe )

 説明する (explain )

確認する (iden t ify)

要約する (summar ize )

区別する(diffe ren t iate )

見つけ出す (de te rmine )

分析する(analyze )

16

12

 1

 4

 1

 1

 1

分析する (analyze )

言い表す (desc r ibe )

説明する (explain )

4

1

3

分析する (analyze )

利用可能にする(access)

言い表す (desc r ibe )

判断する(de te rmine )

見つける(locate )

3

1

1

1

2

示す (demonstrate ) 6 分析する (analyze )

選択する (choose )

判断する (de te rmine )

区別する (dist in gu ish )

説明する (explain )

確認する (iden t ify)

予測する (predic t)

1

1

1

2

1

1

1

適用する(apply)

評価する(assess)

設定する(se t a goal)

使用する(use )

1

2

1

1

分析する (analyze )

示す (demonstrate )

説明する (explain )

約束する(make  a

commitmen t)

1

1

1

1

９－12学年

分析する (analyze )

言い表す (desc r ibe )

説明する (explain )

正当化する (ju st ify)

要約する (summar ize )

評価する(evaluate )

9

2

10

1

19

2

分析する (analyze )

区別する(diffe ren t iate )

説明する (explain )

8

1

1

判断する(de te rmine )

評価する(evaluate )

使用する(use )

3

3

3

示す (demonstrate ) 6 分析する (analyze )

選択する(choose )

調べる(examine )

評価する(evaluate )

選択肢をつくる(gene rate )

正当化する(just ify)

決定する(de te rmine )

予測する(predic t)

1

1

1

1

1

1

1

1

評価する(assess)

策定する(deve lop)

策定する(fo rmu late )

実施する(implemen t)

設定する(se t a goal)

使用する(use )

2

1

1

1

1

1

分析する (analyze )

示す (demonstrate )

評価する(evaluate )

約束する(make  a

commitmen t)

1

1

1

1

基準

学年

表３　HECAT「性と健康(SH)」に使われている能力を示す用語

表４　「HECAT　基準７ 児童生徒は，健康増進行動を実践し，健康リスクを回避または軽減する能力を明示する 

「性と健康」（SH: Sexual Health)の項目 ― 学年段階別 (demonstrate)

（就学前-2年，３-5学年の記載はない）

８学年の終わりまでに，児童生徒は次のことができるようになる。

❑SH7.8.1 性的禁欲の実践に責任を持つことの重要性を説明する。 （Explain）

❑SH7.8.2 性的リスク行動を軽減または防止する個人の行動や態度を分析する。 （Analyze） 

❑SH7.8.3 自分と他人の性的健康を改善するための行動や態度を明らかに示す。 （Demonstrate）

❑SH7.8.4 健全な性行動を実践することを約束する。 （Make a commitment）

追加のスキルの期待

１２学年の終わりまでに，児童生徒は次のことができるようになる。

❑SH7.12.1 性的健康に対する個人の責任の役割を分析する。（Analyze）

❑SH7.12.2 性的リスク行動を軽減または防止する個人の行動や態度を評価する。 （Evaluate）

❑SH7.12.3 自分自身及び他の人の性的健康を改善するための行動や態度を示す。 （Demonstrate）

❑SH7.12.4 健全な性行動を実践することを約束する。 （Make a commitment） 

追加のスキルの期待

❑　__________________________________________________________________________

❑　__________________________________________________________________________
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 D - 1  

生きる力を育む学習支援室 

－食と健康の視点から－ 

 

◯河上 俊一（岐阜大学大学院）、近藤真庸（岐阜大学地域科学部） 

 

キーワード： 子ども、学習支援室、食、睡眠 

 

1、課題と方法 

学校から帰宅した後の間食の摂取が子どもたちの食習慣に影響を及ぼしている。私がボランティア

スタッフとして携わっている学習支援室も例外ではない。 

学習支援室には、業者などからの食料支援として、お菓子や菓子パンが届けられる。それで空腹を

満たす子もがいる。しかし、その状態が毎回当たり前のように続いてしまうと、「夕飯を食べてきてこ

なくても平気だ」、もしくは「帰宅しても夕飯を食べない」、さらには、「食べるとしてもさらに時間が

遅くなってしまう」ことにつながると考えられる。 

また、お迎えの関係もあって、学習支援室から帰宅する時刻は 20 時以降になることがほとんどで

あるため、家で夕飯を食べる場合、入浴、明日の準備、就寝と進むにつれて、どうしても就寝時刻が

遅くになってしまう。その結果、睡眠時間が短くなったり、朝すっきりと目覚められなかったり、朝

食を摂らずに学校にでかけることになりがちである。 

本報告では、生きる力を育む学習支援室を考えるために、私が指導スタッフとして携わっている

NPO 法人ポポロ学習支援室（注）をもとに考察を進めていく。具体的には、①まず、今ある学習支援

室の実態や子どもたちの食習慣を把握し、②次に、子どもたちの夕飯と間食の摂取行動と学習支援室

に来た時間と帰る時間を把握したうえで、③〈教育と保健〉の視点から分析と考察をする。④考察結

果をもとに、今後の学習支援室のあり方への提言をする。 

 

2、研究の概要 

 まず、私が関わっている学習支援室の主な概要と一日の流れについて、私から見た「風景」を〈教

育と保健〉の視点から分析し、学習支援室での営みという「教育現実」の中に、間食を摂るという「保

健現実」について分析し、以下の 3 点指摘した。 

1) 学習支援室では、20時近くになっても間食を食べることが常態化をしている。 

2) そうした状態が、成長期の子どもたちの身体の発達や生活リズムに悪影響を及ぼすというこ

とに、学習支援室の指導員が無頓着であり、認識していない。 

3) その結果として、学習支援室に通う子どもたちの帰宅後の食生活に悪影響を及ぼしている。 

 

次に、上記の問題点をより具体的に把握するために、学習支援室に通う子どもたちを対象にしてア
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ンケート調査を実施した。調査結果について分析・考察し、以下の 4 点を明らかにした。 

1) ほとんどの子どもは 17 時半から 18 時半に学習支援に到着しており、そこで約 2 時間 20 分

勉強した後に帰宅している。とくに中学生の場合、部活等で下校時刻が遅くなるため、空腹

な状態で学校から学習支援室に直行するケースがほとんどである。 

2) 中学生であっても、家で空腹を満たしてから学習支援室にやってくる子がほとんどである。

しかし、食べてきたものをみると、半分以上はお菓子や餅、インスタント食品であった。 

3) 学習支援室にいる時にお菓子や菓子パンを食べている子どもが約半数いた。この中には、学

習支援室に来る前にもお菓子などの間食をしてきている子どももいた。 

4) 学習支援室が、子どもたちの帰宅後の食生活や睡眠時間などの生活リズムの乱れの要因を作

り出しているにもかかわらず、スタッフがそうした現実に気づいていないことが、事態をよ

り深刻にしている。 

 

３．まとめ 

 以上の考察を踏まえて、学習支援室のあり方について提言と今後の展望について述べる。 

 1) 学習支援室での間食の提供が、かえって子どもたちの食習慣をゆがめている。にもかかわら

ず、そのことに問題性にスタッフを含めて気づいていない。こうした状態を改善していく第

１歩として、本研究で明らかにしたリアルな教育現実＝保健現実をスタッフが共有すること

を求めたい。 

 2) 次に、そこで形成された共通認識をもとに現実を変えていくために、スタッフと教育保健学

の専門家と共同で改善の糸口を探ることを提案したい。 

 3) それと同時に、子どもたちが自ら健康を獲得していく存在になっていくための学習も、学習

支援の一環に位置づけることも提案したい。 

4) また、例えば半年に一回程度、学習支援室において料理教室と試食会を開催し、食について

学ぶ機会をつくることで、親同士でも交流して、お互いの悩みを共有できるようにしたらど

うだろう。 

5) 今後の展望として、こうした取り組みを積み重ねながら、子育てのサポートと親のサポー

トを進める場として、学習支援室だからこそできる支援体制を整え、学校や塾とは違った価

値を広め、子どもたちの生きる力を育む場所として、学習支援室がその意義を果たしていく

ことを願っている。 

 

《注》NPO 法人ポポロ学習支援室は、経済的に塾に通えなかったり,放課後、家庭に居場所がない子たちが通ってきて、ス

タッフによる学習支援を受ける場所である。岐阜市からの助成金で運営し、利用料は無料。月曜日、水曜日、金曜日

の 3 日間の 17 時から 20 時半の間開かれている。スタッフは大学生から社会人まで多様な方が関わっている。子ども

たちは日によって異なるが約 15 人程度通っている。 
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 D - 2  

子どもの健康生活習慣づくりのための「実験教育的アプローチ」 

○山内康彦（岐阜大学大学院）○近藤真庸（岐阜大学地域科学部） 

 

キーワード：健康生活習慣づくり、実験教育的アプローチ、“シナリオ形式”による授業プラン 

  

１．課題 

本研究の課題は、①「実験教育的アプローチ」による、子どもの健康生活習慣づくりの理論（「近

藤メソッド」）について、従来の「生活点検」論との違いに着目して検討し、さらには、②「実

験教育的アプローチ」に基づく実験的実践によってその特徴と有効性を検証することである。 

  

２．方法 

授業は、岐阜県白川町の 5 つの公立保育園で実施する。対象は年長児。実施時期は、小学校に

入学する直前 1 か月前。“ぐっすりすいみん すっきりウンチ”をテーマに授業を行う。授業者

は筆者（山内）である。 

進め方の特徴としては、①授業再現性が高く、反省を生かして指導方法や内容をバージョンア

ップしていくことができる“シナリオ形式”の授業プラン（原案作成者：近藤真庸）に基づいて

実践する。②保護者との連携を図ることができるように、前半は、親子一緒に授業を実施し、後

半は保護者のみを対象に講義を行う、の２点を挙げることができる。 

 また、授業の後には、「まずは、５日間（1 週間）試してみよう！」と声かけをし、その直後

と、小学校入学後の取り組みと結果について合計２回のアンケート調査をおこなう。 

 

３．結果と考察 

(1) まず、「実験教育的アプローチ（「近藤メソッド）」理論の方法的特徴について、近藤氏の論

文や著書、日本学校保健学会「教育講演」抄録を検討し、以下の５点を明らかにした。 

 1) 「実験教育的アプローチ」とは、「〈科学的知識の伝達〉→〈点検・指導〉」を軸とした「従

来型」の学習指導とは異なるアプローチである。 

2)「保健事象への実験教育的アプローチ」の中核に位置づくのが、科学的方法論に基づく実践

過程（〈仮説〉－〈実験〉－〈検証〉）である。 

 3) 「実験教育的アプローチ」に基づく実践は、以下の４つの視点を大切にしている。 

  ①「保健事象」の把握と分析 － 何が問題なのか？ 

   ②「実践」後の「保健事象」の変化への明確なイメージ － どう変えたいのか？ 

   ③「仮説」を支える保健諸科学の知見 － なぜ、その方法が有効なのか？ 
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    ④「検証」可能な客観的指標と対照群（コントロール）の設定 － どのように成果を確

認するのか？ 

 4)「実験教育的アプローチ」という発想に基づく学習は、健康問題の解決に向けて追究をはじ

めるような子どもたちを育てる〈主体的〉〈対話的〉で〈深い〉健康教育の一つの典型とな

りうる。 

(2) 次に、「試して（仮説）、なるほど（成果）」の指導原理に基づいて作成した“シナリオ形

式”による授業プランで、保育園児（年長）を対象に実験的実践を行い、授業後に実施した「保

護者アンケート」の分析を踏まえて考察した。 

結果は以下の通りである。 

 1) 十分取り組んだ人ほど「効果があった」と回答し、「今後も続けていきたい」と思っている。 

2) 半分程度しか取り組んでいない人についても「効果があった」と回答している人は、「今後

も続けていきたい」と回答している。次回への動機付けにつながったと考える。 

 3) 「あまりできなかった」と回答した人は「効果についてよく分からない」と回答しながらも

「今後続けていきたい」と前向きな回答をしている。 

 4) 「取り組みが半分程度」と回答している人についても、入学後も取り組みを続けることで、

「効果はややあった」から「効果はあった」と実感できている。継続することで、身につ

く実感をもつことができたと考える。 

 

４．まとめ 

 「実験教育的アプローチ（「近藤メソッド」）」の特徴と有効性として、以下の 4 点を挙げるこ

とができる。 

 1)「実験教育的アプローチ（「近藤メソッ」ド）」は、〈方法〉と〈結果〉を〈体験〉を通して検

証するところに方法的特徴がある。 

 2)それゆえ、目先の成果ではなく、生涯にわたって自分のからだを見つめ、主体的によりよく

生きていく力を子どもたちに身につけさせるための有効な方法といえる。 

 3)子どもが保護者と共に学ぶことで、親子で「生活時間割」づくりができる。 

4)幼児期の子どもに「実験教育的アプローチ」を活用した生活時間割づくりを体験させる 

ことは、将来にわたり、目的をもった一連の行動を自立して有効に成し遂げるための機 

能(実行機能)の力を育てていくことにつながる。 

《主な引用文献》 

1)近藤真庸「『生活点検』論を見直す」（『教育』1985 年 3 月号 所収 P64～70） 

2)近藤真庸「試して、なるほど！そして、なぜ？～実験教育的アプローチによる、 

『触発・追求型の健康教育』～」（学校保健学会第 65 回講演集 2018 年 12月 所収 P76～77） 

3)近藤真庸著「“シナリオ”＆ワークシート方式による触発・追求型の健康教育」（2007 年 明治図書） 
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 D-3  

東京 2020 オリ・パラ競技大会・学校連携観戦プログラムの検討 

熱中症から子どもの命を守るための提言 

 

     ◯柘植 順子（岐阜協立大学・非常勤講師）・近藤 真庸（岐阜大学地域科学部） 

河島 正弘（岐阜工業高等学校） 

 

キーワード：東京 2020 オリ・パラ競技大会、学校連携観戦プログラム、熱中症予防 

 

１．課題と方法 

 本報告の課題は、東京 2020オリ・パラ競技大会・学校連携観戦プログラムを熱中症予防の観点から

検討し、子どもの命を守るための提言をすることである。 

2018 年 7 月愛知県豊田市で、学校から約 1 ｷﾛ離れた公園へ「虫取り」を目的に出かけた校外学習後

に起きた死亡事故についての事例研究（①関連する新聞記事をネット検索 ②現場検証）を通して、オ

リ・パラ・学校連携観戦プログラムを実施することによって起こりうる子どもの熱中症事故の危険性

を予測する。 

 

2. 熱中症予防の観点からみた、東京 2020 オリ・パラ競技大会・学校連携観戦プログラムの問題点 

(1) 東京 2020 オリ・パラ競技大会・学校連携観戦プログラムの概要 

 東京都は、都内の学校の子供たちが学校単位で直接観戦する機会を提供する（東京都 2018 年 10 月報

道資料）。江東区には、オリンピック 11競技 10会場、パラリンピック 8 競技 7会場があり、「恵まれた

環境を生かし」オリ・パラ教育を推進することを目指している。（「江東区オリンピック・パラリンピック

教育推進計画」平成 29年 3月） 

 学校観戦奨励に不安を抱く校長の投書（2019年 11月 20日朝日新聞）、暑さによる体調不良の懸念から、

不参加を決める小学校が相次ぐ（2019年 12月 13日共同通信社）など、危機意識が高まりつつある。しか

し、学年別の参加率は 5、6年生がほぼ 100％、3、4年生は 7〜8割、2年生は約 66％（前掲）と、中〜

高学年は参加予定であり全体としては低調である。 

 

 (2) 熱中症予防の観点からみた問題点 

競技会場は水分の持ち込みが制限される。十分な水分と塩分補給が難しい。子ども、特に幼児と学

童期の小児は、水分摂取不足から脱水になりやすく、暑熱耐性も低いため熱中症にかかりやすい（菅

谷潤壹『汗はすごい』ちくま新書）。 

暑さによる観戦中止基準がなく、チケットを準備し、すべての子どもが参加する。たとえ酷暑の予

報でも観戦日変更は難しく、観戦の延期や“中止ではなく実施・参加するため”に熱中症予防指針の

設定をゆるめたり、無視し（内田良『リスク・リポート』https://news.yahoo.co.jp/byline/ryouchida/ ）がちだ。    

https://news.yahoo.co.jp/byline/ryouchida/
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また、引率者に対し圧倒的に子どもが多いので、すべての子どもに丁寧な目配りは難しい（内田）。

トイレや急な体調不良には対応できない。 

その上、原則公共交通機関での移動が求められている。江東区内に会場があるとはいえ、電車利用

と徒歩で移動する。競技開始時間に合わせ人が移動するため、電車や駅で大混雑が起こり、ホームに

人があふれ電車が止まる可能性がある（田口東 FNN.jp https://www.fnn.jp/posts/00305760HDK ）。また、臨

海部の会場までの道中に街路樹やビル影が少なく（樫村修生 2019年 9月 12日中日新聞）、江東区内は、

半数以上が屋外競技の会場だ。競技場と最寄り駅往復はもちろん、観戦中も暑さにさらされる。 

 

３．愛知県豊田市 U 小学校「校外学習」での熱中症死亡事故（2018 年 7 月 17 日）の分析 

 (1)死亡事故の概要 

事故に関連する新聞記事をネット検索してまとめた概要である。 

2018 年 7 月 17 日、愛知県豊田市 U 小学校 1 年生４クラスは、学校から約 1 ｷﾛ離れた公園へ「虫取

り」が目的の校外学習へ、徒歩で出かけた。児童らは水筒を持参、こまめに飲むよう指示していた。朝

から「高温注意情報」が発表され、学校は把握していた。午前 10時 5分ごろ、亡くなった児童は、朝

の健康観察では体調不良を訴えていなかったが、公園に向かう途中から「疲れた」と教師に話し、教師

に手を引かれ歩いた。約 45分間公園で活動した後、午前 11 時 35分ごろ学校に戻った。児童は、風通

しの良い教室の一角で休むが、体調が急速に悪化、約 10 分後、意識を失い救急搬送、午後 0 時 56 分

に熱中症の疑いで死亡した。市教委が５月に各校に配布した熱中症マニュアルには「適切な処理を行

う」とあったが、具体的な指示はなかった。1年生で毎年夏に実施、校長は事故後「これまで校外学習

では大きな問題は起きておらず、気温は高かったが中止するという判断はできなかった」と釈明した。 

(2)事例分析 － 問題点の析出  

熱中症死亡事故を引き起こすに至った要因とかかわって、以下の問題点を析出した。 

①校外学習（学校行事）の暑さによる明確な中止基準がない。②子どもの訴えに対し、適切な対処を

していない。③体調不良などのアクシデントに対応できるような引率条件と環境ではない。 

 

４．提言 

 以上の考察を踏まえて、「東京 2020 オリ・パラ競技大会・学校連携観戦プログラム」において熱中

症から子どもの命を守るための提言を述べる。 

①子ども・教師がともに、熱中症についての最新の科学的知見を学び、熱中症予防に努めること。 

②校外学習時の暑さによる中止基準を明確に定め運用し、すべての子どもの安全を確保すること。 

③小学生は熱中症になる危険性が高いため、「学校単位で直接観戦」を取りやめること。 

④「学校単位で直接観戦」する学校に対しては、子どもの体調不良などのアクシデントに対応できるよ

うな引率条件と観戦時の環境を提示すること。 

以上が整わない場合、「学校単位で直接観戦」を取りやめ、熱中症から子どもの命を守ってほしい。

https://www.fnn.jp/posts/00305760HDK
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Ⅱ 課題別セッション 

【1】カリキュラムマネジメントを活かした健康教育 

［コーディネータ］岡崎勝博（東海大学） 

鎌田克信（東北福祉大学） 

［報告者］    鎌田克信（東北福祉大学） 

【3】子どもからだの現状と教育としての学校健康診断・からだの測定のあり方 

［コーディネータ］宍戸洲美（帝京短期大学） 

鹿野晶子(日本体育大学) 

［報告者］     圡田 豊(中国短期大学) 

【2】子どもに安心・安全な保健室のあり方 

［コーディネータ］鈴木世津子（淑徳大学） 

下里彩香（港区立東町小学校・養護教諭） 

［報告者］       真宮由佳（京都市中学校・養護教諭） 

池田真理子（元・京都市立中学校・養護教諭） 
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 課題別セッション 1  

カリキュラムマネジメントを活かした健康教育 

 

 

○岡崎勝博（東海大学）、鎌田克信（東北福祉大学） 

 

キーワード： カリキュラムマネジメント、健康教育、新学習指導要領 

 

１．はじめに 

新学習指導要領においてカリキュラム・マネジメント（以下 CM）を活用した取り組みが勧められて

いる。しかし、健康教育の分野ではすでに CM を活用した実践が取り組まれ、優れた実践が蓄積されて

きた。特に養護教諭の作成する年間の学校保健計画では、ＣＭを活かした全校的な取り組みや地域の

サポーターを巻き込んだ豊かな実践が企画されてきた。本セッションでは優れた実践を 2 年間に渡り

紹介してきた。第 1 回は、須永先生（元千葉県養護教諭）に豊富で多彩な実践の数々を語っていただ

いた。また、筑波大学附属駒場中・高校から養護教諭の早貸千代子先生と保健体育科の山合洋人先生、

そしてお二人の実践をサポートされた小塩靖崇先生(国立精神・神経医療研究センター精神保健研究

所・東京大学大学院教育学研究科)により、「メンタルヘルスリテラシ―教育プログラム」に取り組ま

れた実践を紹介していただいた。そして第 2 回目は、藤田照子先生から「子どものやる気を育み、全

校で取り組む健康教育」を、特に「脱メディア依存の実践」について紹介していただいた。また松下

育子先生からは、「みんなに広げる教材づくり」で、具体的な教材づくりの取り組みが教職員だけでな

く保護者や外部講師をつなぐ鎖の機能を果たしている実践が紹介された。 

そして、参加者を含めた議論のなかで以下の点が確認された。 

1) 一人一人の子どもに寄り添いながら、子どもたちの健康課題を把握する。 

2) 得られた健康課題について情報発信する。しかも組織として発信する。発信の仕方も工夫する。 

3) 健康問題や課題を教員、保護者、地域の関係者で共有化する。子どもは学校だけで生活しているわ

けではない。 

4) 何のためのマネジメントなのか、問題意識を深める。CM という制度があるから実践できるのでは

ない。問題を共有することにより主体的に取り組む CM が成立する。 

5) 悪い点の指摘・修正だけでなく、“いまの子どもたち”に発達課題を考慮した健康文化の創造で対

峙する。教材づくりも健康文化の創造と捉える。  

 

 今年度は、特に５）にかかわって課題を掘り下げることを企画している。従来、保健に関する指導

がややもすれば日常的な健康問題への対処等比較的短いスパンの取り組みがなされることが多かった。

もちろんこれはこれで必要な指導ではあるが、しかし健康問題を幅広くカリキュラムマネジメントと

することにより健康認識を深めることはできないか、そのような取り組みの可能性について議論を深

めたい。 

 

２．今年度の実践の案内 

 鎌田克信先生より「子どもたちと共にからだ観・生命観をみがく」という実践を紹介していただく。

担任、理科教員、養護教諭が協力して取り組み、また教科だけでなく総合学習の時間も活用しながら

幅広く展開されている。この中で「からだ観」や「生命観」の形成に迫る実践が展開されている。ま

た、ワークショップにより、子どもたちの健康問題や課題をどのように共通認識としていくのか、参

加者と交流できればと考えている。みなさまからの優れた取り組みやアイディアを共有することによ

り、豊かな実践が生まれ、また明日の実践への意欲につながることを期待している。 

 



第 17 回日本教育保健学会 

於・じゅうろくプラザ（岐阜市文化産業交流センター） 

 36 

 課題別セッション 1  

子どもたちと共にからだ観・生命観をみがく 

－「生命の誕生」そして「いのちをさかのぼり，限りあるいのちをみつめる」授業から－ 

 

○鎌田克信（東北福祉大学） 

 

キーワード：からだ，生命，いのち，癒し 

 

１．はじめに 

 保健の授業では，子どもたちのからだ観，生命観に働きかけることを大切にしたい。単に「からだ

の大切さ」「いのちの尊さ」を語りかけるのではなく，子どもたちがもっているからだや生命について

の疑問を掘り起こし，これまでに積み重ねてきた生活や経験をもとにその疑問と向き合わせ，探求し

た上で科学的な知識と出会わせることを重視したい。このような学びをくぐりぬけることで，子ども

たちはからだ観，生命観をより深みのあるものにしていくのではないだろうか。 

肉親との別れほどつらいことはない。小学５年生のＡは，夏休み明けに母親を亡くした。登校して

も「お母さん，死んじゃった」と涙を流す日が続いた。それでも，少しずつ元気を取り戻し，Ａは，

自主学習ノートに料理のレシピを書き続けた。そこに母親の姿を思い浮かべながら記録しているのだ。

しかし，学級の子どもたち，そして私自身も，彼女にかける言葉をもち合わせていなかった。「いのち」

をどう捉えたらいいのか戸惑っていた。そのようなとき郡山ザベリオ学園養護教諭佐藤洋子先生の「つ

ながってきた『いのち』と限りある『いのち』を考える～いのちのバトンリレー」という実践を知っ

た。子どもたちの経験や思いとからだに関する科学的な知識を結びつけながら，からだに備わった仕

組みやいのちのつながりの巧みさとすばらしさについて学ぶ，思いの込もった実践だった。 

２．子どもたちがもつ疑問と探求心にあふれた世界 

 ２学期の終業式，Ａが｢先生，読んで。また，続きを書くから｣と言いながら 1 枚の作文用紙を私に

手渡した。そこには，母親のことが書かれたいた。「いのちをどう捉え，受け止めればいいのか」それ

を彼女一人の課題にするのではなく，学級の子どもたち，そして私も共に考える必要を感じた。その

ためにも，子どもたちのもつ生命観やからだ観を知りたいと考え，アンケートを実施した。半数以上

が死んだ「いのち」が生き返ることがあると答え，約８割の子が生まれ変わりを信じていると回答し

た。その一方で，赤ちゃんを抱いた経験をもつ子も多く，半数の子が妊婦のおなかに手を当てたこと

があると答えている。しかし，アンケートでは子どもの思いが鮮明になっていないことが感じられた。

理科は専科だったので担当教諭にも作文を読んでもらい，Ｔ・Ｔを中心にした授業づくりをしたいと

いう思いを伝えると，快諾が得られた。Ｔ１は，私が行うことになった。 

 そこで，子どもたちの声を直接聞き，学習計画を立てることにした。「私たちは生まれる前，おなか

の中でどのようにしていたのかな」が 1 時間目の主発問である。最初に１歳前後の乳児の写真を見せ

た。これは，私自身の記憶で一番古い記憶につながる写真である。この写真をきっかけに子どもたち

自身の幼かったころの話を出し合うと，とても穏やかな表情になっていくのが分かった。れらの記憶

の前は，写真や動画でたどれるが，誕生前の自分の様子は分からない。それを予想し合わせることで，

子どもたちの中にある生命に関する疑問を掘り起こしたいと考えた。「どうやって小さな丸（受精卵）

が人間の姿になるのか」「手足が出るなら，そこを見てみたい」「栄養はどうしているのか」など，次々

と疑問や予想が出されていった。ある子が，「おなかの中では，しっぽがあった」と発言すると，話は

急に熱気を帯びた。「そんなはずはない」，「学習雑誌で見た」，「祖先はサルだからしっぽがあってもお

かしくない」，「では，今なぜサルがいるのか」子どもたちの発言で黒板が埋まっていった。子どもた

ちは，生命の起源や発生，からだについて，知りたいことでいっぱいだった。子どもたちの中には，

疑問と探求心にあふれた世界があることを知った。そこに働きかけることが必要だと考えた。 
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３．「生命の誕生」そして「いのちをさかのぼり，限りあるのちを見つめる」まで 

 子どもたちの発言や感想をつないでいくことで，以下のような授業構想を立てた。 

 授業の様子について理科専科教諭や養護教諭と話していると，２名の先生が体験談を話してもいい

と協力を申し出，多くの職員で子どもたちと生と死について考えることになった。 
時 授業のテーマ 学 習 活 動 体制 

理

科

① 

わたしたちは生まれる前，お

母さんのおなかでどのように

していたのかな。 

一番古い記憶の前は，写真でたどれるが，誕生前の私たち

については分からない。それを予想することで，子どもた

ちの中にある生命誕生に関する疑問を掘り起こしていく。 

担任 

理科専科 

理

科

② 

おなかの中で，私たちはどの

ようなすがただったのかな。 

胎内での姿を予想し合ったところ，「しっぽ」の有無に多

くの子どもが関心を抱いていた。発生の過程について写真

資料を中心にたどり，その成長過程を追っていく。 

担任 

理科専科 

（養教） 

理

科

③ 

私たちはお母さんのおなかの

中でどのように大きくなって

きたのかな。 

私たちが胎内で大きく，重くなっていくことをただる。そ

の際，どのように栄養を得ているのかという疑問を持たせ

ることも大切にする。図の他，胎児模型も提示した。 

担任 

理科専科 

養護教諭 

理

科

④ 

私たちは，お母さんのおなか

の中でどのようにひそかに栄

養をとっていたのかな。どの

ように呼吸していたのかな。 

私たちが体内で成長するために，どのようにして養分や酸

素を取り入れ，老廃物を排出していたかを予想し，話し合

わせた上で，へその緒と胎盤の働きについて学ぶ。 

担任 

理科専科 

養護教諭 

理

科

⑤ 

｢風船(あわ)」の秘密を探ろう 理科②で子どもたちは，羊膜に関心をもち，｢風船（あわ）」

の中にいたことに素朴な疑問を感じていた。そこで，その

「風船（あわ）」の中身（羊水）と役割について話し合わせ

る。最後に，出産経験のある先生に，母体には胎児を守る

仕組みが備わってはいるが，母親もまた「赤ちゃん」を大

切に守ってきたことについて話をしてもらう。母親と一緒

にいるのは「＋38週」ということを伝え，数え年は，母親

と一緒に過ごした時間でもあることに気づかせる 

担任 

出産経験

のある教

諭 

理科専科 

養護教諭 

総

合

① 

② 

私たちのいのちをさかのぼろ

う 

理解①の際，子どもたちの最大の関心事であった，私たち

のいのちのルーツについて考える。再度，自分たちの考え

を述べ合った上で「人間の歴史年表」「ヒトの直系巻物」を

提示したり，加古里子の図「地球の生物の歴史の道」を提

示したりし，地球上の生物が多様に進化し，ともに時代を

歩んできたことに気づかせる。 

担任 

養護教諭 

総

合

③ 

④ 

限りあるいのちをみつめよう 本人の了解を得てＡの作文を紹介し，いのちをみつめるき

っかけにする。グループごとに「死」とはどういうことか

「からだやすがた」「心や思い出」の２つの観点を示し，人

生のゴールとしての死のもつ意味を考える。同僚で第２子

を妊娠時に亡くされた先生がいる。その先生の体験談を聞

き，生を受け，死をむかえることの意味を共に考えていく。

最後に，詩「死ぬってどういうこと」の読み聞かせをする。 

担任 

養護教諭 

死産の経

験をもつ

教諭 

４．成果と課題 

１） 子どもたちの生活や経験を語り合いながら，からだや生命についての疑問を掘り起こすことで，

発問が子ども自身の内なる問いとなっていく。 

２） 子どもたち同士による異なる経験知や予想による「対話」をさせながら，その学年の子どもに

理解可能な「からだの科学」をくぐらせることで，認識を深めていく。 

３） 生命誕生について学び，考え合うことで生命の尊厳やつながりを子どもたちなりの実感を伴っ

た理解へと深めていた。死について見つめ，その体験を聞き合うことで生命の尊厳や生きる希望

を見出している。その際，教師らが共同して体験を語ることが，より考えを深める契機となる。 

４） 誕生や死に関わる経験や思いを書いたり，話し合ったりすることで，自分自身が癒され，互い

に癒され合いながら，自分のからだといのちを受け止めようとする姿が見られた。（感想文・語り） 

追記：その後Ａは，計画員会で６年生を送る会や１年生を迎える会の準備に夢中になって取り組んだ。

休み時間も，友達と一緒に，飾り作りをしたり，新しいアイデアを考えて相談にきたりするようにな

った。代表委員会の司会も進んで引き受けた。学校を休むことはなくなり，少しずつではあるが自分

を取り戻してきているように感じられた。頑張りすぎないように見守ることを大切にした。 
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 課題別セッション 2  

子どもにとって安心・安全な保健室のあり方 

 

                          コーディネーター：下里彩香（港区立東町小学校） 

                               鈴木世津子（淑徳大学） 

キーワード：子どものからだと心，保健室，養護教諭実践，ケア，教育  

 

1．セッションの目的と課題 

 グローバル化や情報化が急速に進み，社会が大きく変化する中、子どもたちのからだと心の状況は、ま

すます深刻化の一途をたどっている。子どもたちは、「すぐ疲れたという」「転んでも手が出ない」などの

からだのおかしさ、運動・食事・睡眠等の生活習慣の乱れ、慢性疲労、アレルギー疾患の増加、メンタル

ヘルスの問題（不定愁訴、心身症的な兆候、心理的ストレス等）、不登校や保健室登校、いじめや虐待等、

病気ではないが決して健康とはいえない様子を抱えている。この背景には、子どもたちを取り巻く環境や

生活状況の多様化・複雑化（格差や貧困の拡大）が大きく関与していると思われる。 

「子どもの権利条約」では、すべての子どもがもつ「生きる権利」「育つ権利」「守られる権利」「参加す

る権利」を保障している。教育においてもこの観点が遵守される必要がある。しかし、子どものからだと

心は、過度に競争的な教育制度や貧困等を背景に保障されている権利さえ行使できず、成長・発達する大

事な子ども期を十分に生きることができていない状況下にあるのではないだろうか。 

 養護教諭は、保健室において子どもたちの発育・発達を支え、健康教育を推進し、自治活動を通して健

康に生きる力を育成する等の重要な役割を担っている。これらの実体を明らかにし、解決への道筋を模索

するために、養護教諭に寄せられる期待はますます高まっているといえよう。 

本学会では、養護教諭の仕事を「ケアと教育の綯い合わせ」と捉えてきた。すなわち、「子どもの訴えに

耳を傾け、受け止め、寄り添いながら、その抱えている課題と向き合うこと（「子どもの受容と存在の承

認」）」、「子ども一人ひとりの課題に照らして、子どもと一緒に考えながら乗り越えるべき課題を発見し、

発達の主体者に育む支援をすること（「発達課題・教育課題を掴み組織的に支援すること」）」であると考

えている。 

 これまでの議論では、以下のことを確認することができた。 

・ 教育体制が管理的な傾向を強め、生活指導という名目の子どもたちへの締めつけが強化される中

で、子どもは保健室に行くことすら許されない状況も垣間見られる。こうした問題に対応するため

に、養護教諭は子どもが必要だと感じた時に安心して保健室で指導や相談を受けられるよう、教職

員との共通理解をはかることが必要である。また学校全体で保健室の在り方（あるべき姿）を検討

する必要もあると再確認した。（養護教諭の子どもへの願いや子ども観の共有） 

・ 子どもが学校だけでなく、家庭でも安心して過ごすことができるように、家族支援が必要なことも

ある。学校で支援していることや本人の願いや成長の様子を伝えることで、学校と家庭とが同じ目

線で子どもを見守り、育てていることが大切である。（家庭との連携と支援） 

・ 子どもが保健室を求める言葉や行動に耳を傾け、そのからだと心の状態を受け入れ、子ども自身に

自分の課題を認識させる。「もっとこうなりたい」「これを乗り越えたい」という自分のからだや心

への深い願いや発達の課題を子どもとともに引き出すことで、自立や人格形成に働きかけることが

できる。（教育課題の創造） 

2．今大会の課題 

 今大会では、『保健室から見た子どもの貧困』というテーマで、京都市立中学校養護教諭の真宮由佳氏、

同じく元養護教諭の池田真理子氏のお二人から報告をいただく。子どもたちのからだや心の実態、子ども

たちとのかかわり、そこから掴んだ課題、組織的な連携・協同について実践的にレポートしていただき、

①養護教諭が子どもの要求や本音をどのように引き出しながら「子どもの受容と存在の承認」が追求され

実践されているのか、②子どもが抱えている「発達課題・教育課題」をどのように掴み支援しているのか、

を検討したい。そして、真に子どもにとって安心・安全な保健室のあり方について参加者と討論し、その

あり方を追求したいと考えている。 
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 課題別セッション 2  

保健室から見た子どもの貧困 

 

 

○真宮 由佳（京都市立中学校 養護教諭）、池田 真理子（元京都市立中学校 養護教諭） 

 

キーワード： 子どもの貧困、不適切な養育環境、虐待、愛着障害、連携 

 

はじめに 

 保健室で子どもと接するとき、その健康課題に対応しようとすると、必ずその子どもの置かれてい

る環境など背景に目を向けることになる。そうしてそれぞれの子どもの背景に目を向けながら、子ど

も達と関わる中で見えてきたことなどを考察する。 

 

地域の様子 

比較的新しいマンションや普通の住宅などもあるが団地が多く立ち並んでいる。経済的に厳しい家

庭が多く、就学援助率が 6 割程度である。ひとり親世帯も多く、全体の 3 割程度を占める。 

 また、この地域に長らく暮らしている中国系の一族がいることなどもあって、外国ルーツの生徒も

少なくない。 

 

来室の様子 

来室数がとにかく多い。ここ 3年程でどんどん増えており、一月に 500～600人程度の来室数である。

多い月では 700～800 人で、全校生徒約 300 人の学校とは思えない数字になっている。そして、特定の

頻回来室者が数名存在し、けがや体調不良の来室よりは、メンタル不調などの来室が多い傾向にある。 

主体的に生きていない子どもたち 

来室した生徒と話していて思うのは、「主体性を持って生きていないなぁ」ということである。すべ

てがそうではないが、例えば「しんどい」と言って来室し、バイタルサインに異常もなく、これといっ

て急を要するような症状もない。後は本人がこの状態で頑張れるのかどうか、というような状況で、

「授業に戻れそうにないのか」と尋ねてもあまり反応がない。少し間を取って本人の発言を待っても

何も出てこない。そうなると「○○さんはどうしたいの？」という問いに行きつくが、「わからない」だ

とか「（授業に出ても出なくても）どっちでもいい」という答えが返ってくることが多い。どうかする

と全くの無言のままという時もある。 

また、来室カードを書かせてみても今日が何月何日なのかわかっていない。この後の時間割もわか

らない。来週に迫ったテストなどの行事の予定も頭に入っていないということもよくある。つまり、よ

く保健室に来る生徒たちの中には、今日がいつなのかもわからないし、この先のスケジュールも知ら

ない。更には、自分がどうしたいということもわからないというのだ。彼ら彼女らは、とても「あいま

いな世界」を生きている。特に疾病異常がないのに「しんどい」のにはこういった、見通しが立たない

生活の仕方にも一端があるのかもしれない。 
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背景にある不適切な養育環境 

 先に述べた通り、地域柄、貧困の問題とは切っても切り離せない。保護者自身が生活に余裕がないこ

とと関連してか、家庭の状況に恵まれない生徒が多く、虐待のケースも少なくない。また、きょうだい

が極端に多かったり、複雑な家族関係であったり、保護者に精神疾患があるなど、虐待認定を受けてい

なくても、非常に厳しい状況に置かれている生徒が多くいる。 

 

性に関するトラブルの多さ 

 性被害、性的虐待、性的逸脱行動など性に関するトラブルが多く、事後の対応にも苦慮することが多

い。ケースにもよるが、保護者に連絡して保護者から外部の関係機関などにつながってもらおうにも、

保護者の受け止めが多くの場合、軽いため、うまく外部の関係機関につながらず、結果としてケースが

滞るということになりがちなのである。 

 そもそも、性に関するトラブルに巻き込まれやすいのには、その子が育った過程で性的な事象に対

する感覚が通常とはずれてしまったことにより、簡単に自分の身を危険に晒してしまいがちであるこ

となどが考えられる。また、保護者自身もそういった感覚のずれを有していることが多い。 

 

貧困が招くものと学校教育ができること 

 不適切な養育環境の下に育つ子どもの中には、愛着障害の症状を呈すことがあることが知られてい

るが、正に養育者との間でうまく愛着形成がなされなかったために、その他の人ともコミュニケーシ

ョンが難しく、集団生活であらゆる支障をきたす、というような生徒が何人もいる。この愛着障害の大

きな問題は、社会生活を送る「人」としての基盤もうまく形成されないというところにあるように感じ

る。基盤がしっかりしていないから主体的に生きられないし、自分自身を大切に思えず、自らを危険に

晒してしまう。 

ここまで述べてきた子どもの実態は貧困から始まっているといって差し支えないと思う。ここでい

う貧困は所謂、相対的貧困であるが、単に経済的に苦しいというだけでなく、そこが発端となって子ど

も達が不適切な養育環境に置かれ、その結果心身ともに健全に発育、発達するのを阻害され、どうかす

ると、更にその次の世代にまで連鎖してしまう恐れがある。 

学校教育だけで何か支援をするという範疇をとうに超えている事象が多いが、ひとりひとりの子ど

もが持つ、可能性を引き出し貧困の連鎖から脱出するきっかけを与える手段の一つが学校教育であり、

その教育活動全体を土台として支えるのは健康教育ではないかと思う。 

 

現代的健康課題と学校内外での連携 

単に疾病異常があるかないかだけでは健康であるかどうかは計れない。現代的健康課題という概念

とはそういったもののように思う。だとすれば、ここで述べた実態は「現代的健康課題を濃縮したよう

な」という表現がぴったりではないだろうか。 

特別支援的な援助、家庭への福祉的な支援、医療、警察などケースによっては、挙げればもっとある

が、一人の子どもの問題を取り扱う時に多角的な視点を以て、その背景にも切り込まなければならな

い。ここ数年やたらと言われる「連携」である。言葉で言う程、簡単ではないが組織の垣根を超えた連

携こそが対応していける唯一の手段であると実感している。 
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 課題別セッション 3  

子どものからだの現状と教育としての学校健康診断・からだの測定のあり方 

 

コーディネーター：宍戸洲美（帝京短期大学） 

                                 鹿野晶子（日本体育大学） 

 

キーワード：幼児，保育，体力・運動能力測定，土踏まず測定，左右バランス測定 

 

本セッションの主旨 

本学会では，1997 年に学会の共同研究として健康診断に関する研究プロジェクトを立ち上げ，養護

教諭と研究者が集って学校における健康診断の教育的意義を追究した．そして，その成果をまとめて

2003 年に出版したのが『教育としての健康診断』（大修館書店）である．当時は，学校健康診断をスク

リーニングと位置づけ，視力測定の簡略化や胸囲測定の廃止等，子どもたちの健康課題が考慮されて

の改訂とは考えがたい方法の見直しや項目の削除が矢継ぎ早に行われた時期であった．そのような中，

上記の研究プロジェクトでは学校健康診断がどうあるべきかを実践的に追究し，その成果を現場で広

げていくことを試みたのである．この成果は，今なお，学校健康診断の基本的姿勢を考える際の拠り

所になっている．しかしながら，子どものからだと心の一層の危機が叫ばれている昨今，およそ 20 年

前の実践がそのまま現在に役立つのかといった疑問も残る．今を生きる目の前の子どもたちの健康問

題をどのように把握し，どのように解決したらよいのだろうか．また，そのためにはどのような健康

診断が必要なのだろうか．例えば，座高の測定が省略されたが，果たして身長と体重のみで子どもの

発育状況を把握することは可能なのだろうか．視力低下に歯止めがかからない事実があるにも関わら

ず，その実態さえ把握できないような視力測定方法・集計方法で問題はないのだろうか．さらには，

学校健康診断そのものがスクリーニングのみの位置づけが強調されることに問題はないのだろうか． 

 以上のような問題意識のもと，本課題別セッションでは「子どものからだの現状と教育としての学

校健康診断・からだの測定のあり方」をテーマに据え，関連の実践を通して議論を深めていくことを

目的に日本教育保健学会第 15 回大会（日本体育大学、2018 年 3 月）から始動した．そして，これま

でに，3本の実践（中島綾子氏「子ども自身が知って、感じて、考える健康診断を〜さまざまな測定を

通して〜」，佐藤由香氏「よりよい運動器検診を目指して」，中込美惠子氏「自分を知ること『ＮＯＮ！！

メディアにチャレンジ！』の取組からみえてきたこと：前頭葉機能の測定を通して」）を対象に議論を

進めてきた．ただ，これらの実践は小学生と中学生を対象に行われたものであり，幼児の実態や課題

については議論の対象にしてこなかった．そこで今大会では，𡈽田 豊氏(中国短期大学）から「保育

を測る-今，保育者に求められること-」というテーマで保育者とともに取り組まれた実践を報告いた

だく．この報告を受けて，以下の柱で議論を深めながら，引き続き「子どものからだの現状と教育と

しての学校健康診断・からだの測定のあり方」を追究していきたい。 

1）今，子どものからだと心はどのような実態にあるのか 

2）その実態把握には，どのようなからだの測定項目や方法が必要なのか 

3）子ども自身が自らのからだや心の状態を認識し，それを踏まえて生活をコントロールする力をど

のように身につけていったらよいのか 
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 課題別セッション 3  

保育を測る 

－ 今、保育者に求められること － 

 

○𡈽田 豊(中国短期大学） 

 

キーワード： 客観的視点、保育者の実感，運動遊び感，保育の評価 

 

はじめに 

 今、子どもたちに関わる問題として、体力・運動能力の二極化や小児生活習慣病、運動器検診の義

務化などひと昔前ではあまり耳にすることのなかった問題が次々と起きています。保育や教育の現場

からは、「まっすぐ走れない子どもが増えた」「よく転ぶ」「ボール投げでボールを放すタイミングが分

からない子がいる」などの声も聞こえてきます。この原因として子どもたちを取り巻く環境が、以前

と大きく変化したことが影響していると考えられます。 

 日常生活の中で一緒に遊ぶ友だちの減少、習い事の増加に伴う遊ぶ時間の減少、そして子どもが犠

牲になる事件・事故の増加による安全な遊び場の減少のいわゆる三間の減少が子どもたちのからだと

心の育ちを妨げる環境要因になっていると言えます。 

 その一方でこの三間が常時そろっている環境が、保育や教育の現場と言えます。加えて、就学前の

この時期は、様々な動きの獲得という面でも重要かつ最適な時期といわれています。つまり、未就学

期の取り組みは、これまで以上に重要さを増していると言えます。そこで今回は、就学前の運動環境

をどう捉え、整えていくべきかについて議論できればと思います。 

 

保育現場の実感 

 岡山県 A 市の保育協議会には、A 市内の公立・私立保育園（認定こども園含む）が合同で研究課題

を設定し、3 年間で研究を進める仕組みがあります。私は今回、助言者としてこの研究会に参加し、

研究のサポートをしてきました。3 年前、この研究をスタートするにあたり、まずは保育現場の実感

を集めてみてはと提案し、市内 107 園を対象に「子どものからだ調査（子どものからだと心・連絡会

議作成）」を実施しました。その結果、「保育中じっとしていない」「背中ぐにゃ（椅子に座っている時

背もたれに寄りかかったり、頬杖をついたりして背中がぐにゃぐにゃになる子）」「夜なかなか眠れな

い」「朝、なかなか起きられない」などがワースト上位にランクインしていました。これらの実感の背

景には、生活習慣の乱れや心の育ちそして日常的にからだを動かす運動習慣が保育や家庭生活の中で

確立できていない現実があるのではないかと考えました。そこで、これからの 3 年間で、「運動遊び」

を系統的・継続的に取り組んでいくこととし、当時の 3 歳児が 5 歳児になるまでの 3 年間の縦断的な

取り組みを開始しました。 

 

保育者の「運動遊び」感 

 子どもの実態把握に並行して、「運動遊び」を中心となって推進していく保育者（研究会に参加して

いた 17 名の保育者）の「運動遊び」感についても調査しました。その設問の１つ「各園で運動遊びへ

の取り組みに違いがありますが、それにはどんな要素が関係すると思いますか（複数回答）」に対し、

「保育者の興味・関心」「保育者の得手・不得手」が 15 件ずつと最も多く、次いで「保育用具の充実

度」が 9 件で続いていました。つまり、日常の保育の中で「運動遊び」を取り入れるか否かは、保育

者の裁量に左右される部分が多く、「運動遊び」を不得手としている保育者にとっては 1 つの障壁とな

っていることが明らかとなりました。 
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「運動遊び」の情報共有 

 この研究会は、年間５回実施され、その都度部員が集まり課題について話し合う機会が確保されて

います。そこで、2 年目の 2018 年度はそれぞれの園での運動遊びの事例を持ち寄りグループごとで

発表し合う場を 3 回持ちました。さらに、私の方でどの園でも比較的取り入れやすそうな事例をピッ

クアップし、全体会で共有するという形で研修しました。その結果、他園での実践を自園でも実施し

たり、アレンジして実践したりするという理想的な形で実践が深まっていくと同時に、少しずつ保育

者の苦手意識も軽減していったと感じています。 

 

「保育教材」の紹介 

 「保育用具の充実度」も運動遊びを展開する上での懸念要素となっていたことに対しては、私が作

製した教材を紹介しながら各園での保育に生かしてもらいました。教材を自作する上での留意点とし

て、「安く材料が購入できかつ丈夫なもので、子どもたちの運動遊びを誘発できるもの」を念頭に作製

しました。その 1 つが木の板の上にカスタネットを固定し、コーンの上に取り付けられる教材「カッ

チンくん」です。この教材を紹介したその日に同じものを自作し、翌日の保育で活用される保育者も

いたことから 1 つのきっかけを提供することで、保育者の意識の啓発につながることを実感しました。

その後も定期的に自作教材を紹介し、各園での保育に生かしてもらっています。 

 

体力・運動能力，土踏まず，左右バランスの測定 

 研究の３年目、これまでの運動遊びの成果を確認することを

目的として子どもたちの体力・運動能力測定を実施しました。

25m 走、立ち幅跳び、開眼片足立ち、棒反応の 4 種目は、事前

に測定方法を研修会で共有し、各園で保育者が検者となって測

定しました。そのほか土踏まずと左右バランス測定は、私が各園

を巡回しながら測定しました。その結果、3 年継続園、2 年継続

園、1 年間の参加園の結果には差が見られ、運動遊びに系統的か

つ継続的に取り組むことの価値を確認できました。 

 

保育者の変容 

 この研究組織の目的は、子どもたちのからだや心の問題を保育に携わる者同士が議論しながら改善

していくことにあるのはもちろんですが、同時に保育者の保育スキルの向上や意識改革などの資質向

上です。今回の研究については、上述した運動遊びに対する興味関心や得手不得手の意識をどう改善

し、保育の幅を広げていくことができるかが課題と考えていました。 

 その変容の様子は、事例報告資料の考察や年度末に提出される振り返り等で確認することができま

した。今まで感覚的に子どもたちの動きを捉えていた多くの保育者には、体力・運動能力テストの結

果と日常の動きを重ね合わせて客観的に評価できる視点が備わったり、保育者同士で事例を紹介しあ

ったりすることで保育の幅が広がり、「運動遊びに対する不得手感も軽減した」等、保育スキルを向上

する本来の目的を達成できたと感じました。 

 

まとめ 

保育料が無償化した現在、「保育」の分野はこれまで以上に多忙となりました。その一方で保育の現

場は三間がそろう貴重な場でもあることから、子どもたちのからだと心を育てる上での重要度はこれ

まで以上に増していると言えます。ただ、保育現場の環境は園によって多種多様なため、園の実態に

合わせ、子どもたちのからだの育ちにとって少しでも魅力的かつ有益な保育環境が提供されていくこ

とを期待しています。また、その中で定期的に子どものからだの状態を客観的に評価する機会を持つ

ことで、自分自身の保育も評価し、保育の質が向上していくことを願っています。

図 25m 走の継続年数別比較 
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Ⅲ 特別報告  

保健センターを核に、 

園・学校・地域の連携で子どものこころを育てる          

－ 愛知県愛西市での 20年間の取り組み － 

［報告者］ 黒宮 孝子 

（愛西市健康福祉部健康推進課 課長補佐、保健師） 
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保健センターを核にした 学校・保育園・地域連携による 

子どもの心を育てる２０年間の実践 ～子どもの心の健康づくり事業～ 
 

愛知県愛西市＊   

 

はじめに 

 愛西市は、平成 17年 4月に 2町 2村が合併してできた市です。 

 合併前の 4 町村がそれぞれ特色を持って実施してきた保健事業を、新しい市としてどう継続発展さ

せるかを検討する中で、「子どもの心の健康づくり事業」も変化と改善をしてきました。 

 

事業目的 

 タバコ・薬物・性感染症・いじめ・暴力・ひきこもりなどの問題は、子どもが心の危機を様々な形で

表しているためと考えられています。これらの行動には、子どもたちの心の発達が大きく関連してお

り、思春期の一時点で対応するのではなく、妊娠・出産・乳幼児・学齢期までの一貫した地域の取り組

みが必要であると考え、保健センター・保育園・幼稚園・学校が連携して子どもの心の健康づくりに取

り組む体制づくりを目指しています。 

 

令和元年度における対象別事業内容と保健センターの役割 

対象 内  容 関係者 保健センターの役割 

保育園 

幼稚園 

年長児 

【入学前 2 週間から家庭で始める 排便と睡

眠を軸とした生活時間割づくり】講演会 

睡眠と排便を整えて、学校生活に集中できる

ための、入学前に家庭で行う取り組みの紹介 

保育園・幼稚園 

年長児と保護者 

岐 阜 大 学近藤教授 

事業の周知と申し込み

受付、会場確保と準備 

当日運営とアンケート

実施 

小学校 

4 年生 

【二分の一成人式】※1 

名前の由来、将来の夢など、学校ごとに特色

のある学びを通して、これまでの自分とこれ

からの自分を見つめ直し、自己肯定感を育む 

小学校 

4 年生と担任教

諭 

保護者・関係者 

岐 阜 大 学近藤教授 

担任との作業部会開催 

必要経費の一部補助 

小学校 

５･６年生 

【思春期講演会】 

思春期を迎える小学校 5・6 年生に伝える、 

こころといのちの話 

小学校 

５・６年生 

と保護者 

岐 阜 大 学近藤教授 

講師との調整 

学校との調整 

アンケート実施 

中学校 

2 年生 

【いのちの授業】※2 

子育て中の親と乳児の協力を得て、親になる

気持ちをイメージし、将来親となる自分につ

いて考える機会となるよう、抱っこ体験やグ

ループ単位の交流をクラス単位の授業で実施 

中学校 

養護教諭 

2 年生 

育児中の保護者

と乳児 

協力親子の募集・調整 

授業への参加(グループ

単位の交流補助など) 

学校との調整 

アンケート実施 

※1  平成 26年度には、「二分の一成人式 10年後の集い」を実施しました。 

※2 中学校 3年生を対象に、1年後の再会をする学校もあります。 
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【入学 2週間前から家庭で始める 排便と睡眠を軸とした生活時間割づくり講演会】 

 

 

 

 

 

 

 

【二分の一成人式】 

                
   手作りの招待状      友人の等身大人体模型図に    二分の一成人式の様子 
                メッセージを書き込む友人 

【いのちの授業】 

 

 

 

 

 

 

                 

 

   お母さんへのインタビュー       抱っこ体験 

 

 

 

まとめ 

 愛知県の西端に位置する小さな「愛西市」で、事業の準備期間も含めて約 20年間、地道に事業を継

続できたのは、近藤教授はじめ養護教諭や事業推進実行委員会委員など、「素敵な出会い」が生み出す

プラスの連鎖でした。 

 これからも親子・学校と生徒の変化に寄り添いつつ、より良い取り組みとなるよう検討と工夫を重

ねていきます。 

＊報告者は、黒宮孝子( 愛西市健康福祉部健康推進課  課長補佐、保健師 )氏 

 

  

  

  

 

 出産のたびに協力してくださる家

庭も多く、中学生がスーパーマーケ

ットで親子に声を掛けるエピソード

も聞かれています。 
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広告掲載企業 

C・オーグメント 

一般社団法人 障がい児成長支援協会 
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《理念》すべての子どもたちが、共に学び共に育つ社会の実現  

（インクルーシブ社会の創造） 

・障がい児の成長支援療育の提供  

・女性が地域で活躍する場の提供  

・保護者へのレスパイトケアと進路相談  

http://www.seicho-ryoiku.jp/ 

〒５００－８２８６   

岐阜市西鶉一丁目３１番地ＺＯＡビル４Ｆ－A 

℡０５８－２１３－０３００  FAX０５８－２１３－０３１３  

北海道（札幌・石狩）から鹿児島県（鹿児島市）まで日本全国７０の事業所が加

盟。課題のある子どもを療育するための「児童発達支援」や「放課後等デイサー

ビス」、「短期入所」、「相談支援事業所」、「Ａ型・Ｂ型・一般就労」、「通信制サポ

ート高校」等を行っている。  

真の“療育”には、「医療」と「教育」の両面からのアプローチが大切という方針

のもと、学校や園と福祉、病院、行政が連携を図りながら、質の高い継続的な療

育が行われるように様々なサポート活動を行っている。  

 

http://www.seicho-ryoiku.jp/
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