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はじめに 

 
物の豊かさ、利便性の向上、情報の豊かさ、核家族化などによる生活スタイルの
変化、地域環境・学習環境の変化による遊びや学習の仕方の変化など、子どもを取
り巻く様々な社会・家庭環境の変化に伴い、子どもの肥満・やせすぎ、生活習慣病
の兆候、体力の低下など様々な健康上の課題が指摘されてきている。小・中学校に
おける児童・生徒期は、ライフステージの第一段階にあり、健康に関する知識を正
しく理解し、児童・生徒が一人ひとりの課題に応じて主体的に健康づくりに取り組
む習慣の基礎を身に付けることが重要である。 
特に食を含めた児童・生徒の生活習慣の個性化が言われているように、独立行政
法人日本スポーツ振興センターが平成 17 年に実施した「児童生徒の食生活等実態
調査」では、児童・生徒の朝食の欠食と就寝時間の関係、夜食を食べる児童・生徒
の増加などが報告されている。目黒区においても、こうした児童・生徒の基本的な
生活習慣の変化も認識しつつ、健康教育を進めていくことが求められている。 
目黒区教育委員会は、これまでも学校保健活動や体力づくり、学校栄養職員によ
る食の指導等をとおして健康教育を進めてきた。中でも、昭和 62 年 4 月に開園し
た興津健康学園において、ぜん息や肥満などの児童の健康課題の改善に関し効果を
上げてきた。しかし、この健康学園については開園以来、入園児童数の減少などの
課題があり、健康学園のあり方についても方向を定めていく必要が生じている。 
こうした状況から、目黒区教育委員会では平成 18 年 9 月に「目黒区健康教育推
進検討委員会」を設置し、学校・家庭・地域において総合的に健康教育を推進し、
一人ひとりの児童の健康に関する課題の改善を図るための方向を検討することと
した。 
本検討委員会においては、身体の基礎を築き、自我を確立していく小学生の段階
で健康教育を進めることが特に重要であるとの考え方の下に、目黒区の児童の健康
課題、また、健康教育推進に向けた基本的な考え方及び方策の検討を行ってきた。 
そして本年 6月、それまでの議論を中間のまとめとし、これを本検討委員会とし
て公表し、広く区民等から様々なご意見をいただいてきた。さらに、本委員会の認
識として、児童の生活習慣の実態に関して区立小学校４、5年生を対象にアンケー
ト調査を実施し、その結果を現状評価に加えた。 
こうしていただいたご意見や、アンケート調査の結果を委員それぞれが受け止め、
議論を深め、この度、最終のまとめとし報告するものである。 
 
◇◇◇ 
 
１ 目黒区の児童の抱える健康課題 

区立学校では、毎年度定期健康診断を実施し、その結果をもとに「学校保健統計」
としてまとめ、疾病、あるいは身体上の異常などの発見に努めている。また、各学
校の体育の授業の中で体力テストを実施している。これらの結果から、児童の体
格・体力・健康状態・生活習慣等の現状を次のようにとらえている。 



 2

＜体格＞【資料４・５】 

毎年、区立学校で実施している定期健康診断結果から区立小学校の児童の状況
を見ると、身長と体重のバランスの取れた体格の児童は、平成 13 年度から平成
17 年度にかけて全体の 70％を超えるものの、平成 15 年度以降、毎年減り続けて
いる。 
また、「軽度以上の肥満型」の児童は、平成 13 年度と比較し全体の 9.52％か
ら平成 17 年度には 6.45％と減少している一方、「やせ」「やせすぎ」を合わせた
「やせ型の体格」が平成 13 年度の 15％から平成 17 年度には 21.27％と増加傾向
となっている。 
さらに、毎年度体力テストを区立小学校全校で実施しており、その結果につい
て全国、東京都全体との比較を行っている。平成 18 年度の実施結果によると目
黒区の小学５年生・６年生の体格は、男子が全般的に全国・東京都全体と比較し
て同様であるが、女子は体重、座高ともに低い傾向にある。 
児童の体格の変化の問題として、以前は肥満が挙げられることが多かった。し
かし、ダイエットの情報がメディアで取り上げられ、「やせ思考」の風潮が世間
に見られ、この影響を受けて小学生でも「やせ」願望が強い児童が増えており、
不必要なダイエットをしたがる傾向が見られる。 
 
＜体力＞【資料５・６】 

握力・上体起こし・長座体前屈・反復横とび・20ｍシャトルラン・50ｍ走・立
ち幅とび・ボール投げの体力テストにおいて、目黒区の児童を東京都全体と比較
すると５年生の男子・女子とも上回っている種目が多いが、全国と比べると女子
は下回っている種目が増えている。６年生では東京都と比較すると男女ともやや
上回っている。女子のボール投げが各年度をとおして５年生・６年生ともに全国、
東京都との比較で下回る傾向にある。 
一方、一日あたりの運動・スポーツの実施時間は、「2時間以上」「１時間以上
2時間未満」の実施が減っている。それとは対照的に、テレビの視聴時間につい
ては、「2 時間以上 3 時間未満」「3 時間以上」の視聴が増えている。運動・スポ
ーツをする時間が遊びや学習などに移行しているとも考えられる。 
    

＜健康状態＞【資料７】 

気管支ぜん息を持つ児童は、平成 13 年度の 326 人から平成 18 年度には 688 人
に増加している。この小児期の気管支ぜん息の 90％はアレルギー性であるとい
われている。 
また、アレルギー性皮膚炎については、平成 13 年度の 342 人から平成 18 年度
は 923 人と倍以上に増えている。さらに、食物アレルギーがあるために給食から
原因物質を除去して食する必要がある児童も増えている等により、アレルギー体
質の児童が年々増加している。 
これらアレルギー増加の要因としては、大気汚染や居住環境の変化、肉体的及
び精神的ストレスの増加、食生活の欧米化など、様々な因子があるといわれてい
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る。 
 
こうした児童の健康課題は、生活環境や生活習慣の変化による影響を受けやす
い。今後はさらに、目黒区における児童の生活習慣の実態等を把握し、改善の方
向を見定めていく必要がある。 

 
＜生活習慣等＞【資料１６】 

本検討委員会では、区立小学校の４、5 年生を対象に、1 日の生活習慣や意識
等の実態を把握することを目的に、「１日の生活に関するアンケート調査」を実
施した。 
・ 起床時間については朝は 69.4％の児童が「6時 30分～7時 29分」のほぼ一
時間の間に起きている。朝の様子は、目覚ましで起きる方法も含めて自分で起
きる児童が約半数である。 

・ 就寝時間はばらつきがあり、「9 時～11 時 29 分」の間に 81.9％が就寝して
いる。4年生では男女ともに「9時～9時 29分」が最も多く、5年生では「10
時～10時 29分」が男女ともに最も多い。また、わずかではあるが「12時すぎ」
に寝る児童は 3.5％となっている。 

 ・ 朝・夕の食事の状況については、朝食事をする児童は 96.7％で、夕食は 97.2％
となっている。 

 ・ 自分の身体について健康だと思うか健康観を聞いたところ、「健康だと思う」
は全体で 84.8％であった。一方、「健康だと思わない」は 13.7％で、その理由
を自由回答としたところ「夜寝るのが遅い」「睡眠不足」「食べ物に好き嫌いが
ある」「運動をしていない」などが挙がっている。 

 
一般的に児童の欠食（特に朝食）が増えているといわれているが、この調査か
ら、目黒区内の対象児童については、大変高い割合で朝夕の摂食がされているこ
とが伺える。一方、夜寝る時間については深夜に及ぶ児童がおり、朝食の欠食と
合わせて「健康だと思わない」児童が全体に比較して多い状況にある。〈詳細は
（Ｐ58）参照〉 
 

２ 目黒区の児童に対する健康教育の現状と課題 

（１） 学校での取組と課題 

学校における保健活動として、保健学習や保健指導等の保健教育、健康診断
や校内環境測定等の保健管理、学校保健委員会などの組織的な活動が行われて
いるが、これらを総合的に推進し活性化していくことが重要である。加えて、
児童・生徒の健康づくりの基本となる生活習慣の確立は、本来、第一義的には
家庭教育の中で実施されるべきであるが、核家族化や少子化等の影響で家庭の
教育力の低下が指摘されており、学校・家庭・地域が連携して健康づくりに取
り組んでいくことが重要である。 
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  ① 定期健康診断の実施と保健指導 

各学校では、定期健康診断における体格・栄養状態等の実態把握、健康生
活実践状況の実態把握、学校環境衛生に関する実態把握など学校保健情報の
把握に努めている。そして、こうした情報を基に、心身の健康や健康生活の
実践に課題を有する個の児童に応じた保健指導や健康相談活動、学級活動や
学校行事など集団での保健指導に取り組んでいる。 
また、健康づくりに自らが進んで取り組む児童を育てる保健指導の一環と

して、指導計画を作成し、研究授業が試みられている。その一例としては、
平成 17 年度「病気の予防」という単元で、病気の起こりかた、生活の仕方
と病気の予防などについて学習を行った学校もある。 
児童に対する健康の意識付けを行うためにも、今後、さらに学級担任をは
じめ健康教育に対する校内の意識を高める必要がある。 

 
② 学校保健委員会の取組 

各学校では、児童・教職員・保護者・地域関係者などが健康づくりに関し
て意見を交換し、協議・研究するとともに、積極的な実践活動を行う組織活
動の場として「学校保健委員会」を設置し活動している。 
この委員会が本来有すべき役割として、児童・生徒の健康づくりに対する
学校・家庭・地域の役割分担や健康課題を明確にし、その具体的な対応策を
検討し健康づくり活動を実践することとされている。 
しかし、現状においては、委員会開催のために時間の確保が難しいなど課
題があり、活発な活動を展開している学校が少ない状況が見られる。学校に
おける健康教育に果たす「学校保健委員会」の役割の重要性を考えると、委
員会活動を活性化し組織を有効活用することが求められている。 

    
  ③ 食育の実践 

学齢期は、生涯にわたる健康的な食生活を送るための基盤を築く大切な時
期である。そうした中で、学校給食は児童の食生活の中でもバランスよく栄
養を摂取するために欠かせない一食となっている。学校では食に関する「年
間指導計画」を作成し、給食時間を中心に学校栄養職員による食の指導を行
っている。また、各教科の中で学習内容と関連付けた食の指導や、総合的な
学習の時間及び学級活動の時間を活用し、食文化や食生活のマナー、食材に
関する知識、食生活の重要性を理解させるなどの指導の試みもはじめられて
いる。 
児童の食に対する関心を高めることと合わせて、さらに今後は、家庭での
より良い食習慣が確立されるよう、保護者に対して啓発を行うことも求めら
れている。 
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（２） 興津健康学園での取組と課題 

① 興津健康学園における実践と成果 

興津健康学園は、「肥満」や「ぜん息」など身体が虚弱な児童を入園させ、
恵まれた自然環境や指導スタッフの中で児童一人ひとりの症状に応じた健
康学習を行い、健康課題の改善を図るとともに、学習した内容を目黒区での
生活の中で実践できるようきめ細かい指導を行うことを目的として設置し
た区立小学校の特別支援学級である。 
昭和 62 年 4 月の開園以来、健康課題の改善や教育効果などで次のような
実践により、成果を上げている。 
興津健康学園では、児童一人ひとりの個別指導計画を教員が作成し、各
教科・道徳・特別活動・総合的な学習の時間などで児童一人ひとりの興味・
関心に合わせるなど個に応じた指導が展開されてきた。また、健康な心と
体づくりのために、自らの食生活を管理するための献立づくりなどにも指
導の重点を置き、児童自らが、自分の健康を考えていく生活習慣づくりも
身に付けさせてきた。個別指導計画の作成や栄養のバランスを考慮した献
立づくりなど、児童自らが取り組める学習のあり方について研究を重ね取
り組んできた成果は、目黒区立の各小学校においても健康教育を実践する
際に生かし、一層活用していくことが大切であると考える。 
 

② 興津健康学園の運営上の課題 

＜対象児童・入園児童数の推移＞【資料１２・１３】 
興津健康学園の入園対象児童は、小学校 3年生から 6年生であるが、毎年
度「肥満」「ぜん息」などの入園理由別の対象者数を把握するため、小学校
2年生から 5年生児童を対象に調査している。 
これによると入園対象児童数は、開園以来、全児童数に比例して減少を続
けてきたが、平成 13 年度以降増加している。全児童数に対する対象児童の
割合は、平成７年度の 12％をピークに微減し、平成 16 年度には７％台と最
低となったが、平成 18 年度には 10％とピーク時に近い割合となっている。 
理由別では、平成２年度に「肥満」が「ぜん息」の２倍以上（全対象児童

の 67％）であったが、徐々に「肥満」が減少、「ぜん息」が増加し、平成 18
年度では、「ぜん息」児童数は 356 人（全対象児童の 63％）と過去最高とな
った。 
一方、５月１日現在の入園児童数は、昭和 63 年度に一回目のピーク（50
人）を迎えるが、平成４年度に 23 人まで減少、その後再び増加し、平成６
年度に第二回目のピーク（50 人）に達した後、再び減少し、平成 12 年度に
は 19 人となった。平成 13 年度から６年間は平均 27 人程度であったが、平
成 19 年度は 12 人と過去最低の入園児童数となっている。 
年間の延べ在籍人数は、平成 11 年度までは 5 月 1 日現在の人数と同様の

傾向であったが、平成 12 年度以降は夏の生活体験事業や秋の見学会をきっ
かけとした中途入園者が増加しているが、平成 17 年度以降は減少傾向であ
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る。 
入園理由別では、開園当初は「肥満」が多く、平成元年度から４年間は「ぜ
ん息」、続く６年間は「肥満」が多くなっている。「偏食」は、入園延べ人数
がピークである平成６年度で最も多くなっている。なお、「ぜん息」の対象
児童数は増加しているものの、「入園児童数」の増加には直接つながってい
ない。 
教育委員会及び学校により対象児童の保護者に向けたＰＲや、平成 13 年
度からの荒川区児童の受入れ等の入園児童確保策を図ってきたが、入園児童
数の増加が見込めない状況となっている。 

 
＜入園児童数減少の背景＞ 

これまでの保護者・学校関係者の声や生活体験事業・見学会のアンケート
などから、入園児童数の減少は、保護者・児童の意識面で、親離れ子離れが
できない（小学生の間は親との密接な関係が必要との考え、家族から切り捨
てられるという児童の思い込み、入園期間を長いと感じるなど）、入園によ
る学力低下への懸念、学園は特別な児童が入園するところという誤ったイメ
ージなどがあると思われる。 
また、状況として、医療の進歩（在宅療養が可能）、進学準備、習い事や
地元でのスポーツクラブの活動や現在の友達関係の中断等も入園を敬遠す
る理由であると考えられる。 

 
＜入園児童数の減少傾向とその影響＞ 

○ 学習効果 

入園児童が少ないと学級あたりの児童数も少数になり、平成 19 年度の
５月時点においては３年生２人、４年生３人、５年生４人、６年生３人で
ある。 
少人数集団の場合、児童一人ひとりにかかわる時間が増え、きめ細かな
指導が展開しやすくなるとともに児童同士のかかわる人数が少ないため、
互いの理解も深まっていく。しかし、多くの児童とのかかわりの中で経験
する、様々な考え方や価値観の多様化に触れる機会は少なくなる。 
あまりにも少数の場合には、多様な人間関係を築くことや同年齢の児童
と切磋琢磨する場面の減少などが生じ、特に教育活動においても、学習や
行事内容の幅が狭まる問題点などが考えられる。 
児童期においては、多くの友達とかかわり、多様な意見や価値観を学ぶ
ことも大切なことである。生涯を見通す中で、健康面での改善はもちろん
大切な課題であるが、原籍校への復帰や中学校へと進学していく児童にと
って、同年齢の多くの友達とふれあうことも大切である。 
一方、区内の学級規模は 1クラス 20人～40人であり、体育の授業や行
事等では無理なく活動ができ、また、子どもたちが幅広い人間関係の中で
切磋琢磨しながら育っていくために必要な学級規模となっている。これに
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加えて、一人ひとりの学力向上を目指して習熟度別の少人数学習等も取り
入れており、両者をうまく組み合わせていくことで教育効果が高まると考
える。 
○ 入園児童にかかる経費【資料１５】 

Ｐ６＜入園児童数減少の背景＞に記載したように、対象となりながらも
入園を選択しないケースが多くある状況では、健康教育の施策を再構築し
目黒区内の小学校に在校している健康課題がある児童に対する支援策と
のバランスをとる必要性も生じてきている。 
一方、学園の運営費用は入園児童数に大きな関わりはなく毎年度概ね２
億円程度（都費人件費を除く）である。また、入園児童数により１人当た
りの単位費用（年間）は 370 万円から 590 万円となっている。入園児童の
減少は１人当たりの単位費用の増となる。なお、区内の区立小学校児童 1
人当たりの経費は、この 1割程度に止まる。 

 
３ 今後の健康教育推進の基本的考え方と施策の進め方 

（１） 健康教育推進の基本的な考え方 

目黒区の健康教育は、「めぐろ学校教育プラン」が掲げる「21 世紀をたくまし
く生きる人間性豊かな子ども」の育成を目指し、健康について、児童一人ひと
りが自ら考え、判断し、よりよく行動できる実践力の基礎を培う教育を推進す
ることを基本的な考え方とし、進めていくことが肝要である。 
推進に当たっては、健康教育を進める主体である学校、家庭、地域においてそ
れぞれの役割に応じた方策に取り組みつつ、すべての児童を対象として、一人
ひとりの状況に合わせた健康教育を進めていく必要がある。その際、興津健康
学園の経営方針並びに実践・成果を活用していくことが大事である。 
 さらに、「めぐろ学校教育プラン」においては、目指す子ども像を育むため
に、「確かな学力」「豊かな心」「健やかな体」を総合的にバランスよく身に付け
ていくための教育活動を進めることとしている。児童の健康は体の面からだけ
でなく心の面からも増進することが重要であり、両者の関係性にも留意しなが
ら具体的な方策を進めていく必要がある【図１】。 

 
 

  

 
心豊かな子どもを育むための教育の推進 
 
○ 体験活動の充実 
  自然体験・生活体験、宿泊交流体験 
○ 教育相談の充実 

スクーリング・サポート・ネットワーク事業、め
ぐろエミール、スクールカウンセラー、メンタルフ
レンド・・・

健やかな体をはぐくむ教育の推進 
 

○ 体力づくりの充実 
○ 健康教育・健康指導の推進 

めぐろ学校教育プラン 
＜21 世紀をたくましく生きる人間性豊かなめぐろの子ども＞ 

図 1
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（２） 健康教育施策の進め方 

生活様式が多様化・個性化する中で、児童は成長に適切なよいリズムで生活す
ることが難しくなってきている。こうした環境がさらに進めば、今後ますます児
童の健康が危ぶまれる可能性もある。このような状況の下、健康課題のあるなし
に関わらず、すべての児童一人ひとりが生涯にわたって健康で安全な生活を送る
ためには、小学生の段階から自らの健康づくりの基本を身に付けることが大切で
ある。 
また、小学校 1学年は、就学前とは遊びの量や質が変化するとともに、学習す
る中で新たな発見が得られる貴重な時期である。このような時期から健康教育を
進めていくことは効果的である。 
このため、目黒区においてすべての児童を対象として、さらにきめ細やかな健
康教育を進めていく必要がある。 
その一つは、学校教育の一環として児童に知識を付与し、健康増進や疾病予防
に自ら取り組めるようにする健康教育を行うことである。もう一つは、健康課題
を既に抱えた児童の一人ひとりの課題に応じた改善を図るための健康教育を行
うことである。また、健康教育に連なるものとして様々な健康づくりの方策があ
るが、健康づくりを持続させるためにも児童の意識付けを伴う健康教育と一体的
に行っていくことが肝要である。 

 
（３） 興津健康学園のあり方 

興津健康学園では開園以来、入園児童に対して健康課題の改善や教育効果など
で成果を上げてきたところである。今後は、これまで興津健康学園で培ってきた
健康課題の改善のための教育実践を目黒区の小学校全体の健康課題を抱えるよ
り多くの児童に向けたものとしていくべきである。それは、興津健康学園の設置
の理念に基づく、長年の実践・成果を目黒区全体の健康教育として展開していく
ことであり、学校・家庭・地域・教育委員会が連携して児童の基本的な生活習慣
の習得や個に応じた健康課題改善が可能となる環境を整えるなど、言葉を変えて
言えば、目黒区全体を健康学園としていくことである。【図 2】（Ｐ９）。 
このため、すべての児童を視野に入れた施策の展開を考えると、限られた児童
のみを対象とし、しかも入園児童の少ない興津健康学園は廃園とせざるを得ない
と考える。 
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興津健康学園
・ペースランニング・自然を生かした遊びによる体力づくり 
・すこやかの時間を活用した健康課題別学習、栄養学習、健康づくり学習

・寄宿舎生活での基本的な生活習慣の習得等 

地域 
 

学校 ・ 教育委員会 
・定期健康診断・保健指導・食指導等 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
・・・学校で得た自らの健康課題
に関する知識・能力などを深めた
り、高めたりすることや、地域の
様々な人たちとの交流を通して楽
しみながら遊びやスポーツを実践
するなど継続的に活動する。 
 

 
 
・・・児童の健康づくりの基本は
家庭で行われるべきものであり、
基本的な生活習慣の確立を図る
とともに、学校で学習した内容を
さらに深め、習慣付ける。 

家庭 

健康教育推進のイメージ図 

これまで

新たな健康教育

 
 

図２

 ・・・生涯にわたっての健康づくり
は、一人ひとりが継続的に取り組む課
題であり、生きる力の基礎を学ぶ児童
期に児童が自覚を高め自ら実践でき
る力を培うため、学校において組織
的・体系的な教育活動を行う。 

学校 教育委員会

興津健康学園の設置の理念、実践・成果 

健康課題のある 

入園児童が対象 

（3 年生以上） 

 ・・・学校における健康教育の実
践が適切に進められるよう、教育委
員会は環境整備、人材の確保や育成、
場の提供など様々な条件整備を図
る。 

全児童が対象
（1 年生から健康 
教育の対象に） 

家庭 地域 

すべての児童に向けて 
〇 一人ひとりの健康増進と疾病の予防 
〇 一人ひとりの健康課題の改善 

目黒区全体を健康学園に ・ ・ ・ 
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４ 具体的な方策の提案 

今後の健康教育の推進にあたっては、「３」の基本的な考え方及び施策の進め方
に沿い、次のような方向で具体的な方策を行うことを本検討委員会として提案する。 
方策を進める上で、まず児童自身も自分の健康状態や体力を認識し目標をもって
取り組めるように、「めぐろ子どもスポーツ健康手帳（仮称）」のような個人記録が
備えられ、活用できることが必要である。また、健康相談などの個別のきめ細かい
対応も必要ではあるが、そうした待ちの姿勢だけではなく、学校に健康トレーナー
（仮称）を派遣し日常的に生活習慣病の予防や体力づくりを行うなど、積極策も取
り入れる必要がある。 
なお、方策を行う中で、興津健康学園において実践されてきた健康教育の成果（自
己健康管理方法や、基本的な生活習慣の習得など）を十分反映させていく。 
※ 以下に提案する＜目黒区で進める方策＞のうち、太字は新規も含めた主なもの。 

 
（１） すべての児童が自らの健康づくりに、主体的に行動していくための教育の推進 

すべての児童一人ひとりが自ら目標
設定し、健康づくりや体力づくりを日
常的に進めていくために、疾病の予防
的観点も含め助言・指導を行う専門家
として健康トレーナー（仮称）を学校
へ派遣する。また、めぐろ子どもスポ
ーツ健康手帳（仮称）を積極的に活用
し児童が自分の健康状態を把握し体力
づくりの向上改善に向けた着実な取組
を進める。また、学校全体で計画的に
保健、総合的な学習の時間などでの学
習指導を充実していく。 

 
（２）  児童の健康課題と実態に応じたきめ細かい教育の推進 

学校において健康トレーナー（仮称）
を活用し、健康課題を抱える児童を対
象として、きめ細かい指導や対応を行
う。また、児童に対する生活習慣病の
予防検診の実施や生活習慣の改善指導
を行っていく。さらに、学校において
児童の健康課題の把握と改善指導を組
織的に実施する。そのために教職員の
専門的な知識や対応能力の向上を図る。 

 
 
 

＜目黒区で進める方策＞ 
◇健康トレーナー（仮称）の各学校への派遣による

巡回指導の実施 

◇めぐろ子どもスポーツ健康手帳（仮称）を活用し

た体力づくりの推進 

◇養護教諭と教員のＴ・Ｔによる保健指導の充 
 実 
◇給食後の歯みがきの普及    ・・・など
 
 
 
 
 
 

＜目黒区で進める方策＞ 
◇健康カード等の整理・活用 
◇健康トレーナー（仮称）の各学校への派遣に
よる巡回指導の実施（再掲） 

◇生活習慣病予防検診の実施 

◇ぜん息等の自己管理指導の充実 ・・・など 
 
  

＜興津健康学園での実践例＞ 
・ 学校での体力づくり・全校運動（ペースラ
ンニング、徒歩遠足、縦割りスポーツデー）

・ 児童指導職員による積極的な外遊びの実
施

＜興津健康学園での実践例＞ 
・ 個別指導計画を作成し、それに基づいた生
活指導 

・ 健康課題別学習（ぜん息発作時対処法学習）
・ 健康づくり学習（体育と連携） 
・ 健康カード等を活用した個の健康状態の把
握
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（３） 食に関する知識の習得、望ましい食習慣の形成を促す教育の推進 

学校における食に関する指導の充実
を図りつつ、児童の食生活の中心とな
る家庭や地域との連携体制を築くため、
教育委員会として食育の基本方針を定
める。また、学校栄養職員のもつ専門
性を学校全体で共有し、学校内の指導
体制の整備や指導計画を作成し、学級
担任や教科担任と連携した児童の食の
指導を進めていく。 

 
(４) 家庭における健康づくりを支援する施策の推進 

家庭においても児童が自らの健康課
題の改善に取り組むとともに、家族か
らの支援が得られるように、児童と家
族がともに参加できる健康教室を実
施する。また、基本的な生活習慣の定
着や食の大切さを保護者に継続的に
発信する。さらに、身近な場で相談で
きる窓口の整備、同じ健康課題を持つ
保護者同士のネットワークの構築に
より保護者の孤立感や不安を解消し
ていく。  
こうした方策を実施するためには、
たとえば、『健康課題に応じた「健康
教室」の実施』や『個に応じた専門相談体制の整備』などは、「めぐろ学校サポ
ートセンター（仮称）」（Ｐ14参照）の整備と合わせ、機能に取り入れていくこ
とが必要であり、その他の方策についても今後検討していく必要がある。 

 
（５） 学校・家庭・地域が連携し、児童の健康づくりに継続的な効果を導き出すための施

策の推進 

学校・家庭・地域の健康教育
への取組を有機的なものとし
相乗効果が発揮されるよう、各
学校の「学校保健委員会」活動
を充実させるための基盤を整
備していく。また、健康課題に
応じた専門家や地域人材を活
用した「健康教室」の実施、地
域主体の様々なスポーツ活動

＜目黒区で進める方策＞ 
◇教育委員会での食育基本指針の策定 

◇個々への食の指導の充実 
◇学校栄養職員と教員とのＴ・Ｔによる食の
指導の充実 
◇学校給食における食の知識習得と食習慣改
善への取り組みの推進    ・・・など 

＜目黒区で進める方策＞ 
◇健康課題に応じた「健康教室」の実施 

◇めぐろ学校サポートセンター（仮称）などの整備

◇個に応じた専門相談体制の整備 

◇学校からの生活習慣改善への助言指導 
◇健康教育に関する啓発活動の推進 
◇保護者のネットワークの構築支援 ・・・など

 
 

＜目黒区で進める方策＞ 
◇学校保健委員会活動を充実させるための基盤づくり 

◇健康課題に応じた「健康教室」の実施 

◇放課後フリークラブ事業（子ども教室事業・ランドセ
ルひろば事業）、総合型スポーツクラブ事業の活用 
◇体育施設等での健康指導メニューの実践 ・・・など

 
＜興津健康学園での実践例＞ 
・ 寄宿舎での朝、放課後の運動実施 
・ 放課後外遊びの地域人材（武道大学生等）活用に
よる指導 

＜興津健康学園での実践例＞ 
・ 栄養学習（カフェテリア給食の実施、
面会日の給食献立作成） 

＜興津健康学園での実践例＞ 
・ 父母会での情報交換 
・ メール等による保護者と学園の相談 
・ 寄宿舎生活での目標設定、生活・運動習慣
の改善 
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などを活用し児童の健康づくりや体力づくりを進めていく。 
 

（６）  施策評価の活用による着実な健康教育の推進と学校に対する支援の充実 

(1)から(5)に掲げた方策の実
効性を高めていくために、教育
委員会では健康教育推進の具
体的な目標等を設定し、その到
達状況など施策の評価を定期
的に行い健康教育の着実な推
進を図る。また、健康教育を進
めていく重要な主体である学校における実践が適切に進められるよう、教育委
員会は環境整備、人材の確保や育成、場の提供など条件整備に努めていく。 

 
これらの提案については、関係機関との調整・協力も欠かせない。可能なものか

ら、可能な時期に、また、モデルとして実施するなど、実施する主体の状況により
工夫していくことが必要である。 
 
５ 具体的方策の展開 
「４」で具体的方策を提案しているが、これらの方策の実施に当たり、優先順位
付けを行うことが、本検討委員会において議論としてあったところである。健康課
題のある児童に対しては、その課題の重大さや対応の緊急性から、新たに早急に進
める必要がある。それと合わせて、これまで行われてきた健康教育の充実、他施策
との調整や区全体に健康教育を普及させることなどは、常に行うべきことであり、
また時間がかかることであるが、平行して実施していかなければならないと考える。
そこで、本委員会として提案した具体的方策について、展開の仕方を【表１】（Ｐ
13）のように区分し、合わせて提案することとした。 
また、方策の実施に当たりその実効性を高めるために、当初はモデル校を指定し、
保健主任と学級担任の健康教育推進に果たすべき役割を再確認するとともに、養護
教諭及び学校栄養職員の専門性が発揮できる学校内の組織化が必要である。さらに、
校外との連携体制を整備するとともに、実施しながらプログラムを改善するなど、
全小学校に拡大する上で無理なくできるように調整を図っていくことも必要であ
る。 
例えば健康トレーナー（仮称）の派遣事業については、学校長、保健主任、学級
担任、養護教諭、そして派遣される健康トレーナー（仮称）が児童の健康課題の実
態を共有した上で、個々の課題にあった運動プログラムや改善メニューづくりを行
う。それに基づき、各々が役割に応じた指導を行いつつ、連絡会議などを持ち児童
の状況を確認し、さらにプログラム等の改善を図る。合わせて、健康トレーナー（仮
称）は、「めぐろ学校サポートセンター」（仮称）などで児童及び保護者等から個別
に相談も受けるようにし、学校外においても個別かつトータルにフォローする。さ
らに、学校保健委員会においてこれらの取組を関係者・関係団体に周知し、理解を

＜目黒区で進める方策＞ 
◇教育委員会での健康教育推進目標の設定と施策評価

の実施 

◇学校における健康教育推進のための環境整備や条件

整備 

◇教職員に対する健康教育に関する研修の充実 
                  ・・・など 
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得ながら学校保健計画を策定し、推進に当たっては速やかな対応を図っていく。一
例ではあるが、展開のイメージは【図３】（Ｐ15）のとおりである。 

 
  

展開の仕方 具体的方策 

① 健康課題のある児童に対する方策、ま

た、健康課題があると思われる児童の課題

の明確化やその方策については、新たに

早急に実施する。 

◇健康トレーナー（仮称）の各学校への派遣による巡

回指導の実施 

◇個に応じた専門相談体制の整備 

◇生活習慣病予防検診の実施 

◇健康課題に応じた「健康教室」の実施 

◇ぜん息等の自己管理指導の充実 
◇めぐろ学校サポートセンター（仮称）などの整

備              ・・・など 
② 既に学校内で行われている健康教育

や健康づくりの方策に加え、興津健康学園

で効果を上げてきた方策などを取り入れ、

学校内の体制等を整備しつつ充実を図る。

 

◇めぐろ子どもスポーツ健康手帳（仮称）を活用した体

力づくりの推進 

◇給食後の歯みがきの普及 

◇養護教諭と教員とのＴ.Ｔによる保健指導の充実 
◇健康カード等を活用した個の健康状態の把握 
◇教育委員会での食育基本指針の策定 

◇個々への食の指導の充実 
◇学校給食における食の知識の習得と食習慣改善

への取組の推進 
◇学校栄養職員と教員との T.T.による食の指導の充
実 
◇学校からの生活習慣改善への指導・助言 
◇学校保健委員会活動を充実させるための基盤づくり

◇教職員に対する健康教育に関する研修の充実 
              ・・・など 

③ 全児童に対する健康増進等の方策を

進めるとともに、他施策との調整を図り、

様々な機会、場所において方策を実施し、

長期にわたり区全体に健康教育の普及を

図る。 

 
 
 

◇教育委員会での健康教育推進目標の設定と施策評

価の実施 

◇健康教育に関する啓発活動の推進 
◇保護者のネットワークの構築支援 

◇放課後フリークラブ事業（子ども教室事業・ラン

ドセルひろば事業）、総合型スポーツクラブ事業

の活用 
◇体育施設等での健康指導メニューの実践 
◇学校における健康教育推進のための環境整備や条

件整備                  ・・・など 

 
 

表１ 
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６ めぐろ学校サポートセンター（仮称）機能への提案 
目黒区では、旧第二中学校跡地施設を活用し、平成 20 年度に「めぐろ学校サポ
ートセンター（仮称）」の開設を予定している。この「めぐろ学校サポートセンタ
ー（仮称）」は、学校教育を取り巻く様々な課題に対応するための新しい教育施設
として、「教職員サポート」「学習・相談サポート」「個別サポート」を基本的な機
能とするものである。個別サポートに関連し、今回本検討委員会としては、健康ト
レーナー（仮称）の派遣、個別相談、健康教室、また、将来的に食育に関する事業
などの具体的方策を「めぐろ学校サポートセンター（仮称）」が担い、健康教育に
おける個別支援のセンター的機能を発揮することを提案する。 

 
① 「健康トレーナー（仮称）の学校派遣」 

健康運動指導士の資格を持った健康トレーナー（仮称）が、各小学校を巡回し、
個人の体力や生活に応じて安全で効果的な運動プログラムを作成し、指導や助言
を行う。 

 
② 「専門指導員による個別相談」 

健康トレーナー（仮称）等の専門指導員が、健康課題の相談に応じ、課題の改善
に向けた個別の支援を行う。 
 
③ 「健康教室等の開催」 

健康トレーナー（仮称）等の専門指導員が、健康課題に応じた健康教室や講演
会等を実施し、家庭における健康づくりの推進を図る。 
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課題別の健康教室 

専門相談 

健康トレーナー 
   （仮称） 

【家庭】 
内容を深める 
習慣化 

 
【地域】 

 
様々な機会、

場の設定 

【教育委員会】 
目標設定、進行管理、施策評価、条件整備等 

【学校】 
組織化 
連携体制整備 
実践 

学校保健 
委員会 

地域人材の活用

派遣

参加 

相談

＜具体的方策推進のイメージ＞（例：健康トレーナー（仮称）の派遣、専門相談等） 

【めぐろ学校サポートセンター（仮称）】 
健康トレーナーの派遣、個別の対応 

図３

15 
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７ 目黒区の健康教育推進のために 

めぐろ学校教育プランにおいては、すべての児童が「確かな学力」「豊かな心」
「健やかな体」をバランスよく身に付けていくことを学校教育の重要な役割として
いる。本検討委員会としては、健康教育の推進がこうした大きな目標に沿い、着実
に実施されることを認識し検討してきたところである。 
目黒区全体でこれまで以上に健康教育を拡充し推進していく上では、教職員の資
質・能力の向上、組織対応の徹底など学校における推進体制の整備、専門的人材や
相談場所の確保など教育委員会の支援体制の充実、そして新たな事業化等のための
財源確保を含めた条件整備を図ることが欠かせない。 
興津健康学園そのものは廃園とせざるを得ないが、健康学園の運営に係る経費に
ついては、学校で従来から実施している健康教育に加えて今回本検討委員会が提案
する具体的な方策を実施するために振り向けていくべきである。また、健康学園の
運営により培ってきた教職員の教育実践の力を目黒区の学校の中で講じる方策の
中に生かしていくことが必要であると考える。 
興津健康学園がこれまで果たしてきた役割は、健康改善がされてその後の学校生
活に自信を持って過ごせるようになった児童やその保護者にとっては、かけがえの
ないものである。今後の健康学園の方向については、入園児童の保護者に十分な説
明を行うとともに、これまで学園運営に多くの協力をいただいた勝浦市をはじめ地
元関係者にも理解を得られるよう周知をしていくことが必要である。また、学園教
職員に対しても説明を行うとともに、目黒区として誠実に対応することが必要であ
ると考える。 
加えて、興津健康学園は自然環境に恵まれた施設であり、その跡施設は有効活用
が可能と考える。教育委員会では、心豊かな子どもを育むために子どもたちの校外
での自然体験、生活体験、宿泊交流体験活動を重視しており、現在「めぐろ学校教
育プラン」に基づき、自然体験も含めた体験学習をさらに充実する観点から、新し
いタイプの宿泊型体験学習の構築に向けた検討がされている。その中で興津健康学
園跡施設の活用についても合わせて検討がなされ、引き続き教育資源として目黒区
の児童の心身の健康を育む教育活動に生かされることを本検討委員会としても強
く希望するものである。 
 
◇◇◇ 
 
おわりに 

 
本検討委員会に与えられた検討課題は、主には「健康教育を進めるにあたっての
基本的な考え方」「健康教育を進めるための具体的方策」「興津健康学園のあり方」
である。本検討委員会は外部の有識者や保護者にも委員として加わっていただき、
広い視点を持って検討を行ってきた。加えて中間のまとめの段階でいただいた区民
等からのご意見も踏まえ本報告とすることができた。 
今後、学校現場において健康教育を進める上では、学校ごとに異なる事情を勘案
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し、継続可能な柔軟なシステムとしていく必要がある。これまで検討してきたこと
を踏まえ、実践に向けてのシステムづくりについては、本報告の後、早急に検討が
必要であると考える。その際には、現場の教職員、特にモデル校を予定する学校長
や教職員等と教育委員会、めぐろ学校サポートセンター（仮称）担当が加わり、全
学校に無理なく拡大できるよう検討することを望むものである。 
最後に、本報告は「はじめに」で記載したように小学校を対象として検討したも
のであるが、各方策の実施段階では、幼稚園や中学校との連携、対象の拡大を図る
など、目黒区の子どもの健やかな育ちを総合的にとらえた健康教育としてさらに発
展させていくことを期待する。 

 


