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第 ４７ 号
平成1８年１０月発行 神奈川県高等学校体育連盟広報誌

全国大会を終えて

「君がひかり 近畿の空は 青くそまる」
06総体THE近畿総合開会式 神奈川県選手団
平成18年８月１日(火)
大阪府立門真スポーツセンター（なみはやドーム）

今年も全国各地で高校生のトップアスリート達の熱き
戦いが繰り広げられ、本県の選手団もすばらしい成績を
残してくれました。その熱き戦いの思い出を、３人の高
校生に語っていただきました。

「全国大会を終えて」

全国高校総体(水泳)

優勝 学校対抗
湘南工科大学附属高校

３年 古川 翔

私達湘南工科大学附属高校水泳部は、インターハイ総
合優勝を目標に、日々厳しいトレーニングに打ち込んで
きました。個人競技ではありますが、チームとして行動
し、各自が何をすべきかを常に考えて取り組んできまし
た。応援や選手サポートでは、上級生や下級生の区別な
くチームの為に全力を尽くし、一人一人が総合優勝の歯
車としての役割を自覚し、行動出来た事が勝因の一つで
した。
県大会・関東大会と優勝出来た経験を短期間で修正

し、知恵を出し合ってベストコンディションで臨めたの
は、指導して下さった先生方や、チームの為に応援して
下さるOBの方々、そして父母会のバックアップがあった
からこそだと心より感謝しています。
127点の史上３番目の高得点は、チームワークの勝利

として、後輩に引き継ぎたいと思います。
応援していただきありがとうございました。

「全国大会を終えて」

全国高校大会(ライフル射撃)

優勝 ＡＲ団体
高木学園女子高校

３年 石川 真理絵

高木学園ライフル射撃部は関東大会でビーム部門では
優勝しましたが、私達エア部門では３位という自分達で
は納得の出来ない結果に終わり、最後の全国大会では優
勝をという思いを胸に大会に臨みました。当日、体感温
度40℃を越す中、緊張のせいか最後の一発がなかなか撃
つ事が出来ませんでした。そのような状況の中で、今ま
でやってきた事を思い出し、最後の一発を撃ち抜きまし
た。２位との差が僅か２点という接戦でしたが、優勝す
る事が出来ました。
この優勝は、監督をはじめ、ご指導して下さった先生、

いつも私達を支えて下さった方、家族のおかげであり、
そして何より一緒に３年間頑張ってきた仲間に心から感
謝しています。私は来年、大学へ進学し、更にライフル
射撃の道を極めたいと思います。

高校総体激励式で挨拶する朝野会長
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「全国大会を終えて」

全国高校定通大会(陸上競技)

優勝 800ｍ
市立横須賀総合高校定時制

３年 佐藤 雅優

長いようで短かった４年間、高校生活最後の全国大会
で優勝出来て、とても良い思い出となりました。優勝出
来た理由として考えられるのは、怪我をせずに練習出来
たことだと思います。
毎年、怪我が絶えなかったので今年は怪我をしない事

を目標に頑張ってきました。やはり、怪我をすると心身
共に駄目になり、今まで練習してきた事が水の泡になっ
てしまいます。でも、怪我をする事も良い事だと思いま
す。怪我をする経験を重ねる事によって、怪我をしない
練習ができるようになるからです。まさに、失敗は成功
の元だと確信しました。
これからも、失敗を恐れずに色々な事に挑戦し、努力

していきたいと思います。

安全対策委員会
委員長 小泉 政貴（県二俣川看護福祉）

平成１８年度赤十字救急法一般講習会報告

日常生活における事故防止、手当の基本、人工呼吸や
心臓マッサージの方法、止血の仕方、包帯の使い方、搬
送、などについて、学科と実技の講習を次のように行い
ました。

［日 時］ ６月１日(木) ９：００～１７：００
［会 場］ 県立体育センター

（第一会議室・第二トレーニング場）
［参 加 者］ 20名（女性11名･男性９名）
［講習内容］ 午前 開講式

学科 赤十字救急法について
心肺蘇生法

実技 心肺蘇生法
午後 実技 傷病者の観察

体位
保温
止血
運搬
包帯
心肺蘇生法

閉講式

［講 師］ 赤十字救急法指導員
鶴田 潔
今井 英文
柴田 知美

受講者には、日本赤十字社神奈川県支部発行の「受講
証」が交付されました。

平成１８年度赤十字水上安全法一般講習会報告

水と親しみ、水の事故から人命を守るため、泳ぎの基
本と自己保全、事故防止、溺れた人の救助、応急手当の
方法などの知識と技術を特にプールでの事故防止を中心
に次のように行いました。

［日 時］ ６月１日(木) ９：００～１７：００
［会 場］ 県立体育センター

（第一会議室・屋内プール）
［参 加 者］ ７名（男性７名）
［講習内容］ 午前 開講式

学科 赤十字水上安全法について
実技 心肺蘇生法

午後 学科
実技 水慣れ

ｽｶｰﾘﾝｸﾞとﾌｨﾆﾝｸﾞ
ｴﾚﾒﾝﾀﾘｰﾊﾞｯｸｽﾄﾛｰｸ
飛び込み
着衣泳
泳がないで救助する方法
溺者の運搬
水中での気道確保・人工呼吸
水中での体位の変換

閉講式

［講 師］ 赤十字救急法指導員
相馬 正信

受講者には、日本赤十字社神奈川県支部発行の「受講
証」が交付されました。

赤十字救急法・水上安全法講習会に参加して
（受講者感想文より）

松尾賢太郎（市横浜総合）

今回の赤十字安全講習会が開催される事を知り、希望
して参加しました。心肺蘇生法の確認をする事。それか
ら、ＡＥＤの使用方法について学ぶ事を目標としました。
心肺蘇生法に関しては、“脈の確認”から“循環サイ

ンの確認”への変更があった事を聞いて良かったです。
そして講義の中で、その経過を知る事が出来、勉強にな
りました。また、心肺蘇生法の練習をダミーを使って繰
り返し行う機会もなかなか有りません。貴重な経験をす
る事が出来ました。
ＡＥＤについては、最寄り駅、学校、公共施設やレジ

ャー施設に設置されている事を知っていましたが、使い
方は知りませんでした。誰でも簡単という歌い文句です
が、実際の緊急の場で音声指示と、イラストなどだけで
はやはり心細いと思います。今回、練習出来た事はとて
も貴重な経験です。使う場面がない事が一番ですが、“
もしも”の時に備えて、今後も参加していこうと思いま
した。有り難うございました。
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浅川 幸弘（武蔵国際総合学園）

５～６年前にも救急法を４日間掛け受講した経験があ
りますが、当時のやり方と変わっている部分もあったり、
ＡＥＤが加わったりと時代と共に変化していることが分
かりました。また、細かい部分で忘れていたことも多々
あり、再確認が出来て良かったと思います。
ＡＥＤの存在は知っていましたが、実際身近で見たの
も、触れてみたのも初めてだったので非常に勉強になり
ました。音声の指示に従って行えば、そんなに難しいも
のではない器具だということが分かりました。
昨日、仕事帰りに横浜駅、反対側ホームから線路へ、

酔ってたのかははっきりと分からなかったのですが、中
年サラリーマンが転落し、複数の成人男性が慌てて引き
上げる場面を目のあたりにし、その後、ホーム上で若い
女性も含めて迅速に気道確保や意識の確認をしている姿
を見ると、まだまだ日本も捨てたものではないな、いざ
という時には他人でも協力して人を助ける活動をするの
だと感心したと同時に、意識の回復が短時間で見られな
かったので気になります。ハッとさせられた事は、いつ
何時にそういった事が起こるか分からないという事で
す。身近な所で起こった時に、本日勉強した救急法の技
術が役に立てれば幸いです。使わない事が何より一番な
のですが、備えあれば憂いなしです。有り難うございま
した。

露木 雅史（県二俣川看護福祉）

本日の水上安全講習会を通して、水上における安全確
保の大切さと、水の恐ろしさを体験する事が出来た。
まず、水上における安全確保では、溺者を助ける際の
方法、観点、注意点について学ぶ事が出来た。溺者を発
見した際、人間である以上、助けるという正義感、使命
感を持っている。しかし、ただ助けに行くのでは、二次
災害の可能性がある。大変な状況であっても、冷静な判
断力や行動力を求められる事を痛感した。そして、身近
な道具を活用して、助ける手段を考える力も必要になる
ことを学んだ。指導員の話の中に、助けに行った人が溺
れた例を示してくれた。どんなに泳ぐ力があったとして
も、状況や場面によって、死に至る事もある。人を助け
る事はとても大切な事ではあるが、それ以上に、自分の
身も守る事の大切さを学んだ。
また、着衣泳を通して、水の恐ろしさを体験した。私

自身、泳ぐ事は嫌いではない。そして、着衣であっても、
大きな問題はないだろうと、安易に考えていた。しかし、
実際には動きにくく、泳ぐにも身体が自由にならなかっ
た。この体験を通した事によって、泳げる人であっても、
制限が加わる事により、本来の力が発揮出来ない事を理
解した。また、着衣泳は、着衣の状態で泳ぐ事ではなく、
浮力を保つという事を学んだ。そして、身に付けている
ものが、浮力を助ける効果がある事も学ぶ事が出来た。
スポンジが含まれる靴や、衣類に空気を入れる事により
「浮き袋」としての役割を果たす事が出来る。短い期間
であったが、体験から、新たな発見を多くする事が出来
た。
しかし、今回の講習を受けたからといって、すぐに活

用出来る訳でなく、実力が備わった訳でもない。勿論、
水上での事故が起こらない事が、最大の理想である。し
かし、もしも起こったという事が有った場合の為に、定
期的に講習に参加する事や、自分自身での復習が欠かす
事が出来ない。今後は継続して、講習会参加や復習をし
たい。

柳瀬 実（県七里ガ浜）

本日は赤十字安全講習会に参加させて頂き、本当に有
り難うございました。
教師になって15年目を迎えますが、常に生徒の安全を

守る立場にある自分にとって有意義な１日となりまし
た。
もともと救急法に興味があり、以前に日赤の救急法と

心肺蘇生法の免許を取得しましたが、やはり実施してい
ないと忘れてしまう事が多く、今日久し振りに受講して
再確認すると共に、また、資格を取りたいと思うように
なりました。幸いな事に、学校現場では大事故も無く平
和な毎日を送っていますが、いつ、生徒や周囲の人が事
故に遭うか分かりません。その時少しでも役に立てれば
と思っています。
これからも勉強する心を忘れずに実習技能及び知識を

しっかりと身に付けたいと思います。
最後に、今日１日熱心に指導して下さった日本赤十字

の相馬正信氏にお礼申し上げます。また、主催者である
高体連事務局の中川治彦先生有り難うございました。こ
の様な機会を沢山作って下さい。

河東 大（岩谷学園高等専修学校）

本日、初めて高体連主催の講習会に参加させて頂きま
した。私自身、大学時代に水上安全法の講習を受講して
おりましたが、日常生活の中ではほとんど実施していな
かった為、救助法の内容を忘れておりました。今回の実
技内容（救助法）については、実際の授業の際に使える
内容だったので、とても身になる講習でした。心肺蘇生
法については、保健の時間に実施していたので、指導の
ポイントの確認として受講し、ＡＥＤの使用の定義や実
践も学ぶ事が出来ました。
今回の内容について、自分の知識として留めておくの

ではなく、学校現場で一人でも多くの生徒に広めてゆき
たいと考えます。同時に、今後も今回の様な充実した講
習会をお願いしたいと思います。
本日は貴重な体験をさせて頂きまして誠に有り難うご

ざいました。

河野 優歌（鎌倉女子大）

最近ＡＥＤの導入に伴い、様々な公共施設でＡＥＤが
設置されるようになった。本校でも、先日ＡＥＤを設置
する事となった。しかし、使用方法を受講した事がない
為、もしもの時にどのように対処して良いのかという点
に疑問を抱いていた。
今回、救急法講習ではＡＥＤの使用方法が学べるとい

う事で、楽しみにまた興味深く受講させて頂いた。自分
の中ではＣＰＲと併用して行うという事など知らなかっ
た為、使用条件・方法に於いてかなり学べる事は多かっ
た。「もし、知識のないまま使用する機会が訪れてしま
ったら…」と考えると非常に恐ろしいものを感じてしま
う。ＡＥＤの導入に際し、もっと多くの生徒、教員、一
般の方に広め、少しでも救える命を増やしていければ良
いと考える。
本日は短時間の中で多くの知識を学ばせて頂いた先生

方に大変感謝しております。有り難うございました。ま
た、お疲れ様でした。

渡辺るり子（県大和南）

本日は、参加できてとても良かったです。
私は、養護教諭という職業柄、校内行事の陸上競技大
会やマラソン大会の前には心配になり、蘇生法のチェッ
クをしたりします。でも、一人で対応は無理なので、心
肺停止状態の人が出現したらどの職員にまず連絡するか
を自分自身で確認しています。
高校の養護教諭４年目で、その前は養護学校に勤務し

ていました。そこの養護学校では、生徒の水泳指導が始
まる前に、毎年、全職員に心肺蘇生法の講習を実施して
いました。
高校でも、養護教諭とか体育の教員だけでなく、全職

員が数年に一回の割合で講習を受けるようなシステムだ
と良いと思いました。
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平成１８年度赤十字救急員資格取得講習会報告

平成１８年度高体連赤十字救急員資格取得講習会は、
以下のように実施されました。
［日 時］ ７月25日(火)～28日(金) ４日間

９：００～１７：３０
［会 場］ 県立武道館（小道場・２階会議室）
［参 加 者］ 56名（女性36名･男性20名）
［講習内容］

一日目 午前 開講式
第１章 救急法について
第２章 心肺蘇生法
第３章 傷と血
第４章 包帯

午後 第１章 観察・体位・保温
第４章 包帯
第２章 心肺蘇生法

（異物除去含む）
二日目 午前 第５章 骨折・捻挫・脱臼

第６章 急病
AED
第７章 搬送
第８章 救護

午後 第３章 傷と止血
第４章 包帯
第２章 心肺蘇生法

（２人心肺蘇生法含む）
三日目 午前 第４章 包帯

第５章 骨折・捻挫・脱臼
第７章 搬送

午後 AED使用法
第４章 包帯
第２章 心肺蘇生法

四日目 午前 学科総復習
AED
学科確認
第７章 総合実技
実技検定

午後 実技検定
①包帯
②固定
③止血
④心肺蘇生法
片付け
閉講式

［講 師］ 赤十字救急法指導員
大友 信二
佐藤 恵子
今井 英文
小泉 政貴
鷹野 克彦
辺見 亮子

今年も昨年同様、募集定員６０名のところ、それを大
幅に上回る希望者があり、一部の学校の方々にはお断り
する事になってしまいました。この場を借りましてお詫
び申し上げます。
講習は、四日間連続の非常にハードな日程でしたが、

欠席者を除く受講された方々が赤十字救急法救急員の資
格を取得され、認定証が交付されました。
合格された方の名簿は次の通りです。

平成１８年度赤十字救急員資格取得講習会合格者

県神奈川総産（定）３名
森村学園高等部 ２名
県商工 １名
市横浜総 １名
県五領ヶ台 １名

（教職員 ８名）

県ひばりが丘 ４名
県二俣川看護福祉 21名
関東学院六浦 ４名
県茅ヶ崎 ２名
県横浜旭陵 ３名
県山北 ６名
県岸根 ３名
県向の岡工 ４名

（加盟校生徒 47名）

救急員資格取得講習会に参加して
（受講者感想文より）

島村 光俊（市横浜総合）

今回の講習会への参加については、昨年度、身近で命
を落としてしまった生徒の事故を知ると同時に、平常の
授業の場面に於いても様々な生徒が存在し、体力面の不
足や、自律神経失調等の病気を持つ者を多々相手にして
いる為。保健体育の教諭として再認識の必要性を痛感し
た為、応募させて頂いた。また、年齢を重ねていくと同
時に地域社会との密接な関係、家族の増加、老人介護の
場など、人命を思う場面が増えてきているのも影響して
きている。
受講に関しましては、インストラクターの方々の熱心
なご指導に感謝致しております。４日間のプログラムの
量の多さに対して、久し振りに教える立場から教わる立
場となり、改めて習う事の大切さを感じた。
また、教員数が現役生徒より多く、馴染みにくさもあ

ったが、救急や応急の手当には老若男女とも関係のない
ものである事も感じられた講習会であった。忘れてしま
うもので片付けていたのものが、身に付けていなければ
ならないものであると認識出来た。自分にとってはとて
もハードな内容であった事は事実であり、当たり前の事
が知識となっていなかった事、実際の場面に直面した時、
災害時の被災者を思い浮かべると、適確な対処ができな
い事を痛感させて頂いた。
思い出して手当をするより、身に付けられるように努

力していきたい。
４日間という短い時間ですが、今後のきっかけが出来

たことに再度感謝させて頂きます。
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菊地 尚美（県神奈川総産[定]）

今回、約20年ぶりに赤十字救急員資格取得講習会を受
講したのですが、かなり変化したところがあり驚きまし
た。教員という立場で、養護教諭という職種上「こんな
事では駄目だ！」と思う状況が多く反省しています。
学校では、恵まれた救急道具、施設で救護している為

に上手く行く手当ても、災害等の何も救急用品のない状
況下で適切な処置が行える知識が必要だと痛感しまし
た。今後、私の周囲の人々(特に学校の職員)に一人でも
多く、今回受講した事を伝えられればと考えております。
ただ、生徒達と多い講習では、自分のプライド等が邪魔
をして、なかなか率先して色々質問する事が出来ず、残
念だったというより、やりにくかった気がします。
今後もきちんと講習を受け続けて行けたらよいと思い
ます。４日間、指導員の方々には大変お世話になり感謝
しております。有り難うございました。

平林 美緒（県横浜旭陵）

救急員資格取得講習会を行い、４日間だけというのは
とても短かったです。バディを組むのに、他校の人とな
ると聞き、初めは嫌でしたが皆同じ目標を目指している
人達という事が分かって良かったです。他の人と交流す
る事も重要だと思いました。４日間だけで、きちんと全
て習得は出来ませんでしたが、もっと始めの１日目から
凄く頑張れば、今よりは上手くやれたのだろうと後悔し
ました。
私は、この講習会を甘く見ていました。人の命を預か

るものだから、心して講習を受けるべきでした。もっと
勉強して、もっと実際に練習して、いつも、救急のポー
チを持ち歩いていようと思います。暇さえできれば、少
しでも復習しようと思います。
大切な事を熱心に教えて頂き、本当に有り難うござい

ました。今後に生かしていこうと思います。

五十嵐美夏（県二俣川看護福祉）

講習会を受けて、学科では今まで知らなかった日常生
活での応急手当等を学び、今後、怪我や病気等がないの
が一番ですが、今まで学んだ事を生かしながら傷病人を
楽にしてあげたり、安心させてあげるように心掛けてい
きたいと思います。そして、熱射病等事前に防げる事故
は、事故が起こる前に対応していきたいと思いました。
実技では、三角巾だけで固定をしたり、出血を止めた

り、色々な織り方・使い方があり、難しかったけれど、
先生方が個別的に教えて下さったり、パートナーの友達
と協力して、きちんと学んで助け合えたりして良かった
です。心肺蘇生法では、心臓マッサージがとても難しく、
何度もやり直しました。けれど、肋骨などを骨折させな
いよう、正しい位置で心臓マッサージをしたいです。
４日間の講習を受けて、日常では学べない事が、学べ

て良かったです。そしてこれから生かせるようにしたい
です。大変楽しい講習会でした。

鴫原 梢（県二俣川看護福祉）

４日間の講習会を受けてみて、私には何もかもが初め
ての経験でしたのでとてもわくわくしながら講習会を受
けました。午前中は講義を受けて、２日目、３日目がと
てもきつかったですが、「午後は実技だ。頑張るぞ。」と
いう気持ちで何とか頑張る事が出来ました。実技の方で
は、バディを決めてお互いに練習する事で仲良くなれま
した。３日目、４日目にはとても口数が増え、お互いに
教えあったり確認したりしていました。４人組になった
時は、初めは同じ高校の子とも話せずにいました。けれ
ど、一緒に練習してとても話すことが出来ました。テス
トでは、筆記の方で手こずってしまいましたが、実技で
はバディと励まし合いながらやりました。とても心強く
て本当に良い友達に巡り会えたなと思いました。
また、指導していただいた先生方、４日間有り難うご

ざいました。４日間教えて頂いた事は、周りの人や身近
な人にどんどん教えたいと思います。

市川 雄太（県向の岡工）

たかが応急手当と今まで思っていましたが、赤十字救
急員資格取得講習会を受講してみて、応急手当は凄く大
事な事だと分かりました。
また、包帯は、ただくるくると適当に縛るのではなく、
傷の状況によって違う事も分かりました。また、三角巾
は、二枚持っていると骨折や怪我をした時に凄く役に立
つと知りました。これからは、怪我人を見つけた時は手
当をしたいと思いました。また、心肺蘇生法の呼吸が最
後までうまく出来ませんでしたが、もし、講習を受講す
る事が出来たら、もう一度やってみたいと思います。

織田真名実（県二俣川看護福祉）

この４日間、救急法を学んできて、今までテレビでし
か見た事がなかった事を実際に学び実践し、とても大変
だという事を実感しました。
心肺蘇生法の実技では、人形を使って行いましたが、

気道確保が上手くいかなかった為か、なかなか空気が入
らなかったり、また入れすぎたりと微妙な加減がとても
困難でした。検定時は、何度も何度も失敗しフラフラに
なったけれども良い経験になったと思います。
もし、自分の目の前で人が倒れていたら、今日まで学

習してきた事を実践できるか分からないけれど、将来、
看護職に就くからには、人を助けなければならないと思
いました。

坂田 結花（県二俣川看護福祉）

私がこの講習会を受けようと思った理由は、老人ホー
ムでの施設実習の時に、急に苦しみだした高齢者を目の
前にして看護師などを呼ぶ事しか出来なかったからで
す。
学校でも救急法の授業はありましたが、実際の現場で

は気が動転してしまい、ただ焦ってばかりでした。今回
の講習を受けて授業の時よりも詳しく知ることが出来ま
したし、人形を使っての訓練も沢山出来ました。
この４日間、もしここで倒れている人がいたらどうし

よう、今の私の持ち物で出来る事は何だろうなどと考え
ながら来ていました。これからも時々復習をして、今ま
で学んできた事を忘れずにいたいと思います。４日間有
り難うございました。
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久々江妃代（県二俣川看護福祉）

初めて今回赤十字救急員資格取得講習会に参加して、
今までは全然心肺蘇生法とか、人工呼吸の仕方を名前と
かどんな風なものかは知っていたけど、やり方は知らな
くて今回の講習会のお陰で、きちんとしたやり方を覚え
られたので良かったです。
この４日間、本音をいうと凄く辛かったです。でも、

きちんと４日間通って今日終われたので、凄く達成感が
有ります。人形で実際に体験してみて力の入れ具合だと
か、呼吸の量などが分かって良かったです。練習用にあ
んな人形があるのに対して驚きました。今日グループに
別れて救急の実践をしましたが、いざ助けるとなると慌
ててしまって、全然傷病者に対して声掛けをしていなく
て凄く反省しました。今度、本当に自分が助けなくては
ならない場面に出くわした時は、声掛けを一生懸命して
この４日間で習った事を実践できたらよいと思いまし
た。

山本 梨沙（県ひばりが丘）

この講習会で、まず、“命”というものの大切さ、応
急手当がどれだけ大切か、という事を学んだ。この４日
間で沢山の知識が身に付いた。これで、もし事故現場に
出くわしたとしても、前の自分より大分手当ての仕方が
違うだろう。でも今日の課題は、大人数の時、怪我人を
発見した場合の対応だと思う。人が多く、何よりこの４
日間習ったはずの事が、とっさに出来なかった事。皆動
揺して指示の声や、怪我人への励ましの声等がなかった。
きっと、本当の現場だったら、もっともっと対応に焦る
と思う。
だから、講習会が終わったら終わりではなく、家でも

出来る事は沢山ある。家族や友達等多くの人にこの救命
法を知ってもらいたいと思う。自分も、もっと完璧にこ
なせるようにしていこうと思う。
この４日間お疲れ様でした。有り難うございました。

中村 杏里（関東学院六浦）

私は、今年の夏休みの７月25日から７月28日に赤十字
救急員資格取得講習会に参加しました。高校１年の私は、
学校でもまだ授業で保健体育の勉強を習っていないの
で、こんな私でもちゃんと資格を取得できるのか凄く心
配でした。友達もいない、知らない人だらけの環境で私
はやっていけるのか。色々考えていました。
初日、緊張しながら会場に着き、早速、もう授業です。
先生の言われた所にマーカーをして、お昼を食べ、実技
の練習。１日目が終わったあと疲れて、これから授業に
付いていけるか心配でとてもきつかったです。
テストの前日、三角巾のやり方にもとても苦戦しまし
た。テストの時、「ちゃんと結べるかな？」「この結び方
で合っているかな？」不安な気持ちで会場に行き、悩ん
でいると、先生方が優しく教えて下さいました。また、
周りにいる先輩方が「一緒に練習しよう」などと声を掛
けてくれました。嬉しかったです。
この講習会に参加してとても自分にプラスになること

を教えて頂きました。有り難うございました。

【ご案内】
①平成18年度スポーツ医科学サポート事業「指導者研修会」
目 的：スポーツ障害の予防やスポーツ医科学等に

ついて研修し、その理解を深め、さらに競
技力の向上を図るとともに、指導者の資質
の向上を目的とする。

内 容：「ヨーガに学ぶメンタルトレーニング」
講 師：白石 豊

（福島大学人間発達文化学類教授）
開催期日：平成18年11月７日（火）
会 場：県立スポーツ会館 ２Ｆ 会議室

②平成18年度第41回神奈川県高校スポーツ強化普及振興協議会
開催主旨：高校スポーツをより一層振興させるととも

に競技力の向上を図り、健全な高校生の育
成を目的として開催する。

内 容：「高校スポーツ選手のための筋力トレーニ
ングとコンディショニング」

講 師：有賀 誠司
（東海大学スポーツ医科学研究所助教授）

開催期日：平成18年12月17日（日）
会 場：東海大学スポーツ教育センター

③平成18年度第41回全国高等学校体育連盟研究大会
趣 旨：(財)全国高等学校体育連盟に加盟する各高

等学校体育・スポーツ指導者の資質を一層
向上するため、日頃の研究成果を発表する
とともに、当面する諸問題について情報を
交換し、高等学校教育の一環としての体育
・スポーツの振興発展に資する。

開催期日：平成19年１月18日(木)・19日(金)
会 場：茨城県立県民文化センター

分科会発表者ならびに発表テーマ（抜粋）

第一分科会「競技力の向上」
①長崎県高校ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ 強さの秘密

～男子を中心とした強化の取り組みについて
長崎県立佐世保南高等学校 近藤 修二

他４名の発表
第二分科会「健康と安全」
①「日常に埋め込まれた過失」の発見

～事故を予見する視点～
千葉県立市川東高等学校 秋元秋代司

他４名の発表
第三分科会「部活動の活性化」
①東京都におけるユースサッカーリーグの実践報告

～健全なスポーツ観にもとづく
スポーツライフ実現のために～

筑波大学附属高等学校 中塚 義実
他４名の発表

詳細については、各校に送付してある要項、もしくは県
高体連ホームページをご覧ください。積極的な参加をお
待ちしております。

問い合わせ先
神奈川県高等学校体育連盟事務局
電 話 ０４５（３１１） ８８１７
http://www.kanagawa-kotairen.gr.jp


