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第 ５０ 号
平成１９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

「この夏 佐賀に 君色の風が吹く」

２００７ 青春・佐賀総体
総合開会式 神奈川県選手団
平成19年７月28日(土)
佐賀県総合運動場陸上競技場

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、２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(陸上)

優勝 ４×1００ｍＲ
桐蔭学園高校高校

３年 吉田 洸平

今回はこのような立派な会に招いていただきありがと
うございます。僕たちは四百メートルリレーで二連覇す
る事ができました。ここまで来るまでに勝たなければい
けない、勝って当然というプレッシャーに負けそうな時
もありました。しかし、両親をはじめ先生やコーチ、一
緒に練習している仲間に助けられ怪我なく練習ができま
した。そして、一つ一つ試合を勝ち進み、みんなの声援
に後押しされ、インターハイの大舞台で再び勝つ事がで
きました。ここに来ている選手は皆同じ気持ち同じ目標
を持ち、つらい練習をつらいとも思わず練習し、その結
果をつかんだ仲間たちです。その仲間たちと共に表彰し
て頂いたことを誇りに更に努力していきたいと思いま
す。

「全国大会を終えて」

全国高校定通(ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ)

優勝 団体
県湘南高校通信制

３年 皆川晃太郎

昨年は、一つ上の先輩が、全国定通大会で９年ぶりに
優勝をしました。今年は自分たちの番だと思いましたが、
連覇するという目標は大きなプレッシャーになりまし
た。それは、私一人だけでなく多くの部員も感じていま
した。プレッシャーに打ち勝つには、練習以外ないと思
い、毎日の練習に懸命に取り組んできました。
私はキャプテンに選ばれたとき、正直不安でいっぱい
でした。「部員をしっかり引っ張っていけるか」「みんな
はついてきてくれるのか」また、「キャプテンはどうい
う役割があり、どういうことに気をつければよいのか」
ということが頭に浮かびました。しかし、部長や監督に
励まされ、部員から後押しされ引き受ける決意をしまし
た。私が最初に考えたことは、「声を出してチームをま
とめていこう」ということでした。それは、私が技術的
に見ると他の者より劣っていましたので、日々の練習の
中で声を出来るだけ出してチームの雰囲気を盛り上げる
ことぐらいは出来ると思ったからです。練習中、元気が
ない者や試合でチームメイトがミスをしたときなどは、
特に気をつけて声かけを積極的にしました。
しばらくするとこの声かけが、周りにも波及しお互い

に声を掛け合っている状況が生まれました。このときに
一体感や連帯感を強く意識することができました。 全
国大会の決勝戦では、１セット取られましたが、誰一人
あきらめることなく自分たちの力を信じ、全員バレーの
精神で勝利を収めることができました。念願の連覇を達
成し、部員全員喜びを噛み締めています。
さらに私が嬉しかったことは、最後まで部員全員が私

についてきてくれたことです。声の大切さを改めて知る
とともに、部員全員が結集したときの力の大きさを実感
しました。最後に、職員の方々や部員に本当に感謝した
いと思います。
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＊ 高校総体激励式で挨拶する朝野会長

安全対策委員会
委員長 小泉 政貴（県二俣川看護福祉）

平成１９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］ ５月２３日(水) 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］ 24名（女性10名･男性14名）
［講習内容］ 午前 開講式

学科 赤十字救急法基礎講習
実技 心肺蘇生法

午後 実技 ＡＥＤ講習
傷病者の観察
体位
保温
止血
運搬
包帯
基礎講習検定

閉講式

［講 師］ 赤十字救急法指導員
小泉 政貴

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１９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］ ５月２３日(水) 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］ 10名（女性２名・男性８名）
［講習内容］ 午前 開講式

学科 赤十字救急法基礎講習
実技 心肺蘇生法、ＡＥＤ講習

午後 基礎講習検定
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
水中での体位の変換

閉講式

［講 師］ 赤十字救急法指導員
多胡 誠

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）

石丸 芽衣（県市ヶ尾高校）

「命の重さ」と「自分の力」を再認識した１日でした。
学校に赴任して２ヶ月、約1000人もの生徒と毎日を過ご
す中で、学校での事故・病気に対する緊張感は決して忘
れてはいけないと念頭に過ごしてきました。心我慢・予
見的措置とともに、万が一のための実践力、行動力を伴
う必要があり、今日の講習は第一歩となりました。知識
だけではなく、自分が動く勇気、人を動かす勇気を身に
つけることができたように思います。いつもポケットに
入れている、Ｑマスクに今日の講習で得た自信が加わっ
た事は、自分にとって大きな力となりました。この講習
会に参加させて頂きありがとうございました。学校へ帰
り、他の先生へ、生徒へ広げる機会を検討したいと思い
ます。

三島 航平（三浦高校）

最近、数年間で部活動中に倒れる生徒が増えたため、
受講させて頂きました。AEDは、学校に設置されている
のは知っていましたが、その使用意図や操作方法が理解
出来ておらず、このまま倒れていたら、今朝のお話では
ありませんが生徒を一人死なせる所だったかもしれませ
ん。何事も形や方法、目的が明確でないとせっかくの道
具も活かされませんし、自分自身も不安にかられる所で
した。今日の講義で一番大きく学んだのは、備えておく
ことの大切さです。私は今日学んだことを、しっかり学
校に持ち帰り安全対策や健康管理を意識してよりよい部
活動、学校生活に役立てられるように努力していきたい
と思います。本日はありがとうございました。
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藤瀬 和代（県新羽高校）
本日は１日、どうもありがとうございました。私は県

立高校で養護教諭をして５年目になりますが、毎年救急
法の講習会には参加しており、特に赤十字の講習は何度
もお世話になっております。繰り返し練習してきて、や
っとこの頃、もしもの際も落ち着いて出来るのではない
かと自信がついてきました。頭で分かっていても、日々
練習していないと、救急法はいざという時に上手く出来
ないのではないでしょうか。赤十字に講習会はいつも基
本に忠実です。検定もあるので、本番に似た気分で練習
が出来、これからも、継続して講習に参加させていただ
きたいと思っています。
また、新しい知識や技術も継続して参加することで身

についてきたと思います。今回はAEDの使用についても
何度も練習させていただいたので、大変参考になりまし
た。

佐伯 実穂（県城山高校）

一ヶ月ほど前に、電車に乗っていると、中年の男性が
急に倒れた。私は、気が動転してしまって、席から立っ
て、車掌を呼ぶことすらできなかった。結局、その男性
は酒に酔っていただけで、次の駅で車掌に連れられて降
りていった。この時、私は自分の無力さを実感し、情け
なかった。
私は、教育実習の時に、心配蘇生法を生徒に教えたの
で、他の人よりは出来る自身があった。しかし、いざ人
が倒れているのを前にすると何かするどころか、動くこ
とさえできなかったのだ。そんな中、今回の講習がある
と聞かされ、私は迷わず行くことを決めました。
この講習に参加して、自分の知識と変わっていたとこ

ろ、今まで何となくしか知らなかったAEDのことを学ぶ
事ができて、少し自信になった。学科は、教本をつかっ
てとても分かりやすく解説して下さって、すんなり頭に
入った。
一番ためになったと思うことは、やはり実技だ。何回

も繰り返し行い、違うところは、こうした方がいいと丁
寧に教えて下さった。検定の時には、少し緊張したが、
自分がやるのと、人のを見るのを繰り返しているうちに、
自然にできるようになっていて、思った以上に、すんな
りできたと思う。これからは、人が倒れている場面に遭
遇しても、一ヶ月前のようにはならず、適切な対応がと
れる気がする。いや、取らなくてはならないのだ。
今日、学んだことを、学校に帰ってきちんと報告し、
AEDの講習のときになど、率先して受けていこうと思う。
校内で、大きな事故が起こることがあってはいけない

のだが、起きてしまっても、毅然とした態度で、最良な
対応ができるように、もう一度、帰って復習したい。

中嶋 洋介（県住吉）

救急法の講習会を受講させていてだきました。各県立
学校にAEDが配備され、空港や駅や人の集まる場所に設
置されることが多くなってきましたので、AEDについて
理解し使えるようになりたいと思ったのがきっかけで
す。
今回分かったことは、AEDだけでは傷病者の命は助か

らないということです。心肺蘇生法をしっかり身につけ
ておくことが大切だと思いました。その上でAEDをする
ことで効果が高まることが理解できました。また、知識
や理解だけではなく、人間愛という赤十字の精神の基、
冷静な判断と強い気持ちを持って、日々の生活を送るこ
とが、人命救助の根底にあるのだと思いました。
今後とも、今日の講習を生かせるよう、日々学んでい

きたいと思います。

井上 嘉子（東横学園大倉山高校）

AEDの使い方を知りたいと思い、受講しました。よく
考えてみると着衣泳もあるし、その経験もしてみたいと
いうことで水上安全短期講習を受けました。今日１日や
ってみて大変実ある充実した１日だったと思います。
AEDの使い方も理解出来たし、着衣泳の目的も分かり

ました。理論も大切かと思いますが、実際にやってみる
とより理解出来、忘れられない内容になったと思います。
今までは学校内の仕事が大変で一度は参加したいと思い
つつも不可能だった講習を受けることができて、本当に
よかったと思います。ありがとうございました。

北林 宏基（相洋高校）

今回、救急法基礎講習会に参加する機会をいただくこ
とができたが、自分がこれまで認識していたことを再認
識できたり、改めて学習できたりと、有意義な講習とな
った。
午前中の救急法講習については、救急に関する最新の

情報や手技を学習することができた。心肺蘇生法は以前
にも一通り学んだことはあったが、このような機会に改
めて手技をひとつひとつ身につけられたのは勉強になっ
た。また、AEDの使用法についても、最近注目を集めて
いる救急器具であり、勤務校においても前向きに導入を
検討しているところであったため、非常に役立ったと感
じました。午後に行われた水上安全講習会については、
自分が水泳部の顧問であることもあり、これも身につけ
ておかなければならないことだと感じた。もちろん水の
事故は無いにこしたことはなく、事故の予防を第一に考
えなければならないが、万一事故が起きた場合でも、今
日学習した内容をふまえ、対応できるように努めたい。

山本 雄三（県麻溝台高校）

水泳部の顧問をしておりますので、今日初めて水上安
全短期法を受講いたしました。
顧問とは名ばかりで、水泳の技術指導は出来ませんが、

事故があった場合に応急処置はできなければと思い参加
しました。
印象的だったのは、着衣泳法です。上着に空気を入れ

ることで浮き輪のような効果があることを実感しまし
た。実際の救助の場面で、冷静な判断と行動は難しいと
思いますが、今回の経験が生かせればと思います。心肺
蘇生法については、二度目の経験でしたが、今回復習が
できてよかったと思います。AEDの使用方法とその効果
・目的を知ることができたことも大きな収穫でした。勤
務校でもAEDが設置されましたが、落ち着いて使用でき
ると思います。
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平成１９年度赤十字救急員資格取得講習会報告

平成１９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21日(土)、24日(火)、25日(水)

26日(木)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］ 60名（女性35名･男性25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 福永 義臣 芳地めぐみ 小泉 政貴
吉野 正人 愛甲 祐二 重本 英生

今年も昨年同様、募集定員６０名が受講されました。
今年は例年にない酷暑の中で実施され、参加された方々
は大変厳しい講習になりましたが、今回は先生方の参加
が多く、また、参加された学校数も多い事で、他校との
交流も講習を通じて盛んに行われておりました。このこ
とにより生徒間においても、この厳しい環境の中で楽し
く受講する事が出来たのではないかと感じております。
四日間の講習の後に受講された方々が赤十字救急員の

資格を取得され、認定証が交付されました。合格された
方の名簿はつぎの通りです。

平成１９年度赤十字救急員資格取得講習会合格者

岩谷学園高等専修 ２名 県藤沢工科 ２名
県金井 １名 武相 １名
県横浜南陵 １名 県ひばりが丘 １名
市岩戸 １名 光明相模原 １名
県平塚江南 １名 県二宮 １名
県神奈川総合産業 １名 県二俣川看護 １名

（教職員 14名）

県藤沢工科 17名 県横浜立野 ９名
クラーク厚木 ５名 県ひばりが丘 ５名
湘南白百合 ３名 県大和東 ２名
県県城山 １名 県新羽 １名
県相原 １名 県百合丘 １名
栄光学園 １名 （加盟校生徒45名）

救急員資格取得講習会に参加して
（受講者感想文より）

中田 仁（武相高校）

講習会に参加させていただきまして、感謝致しており
ます。常日頃、校務によってクラブ活動の引率、野外に
於ける自然体験教育の指導等の関わる仕事が多く、「安
全教育」に大変悩んでいました。４日間の体験から、自
分自身に対しても、同僚教員に対しても「ゆとり」を持
って接することが出来る様な気がしています。また、当
講習会の素晴らしさは「生徒」さんも対象にしている点
です。高校生は、「社会の形成者」の一員です。学校を
離れ、自ら「ワンランク」上を目指していこうとする姿
勢に感動いたしました。体験させて頂きました経験を、
積極的に学校に持ち帰り、本校の生徒指導に役立ててい
こうと思っています。当講習会が益々活発に実施される
ことを望んでおります。

佐野真紀子（県ひばりが丘高校）

私は普段養護教諭として、傷病者の手当てをしており
ますが、薬品や衛生材料の整っている保健室とは違い、
三角巾での包帯や副子での固定は難しく、とても勉強に
なりました。三角巾とＱマスクは常に携帯しようと思い
ましす。
はじめ、自分の学校の生徒が数人いて、知らなかった

ので驚きました。養護教諭という立場上、生徒に見られ
ていてやりにくさを感じました。しかし、最後には割り
切って、互いに励まし合ったり、教えあったりしていま
した。生徒が頑張っている姿や成長していく姿を見られ
たことは、良かったと思います。しかし、できれば私は
生徒と教員は別々にグループを作りたかったです。バデ
ィの子も、気を遣わせてしまうし、友達もできにくくな
ってしまうのでかわいそうだと思います。生徒と教員は
分けない方が良いというご意見もあるとは思いますが、
是非ご検討、ご配慮をお願いしたいと思います。
指導員の先生方、長い期間熱心に、親切に御指導いた

だき、ありがとうございました。今回の講習で学んだこ
とを、今後の教育活動にいかしていきたいと思います。

矢島 俊治（光明学園相模原高校）

教員生活もはや二十年を過ぎる中、授業中や部活動中
などに何度も怪我や事故の現場に立ち会うことがありま
した。頭の中では何とかしたい、痛みを取ってあげたい
と思いましたが、いざとなると何をして良いのか分から
ず、ただ立っているだけの自分がいるだけでした。これ
ではいけないと思い、高体連で主催して頂く赤十字救急
法に参加させて頂くようになりました。不思議なことに
講習会に参加し無事に終了し、カードをいただくと自信
のようなものができて、怪我や事故の場面に遭遇しても
慌てず応急手当のお手伝いができるようになりました。
そんな事があって以来、期限が切れる頃に継続して講習
に参加させて頂くようになりました。以前とは異なり、
高校生も一緒に参加するようになっていたので、どんな
講習会になるんだろうとか、失敗すると恥ずかしいな、
などと考えていましたが、いざ講習会が始まると年齢を
飛び越え、実に楽しい講習が行われました。高校生の真
剣な受講姿勢や、若々しい態度の私自身刺激を受けまし
た。怪我や事故は教員の目の前だけで起きるわけではな
いので、少しでも多くの人達が講習を受けれるように今
後もこの様な機会を増やしていただければと思いまし
た。四日間ありがとうございました。
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濱田 貴寛（県神奈川総合産業［定］）

保健の授業で特に力を入れ時間をかけるもののひとつ
が「心肺蘇生法」です。座学から実技まで５時間以上時
間をかけます。それでも時間は足りませんが、出来るこ
とをひとつひとつやっています。
「心肺蘇生法」は、座学と共に、その知識を実行する

力がなくてはなりません。しかも実技の練習はあくまで
練習であり、現場の圧迫感や、死を身近には感じること
が出来ません。だからこそ、私はこの授業に時間をかけ
ますし、生徒に「大切な人を守る力」、知識と行動力を
持って欲しいと思っています。
今回の講習を受け、私の授業での進め方やどう展開す

れば理解しやすいのかを学ぶと共に、指導者対象の講習
会を受け、もっと深い知識をつけ、授業を展開したいと
思いました。
４日間という短い期間でしたが、ありがとうございま

した。

河東 大（岩谷学園高等専修学校）

今回は、初めて４日間にわたる救急員資格取得講習会
を受講させて頂きました。私自身蘇生法をはじめとする
人命救助に関わる講習会を何度か受講しておりますが、
内容の改善が毎回あるのと同時に自分自身の知識・技能
の再確認の場として参加させて頂いております。
頭の中では理解しているつもりでも、実際にシュミレ

ーションとして行動をしてみると、行動できない事の多
さに驚いたのと同時に、勉強不足を痛感いたしました。
高校生の生徒の皆さんと同じ目線に立ち、新たな気持

ちで今回受講させて頂いたので、今回学んだ事をさらに
深めるとともに、生徒のみならず多くの人々にこの講習
会の成果を伝達出来るようにしたいと考えております。
４日間の大変短い期間ではありましたが、今までの講

習の中で非常に分かりやすく丁寧な講習会でした。指導
員の先生方、本当にありがとうございました。

坂下 和己（県藤沢工科高校）

私はこの赤十字救急員資格取得講習会に参加が決まっ
た時に、救急員資格が取得できる講習会だからやりそう
な事はテレビなどで知っていたので恥ずかしかったし、
実はあんまり参加したくありませんでした。
一日目も二日目も三日目も私は勉強が嫌いなので学科
の時間がとても長く感じていましたし、テストも全然解
ける自信はありませんでした。でも、どの講師の人達も
とても分かりやすかったし、大事な部分もしっかり教え
てくれて、楽しい学科を学べる事ができました。実技の
時は教えてもらうすべての実技が欠かせないものばかり
でした。とても難しく困っている所を講師の方々がしっ
かりポイントなども一緒に教えてくれたし、講師の方々
以外でも他の学校の先生が教えてくれたり色々な話を聞
けたりとても貴重な時間でした。私は私の学校ではあま
り先生達とは話さないのでこんな自分より目上の方々と
たくさん話せて楽しかったです。
こんなに楽しみながらしっかりとした講習がうけれ

て、しかも人命を救助することができるようになり、こ
の講習を受けることができて本当に良かったです。
三角巾も使い方一つで包帯の代わりにもなるし、骨折
の時に固定などもできるなんてとても驚いたし、ために
なりました。
たとえ私が資格を取得することができなかったとして

も学習したことはたくさんつかっていきたいと思いま
す。本当に参加できてよかったです。

手塚 奎太（県ひばりが丘高校）

自分がこの講習会を受講した理由は、今やいつ起こっ
てもおかしくない地震対策のためです。前々からテレビ
などを見て取得できたらと思っていましたが、きっかけ
がつかめずなかなか実行できませんでした。
しかし学校に募集案内がきて、無駄の夏休みを過ごす

ならと思い応募させてもらいました。
実際に受講してみて、正直ここまで来るのがつらかっ

たのですが、学校ではなかなか学ぶことができない人命
救助を学ぶことができました。不思議なことに、学校で
の50分の授業より長いこの講習は本当にあっという間に
過ぎていきました。
また、先生と同じ立場で受講するというのもとても新

鮮でおもしろかったです。
受講の内容といえば、初体験であった人工呼吸、さら

に手先がありえないほど不器用な自分にも理解しやすか
った三角巾を使用しての固定。このことに関しては本当
に周りの仲間、先生、そしてもちろんバディであった菅
原君に迷惑をかけ、大変お世話になりました。
まだまだ結び方と気遣い、そして声がダメなのでその

時になったらと思わずに、日常的に練習して改善してい
くつもりです。
最後にこの素晴らしい講習会において協力してくれた

先生、仲間、バディに感謝します。ありがとうございま
した。

中村真里奈（県藤沢工科高校）

この講習会でひとの命を救うということの大変さを改
めて知ることができました。怪我などはきちんと処置す
ればなんとかなると思ったんですが、やはり命の関わる
事はいざとなってみると多分少し慌ててしまうと思いま
した。でも、この講習会のおかげで救急車が来るまでの
時間を利用して一次救命処置など自分に役立つ事を学び
今後のためになると思いました。怪我等の三角巾やガー
ゼを使った実技では、部活などできちんと手当てが必要
だと思い、たくさん種類はありましだが、身についたな
と思いました。また傷病者への安心感を与えたり元気付
けたり、たくさん自分にできることばかりじゃないかと
思いました。今までこのようなことがあって、ただ見て
いた野次馬に過ぎない自分でしたが、この講習で学んだ
ことは決して忘れないよう、そして今後活かしていきた
いと思っています。

西澤 碧（県藤沢工科高校）

この講習を受ける前は、どんなことをするのかも分か
らず、少し不安な部分もありました。それでも講習をう
けていくうちに、今まで知らなかったことが、自分の身
についていくのがわかりました。三角巾で、頭や手や足
などを巻いたことなんて一度もありませんでした。でも、
四日間勉強していくうちに、不器用な自分でも、なんと
かできるようになりました。この経験が少しでも多くの
人の役に立てればいいなと思います。私のように、赤十
字の講習会があることを知らないひとが多いと思いま
す。学校のみんなや家族にも、このことの大切さを知っ
てもらえれば、一人でも多くの人の命が救えるのではな
いかと思います。この短い間でも、50人近くの人がこれ
だけの知識を得ることができたので、なるべくこの講習
を多くして、いろんな人に知ってもらいたいです。ため
になることばかりでした。こんな自分でも人の役に立ち
たいと思えました。ありがとうございました。
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温 彩梨（県横浜立野高校）

私が資格取得を取りたいと思ったのは、将来スポーツ
トレーナーになり、少しでも役に立てたならばと考えた
からです。
この４日間、岸根公園まで通うのは遠く、朝は早く、
学科は短時間で多くの事を学び、実技では覚えが悪く色
々大変なことばかりでした。家に帰り、その日やった学
科や実技の復習を何回もやりました。検定の日の１日前
は父親に手伝ってもらい実技の練習をしました。苦手だ
った肩に包帯を巻くのは検定前日にようやくでき、検定
では上手くできたと自分では思っています。
十八年間生きてきて、大きな災害には幸運なことにま

だ遭ったことがなく、もしこれから先、生きていく中で
災害や何かが起こった時には、自ら進んで皆をたすける
勇気や技術を持つことができました。
今回、この講習会に参加して本当に良かったと思いま

す。日本はまだこれらが多くの人に知られていないので、
より多くの人に救急員の資格を取って欲しいと思いまし
た。

三田村紗希（県横浜立野高校）

講習会を終えて振り返ってみると、自分は本当に正し
い技術・知識を得られたのかと不安になるが、何も無か
った４日前に比べると自分の成長をとても感じている。
しかし、実技の模擬試験をした時に確認を忘れてしまっ
ていたことがいくつもあった事に少し落ち込んだ。もし、
実際の救助現場で「忘れちゃった」は通用しない。正し
い知識や技術を得ることも大切だが、実際の現場で習っ
たことができるように色々なボランティア活動に参加し
ていきたいと思った。そこで、多くの経験をし、人の役
に立てれば良いと思った。せっかく身につけたのだから
いざという時に出す必殺技のように持っていたいと感じ
た。また、機会があれば幼児救急法や家庭救急法などに
も参加できればと考えています。そして、救急法を知ら
ない周りの人達にも広めていくことができれば、少しは
この講習会にきた意味があるように思った。
四日間という短い時間でしたが、講師の先生方御指導

してくださりありがとうございました。

松浦 未紗（県藤沢工科高校）

今回のこの講習会を受けてみて、人の命を救うという
ことの重大さ、大切さを実際に体験する事で改めて感じ
る事が出来ました。
指導員の方々に親切に教わることができ、自分自身を

守るため、人を助けるために様々なことを経験出来まし
た。実際に身近で起こった時、何の知識も技術もない状
態だったら困るし、自分ができることを少しでも現場で
活かせたら良いと思います。
この様な講習が受けられることをどれくらい知られて

いるかがとても重要だと思います。私もこの講習をうけ
られると聞くまでは知らなかったし、より多くの人々が
この講習を受け、少しでも知識や技術を身につけられた
らいいなと思います。まだまだ知らないことも多いです
が、これを機にいろんなことを勉強してみたいと思いま
す。たくさんの人が協力して助けようとすれば、助かる
命も多くなると思います。今後この講習がもっと広がり、
国民一人一人が自分自身を守り、他人の命も救えるよう
になればもっと良くなると思います。
四日間講習を受けられて良かったです。今後活かして

いきたいです。

阿部 隼弥（県藤沢工科高校）

自分は、家から武道館まで来るのはけっこう時間がか
かるので、最初は嫌だったし、知らない人とバディを組
むのも嫌で、初日の前半は緊張していました。でも二日
目以降はバディの人や周りの人とも少しずつ会話が出来
るようになり、三角巾をたたんだりする時にも話しかけ
たりするのが楽になったりと、知らない人に話しかける
のに慣れるっていうのも、協力者に助けを求めたり、気
分が悪そうな人に話しかけるのと同じことだと思うの
で、そういう意味でもとても勉強になったと思いました。
あと、学科の方でも今まで聞いた事のない単語やこう

いった時にはこういう手当てをするとか、自分の命が確
保できた上の救助というのがよく分かったので、まだま
だ知らない事はあるけれど、この講習で教えてもらった
事をいかして、部活内での怪我や家庭内の怪我の手当て
をしていきたいと思いました。

【ご案内】
①平成19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：「現場でできるケガ予備軍テスト法」
講 師：脇元 幸一

（清泉ｸﾘﾆｯｸ整形外科ｽﾎﾟｰﾂ医学ｾﾝﾀｰ施設長）
開催期日：平成19年11月９日（金）
会 場：県立スポーツ会館 ２Ｆ 会議室

②平成19年度第42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准教授）

開催期日：平成19年12月16日（日）
会 場：東海大学スポーツ教育センター

③平成19年度第42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20年１月17日(木)・18日(金)
会 場：金沢市文化ﾎｰﾙ・金沢ﾆｭｰｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾃﾙ

分科会発表テーマ

第一分科会
「競技力の向上」

第二分科会
「健康と安全」

第三分科会
「部活動の活性化」

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
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