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神奈川県高等学校体育連盟広報誌

全国大会を終えて

｢限界を超え 飛びたつ君よ 永遠の風になれ｣
2008 彩夏到来 08 埼玉総体
総合開会式 神奈川県選手団
平成20年７月28日(月)
さいたまスーパーアリーナ
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(ﾃﾆｽ)
優勝

ｼﾝｸﾞﾙｽ･ﾀﾞﾌﾞﾙｽ
団体
湘南工科大学付属高校
３年

守屋

宏紀

今年のインターハイで優勝することができ、大変嬉し
く思っています。そして、関係してくださった人達に感
謝しています。私は３年生なので、最後のインターハイ
でした。大会前はとにかく万全の状態で試合に臨めるよ
うに毎日厳しい練習をしました。真夏の炎天下で行われ
る試合は、技術面だけでなく、体力面・精神面も大きく
関わってくるものです。その為に、体力面・精神面を鍛
える練習をたくさん行いました。団体戦では、昨年の佐
賀大会で優勝することができたので、今年は連覇のかか
った戦いでした。プレッシャーの中での試合は決して簡
単なものではありません。しかし、一人一人が今の自分
達のベストのプレーをする事でプレッシャーを乗り越え
ていくことができたのだと思います。今まで練習してき
た全てをコート上で発揮することだけを考えてチームの
みんなと団結して戦いました。その結果、連覇という大
きな目標を達成できたと思います。
この大会での優勝は私のテニス人生の中で一番大きな

思い出になりました。また、個人戦ではシングルス・ダ
ブルス共に優勝することができました。ダブルスは中学
生の頃からペアを組んでいるパートナーと最後の大会で
中学校・高校とタイトルを取ることができ、誇りに思っ
ています。最後に、監督をはじめ、キャプテン・チーム
の皆さんに感謝しています。今回得た経験を自信にして、
これからも頑張っていきたいと思います。
「全国大会を終えて」
全国高校定通(剣道)
優勝 団体
県横浜修悠館高校
３年

坂元

勝平

私達はこの夏開かれました、全国定時制通信制大会で
優勝し、19連覇という一つの大きな目標を達成すること
ができました。
剣道の盛んなここ神奈川の地では、職員の方々にも恵
まれ、また、他校との合同稽古においては、たくさんの
学校と稽古することができ、自分達の反省すべき点をた
くさん知ることができました。そういった普段からの身
の入った稽古が19連覇といった形であらわれ、本当に嬉
しく思い、また、周りの方々への感謝の気持ちでいっぱ
いです。
これからも向上心や様々な人への感謝の気持ちを忘れ
ることなく、大好きな剣道の稽古に励んでいきたいと思
います。

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

桃木

祥（県瀬谷）

平成20年度赤十字救急員資格取得講習会報告
平成20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］ 8月26日(火)、27日(水)、28日(木)
29日(金)4日間 9：30〜17：30
［会
場］ 県立武道館（小道場・2階会議室）
［参 加 者］ 37名（女性23名･男性14名）
［講習内容］
○1日目

○2日目

【学科】
【学科】
救急法について
急病
一次救命処置
怪我
【実技】
傷の手当て
傷病者の観察
搬送
体位
【実技】
保温
止血法
気道内異物除去
包帯法
AEDを含む蘇生法
救急法基礎検定（学科・実技）
【学科】
赤十字救急法救急員について
○3日目

河東

○4日目

【学科】
骨折の手当て
救護
【実技】
固定法
搬送法
包帯法
［講

救急員資格取得講習会に参加して
（受講者感想文より）

師］

総合実技
検定（実技・学科）

赤十字救急法指導員
小泉 政貴・愛甲 祐二・重本
佐々木博美・鷹野 克彦・鈴木

英生
佳光

大（岩谷学園高等専修学校）

今回の救急員資格取得講習会は、昨年に引き続き２回
目の参加となりました。参加にあたり感じたことは、知
識・技能として４日間の短期集中で学ばせていただいた
素晴らしい内容を、今後の自分のスキルとしてしっかり
と把握し、万一の時（災害時や学校内での応急処置とし
て）に実践できるようになりたいと強く感じました。
恥ずかしながら、三角巾の使用については昨年の講習
以来一度も触れておらず、今回、再確認させていただき
ましたが、まだ未熟なところも多々あるので、今後は個
人的に練習をし、確実に身につけたいと思います。
その他、リーダーシップの取り方等、実際の教育現場
で特に重要とされる部分もあるので、今後も機会があれ
ば是非参加させていただきたいと思います。
日本赤十字社の講師の方々、並びに高体連関係者の方
々、大変お世話になりました。ありがとうございました。

今年は37名が受講されました。四日間の講習の後に受
講された方々へ受講証が渡されました。
また、合格者には赤十字救急員の認定証が後日送付さ
れております。
合格された方はつぎの通りです。
平成20年度赤十字救急員資格取得講習会合格者
清心女子
岩谷学園高等専修
県茅ヶ崎
県市ヶ尾
逗子開成

3名
2名
2名
2名
2名

県津久井
栄光学園
県岸根
県湘南台
（教職員

聖園女学院
聖セシリア女子
厚木中央
県二俣川看護
県秦野

3名
3名
3名
3名
2名

相模女子
市みなと総合
県金井
県百合丘
県新磯
（加盟校生徒

1名
1名
1名
1名
15名）
2名
2名
2名
1名
1名
22名）

岡本

史子（県茅ヶ崎高校）

夏の終わりとはいえ、暑い４日間でしたが、大変有意
義な時間を過ごさせていただきました。他校の先生方や
生徒達と、楽しく講習を受けることができ、大変嬉しく
思っております。
仕事上、何年も前から救急法について学んできました
が、心肺蘇生法などの内容が、時代と共に変化するため、
定期的に学ぶ必要性を感じています。職場ではもちろん
のこと、私生活で最も大切な人達の生命や健康を守るた
めにも、今回学んだ事を忘れずに、過ごしていきたいと
思っています。
講習会は講義と実技で目一杯の４日間でしたが、身近
で起こり得る事例の手当てが盛りだくさんで、大変貴重
な時間を過ごさせていただきました。指導員の先生方も、
きめ細かく指導してくださり、とても分かりやすかった
です。教本の中だけで学ぶのではなく、実技もたくさん

行うことができ、救急時の手当てに自信がついたように
思います。
近い将来、大地震が来るなどといわれていますが、万
一の時に、今回の内容を役立てられたらと思います。
４日間ありがとうございました。

小林

大渓

晃太（県津久井高校）

今回、このような講習会に参加し、たくさんのことを
学ぶことができました。また、他校や講師の先生方、現
役の高校生とコミュニケーションをとれたことも大変良
かったと感じています。いつ何が起こるか分からない中
で、今回学んだ応急手当や心肺蘇生法などといったこと
が実際にやることがないようにと願いつつも、普段から
しっかりとした知識や技術を生かせるよう学び続けたい
と考えています。特に、学校現場にいる以上は、決して
安心してはいられないし、いつ何時事故が起きるか分か
らないのですから、しっかりとした準備をしておくべき
だと思います。そしてまた、講習会で得たものを周りに
も伝えていければと思います。欲をいえば、もっともっ
と講習会などの機会を多くし、その講習会に先生・生徒
が積極的に参加できる環境づくりをしていければ、いざ
という時に最低限の事故で終えることができるだろうと
思います。そういったことも学校教育の中で大切な部分
かと思いますし、私は保健体育が専門なので、授業等で
一人でも多くの人が一人でも多くの人を助けることので
きる力をつけられるよう、指導していきたいと思います。
講師の先生方を始め、他学校の皆様、生徒のみなさん、
ありがとうございました。
小杉

直斗（逗子開成高校）

私は今回の参加で2回目となります。1回目の受講の後、
本校生徒への応急手当はもちろんですが、一般の方がケ
ガなどで倒れている現場に何度か遭遇しました。呼吸停
止の方や、大出血している方もいましたが、協力者がい
たこともあり、無事に救急隊へ引き渡すことができまし
た。傷病者を救助するための最低限の知識と技術を学び
たく思い、2回目の受講を希望しました。1年のうち、何
回この知識や技術を使うことがあるか分かりませんが、
もしまたその時が来たときの為、日々練習しておこうと
思います。また、協力者の重要性も実感しました。素通
りすることなく、その時には積極的に自分にできること
を探したいと思います。
本校では高校2年生の保健体育の授業でこの講習会と
ほぼ同じ授業を行います。教員間でも講習会を行い、正
しい知識と技術が指導できるよう復習したいと思いま
す。
最後になりましたが、お世話になりました指導員の先
生方、高体連安全対策の先生方、ありがとうございまし
た。

博（県岸根高校）

今回この講習会を希望したのは、自分の専門教科であ
る「保健」の授業の中で、24年間やってきてしっかりと
自分自身で納得した授業が出来ていない分野であるから
です。特に、三角巾の使用方法については、書物の中の
説明でしか勉強をしたことがなく、保健体育の教員とし
て応急処置で使えないことに大きな不安を感じていまし
た。本年度は部活動をメインでみることがないことでこ
の場に来られることになりました。4日間の講習の中で
は、今まで自分が普通に処置していたことが間違ってい
たということや、授業の中で、ぜひ生徒に聞かせたい話
のネタなど、大変勉強になりました。この2学期に保健
の授業で使わせていただきたいと思います。また、講習
を受けたことにより、体育の実技の授業や部活動時にケ
ガをした時の対応に自信が持てると思います。
4日間お世話になった講師の先生方も、おそらく学校
現場に出ている同じ教員かと存じますが、部活動の指導
等お忙しい中、私達のこの講習会に時間を割いていただ
き本当にありがとうございました。

酒井

智加（県秦野高校）

私はこのような講習を受けるのは三度目で 毎回思う
ことがあります。それは命の大切さです。今回の講習で
は心肺蘇生法だけでなく、骨折時の手当、三角巾を使っ
た手当、そして、搬送法という様々なことを学びました。
講習を受ける前まで、実際、災害時や傷病者を発見した
時に勇気を持って手当をできるか不安でしたが、今はそ
の不安はなくなりました。ほんのちょっとの勇気で尊い
命が左右される場合もあると思います。命の重さを学ん
だ今、私は率先して救命救急を行いたいと思います。そ
して何より、このような講習に対して関心を持つ人が増
えてくれたらいいなと思いました。いつ何が起こるかわ
からないこの世の中、正しい知識を持った人が必要とさ
れてくると思います。そのため、この4日間で学んだこ
とを忘れないよう、学校や家に戻って伝えていきたいな
と思っています。たくさんのことを学べたこの4日間は
大変充実しました。この経験を将来に生かして、立派な
看護師になりたいです。ありがとうございました。

ともあり、たくさんの学校から先生や生徒が集まってい
たので、友達も増え、4日間の講習に通うことが楽しみ
になりました。学科の授業は、傷病の症状や手当など、
看護の授業で習ったことも多く、自分の中ではスムーズ
に進めることができたのですが、実技は前回の講習から
日にちが空いてしまい、勘を取り戻すのが大変だったの
で、日頃から地道に練習を積むことが大切だと思いまし
た。
最終日には、総合実技で実際に災害が起きたことを想
定して訓練を行い、傷病者役をさせていただいたのです
が、ケガをした状態で、暗くて狭いところで一人になる
ことの不安さを実感したので、励ましの声掛けがすごく
力強く感じるということもよく分かりました。
今回の講習で、緊急時に命を助ける自信を持つことが
できました。一人でも多くの命を救うために、緊急時に
は勇気を出して救助にあたりたいと思います。今回、講
習を主催してくださった高体連の方々、講師の先生方、
ありがとうございました。
大塚

美和（聖セシリア女子高校）

4日間という短い期間で人の命に関係するような大き
な資格が私に取れるのか、果たして最後までやり抜くこ
とができるのだろうかと、最初の私の気持ちは不安で仕
方ありませんでした。ですが、8月26日、県立武道館へ
到着した私の胸の中はやる気に満ちていました。初対面
の人とバディーを組んで、お互いに三角巾やガーゼを使
って止血や固定の練習をすることは、とても緊張するこ
とでした。しかし、災害の起きたとき、この緊張や焦り
は何倍、何十倍、何百倍にも膨らんでいるのだろうと考
えると、先生のお話を聞くとき、一つ一つの作業、そし
て細かいアドバイスを聞くときも、より真剣さが増し、
気づくと汗びっしょりになって取り組む自分がそこにい
ました。学科講習は、学校の授業で聞いたことのある内
容や初めて聞く内容、そして自分の今まで正しいと思っ
ていた処置方法の誤りなど、やはりどの内容を取り上げ
ても、聞き落とせないことばかりでした。8月29日の資
格検定は、不安と緊張の繰り返しでした。しかし、私の
3日間で吸収したことを精一杯に発揮して、落ち着いて
臨むことができたと思います。合否のことを言えば、合
格したのは当然のことですが、4日目の今日、学んだこ
とを存分に出して検定を受けられたので、達成感を味わ
うことができて、嬉しく思います。
一つ一つ細かく指導してくださった先生方に感謝して
います。4日間、どうもありがとうございました。

齋藤あすみ（聖セシリア女子高校）
今回、私は初めてこの赤十字の講習に参加させていた
だきました。学校の授業や老人ホームへの訪問などの活
動から、もっと深く「救助」という分野について学びた
いと思ったのです。実際に講習に参加してみると、私が
想像していた以上に難しく、大変なことがたくさんあり
ました。しかし、それと同時に、「人を助けることの大
変さ」というものについて、また、本番では今以上に自
分の思うようにできないということが分かりました。こ
の4日間の講習を通して、自分自身、とても成長するこ
とができたと感じています。技術はもちろんのこと、他
のことで考えさせられることの多い4日間でした。特に
大変だと思った内容があります。それは、最終日に行っ
た総合実技でした。私はあまりしっかりとすることがで
きませんでしたが、班のリーダーや中心となる人のおか
げで全体がまとまっていくことに驚くばかりでした。本
番でスムーズに対応できるようになるためにはたくさん
の練習が必要だと思いますが、緊急時に中心として頑張
れるようになりたいです。最後になりましたが、先生方、
4日間本当にありがとうございました。
浜田

古谷

有梨沙（県二俣川看護福祉高校）

今回、2回目の救急法の講習を受けました。2回目の講
習を受けようと思った理由は、技術の向上を狙い、いざ
という時に冷静な判断を確実にできるようにしたかった
からです。以前受けた講習は初めてで余裕がなく、必要
最低限のことしか身につけることができなかったので、
今回の講習では予備知識や技術も習得することができ、
とても充実していました。また。高体連の主催というこ

凪沙（聖園女学院高校）

私がこの赤十字救急員資格取得講習会を知ったのは、
友達が学校の掲示板から公募用紙を見つけ、それを見せ
てくれたからでした。人を救うことができるならと思い
切って応募してみたものの、最初は不安でいっぱいでし
た。
机上での勉強の学科では、知識として知っておいて損
はないであろう内容を、小泉先生の面白い実体験を交え
つつ学んでいきました。学校とは違い、机上には飲み物
を置いて、途中で飲んでもいいし、何よりも面白いので
楽しくできました。保健の授業でやる内容も一部ありま
したが、ほとんど新しいことや日常でよく起こしやすい
注意点なども書かれており、日常生活でも役に立ちそう
だなと思いました。
実技は最初から最後まで、毎時間緊張していました。

できなかった技術ができるようになるたびに嬉しくなっ
たり、人を救えると思いました。試験では、手が震えた
ものの、できるようになっていて、4日間でも変わるな
と感じました。
実際の現場では今回の通りにスムーズにできるとは思
いませんが、私が行った手当で役に立つことができたら
なと思います。4日間ありがとうございました。

塩島

岡田

巧也（県金井高校）

なにげない気持ちで応募してきたのですが、実際に講
習会を受けて学ぶことが多かったです。それに、現実的
に事故が起これば自分がどうにかしなくてはいけないと
思いました。
一連の内容を勉強して思ったことは、自分が今まで当
たり前だと思っていたことが、逆に悪いことになってい
たのだということに、この講習を受けて気づくことがで
きました。また、いろいろな知識を得ることができまし
た。特にＡＥＤの使い方は学校でも習わなかったので、
とても良い経験になりました。一人で救護をするよりも、
協力者がいればたいへん心強いのだと思いました。協力
者がいることによって、救護の負担は軽くなり、傷病者
の心の動揺も抑えることができるのだと思いました。そ
して、私が一番ためになったと感じた講習は、搬送法で
した。今までは自分一人で大人を搬送することはできな
いと思っていましたが、この講習によって、一人でもう
まく運ぶことができるということを学びました。
4日間、毎日朝早くから来るのはとても大変ではあり
ましたが、自分のためになるものがとても多く、良かっ
たと思います。この講習を活かして、今後、災害現場な
どに出くわしたとき、講習で習った知識と技術を発揮し
て頑張りたいです。

沙稀子（県百合丘高校）

私は以前からこの資格講習会に興味があったのです
が、なかなか申し込みができずにいました。しかし、学
校でこの講習会の案内を見て、申し込みました。
初日の心肺蘇生法を勉強したときは、中学の時もやっ
たことがあったので少し理解していましたが、この講習
では、先生方により詳しく教えていただきました。それ
から、初めて習う包帯法・固定法などは難しい部分もあ
りましたが、習得することができました。最終日に行っ
た総合実技では、自分が今まで勉強したことをフルに活
用するものだったのに、いざ実技を行ってみると、自分
は何をしたらいいのかなど、頭が真っ白になってしまい、
まったく勉強したことを活かすことができませんでし
た。この反省を教訓に、次に繋げたいと思います。
私は生まれてから一度も事故現場や災害現場に居合わ
せたことがありません。そのため、よく分かりませんが、
これから先、自分がその現場に居合わせたら、とっさに
出て行って、傷病者の手当などができたらいいなと思い
ます。そのためには、今回勉強したことをきちんと覚え
ていたいと思います。また、その時の勇気もつけたいと
思います。
この講習会に参加できて良かったです。自分がきちん
と冷静に判断ができ、指示ができる人間になれるように
努力していきたいと思います

【ご案内】
① 平成20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：
「現場で行う外傷のリハビリ」

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20年11月7日（金）
会

場：県立スポーツ会館
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②平成20年度第43回神奈川県高校スポーツ強化普及振興協議会

矢後あゆみ（相模女子大高校）
私は4日間の赤十字救急員資格取得講習を受けて、様
々なことを学ぶことができました。
まず、三角巾を使って止血や固定の仕方を自分のもの
にするのはたいへん難しかったです。私はバレーボール
をやっていたので、捻挫をした時の固定の仕方を学べて、
たいへん自分の為になりました。練習でうまくできてい
ても、本当の事故が起きて、その場所に自分がいて、す
ぐに「協力します。」と言って救助することができるの
かなと心配になりました。人を助けるには、判断するこ
とや観察することの他にも、技術であったり、知識が必
要だということがとても分かりました。
そして、一番大切なのは勇気と傷病者を助けたいと思
う気持ちだということを教えてもらい、人を救うことは
簡単なことではないと思いました。
しかし、私は4日間の講習で学んだことを私の生活の
中で活かしていきたいと思うので、勇気を出して、積極
的に自分の持っている知識などを使って、できることを
やってみようと思いました。
最後に、講師の先生方が分かりやすく教えてくれたり、
アドバイスをしてくれたので、たいへん嬉しかったのと、
教えている姿がとても素敵でした。この講習を受けて、
人命救助にとても興味を持つことができました。これか
らもたくさんのことを学んで、人を救えるようになりた
いです。

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教授）

開催期日：平成20年12月14日（日）
会

場：東海大学スポーツ教育センター

③平成20年度第43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21年１月15日(木)・16日(金)
会

場：倉敷市芸文館
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

