
男子 400mハードルの日本記録保持者である為末大さんが、
全国の小学校で出張授業を行う爲末大学食育学部。第 16回と
なる今回は、南国土佐の太陽が輝く高知県香南市立夜須小学
校で開校されました。高知県東部に位置する香南市夜須町は、
太平洋に面した温暖な気候を生かし、フルーツトマトをはじ
めとする野菜やフルーツの産地として知られています。その
ような地にある夜須小学校は、開校 130 年以上の歴史を持つ
伝統校です。

1時間目　　　体育の時間
1時間目の体育の時間はハードル走を学びながら、目標を実現する達成感を体験してもらう授業です。「今日はみんなと一緒にハードルと
食育、それから夢の授業をします。まずはハードルの授業でみんなにハードルを跳んでもらいますが、好きな高さを選んで自由に跳んで
みてみましょう」と為末先生。5年生にとってはこの日が初めてのハードル体験となるだけに、ちょっとドキドキ？そんな児童がリラッ
クスできるように、まずは恒例の楽しい体操から始まりました。

ウォーミングアップは、2人 1組で行うゲーム感覚の体操です。向かい合った 2人のう
ちひとりは「ドラえもん」、もうひとりは「ドラミちゃん」。握手する手前の形でスタン
バイし、為末先生が呼んだほうが相手の手を握り、呼ばれなかったほうは逃げる。成功
したほうが勝ち、というシンプルなルールです。

「さあいくよ。セット！」「ドラミちゃん！」「ドラえもん！」と為末先生が呼ぶたびに、
児童たちからはキャー！と歓声が上がります。 慣れたところでパワーアップして、偶数・
奇数バージョンにチャレンジ。単純な数字から始まり、徐々に足し算、かけ算と計算式
が難しくなっていきます。頭で計算しながら瞬時に体を動かす必要があるため、苦戦す
る児童がいれば「算数なら勝てる！」と得意そうな児童もいましたが、とにかくみんな
夢中になって取り組みます。

ハードルを跳ぶために　　- 目標設定への道筋 -

ウオーミング
アップ

体をほぐすことを
目的に楽しく
体操などを実施

スタートの
やり方

立ち方、歩き方、
視線の置き方を

指導

ハードル

ハードル体験
9メートル間隔で
高さを変えていく

まとめ

為末先生による
まとめのお話し

続いて 2人 1組でひとりが相手の背中におんぶされ、おんぶして
いる人から落ちないように上半身をぐるりと一周するゲーム。全身
の筋力とバランス能力が問われる難易度の高いゲームで、一発でで
きた子、途中で落ちた子、落ちないよう必死にふんばる子などさま
ざまでした。最後に代表 3組のコンビがみんなの前に出て、どのコ
ンビが一番早くできるか勝負！「がんばれー！」「落ちるー！」と
児童たちから大きな声援が飛び交いました。
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次にハードルをうまく跳ぶために必要なダッシュの練習です。為
末先生が「速く走るにはどうしたらいいですか？ 知っている人！」
と児童たちに問いかけると「腕をふる」「背筋を伸ばす」「足を上
げる」などの意見が出ました。

「うん、正解がありましたね。速く走るために一番大切なことは何
かというと、姿勢をよくすること。人間の頭はとても重くて、3～
4kg もあるんです。2リットルのペットボトル 2本が体の上に乗っ
かっていると考えてみてください。そうなると、重たい頭はどう
しても前に傾いてしまうんだね。だから走る時は、自分の頭をまっ
すぐ体の上に乗せることが大事なんです」

そういって為末先生は、姿勢をよくする方法を説明しました。ま
ず足を 90度（両手のこぶしが入るくらい）に開きながらしゃがみ、
頭のてっぺんを引っ張り上げるような気持ちで立ち上がると、体

いよいよハードル走の時間です。為末先生は 3段階の高さに設定されたハードル
レーンの中から、自分で好きなレーンを選ぶよう呼びかけました。「高く跳ぶた
めにはどうすればいい？人間が高く跳ぶためには準備が必要なんだね。だから地
面をしっかり踏みこんでから、高く跳び上がってみよう。ハードルはどんどん倒
していいから、じゃんじゃん跳んでみて！」と為末先生の声を受けて、それぞれ
が選んだレーンで走り始めました。

朝から元気よく動いていた夜須小の児童だけあって、躊躇することなくハードル
を跳んでいきます。ハードルデビューの 5年生も、ぴょんぴょん上手に跳んで難
なくクリアしていきました。みんなの滑らかな動きを見て「最初から低く飛ばな
いように、もっと高く高く跳んでみよう！ 低い跳び方に慣れちゃうと、ハードル
がうまくならないからね」と為末先生も指導に熱が入ります。

全員がハードルに親しんだところで、今度は為末先生からみんなに質問。「ハー
ドルを跳ぶ時に片足は前にいくでしょう。そしたら反対の足はどういう状態に
なっているかな？」

誰も答えられずにいると「じゃあ、犬がおしっこするところをやってみて！」と
為末先生に促されて男子児童がデモンストレーション。「そう、反対の足は 90度
に曲がっているでしょ？ハードルを跳ぶ時も同じように、後ろの足は 90度。ハー
ドルをうまく跳ぼうとすると、体は自然と前に倒れるから、反対の足は犬のおしっ
こをイメージしてみよう。前足はふすまをけ破る感じを想像してみるといいよ！」

為末先生のわかりやすい解説に、児童たちも真剣にハードルを飛び続けていきま
す。さらに高さだけでなく、ハードル間の感覚を狭めて 3歩で跳べるように設定
されたハードルレーンも登場。歩幅を考えながら跳ぶ難しいレーンでしたが、「勢
いをつけて跳んで！そういける！ 3歩で行け！」と為末先生の声援を受けて、果
敢にチャレンジした児童が次々と成功させていきました。

「ハードルの試合では3歩で跳ぶので、この感覚を覚えていてください。ちなみに、
これが先生やオリンピック選手が跳ぶハードルの高さです」と 為末先生が実際の
ハードル競技の高さに合わせたハードルを見せると、あまりの高さに子どもたち
から驚きの声が上がりました。そして、そんな高いハードルを為末先生が軽々と
飛び越えていくのを目の当たりにすると、子どもたちや先生たちから「おーー！」
と歓声が上がりました。

障害物をどううまく跳び越えたらいい？　　- 目標達成のポイント -

自分でハードルの高さを選んで超えていく　- 目標設定 -

がまっすぐな状態。そのままの姿勢をキープしてスタートダッシュを練習します。軽いスキップから始まり、スタート地点で 5回跳んで
から前にスキップ、速いスピードで前にスキップ、とさまざまなパターンにチャレンジしました。
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児童が自分で目標（ハードルの高さ）を決め、それをクリアする達成感を味
わうハードルの授業。「ハードルは川で葉っぱが岩をスルッとすり抜けていく
ようなイメージで跳ぶんですよね。みんなも最初と最後をくらべるとハード
ルの跳び方がものすごく上手になったと思います」と為末先生がコメントし
て、1時間目の授業は終了となりました。

走る前のアップは友だちと一緒に
できて楽しかったです。私はふだ
んバレーボールをしているので、
今日やった反射神経を使うような
ゲームはまたやってみようと思い
ました。ハードルはちょっと怖
かったので低いレーンから始めた
んですが、すぐに跳べたので高い
ほうへ移りました。為末先生が
言っていた通りに前かがみになっ
て跳んでみたら、うまく跳べるよ

まとめ　　- 目標達成はできたか -

■ 授業を受けてみて

6年　北村 未采  さん

今日は為末先生からいろんなこと
を習ったので、それを生かして走っ
たりハードルのタイムを縮めたい
です。僕はサッカーをやっていて
運動は得意なほうですが、ハード
ルはスレスレを跳ぶのが難しいで
す。今日も高いハードルを跳びま
したが、高すぎてちょっと大変で
した。だから為末先生が高いハー
ドルをギリギリで跳んでいたのを
見て、世界で戦える選手ってすご6年　中村 心  くん

うになったのでやりやすかったです。先生はとても優しくて、
わかりやすかったのでよかったです。

いんだなと思いました。僕も今度ハードルを跳ぶ時は 3歩で
跳べるようにがんばりたいです。
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2 時間目は 5年生と 6年生の児童、保護者を対象にした食育の時間です。1時間目に体を動かした後で食事について考えることで、「体
を上手に動かすには食べ物が大切。そして食べ物は夢を実現する力にもなる」ということを児童に感じてもらいます。トップアスリート
を栄養面で支えるスポーツ栄養士のこばたてるみさんを講師に迎え、為末先生と共に現役アスリートの食生活や、子どもの能力を高める
食事について語っていただきました。また後半は児童が考えてきた「運動会のお弁当」について講評をいただきました。

2時間目　　　食育の時間

授業にさきがけて、こばた先生はまず児童に朝ごはんについて質問しま
した。「朝ごはんを食べてきた人」という質問にはほぼ全員の手が挙がり、
「ごはんやパン、パスタなどの主食を食べてきた人」も大半の児童が挙手。
ただ「目玉焼きや干物、納豆などの主菜を食べた人」「味噌汁や煮物、サ
ラダなどの副菜を食べた人」「ヨーグルトや果物を食べた人」と質問する
たびに、手が少しずつ減っていきました。

子どもたちにとっては朝からバランスのよい食事を摂るのが難しいよう
ですが、為末先生は「ホテルで魚と卵焼き、きんぴら、ごはんを食べて
きました」とのこと。そんな先生は現役時代、勝ち続けるためにどんな
食事を摂ってきたのでしょうか。

「カーボローディングといって、レースの 2～3日前からごはんやパンと
いった主食の量を増やすようにしていましたね。日本ならおにぎり、海
外ならパスタとか。ふだんはとにかくたくさん食べるということを一番

私たちの体は食べたものでできている

大事にしていました。トップ選手は頻度を多くして食べる人が多くて、1日3回以上は食べましたね。あとはバランスよく食べることかな」

つまり量と質とタイミング。この 3つのキーワードが、大事な試合やテストの時に力を発揮するためのポイントであることが、為末先生
の体験談から見えてきました。

「今日はスポーツをしているお友だちが多いようですが、基本の食事法としてぜひ覚えてほしいのが、1回の食事で “主食 +主菜 +副菜 2
種 +乳製品 +果物” をそろえておくと栄養バランスがいいということです。今日のみんなの朝ごはんは主菜や副菜がちょっと少なかった
ようなので、サッカーが上手になりたい、速く走れるようになりたい、というお友だちはぜひお魚、卵焼き、ウインナーなどを食べると
いいですね。それに乳製品と果物をつけるともっといいですね」とこばた先生。

具体例として、なでしこジャパンや Jリーグの選手がふだん食べている食事の内容を写真で紹介しながら「30代女性が 1日に食べる量を
トップアスリートは たった 1食で食べてしまう。それくらいスポーツ選手はたくさんの量を食べているんですよ」と解説しました。

「運動会のお弁当を考える」

・運動会で力を発揮するために、
　どのようなお弁当を作ればよ
　いか、グループで考える
・食事のバランスなどにも気を
　配り考える

「発表」

・グループの代表が発表
・発表した内容を踏まえて
　こばた先生より栄養の
　指導を、為末先生から
　別途コメントをもらう

「食事の重要性」

私たちの体はすべて
食べ物からできてい
ること、食事内容を
しっかり考えること
の大切さを伝える

まとめ

運動に大切な食事に
ついて、こばた先生
為末先生より総括の
コメントをもらう
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■ 運動会で食べるお弁当を、みんなで考えてみよう
食事法のポイントが紹介されたところで、今度はお弁当の発表タイムです。5年生と 6年生にはあらかじめ班に分かれ、料理カードを組
み合わせることで「運動会で食べるお弁当」を考えてもらいました。授業ではその中から為末先生が注目するお弁当をセレクト。選ばれ
た班の児童たちに、お弁当メニューの内容やこだわりについて発表してもらいました。

5・6年2班
うなぎは夏バテした時に力がつく
し、昆布なども塩分があって、汗
が出た時の塩分補給になると思い
ました。

こばた先生コメント
そうですね、果物をつけたりしてもう少し食べるといいです
ね。 それから塩分を気にしていましたが、確かにたくさん汗
をかいたときに塩分補給は大切なんですが、 しょっぱいもの
ばかり食べると運動中に喉が渇いてしまうので、そこは注意
してほしいですね。

ちょっとカロリーが少ないですね。
もうちょっと食べてもいいかも。

為末先生コメント

5・6年4班
栄養バランスがよく、見栄えがよ
く、みんなが好きなものが入って
いるのでやる気が出るお弁当にし
ました。

こばた先生コメント
彩りがいいと食欲もわきますし、旬のきのこが入っているこ
と、水分、糖分、 ビタミンCも摂れる果物が入っていること
など、全体のバランスを見て一番よかったので最優秀に選ば
せていただきました。

最優秀賞

5・6年5班
サラダを盛り込んだのと、塩分補
給で梅干しやゴマを入れることで
熱中症予防になるかなと思いまし
た。

彩りがいいというのがまずポイント。 それから運動中のエネ
ルギー源は炭水化物、つまり糖質ですが、お芋にもたくさん
含まれています。 このお弁当はごはんもしっかり摂れますが、
ポテトサラダも入っているのですばらしいですね。

こばた先生コメント

優秀賞

5・6年1班
和風のお弁当を作ったらやる気が
出るんじゃないかと思いました。

こばた先生コメント
ごはんが少なめですが、ごはんがすすみそうなおかずがた
くさん入っていて、 うなぎも栄養価が非常に高くていいです
ね。もう少し野菜があると彩りも出るし、よかったかなと
思いますね。

為末先生コメント

好きなものだけ、というと唐揚げ
だけ、なんてことになりがちだけ
ど、こんなにバランスのいいお弁
当になるなんて、すごいですね。

為末先生コメント
精進料理のようにストイックなお
弁当ですね（笑）。 僕も試合中は
塩分を食事で摂ることが多かった
です。ドリンクは水が基本でした。

為末先生コメント

もう少しボリュームがあってもよ
かったかもしれないね。

バランスがいいです
よね。フルーツも入っ
ているし。 ちょっと
量が少ないかな？　
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■ 皆が考えたその他のお弁当

5・6年3班 5・6年6班 5・6年7班

 5・6年 9班 5・6年10班

5・6年11班
運動すると塩分が失われるので、
梅干しなどを入れました。あと貧
血になりやすいので、ほうれん草
などを入れました。

こばた先生コメント
女子らしく貧血にならないように
意識して食材を選んでくれまし
た。 ほうれん草をはじめ鉄分豊富
な食材がたくさん入っています
ね。補給できるように考えてくれ

5・6年8班
野菜や肉などいろんなものを入れ
ると栄養バランスもいいかなと思
いました。あと唐揚げはパワーが
出ると思いました。

こばた先生コメント
ごはんが少なめで
すが、ごはんがす
すみそうなおかず ているのがいいですね。 お魚でタンパク質、いちごでビタミン

Cも摂れています。実は貧血は鉄分だけでは改善されなくて、
タンパク質とビタミンCとセットで摂ることが大切なんです。 
なので、とてもいい組み合わせですね。緊張すると脂っぽいも
のは消化しづらくなるので、油ものもバランスよく取り入れて
いていいと思います。

がたくさん入っていて、 うなぎも栄養価が非常
に高くていいですね。もう少し野菜があると
彩りも出るし、よかったかなと思いますね。

毎回恒例の「為末先生のお弁当」です
が、なんと先生がお弁当を忘れてくる
という痛恨のミス！
そこで今回は趣向を変えて、これまで
為末先生が披露してくれた 2年分の
お弁当ヒストリーが紹介されました。

「見てください、この彩りのなさ！」と初期の茶色いお弁当に苦
笑しながら、回を重ねるごとにレベルアップしていくお弁当の
数々に「子どもたちのお弁当を参考にしながら僕も学習しました」
と為末先生。「為末先生がよく使われる炊き込みご飯はそれだけ
で食べられるので、緊張しやすい運動会などにはおすすめですね」
とこばた先生もコメントしました。

為末先生の考えたお弁当は、、、、
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意外と多い！ドリンクやお菓子の糖分・油分

運動会で活躍する食事法として、こばた先生は「糖質を多めにする、ビタミン類や野菜、肉を入れる、揚げ物や生ものは控える」という
3つのポイントを紹介。また運動前はエネルギー源になる糖分を中心に摂ること、運動後は痛んだ筋肉を回復させるためにタンパク質を
摂ることが重要だと解説しました。

ここで気をつけたいのが、おやつや飲み物に含まれる糖分や油分。実際に子どもたちがよく飲んだり食べたりしている人気のパンやお菓
子、ペットボトルのドリンクなどを例に出しながら、この中にどれだけ脂肪分や砂糖が入っているのか、クイズ形式で児童たちに答えて
もらいました。たとえば炭酸飲料 500ml の中にはスティックシュガー 19本ぶんの砂糖が入っていると聞くと「おおー！」と 驚きの声
が挙がりました。

「私たちの体は食べ物でできています。いつ、どんなタイミングで何を食べたらいいのか、意識しながら食べていただけたらいいなと思
いますが、為末さんは嫌いなものはどうやって克服されたんですか？」とこばた先生が為末先生に問いかけると「陸上をやるためには嫌
いなものも食べなきゃいけないんだ と思って食べていましたね。ただ嫌いなものばかりだとつらいので、食べたいものと食べたくないも
のを半々で食べるようにしていました。不思議なもので、嫌いなものでも食べているうちに好きになることが多かったですね」と為末先生。

「みんなも嫌いなものがあると思うけど、ハードルと同じで低いハードルから少しづつ練習していけば高いハードルを跳べますよね。 みん
なもちょっとずつ食べる練習をしてもらえるといいなと思います」とこばた先生。為末先生も「食べることは本当に大事なので、たくさ
ん食べることと、バランスよく食べることを意識してみてください」と児童にエールを贈って 2時間目の授業は終了となりました。

私は苦手な食べ物が多くて、果物
やお肉、牛乳がダメです。食べる
ことはできるけど、おいしくない
ので食べたくないです。でも野菜
と梅干し、豆腐は好きです。あと
はお茶を飲んでいたら平気です。
今日の食育の授業を受けて、勉強
や運動や好きなことをするために
食事が大事なことは よくわかりま
した。でも嫌いなものは嫌いだし、
私は食べることが好きじゃありま
せん。だから、このままでいいか
なと思っています。

■ 授業を受けてみて

6年　森岡 知菜実 さん

食は体を作るものですし、一生通
じていくものなので、バランスや
量を考えたりして大事にしたいな
と改めて思いました。私は食べる
ことが好きで、特に果物が大好き
です。お母さんがカフェをやって
いたことがあって、おいしいもの
が出ると嬉しいし、あれ？と思う
こともあって、食に興味を持つよ
うになりました。お弁当を作る時
も、みんなでこうしようああしよ6年　村上 奏穂 さん

うと話し合って考えるのが楽しかったです。水泳を習ってい
るので、泳ぐ前と泳いだ後の食べ方は覚えたことをやってみ
ようと思いました。
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3 時間目　　　話し合いの時間
3時間目は、自分たちの「夢」についてみんなで話し合う授業です。5年生と 6年生の児童にはあらかじめ「夢の発表シート」を配布し、
将来かなえたい夢は何かをひとこと書いてきてもらいました。授業では夢を実現するまでのストーリー（物語）をグループに分かれて話
し合ってもらいます。さらに今回からシートには新たに「夢を実現するために明日から何をするか」という質問もプラス。夢のストーリー
の延長として、一緒に考えてもらうことになりました。新しくなった夢の発表シートに、夜須小の子どもたちはいったいどんなストーリー
を描いていくのでしょうか？

まずは、みんなが考えてきた夢について発表してもらいました。「発表してく
れる人、手を挙げて！」と為末先生が問いかけましたが、なかなか手が挙がり
ません。 いつも元気いっぱいの夜須小っ子ですが、人前で自分の意見を発表す
るのはちょっと苦手な様子。そこで為末先生が指名して、8人の児童に発表し
てもらいました。

指名された子どもたちは「プロ野球選手になりたい」「保育園の先生になりたい」
「漁師になるのが夢」「農家になってメロンを作りたい」とそれぞれに夢を語り
ました。それに対して為末先生は「どんな選手になりたいですか？」「いつ頃
からそれが夢になったんですか？」とインタビュー形式で思いを引き出してい
きます。はじめは戸惑っていた子どもたちも、質問を受けて「4年生くらいか
ら野球が面白いと思い始めて」「テレビで大きな魚を釣っている漁師さんを見
てやってみたくなった。チヌを釣ってみたい」など、しっかりと受け答えをし
ていきました。

事前授業で考えたの夢の発表　　- 自分の考えを人前で話す -

なかには「ビートボクサーになりたい」という男子児童が登場。「16回目で初めて聞いた夢だね！ちょっとやってみせてよ」と為末先生
は興味津々。すると保護者や先生も見守る中で堂々としたパフォーマンスを披露し、会場から大きな拍手が。「すごいなあ！」と為末先生
も関心しきりでした。また山﨑一平先生も為末先生に指名され、「釣りが趣味なので、バス釣りのトーナメントで優勝したい」と熱い夢を
語る場面もありました。

みんなの発表が終わったところで、いよいよ話し合いの時間です。為末先生から話し合いにあたって「何歳の時にどうなっているのか、
プロ野球ならどのチームに入るとか、時間軸で具体的に書いていってください。それから、自分が夢を実現した時に誰が喜んでいるか、
夢のために明日何をするかについても考えてみてください」とポイントが紹介されました。

注目の話し合いを前に、為末先生から話し合いに関する 3つのルールが紹介されました。「1つめは、まわりがどう思うのかなということ
は忘れて、自分がどう思うかを大事にしてください。2つめは、みんなとちがうことはいいことだ、と思ってどんどん話してください。3
つめは、友だち同士でどんどん話してお互いの夢を広げてあげてください」

「夢」を明文化

事前授業で児童たちはそれぞれ「夢」を考え
明文化する。　その際、
「夢はみんなと同じじゃなくていい」
「実現できるかどうかは考えずに」
「ぼんやりとした夢でも大丈夫」 　であることを伝える

子ども達

●事前授業

●当日の授業

グループで話し合う

為末先生の説明をもとに
グループで話し合い、
「夢を叶えるための
ストーリー」をシート
に記入する

子ども達

「夢を叶えるための
 ストーリー」を考える

「どう思われるかより
どう思うかを大事に」
「みんなと違う夢は素
晴らしい」「友達の夢
を広げる」等、ポイント
を伝える

為末先生説明
「夢」を発表

事前授業で考えた
自分たちの「夢」を
発表

子ども達

「夢を叶えるための
  ストーリー」を発表

グループで話し合い
作った「夢を叶える
ためのストーリー」
を発表

子ども達
まとめ

為末先生による
まとめのお話

為末先生説明
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4 ～ 5人のグループに分かれ、20分間の話し合いスタートです。発表ではなかなか発
言できなかった児童たちでしたが、いざ話し合いが始まると、ふだんから男女関係なく
一緒に遊んだり話したりしている夜須小っ子の本領発揮。開始直後から「どこのポジショ
ンがいいの？」「英語はいつまでに話せるようになる？他の外国語はどうなの？」とつっ
こんだ質問が飛び交います。
為末先生も子どもたちの輪に積極的に入っていき、「ペットショップの店員になるには、
どうすればいいのかな？」「どこの高校に入って何をしようか？」と具体的な質問を投
げかけていきます。気づけば会場は児童、為末先生やこばた先生、夜須小の先生方、取
材に来ていたメディア関係者まで集まって、質問したりされたりの会話がヒートアップ！
　
年齢ごとに何をするのかリストアップする児童がいたと思えば、現在から夢を実現する

話し合い　　- 夢のストーリーをみんなで話し合う -

発表　- 夢を具体化し、目標を設定する -

日までを 1本の線で結び、ライン上のどこで何をするのか書きこんでいく児童もいました。夢の内容はもちろん、夜須小の子どもたちは
独創的なアプローチでストーリーを組み立てる人が多いのが印象的。為末先生も「多様性があって面白いね！」とニコニコしながら児童
の様子を見守っていました。

話し合いが終わり、子どもたちが話し合いの中で考えた「夢のストーリー」と「夢のために明日から何をするか」について発表してもら
う時間です。為末先生が「最初に発表してくれる人！」と呼びかけましたが、なかなか手が挙がりませんでした。 そこで為末先生から指
名された児童がみんなの前で発表しました。

「私の夢は、ドクターヘリに乗って事故があったところやケガをした人のところに行って人を助けるフライトドクターです。中学、高校は
医学のことを少し知って、大学に入ってから専門の勉強をして、卒業してからももう少し医学を学んで、医療関係で働いて自分の実力を知っ
た後にできないことを勉強して、フライトドクターになります。明日からまじめに勉強します」「僕の夢はサッカー日本代表になることで
す。中学は明徳義塾でレギュラーになり、高校ではいい成績を残し、あとはまだ決まっていませんがポジションはサイドをやりたいです。 
明日からはサッカーの勉強を今までより多くします」

為末先生は児童に質問しながら夢のストーリーを掘り下げながら、発表が終わるたびに「発表してくれる人いないかな？」と児童たちに
呼びかけます。「自分から夢を話すと夢がかなうって法則、知ってる？どういう仕組みなのか僕にもまだよくわからないんだけど、本当な
んだよね。言っておいたほうがいいよ！」という話をすると、さきほどビートボクサーになりたいと発表した児童が手を挙げました。

「学生時代はずっと練習をして、24歳でマスターして 26歳で高知大会に出て、29歳で日本大会、34歳で世界大会に出て有名人になって、
37歳のときに東京ドームでコンサートを開きたいです」

それを受けて「完璧なプランだね！世界大会は毎年やっているの？ ちょっと調べてみるといいね。僕も調べてみます。がんばってくださ
い、応援しています」と為末先生が熱いエールを贈りました。
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最後に為末先生から児童たちへ「夢がかなう秘訣」についてのお話がありました。
「1つめは、とりあえずやってみる。みんなには明日から何をやるか考えてもらった
けど、それをぜひやってみてください。ポイントは 3日坊主でもかまわないという
こと。やるなら最後までやらなきゃと思わなくていいので、とにかくやってみて、ダ
メならやめてもいい。2つめは、友だちの夢を応援すること。今日発表してくれた人
の夢はみんなで応援しましょう。最後は、なぜそれをやりたかったんだっけ？という
原点を大事にするということ。たとえばフライトドクターになりたいと思った最初の
きっかけってなんだっけ？と振り返ってほしいんです。　

今日みんなに夢を考えてもらったけど、途中で夢は変わってもかまわないよ。今日決
めたことが全てではないので、時々夢のことを考えながらみんなでがんばってほしい
と思います。夢には職業と、夢の奥にある思い、という2つが含まれているんですよね。
たとえばペットショップの店員が夢だとしたら、店員になってお客さんをどんな気持
ちにさせたいのか、夢の奥にあるものは何かということを考えてみてください」と児
童たちにエールを贈り、爲末大学食育学部の授業はすべて終了となりました。

まとめ

「僕の夢は陸上の短距離選手になることです。小学 6年生になったら陸上を始めて、中学で陸上部に入って練習し、家に帰っても走り続
けます。高校生になったら強豪校の陸上部に入ります。その時もずっと家に帰っても走り続けます。高校では四国大会でいい成績を残し、
全国大会では上位には入れなかったけどスカウトが来ます。それからはプロになって、いい成績を出します。明日からやることは、教
えてもらったことを常に意識して練習することと、一番大切なことは毎日練習することです」「私の夢は公務員になることです。公務員
になるために勉強はするけど、今は新体操をしているので高校までは新体操をしたいです。中学 1年生の時に県大会でロープの演技で
1位をとって、勉強とスポーツを両方するために学園に入学したいです。大学は公務員専門の大学に入って、大学を卒業したら公務員の
テストを受けたいです。公務員になったらまちづくりの仕事がしたいです」

授業前は「サッカー選手」「公務員」といった職業名だけだった児童たちの夢は、約 20分間の話し合いの中でぐんぐんと膨らんで、具
体的なストーリーへと進化していました。「他にも面白いストーリーがあったので、もっともっとみんなの話を聞きたいんだけど…」と
為末先生は興味津々でしたが、残念ながらここで 3時間目が終了となりました。

今日の授業で、私も自分の夢に向
かって今日からでも自分ができる
ことをやりたいと思いました。私
の夢は薬剤師です。どうやったら
薬剤師になれるのか、夢をかなえ
るためにどこの学校に行くのか、
その学校にいくにはどんな勉強を
したらいいのか、時々自分なりに
考えていたので夢のストーリーを
書く時に迷いはありませんでし
た。今日はいろんな人の夢を聞け

■ 授業を受けてみて

6年　植村 明日花 さん

私は幼稚園の頃から舞台女優にな
りたいと思っていたんですが、お
ばあちゃんに反対されたりして、
やりたいけどどうしようかなと
迷っていました。でも為末先生の
話を聞いて、やっぱりやるだけ
やってみたいなと思いました。今
日の授業では、高知で演劇が強い
高校を出て、専門学校で演劇を学
んで、劇団四季の入団テストを受
けて、脇役でもいいので舞台に出6年　西山 深桜 さん

てよかったけど、私は心配性なのでCAとかフライトドクター
は飛行機やヘリが墜落したら…と考えたら怖くて、自分には
できないなと思いました。

られるようになって、いつか主役ができるようになれたらい
いな…というストーリーを考えました。舞台に出るにはいろ
いろな道があることがわかったので、どんな形でもいいので
夢に近づいていけたらいいなと思います。
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全ての授業を拝見しましたが、為末先生は子どもたちがとても親しみやすい先生だったなと
思います。ハードルの授業でも基本的なことから始めてくださったので、子どもたちも楽し
く参加できてよかったですね。リズム感のトレーニングだったり、運動神経だけでなくいろ
いろなトレーニングをされていたのを見て、すべての神経がつながって体が動くんだなと感
じる授業でした。食育の授業では、子どもたちがあそこまで献立を考えていると思っていな
かったので、驚きましたね。 

夢の授業では日々ぼんやり過ごすのではなく、何歳までにこうなる、と計画的に将来をイメー
ジすることはすごく大事なことだと思いました。私自身も「何時までに掃除を終わらせる」
と考えていると、本当にその時間までに終わるんですよね。今日の授業を通じて子どもたち
も自分で枠を決めて、その枠の中でやるべきことをやっていく意識づけになったんじゃない
かと思います。娘とは将来についてよく話しますが、まだ夢がコロコロ変わる時期ですね。
ただ、姉が今まさに自分の目標に向かって勉強しているところなので、夢に近づいている人
が身近にいると、娘も将来をイメージしやすいのかもしれませんね。村上奏穂さんのお母様　村上 薫 さん

みなさんが書いてくれた「夢の発表シート」から
いくつかをご紹介します。

5年　入田 葵 さん　　　　　5年　門脇 結 さん
5年　須藤 芽 さん　　　　　5年　稲田 准大 くん
5年　山田 純 くん
6年　長谷川 夢 さん　　　　6年　西山 深桜 さん
6年　恒石 凜 くん　　　　　6年　中村 心 くん
6年　村上 奏穂 さん

高知県香南市立夜須小学校
爲末大学食育学部 第16回　2017年11月21日開校

Copyright ©NIPPON FLOUR MILLS Co.,Ltd.  無断転載禁止



高知県香南市立夜須小学校
爲末大学食育学部 第16回　2017年11月21日開校

Copyright ©NIPPON FLOUR MILLS Co.,Ltd.  無断転載禁止



ハードル日本記録保持者であり、世界陸上メダリスト、オリンピック 3大会出場というすばらしい経歴を持つ為末大先生が、夜須小学校
に来て教えていただける、 ということが授業をお願いする最大の理由です。アスリートの方に直接指導してもらうということは、児童に
とってめったにないこと。一生に一度の経験として楽しんでもらえたらと願いながら今日の授業を楽しみにしておりました。（校長談）

ポイント　　　爲末大学食育学部　受講のきっかけ

高知県香南市立夜須小学校　平石 誠 校長

インタビュー　　　授業を終えて

為末先生にハードルを跳んでいただき、それを児童たちと一緒に間近で見学できたことは、指導す
る立場の私たち教員にとってもすばらしい体験となりました。あれだけ速く美しく、しかも準備運
動もないままいきなりのトライで、世界で戦ってきたアスリートは違うなと思わされる瞬間でした。
子どもたちからも自然に歓声が上がっていましたが、まさにあの瞬間を肌で感じてほしかったので、
実現できて本当によかったです。

夜須小の子どもたちはまじめでおとなしい子が多く、都会の子のように自分から手を挙げて発表す
るという感じではありません。ただ、内に秘めているものはあって、初めてのハードルでも戸惑う
ことなく跳んでいましたし、話し合いの時間でも積極的に子ども同士で話していましたね。お弁当
についても、子どもたちなりに科学的根拠を考えて、しっかり献立を考えていたなと思います。子
どもなのに塩分補給を意識しているお弁当が多くて驚きました。

6年生の子どもたちはもうすぐ巣立っていきますが、この地域は保育園、幼稚園、小学校、中学校が隣接していて、一貫校のような形で
指導を行なっています。中学校の先生が小学校に教えに来てくださったり、小学生が中学校で 1日勉強したり、体育祭も小中合同で実施
するなど、学校同士で連携を取ることでスムーズに進学できるように配慮しています。教わったことは素直に一生懸命取り組もうとする
子どもたちなので、今日の経験を生かして中学校に上がっても伸び伸び成長してくれたらと思います。

高知県香南市立夜須小学校　松澤 留美 教頭
高知県の体力調査における課題の一つに、中学生女子のスポーツ離れが挙げられます。今日のよう
な取り組みは体を動かす楽しさを知るよい機会となるので、本校にとって非常に大きなプラスになっ
たと思います。5、6年生の中には体育が好きな子もいれば、そうでない子もいますが、為末先生の
ような世界的に活躍された方と直に触れ合うことができたことは、とてもよい思い出になったので
はないでしょうか。スポーツが好きな子にとっても、励みになったことでしょう。

体を動かす楽しさを知ってもらうことで、高知県の健康長寿構想や生涯スポーツ につなげることが
できたらいいなと思います。やはり子どもは、ワクワクすると 向上したいという気持ちが強くなり
ますよね。今日のようなチャンスを頂けたことが、子どもたちの未来につながっていけばいいなと
願っています。

高知県香南市立夜須小学校
爲末大学食育学部 第16回　2017年11月21日開校

Copyright ©NIPPON FLOUR MILLS Co.,Ltd.  無断転載禁止



インタビュー　　　授業を終えて    為末先生の感想

夜須小学校の子どもたちは少しシャイでしたが、とても元気で活発な子が多かったですね。特に夢
の授業では、ユニークな意見を言う子が多いなという印象を受けました。

ハードルの授業では陸上経験がある子もいたので、これまでのような高さへの挑戦よりも、自分が
跳べる高さでリズムを上げていくことを目指してみました。ハードルを教える際にいつも心がけて
いるのは、子どもたちの恐怖心をどうやって取り除くかということ。勢いよくハードルの上を駆け
抜けるのって、誰でも最初は怖いものです。でも今回の子どもたちはなんの意識もせず、越えてい
たのですごくよかったと思います。

食育の授業は、栄養を考えながら作られているお弁当が多かったような気がします。栄養に関して
知識がある子が多かったのかもしれませんが、なぜそのお弁当にしたのかをきちんと説明できる子
もたくさんいてよかったですね。

夢の授業では多様性があってとても面白かったですね！ぼんやりと夢を決めていた子と一緒に、どうすれば実現できるのかを考えられた
のもよかったです。個人的には、ビートボクサーになりたい子がいろいろ夢を教えてくれて楽しかったです。おそらく子どもたちが考え
やすいように、先生が事前にみんなに伝えたんだと思うのですが、現在から夢をかなえるまでの時間を線で引いてみて、時間軸で何をす
るのか考える子どもがたくさんいました。子どもにとってイメージしやすいやり方なんだと気づいて、僕自身とても勉強になりましたね。
さっそく次回からは時間軸がわかるような工夫を入れてみたいなと思います。

高知県香南市立夜須小学校　6年担任 山﨑 一平 先生
まず世界で戦われた方を生で見られたのは貴重でしたね。実際にハードルを跳んでいただいた時の
どよめきや目の輝きを見て、子どもたちも肌で感じた部分が大きかったんじゃないかなと思います。
また最近は学年が上がるほど給食の残食が増えて、食べることに対して興味のなくなる子どもが多
くなる傾向があるんです。特に 6年生は体型などを気にして、おかわりに立つことがまずない。で
すので今日の授業で「食べることは生きること」というお話をしていただいて、食事は生きるため
の原点だと子どもたちが感じて、少しでも変わってくれたらいいなと考えています。

夢の授業は具体的な夢を持つことの有効性を感じられました。「いつまでに」と時間を切ったり、「何
歳までに○○をする」としたらそれまでに何をすればいいのか、というバックキャスティングの考
え方が子どもたちの中にストンと落ちていって、じゃあ今何をしないといけないのか？と考えると
ころまでたどり着けてよかったです。自分を表現するのが苦手な子どもたちなので、自分から手を
挙げる子がいなかったのは課題だと考えています。 口に出すことで本当に夢がかなうというお話もされていたので、口に出す、まわりの
人に言う、ということをやっていこうね、とこれから伝えていきたいです。せっかく機会をいただいたので、今日みんなの前で発表でき
なかった分、夢のシートをしっかりとまとめて、ファイリングして全員で共有したいと思っています。

高知県香南市立夜須小学校
爲末大学食育学部 第16回　2017年11月21日開校
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