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保健では，心をどう捉えるか

　「心とは何ぞや」。平成８年秋の教育課程審議会の席
上，三浦朱門座長（当時）が，審議の冒頭に発した問
いが忘れられない。平成 10 年告示の学習指導要領改訂
のための審議の真最中である。当時は，子どものスト
レスが高じ，心身に様々な問題が生じており，教育課
程改訂の中でもそれに対応すべきであるという真剣な
議論が行われていたときである。
　「心」は，中々捉え所がなく，定義も様々である。心（こ
ころ）の語源はコル・ココルで，動物の内臓をさして
いたが，人間の体の目に見えないものを意味するよう
になったとある文献で読んだ。それでは雲を掴むよう
な話なので，国語辞典などをひもとくと，心は，多義
性を持っていることに改めて気がついた。例えば，①
人間の精神作用のもとになるもの。②人間の精神の作
用そのもの。③知識・感情・意思の総体。④おもわく，
気持ち，思いやり，情け。⑤趣き，趣向，意味，物の中心，
等々である。外に医学や心理学辞典を見ると，今度は
心の哲学，心身一元論，心身二元論と幅が広く，道徳
や生徒指導などでも「心の教育」が論じられていた。
　そこで，私は，事前調査から，心の概念規定や哲学
などではなく，生涯を通じて健康で活力ある生活を送
るための基礎を培うという観点から，保健学習の特性
である科学的な理解を通して適切な意志決定・行動選
択ができる資質や能力を育てるための「心の働き（機
能）」に着目し，「保健では，心を知的機能，情意機能
及び社会性の総体として捉え，その科学的な理解と心
の健康を保持増進するため，従来の心身相関，自己形
成に加えて，初めてストレスへの対処を加えるなど心
の健康の内容を重視する」という趣旨の回答をした。
これが，十分な答えであったかどうかは分からないが，

この考え方がその後の学習指導要領の中に息づいてい
る。ついでに言うと，「総則第１の３」を「体育・健康
に関する指導」とし，体育科・保健体育科の目標に「心
と体を一体的にとらえる」こと，小学校３・４年から
保健領域を設定し，総合的な学習の時間に「福祉・健康」
を取り入れるなど画期的な健康教育重視の改訂もここ

（平成 10 年告示学習指導要領）から始まった。
　広く捉えると，子どもの「心」に関する教育につい
ては課題が多く，心の居場所がない，価値観や生き方，
在り方が確立できない，自尊感情が低く，自分に自信
がない，コミュニケーションがうまくできず人間関係
が構築できないなど，健康を基盤とした生きる力をは
ぐくむ中で，保健だけでなく，道徳，特別活動などを
含めた全ての教育活動でそれぞれの特性を活かしなが
ら，確かな学力の育成も含めて調和の取れた教育活動
を進めることが重要であることは，言うまでもない。
　　　　　　  （東京女子体育大学　学長補佐・教授　とだよしお）

戸田 芳雄

（学習指導要領等より作図；戸田）

生涯を生きる（生き抜く）力を身につけた子ども
＊生涯を通じて，健康で活力の
　ある生活を送る基礎づくり
＊調和のとれた教育活動の実践

健康（含心身の健康，安全・食）・体力

確かな学力 豊かな心



学習指導要領 ポイントの
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１．「心の健康」の教育の重要性

　今日の我が国では周知の通り，自殺による死亡率が
世界的にみても目立って高い水準にあり，青少年にお
いては主要な死因の一つとなっている。また，筆者ら
の「日本青少年危険行動調査 2011 年」によれば，「自
殺願望」をもつ高校生は，全国で男子約 16％，女子約
28％みられる等の実態が報告されており，極めて憂慮
すべき状況にある。
　保健学習では，心の健康を生涯にわたって保持増進
していく実践力を育成するために，基礎的・基本的な
知識を確実に身につけ，思考力・判断力を向上させる
とともに，心の健康についての関心・意欲を高めるこ
とが重要である。保健学習の果たすべき役割は大きい
ことを改めて強調しておきたい。
２．学習指導要領に位置づけられた内容

　保健学習において，心の健康に関する内容は小，中，
高校を通じて系統的に指導することになっている（図）。
主として，心の機能と発達，心と体の関わり，心の健
康の保持増進に関する内容がそれぞれ，各校種におい
て児童生徒の発達段階に応じて位置づけられていると
いえる。以下に各校種における学習内容についていく
つか取り上げて，指導におけるポイントを説明する。
　小学校５・６年ではまず，心も体と同様に年齢に伴っ
て発達することについて理解する。その際に重要なこと
は，心は，人との関わりを含めたいろいろな生活経験等
を通して発達するものであるということであり，小学校
の学習では友人との関わり等，児童にとって身近な事柄
を中心として扱いながら理解させる。また，心と体は相
互に影響し合うことに関する内容については，具体的に
現れる心と体の現象面の例を通して，実践的に理解させ
る。さらに，小学生期においても経験すると思われる「不
安や悩み」について取り上げて，その対処にはいろいろ

な方法があること等について指導する。
　中学校では，知的機能，情意機能及び社会性等の精
神機能が発達することについて，学習活動や社会生活，
様々な経験を通して促されるものであること等を理解
させるとともに，思春期になると自己の認識が深まる
等の自己形成について指導する。また，中学生期にな
ると人間関係が多様になったり，進路選択に迫られた
りする等，中学生なりにストレスを抱えることが多く
なると考えられる。そこで，中学校では「ストレス」
に関する学習が位置づけられており，その概念や健康
に及ぼす影響を理解させる。ここでは特に，ストレス
を感じることは自然なことであることや個人にとって
適度なストレスは精神発達上必要なものであることを
理解させることが重要である。ストレスへの対処につ
いては，ある特定の対処法を正しい方法として決めつ
けるような指導は避けるべきであり，様々な対処法が
あることや，その中で自分に合った方法を身につける
ことが必要であること等を理解させる展開が求められる。
　高校では，欲求と適応機制が取り扱われ，精神の安
定を図ろうとする働きを理解させる。また，高次の欲
求として自己実現があり，これを充足させることは精
神の健康と関わっていることについて指導する。心身
の相関に関する内容については，小，中学校での学習
の上に立ち，その働きには内分泌系や自律神経系の多
くの器官が関わっていることに主眼を置いて理解させ
る。ストレスへの対処については，中学校での学習を
踏まえながら，さらに過度のストレスは心身に好まし
くない影響をもたらすことがあることやストレスによ
る影響の個人差等についての理解を通して，様々な対
処法の中から自分なりの対処法を身につけることが精
神の健康のために重要であることを理解させる指導が
求められる。　　　　　　 （筑波大学体育系教授　のづゆうじ）

保健学習における
心の健康に関する内容の示し方

野津 有司

小学校５・６年「（１）心の健康」 中学校「（１）心身の機能の発達と心の健康」 高校「（１）現代社会と健康」

ウ　精神の健康

（ア）欲求と適応機制

（イ）心身の相関

（ウ）ストレスへの対処

（エ）自己実現

ウ　精神機能の発達と自己形成
　・生活経験などの影響を受けて発達する
　　精神機能
　・自己の認識の深まりと自己形成

エ　欲求やストレスへの対処と心の健康
　・精神と身体の相互影響
　・欲求やストレスの心身への影響
　・欲求やストレスへの適切な対処

ア　心の発達
　・年齢に伴う発達

イ　心と体の相互の影響
　・心と体は互いに影響し合うこと

ウ　不安や悩みへの対処
　・自分に合った方法による対処

図・心の健康に関する内容
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　私が心の健康を強く意識したのは，校長になったと
きである。以下は７年前の話…。
　昇任した新米校長は赴任先で，それまでの多少の晴
れがましさが一瞬にして消し飛ぶような状況に直面
する。詳しくは述べないが，ひと言でいうとその学校
には「糸の切れた凧」のようになった子どもがたくさ
んいたのである。校長としての覚悟と力量を試される
ようなその光景を前にして，情けないことに私はなす
すべがなかった。それは当然で，なぜそうした行動を
とるのか理解できない者に，的確な対処などできるは
ずもないのである。
　それでもなんとかせねばナラヌと新米校長はいろ
いろ手を打つが，それは照準も定めずやみくもに鉄砲
を撃つに似て（撃ったことはないが），状況は好転の
気配すらない。やがて気持ちが追い詰められ，奇しく
も私は心と体のつながりを実感することとなる。すな
わち心が無力感・無能感・孤独感を訴えれば，体は食
欲不振・不眠・悪夢・無呼吸などでそれに応える図。
心の健康ゆゆしき事態である。できるものならしっぽ
を巻いて逃げ出したいところだが，コーチョーたる者
ここはなんとしても持ちこたえねばナラヌ。
　かくして私は仕事と格闘するかたわら，自らの不安
や悩みにも向き合うことになる。
■対処その１：まずは責任転嫁する。「確かにオレは力が

ないけれど，そのオレを校長にしたのは教育委員会だ」
…これは負け犬の遠吠えに似て効果もソレナリ。

■対処その２：一時避難する。日曜日の新聞にはさまって
くる求人広告を隅から隅までチェックして，できそうな
仕事に思いを馳せる。そうしている間（だけ），私の心
は前途洋 ，々希望に満ちる…意外に効果アリ。

■対処その３：お散走する。休日ごとに10㎞ほど走る。「お
まえ，がんばるじゃん」と走る自分を褒める。そうやって，
粉 に々砕けた自尊心のカケラをそっと拾う…効果アリ。

■対処その４：バイクに乗る。好きだったツーリングに出
かけると，24 時間取り憑いて離れなかった仕事のこと
が，意外や頭からすっぽり抜け落ちるではないか…効
果大。

　これは考えてみれば当たり前で，バイクでほかのこ
となど考えていたら即事故である。全神経を集中する

（せざるを得ない）。そうやって１日走り帰宅すると，
「また１週間がんばるか」と気持ちが切り替えられた。
我が家でそれまで趣味の位置づけにあったバイクが，
以後「心の健康維持装置」に昇格し，私は大手を振っ
てバイクに勤しむことになる。おかげで新米校長はな
んとか持ちこたえ，学校にも徐々に希望の光が差し始
めた。
　かような顚末を経て私は自分の心の状態を気にす
るようになったが，思うに心の健康をどの程度自分で
マネジメントできるかは，そのひとの人生にかなり影
響を及ぼすのではないか。心の発達が著しい時期にあ
る子どもなら尚のことで，激しい変化と複雑化の現代
を生きる子どもが，心の健康について学ぶことの意義
はきわめて大きいと改めて感じる。
　しかし当の「心の健康」学習，対象が目に見えない
ため学びが抽象的になりやすいという難しさを抱え
ていて，学習の成否は子どもがいかに実感し体感でき
るかが左右する。東京書籍５年の保健「心の健康」３
時間の学習展開は，そこにチャレンジしていると思う。
　ところで冒頭の「糸の切れた凧」の子どもたちだが，
ある意味彼らも心の健康を蝕まれて悲鳴を上げてい
たのだということを，半年かかって理解した。彼らは
そうならざるを得ないところまで追い込まれ，彼らな
りに自分を守ろうと必死だったのだ。そこまで追い込
んだものは何か？あるいはだれか？　その問いが，そ
の後の私の仕事の原点となっている。

心の健康
新米校長の「不安や悩みへの対処」

神奈川県元小学校校長

不安や悩みをかかえたとき（東京書籍『新しい保健　5･6』p.6）
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医務室から

子どもの心身症子どもの心身症 齋藤 麗子医師

　アルプスの少女ハイジの物語は，子どもから大人ま
で多くの人が知っているが，内容的には子どもの心身
症を身近に感じるものである。クララとハイジがそれ
ぞれ精神的なストレスが身体に影響して，歩行障害や
睡眠障害をきたし，アルプスの山の自然の中で回復す
る内容が小児科の立場からは興味深い。
▪心身症とは
　子どもの場合は成長・発達の途中なので心と体の働
きが独立しておらず，互いに影響しやすい状態となっ
ている。そのため子どもの心身症はその発症と経過に
心理社会的因子が関与するすべての病態を示すとされ
ている。ストレス対処が不十分なため心因反応が出現
し，自律神経系の症状として心身症が現れる。
▪さまざまな病態
　保健室には「頭が痛い，体がだるい，おなかが痛い，
気持ちが悪い」などいろいろな身体症状を訴えて訪れ
て来る児童・生徒が多い。発熱や感冒，睡眠不足，便秘，
食中毒などのはっきりした原因がないかどうかはまず
確認せねばならない。そしてそのような不定愁訴が心
の状況によって現れているかどうかも考えねばならない。
　同じストレスであっても発達段階や年齢によって現
れる症状が変わってくる。幼児期には「ポンポン（お
なか）が痛い」が，小学生では「尿が近い（頻尿）」「下痢，
食欲不振」となり，中学生では「頭痛，倦怠感」など
として現れることがある。同時に複数の臓器症状にか
かわり，慢性の経過となる。医療機関を受診して検査
をしても診断がつかないこともある。
▪要因としてあげられるのは
本人——ストレスをためこむ性格，ゆうずうの無さ
家族——不適切な養育，支配的，両親の不和
学校——対人関係（いじめ），教師との関係，部活
▪事例
1) 過換気症候群　強い不安をきっかけに，荒く速い呼

吸が発作的に起こる。
意識障害，興奮，け
いれん，手のしびれ
など多彩な症状は体
内のCO2 の過剰排出
によって起こる。
2) 胃潰瘍　思春期に
友人関係，受験，恐
怖などの精神的スト
レスにより，消化性
潰瘍をきたし，薬に
よる治療やストレス
を軽減する対応で改善を見ることもある。
3) 反復性腹痛　自律神経系のバランスの崩れから腸管
の機能異常をきたし，腹痛，下痢と便秘を繰り返す過
敏性腸症候群がある。医学的検査では異常がなく，排
便に関するストレスを軽減させ，規則正しい生活習慣
と食事，睡眠などの環境の調整で軽減する。
4) 起立性調節障害　狭義の心身症とは言えないが，不
登校の原因となることが多い。朝の起床困難と立ちく
らみが主症状で，自律神経失調によって起こる。怠け病
と誤解されることもある。ほかの疾患が否定され，起立
試験などで判断される。静止状態での数分間以上の起立
を避け，立ちくらみの場合はしゃがませる。
▪対応
　まず，小児科的に器質的な疾患がないか，またすぐ
に治療に結び付けるものではないかを経過を見ながら
見極める。子どもにかかわる人々，担任，保護者との
連携を密にする。話をじっくり聞き，心を開いてくれ
るのを待つ。改善することをあせらず，今より悪くな
らないようにとする。そしてつらい状況は成長ととも
に改善することを伝える。

（十文字学園女子大学教授　さいとうれいこ）
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心身症の生理的基盤
心理・社会的ストレッサー

視床下部 自律神経系
（交感神経，
副交感神経）

大脳皮質，前頭葉・大脳辺縁系

下垂体 免疫系

各臓器

内分泌系
（ホルモン）


