８章

自己管理

４．tfu 元気点検票教育かるたをやってみよう
2015.2.17 改定

１

tfu 元気点検票教育かるたの健康教育における役割

tfu 元気点検票教育かるたは、WHO の健康の定義に準拠したポジティ
ブ・ヘルスの視点に立った「生活の自己管理デザイン力の向上法」にお
ける実践的ツールの一つと位置付けられます（8.3 節の図６を参照）。自
分の元気のレベルを自分で確かめることができる「tfu 元気点検票詳細
版」の行動項目を基に、本学のゼミ教育の中で創案され、2009 年度の文
部科学省事業によって実用化されました。“より望ましい生活習慣のあ
り方”が、親しみやすい百人一首風の「短歌」で表現されています。短
歌の「上の句」には具体的な生活習慣が詠まれており、
「下の句」にはそ
の習慣が健康のためになぜ良いのか、どんな効果が期待できるのかが簡
潔に示されています注１）。右欄には、誰にとっても重要と思われる食･息･
眠･温･動･想･愛･環の代表例を選びました。論より証拠、確かめてみまし
ょう。
つまり、このかるたに日常的に触れていれば、理由や効果がわかって
いるので、健康向上につながる生活習慣が言葉として自然に頭に入るだ
けでなく、しっかり実行できるようになるということ、言い換えれば、
「ヘルス・リテラシー」すなわち「健康に向けた知と技能」が身に付く

注１）31 文字の短歌によ
って表現されたかるたも、
その背景には様々な内容
が存在しています。詳しく
は、多くの専門家による、
tfu 元気点検票コーナーの
メニューにある、tfu 元気
点検票項目解説集をご覧く
ださい。
注２）tfu 元気点検票コー
ナー の５．元気点検票の
利用実績にある tfu 元気点
検票かるたの効用につい
てをご覧ください。

【代表例】
―――――――――――
食９「穀物・芋・豆・海草・野
菜・果物・魚・肉・卵・乳製品
等、いろいろ食べています」
かるた「肉・魚 穀物・野菜
乳・卵 芋・豆・海藻 果物
バランス」

ということです。それだけでなく、初めて出あった学生たちがこのかる
たで興じるうちに、打ち解けて仲よくなり、授業にも良い効果（アイス
ブレーク効果）があるのです注２）。
それは、
「元気」が、
「生」に対する意欲と能力の源泉を指す姿勢概念
であり、
「与え」
、
「もらう」という相互作用的な社会性を有しているから
です。その結果、元気の輪が授業のクラスや部活等に広がり、私も皆も
学習やトレーニング意欲が高まり、能力がアップし、さらには、未来へ
の夢と希望が膨らみ、次へのステップに活力があふれるようになると思
われます。この原理は、本テキスト 8.3 節の図６．元気共鳴装置注３）に
よく表現されています。2009～2013 年度のクラス別授業では、数人に 1
セットの割合でかるたが配布され、クラスや学科の対抗試合が行われ、
大いに盛り上がりました。2014 年度以降は、対応を各学科の教員に任せ
ることになっています。tfu 元気点検票教育かるたの貸し出しを希望す
る学生は、クラス担任に申し出てください。
注３）

生活の自己管理デザイン力の向上法及びその原理を与える元気共鳴装置
に関連した情報が元気点検推進室ホームページ においても提供されていま
す。時々ウォッチするように心がけましょう。

―――――――――――
息 16「時々両手を挙げて背
伸びします」
かるた「両手上げ 背伸び
動作で 深呼吸 一気に吐
く息 頭すっきり」

２

tfu 元気点検票教育かるたの活用による社会貢献

WHO の健康の定義に依拠した tfu 元気点検票かるたは、大学生の健康
教育において健康向上に向けた有用なツールであるだけでなく、幼児の
家庭教育や小中学校における全人的教育においても、人々を元気にする

―――――――――――
眠 23「毎朝ほぼ決まった時
刻に起床しています」
かるた「毎朝の 定時に起
床 する習い 自然のめざ
め アイデア豊か」

という意味において、有用なツールとして期待されています。それは、
健康は、
「身体的･精神的･社会的(人間関係のこと)に、つまり全人的によい
状態」であり、
「病気も障がいも共にない状態」でもあると、定義される
からでありますが、これは、個人の健康に限られたものではなく、社会
的集団（学校･企業･行政など）の「健康」にも通用する普遍性があるから
であります。ここでは、この視点に立って考えられた、本学のホームペ
ージ上に公開されている資料 2 件を紹介しましょう。

―――――――――――
温 36「汗をかくような運動や
作業をしています」
かるた「折にふれ 身体動
かし 汗をかく 体温変化の
能力たもつ」

【１】家庭教育マニュアル
これは、A４判一枚ものですが、「中学生以下のお子さんが居られるご
家庭の皆様へ」と称して、2013 年 10 月に公開されたものです。tfu 元気
点検票教育かるたの一枚一枚を、個々の子どもの成長過程に合わせた躾
（しつけ）において、両親祖父母などの複数世代間の会話を媒介するツ
ールとして利用することが推奨されています。子どもに対する父親の存
在感が薄れている現状に一矢を報いるツールでもあることを強調したい
と思います。

―――――――――――
動 42「歩いたり、階段や自
転車を利用したりして身体
を動かしています」
かるた「できるだけ 脚を使
って 出歩けば やがて貯
まるは 金と筋力」

【２】tfu 元気点検票教育かるたガイド集（遊び方ガイド/学び方ガイド/
教え方ガイド）
表紙も併せて 4 ページからなります。
「遊び方ガイド」は子ども～高齢
者まで、「学び方ガイド」は小学校高学年以上のすべての人々を、「教え
方ガイド」は子どもの教育に携わる人々を、それぞれ対象にしたもので
すが、これからの世の中を背負って行かなければならない大学生には特
に、熟読していただきたい。かるたを活用した、これまでにないユニー
クなボランティア活動など、学生の皆さんに期待したいと思います。

図．2010 年度に約 40 チームが参加して行われたクラス対抗かるた大会の模様

―――――――――――
想 54「将来の希望や実現し
たい夢を持って人生を送っ
ています。」
かるた「未来への 夢と希
望を 膨らませ 次へのステ
ップ あふれる活力」

３

tfu 元気点検票教育かるたから学ぶべきこと

本テキストの 8.3 節では、
「生活習慣の自己管理デザイン力の向上法」
の目標は、静態としての健康ではなく、たゆまぬ全人的「健康向上」とい

―――――――――――
愛 63「責任ある愛情行動を
とっています」
かるた「生理的 性差の知
識 学ぶなら 互いの心 よ
く通じ合う」

う動態にあること、そして、tfu 元気点検票がその目標に向けた仕様書の
見本となっていることが説明されています。
「tfu 元気点検票」には、自己点検をたゆまず継続すれば、元気姿勢ス
コアによって自分の元気のレベルを自分で確かめることができる機能が
あります。したがって、tfu 元気点検票が与えられたから点検するという
受動的な姿勢ではなく、自らの意志で能動的に点検項目を選択したうえ
で、つまり予め仕様書を、自ら定めたうえで点検するという前向きの姿
勢が重要となります。このため、初心者は点検項目にどのような項目が
備わっているか周知しておくことが望ましいのです。かるたの縁には、

―――――――――――
環 71「節電、節水など、環
境に配慮した省エネルギー
行動をしています」
かるた「エコロジー 節電節
水 再利用 地球市民の
命を救う」

対応する項目番号と項目文が記載されていますので、意識してご覧くだ
さい。
さらに、生命･生活･生涯という、私たちが同時に生きている 3 つの「生」
の時間スケールの問題を常に関連付けながら理解することが重要である
こと、そして、tfu 元気点検票の 8 カテゴリーの項目文とカテゴリー原
理（次項参照）を、かるたの一句一句とともに改めてご覧になれば、食～
環のカテゴリーには、身体的・精神的側面だけでなく、人間関係に配慮
した社会的側面、さらには、自然環境の側面が含まれており、全人的な

―――――――――――
環 73「困っている人に思い
やりの心をもって対応して
います」
かるた「思いやる こころの
ひろさ 快し 人と人とを
つないでくれる」

質の向上を追求するに相応しい存在となっていることがわかると思いま
す。このように、人間は決して一人では生きていけないこと、つまり、社
会の構成要因としての自覚がないと生きていけない存在であることを

tfu 元気点検票、特に同教育かるたは教えています。自らの尊い「生命」
が「生活習慣」を介して「生涯」のデザインにつながり、それが社会や自
然環境を救う道にもつながっているのです。

４

tfu 元気点検票のカテゴリー原理について

以下、tfu 元気点検票詳細版に記載されている食～環、及び、安心のカ
テゴリー原理を示します。

■食カテゴリーの原理
『地球上で太陽の下に生きている私たちのからだの中では、口から入
った食物は消化・吸収されて、生きていくために必要な物質とエネル

―――――――――――
◆以下、残りの 41 枚につい
ても、「tfu 元気点検票詳細
版 を ご 覧 に なり 、 「 行 動 項
目」と「かるたの一句」から
「下の句」が「健康に良いこ
との理由」を表していること
を確認しましょう。

ギーに変換され、不必要になったものは排泄されていきます。したがって、
「食」スケールは、24
時間のリズムにしたがっているか、必要な栄養素が摂取されているか、流れは淀んでいないかな
ど、をチェックするものになっています。
』
■息カテゴリーの原理
『新鮮空気は水や食物と同様に生命活動の源泉です。我々は、横隔膜の上下運動と胸郭の伸縮運
動とを連動させて呼吸しています。普段は意識に上ることはなく自発的なものですが、胸式呼吸
や腹式呼吸を意識的に行うこともできます。
「息」スケールは、呼吸法の基本と鍛錬法を教えてい
ます。』
■眠カテゴリーの原理
『睡眠は、24 時間のリズムの下で、脳が自らの解毒作用すなわち機能回復と、内発的活性化作用
すなわち創造機能の維持のために、仕組まれた管理技術であると言われます。したがって、
「眠」
スケールは、リズムを正常に保ち、回復・創造機能を効率的に作動させるために必要な知識に基
づいています。
』
■温カテゴリーの原理
『人間（ヒト）は、恒温動物であると言われてきましたが、最近は生物学的用語としては、内温
動物(endotherm)という言葉が使われる傾向が出てきました。このことは暑さ、寒さにかかわら
ず、24 時間リズム、食事や運動・動作、月経周期等に伴う変化を示しながら、深部体温を一定範
囲に保つ調節が行なわれていることを意味しています。したがって、
「温」項目は、この機能を健
全に保つための行動指針を与えています。
』
■動カテゴリーの原理
『使われない筋肉や関節の機能は確実に衰えていきます。したがって、あらゆる筋肉と関節を日
常生活の中で動かすことが大切です。しかし、日常生活の中で使われにくい筋肉と関節について
は、時間を設けて意識的にトレーニングすることが必要になってきます。
「動」スケールはそのた
めのポイントを教えています。
』
■想カテゴリーの原理
『「想」とは私たちの心の働きのことであり、脳機能が重要な役割を果たしています。しかし、そ
れは決して脳だけが関わっているのではなく、全身との関わり、ひいては、周りの環境とのかか
わりの中で果たされていると考えられます。したがって、
「想」スケールは、行動することへの意
欲や気分、感情、情動などに関するものを含んでいます。』
■愛（人との愛情ある接し方）カテゴリーの原理
『生物は２つの性から成り立っています。それはすべて種族保存のためなのですが、人間も哺乳
動物である以上例外ではありません。異性に対して性的な感情を持つことは自然であり、年齢に
関係なく、むしろ正常なことなのです。しかし、発達した脳機能を持っている人間としては男女
それぞれの価値を認め、愛情あるコミュニケーションをもって責任のある愛情行動を取らなけれ
ばなりません。若い時から性について正しい知識を持って、生涯健康を保持し、充実した人生を

送ることが大切です。
「愛」スケールはこうした理念に基づいています。
』
■環カテゴリーの原理
『私たちは地球上で、太陽と水と空気の恩恵を受けながら、他の動植物と、そして同じ人類と社
会を形成して、共生しながら生存することが可能となっています。つまり、私たち個々人の健康
はこうした自然環境そして社会環境の下で守られていることを忘れることはできません。したが
って「環」スケールは、こうした環境の下で快適生存できるための条件に基づいて考えられたも
のとなっています。
』
■安心カテゴリーの原理
『あらゆる視点から、健康の維持増進に有効な生活習慣を心がけていたとしても、私たちに病が
やってくることは誰しもが知っています。ですから私たちは年に一度の健康診断と歯科検診を受
けることが大切ですが、同時に、病の足音を自分自身が察知する感性も大切です。
「安心」スケー
ルは、そうした危機管理上の項目から成り立っています。』

５

まとめ

ここでは、8.3 節及び 8.4 節を通したまとめの言葉を述べる。
「健康」は、生涯にわたる人間の希求であると同時に、「生老病死」という人間の条件の下で生き
るための課題を指しており、以下の 3 点に集約される。

（１）その課題に向き合い続けるためには、正解はなく、守りと攻めの種々の手立てを講じて、
様々な困難を乗り越えていく以外にない。
（２）「生きる」ということは、全体論的・動態的に捉える必要がある。その際、人間は、生命・
生活・生涯という 3 つの生を同時に生きており、身体的・心的・社会的存在として、種々の葛藤
を含んでいる。
（３）自分探しと自分作りの終わりのない旅には、実人生や日常経験に根差した自己矛盾に基づ
く知恵と技の涵養が求められる。

tfu 元気点検票は、これらの 3 点を日常に具体化するための実践ガイドとして創案されたが、
8.3 節では、それがゆらぎの世界で考える自己と集団を創る道程として意義づけられ、さらに、
8.4 節では、複数世代にわたる文化が、遊びや祭りを媒介して子どもたちに継承されていく、実現
性の高い夢と希望がすぐそこに見えていることに気づかせてくれたように思われる。

