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０歳からの立腰・体幹遊び🄬
いじめ、不登校、暴力行為、骨折、発達障害、アレルギー等日本の子供の憂慮すべき
現況の克服→
教育、子育てに関する縦割り、前例踏襲主義を排し、こども庁施策の一つの柱に

人間形成の礎石となる「三つ子の魂」を育むことが必須！

森 信三先生

「日本は2025年に下り坂を終え、再興する」

後援：スポーツ庁、日本商工会議所他

1令和3年8月22日3
1

公益社団法人マナーキッズ🄬プロジェクト
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提案の具体的内容1
 「0歳からの立腰・体幹遊び」講師養成講習会の開催（別紙参照）

立腰（腰骨を立てる）、姿勢・挨拶、体幹遊び、「マナーキッズ」調べ、食と健康（健康の

鍵は５歳位までに決まる腸内細菌）、日本の伝統的な子育てへの回帰（離乳の時期）
という内容の「0歳からの立腰・体幹遊び」講師養成講習会を保育園保育士、幼稚園、

小学校教諭、スポーツ指導者、保護者等対象に開催する。

●日本の伝統的な美しい姿勢・挨拶を祖父母世代、親世代が知らない。まずは、閣僚及

び国会議員他に対して、美しい姿勢・挨拶の勉強会の開催。

2 5年・10年後の数値目標の設定
 いじめ件数、暴力行為件数、不登校数、骨折件数、発達障害、アレルギー人数、医療費の

削減等で例えば3～5割減の5年・10年後の数値目標を定める。

 小・中・高等学校いじめ件数 文部科学省調査令和元年度612,496件、児童生徒1,000人当
たりの認知件数46.5件→5年後30％～50％減

 小・中・高等学校暴力行為件数 文部科学省調査令和元年度78,787件、児童生徒1,000人
当たりの発生件数6.1件→5年後30％～50％減（例示以下同じ）

 小・中学校不登校数 文部科学省調査令和元年度181,272人 在籍児童生徒に占める不登
校児童生徒割合1.9％→5年後30％～50％減

 小・中学校骨折件数 独立行政法人日本スポーツ振興センター調査令和元年度
小学校83,642件、中学校91,805件→5年後30％～50％減

● 発達障害 平成28年厚生労働省調査481,000人→5年後30％～50％減
● アレルギー自治医科大調査医師診断乳幼児30万人～50万人、学齢期35万人→30～50％減

● 医療費 令和元年度 43.6兆円→5年後10％～30％減
3
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日本の子供・若者の憂慮すべき現況をこのまま放置して
いていいでしょうか？（1992年学研『今「子供」が危ない』約30年経過）
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 子供の運動不足が深刻・・・ 「体幹」が鍛えられておらずケガする子供が増え
ている。

 子供の姿勢が悪い・・・姿勢の悪さは、健康、脳に影響する。
 今のままの食生活では、子供のアレルギー、不妊症、奇形児等悪化の一途。

 発達障害は増加の一途、いじめによる自殺、学級崩壊、小1プロブレム等。

4 マナーキッズプロジェクト
 美しい姿勢、体幹と日本人としての正しい礼儀の体得。
 平成18年12月開始の早稲田大学庭球部小学生テニス教室が原点。平成

17年4月公益財団法人日本テニス協会マナーキッズテニスプロジェクトを経
て、平成26年10月公益社団法人マナーキッズプロジェクト。スポーツ庁後援

 国内47都道府県と台湾・マレーシアで80万人を越える園児・児童が参加。
 マレーシア政府が関心。マレーシア政府関係者35名を対象に立腰・体幹遊

び講師養成講習会を開催し、同国内幼稚園・保育園教諭、保育士を指導す
る計画であったが、令和2年2月マハティール首相退陣のため中断。

● 第一次安倍内閣、平成19年3月22日教育再生会議合同分科会において、
小谷実可子委員がマナーキッズについて触れ、教育再生会議版スポーツ
プロジェクト創設を提言。平成30年4月、川淵三郎最高顧問と菅官房長官
面談。令和2年1月、川淵三郎最高顧問と萩生田文部科学大臣面談。 4 4
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5 立ちはだかる壁

横浜市西部教育学校事務所管内20小学校において、マナーキッズ体幹遊び教室を実施

したが、小学校道徳教科に関連し、日本の伝統的な姿勢、挨拶の学校外部による指導に
対して「自由」・「個性」の侵害という反対もある。横浜市では教育委員会が抗議に折れて
平成30年度は不継続と判断。政治の支援が不可欠。

（2） 横浜市教育委員会での実例

（3） 日本の伝統的な子育てについて

（1） 我が国の道徳教育の実情

「我が国の道徳教育は、「命を大切に」「思いやりを大事に」等、観念的・抽象論的で心構え
論になりがち。体験を通じた美しい姿勢、挨拶の仕方を指導していない。（品川区元教育長）

発達障害等は昭和55年以降に激増しているとのこと。昭和55年（1980年）「離乳の基本」
に関するガイドラインが作られたのを基準に、離乳食の開始は「生後5、6か月頃、離乳

の終了は「生後1年頃（現在は12～18か月）」とされている。日本の伝統的な子育ては、２
歳半までは母乳かそれに準ずる乳幼児ミルク（ヤギの乳）、ＷＴＯも2歳過ぎまで母乳中

心としている。母子健康手帳離乳の基本改訂の検討。

５ 6

6 予算化の要望

6

「０歳からの立腰・体幹遊び」講師養成講習会開催費用及び受講講師謝金他で予算化を要
望。

7 展開策

教育再生首長会議会長の東大阪市（令和3年9月23日）、全国市長会文教委員会会長の
本庄市（令和3年11月21日）でまずは、実績をあげることが肝要。
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項 目 令 和 3年 度数値 3年 後 目 標値 5年 後 目 標値 10年 後 目 標値

い じ め

不 登 校

暴 力 行 為

骨 折

発 達 障 害

ア レ ルギー

体 力 の 向上

学 力 の 向上

医 療 費 の削減

8

○○市目標値の設定

項 目 現在数値 3年後目標値 5年後目標値 10年後目標値

いじめ 612,496件

不登校 181,272件

暴力行為 78,787件

骨折 83,642件

発達障害

アレルギー

体力の向上

学力の向上

医療費の削減

立腰・体幹遊び採用園、小学校の隔年ごとの目標値の設定
数値は全国数値。市町村毎に目標値設定
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項目 実績

立腰 毎日の立腰タイム できた 概ねできた できなかった

授業の際、食事の際に立腰

挨拶は自分からする

返事は「ハイッ」とはっきりする

履物は揃える、椅子は入れる

体幹遊び 授業の始めと終わりの挨拶を通し
て体幹を鍛える

体育の時間等において身体活動
量を増やして体幹を鍛える

朝の会等での運動を通して体幹
を鍛える

食と健康
（任意）

健康の鍵は、5歳位までに決まる

腸内細菌。母乳が大切。日本の
食文化の原点に立ち戻ろう

「マナーキッ
ズ」調べ（任
意）

「言葉」「お辞儀・挨拶」「歩き方・
姿勢」「生活」「社会規範」を親子
でチェック

立腰・体幹遊び 実績表 〇〇保育園 〇〇組

9 10 10

11 11 12

子供の姿勢が悪い・・・姿勢の悪さは、健康、脳に影
響する。

子供の運動不足が深刻・・・ 「体幹」が鍛えられておら

ずケガする子供が増えている。

発達障害は増加の一途。

今のままの食生活では、子供のアレルギー、不妊症、
奇形児等悪化の一途。

精子の数が、日本の若者が世界で一番低い。

12

2 日本の子供・若者の憂慮すべき現況をこのま
ま放置していていいでしょうか？

9 10

11 12
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3 0歳からの立腰・体幹遊び教室の概念・内容

人間形成の礎石となる「三つ子の魂」を育むことが必須。
・0歳児から就学前（乳幼児期）までに立腰（腰骨を立てる）
0歳からの体幹遊びにより、美しい姿勢を身に付ける。

・小学校に入っても、立腰・体幹遊び教室を繰り返し、人間
としての土台を確立する。

・○○市教育委員会と子育て担当部署が、幼保小連 携の
全国初の立腰・体幹遊び教室を成功させ、全国及世界
に発信する。

13

体幹遊びは、幼稚園・保育園、小学校児童を対象に実施していたが、山梨
県甲斐市あおぞら保育園より、3歳からでは遅い、0歳から実施する必要が

あるとの指摘を受け、冨山房インターナショナルより、「0歳からの体幹遊
び」を発刊する。

14

令和元年10月9日（水）、森信三直伝の福岡市清水保育園、
仁愛保育園を視察・・立腰とマナーキッズのコラボを思いつく

清水保育園は、0歳からの立腰教育を10年間実施。周囲の人々が驚く程著しい成果を
あげる。近隣の小学校も変わる。地域も変わる。エジプト政府教育関係者が視察。

椅子に座って立腰 正座による立腰 靴を揃える
人間教育の土台 立腰教育 仁愛保育園発行より引用

14

池見酉次郎氏（元日本心身医学会名誉理事長）仁愛保育園視察

私が長い間、求めて続けていたセルフ・コントロールの秘伝が、いとも簡単に
「立腰道」の中に凝縮されているのに感嘆しました。

井口潔氏（元日本外科学会名誉教授）仁愛保育園視察

3歳までに基礎ニューロン回路、親の深い愛情のもとで温・凛の躾、自己抑制、

欲望の断念、感性、情緒が育ち、社会性があって友達から好かれるか、心の
痛みが感じる心があるか、集中力、達成感、道徳心、責任感

15
15

16

立腰教育の内容（教育哲学者森信三氏提言）
・腰骨を立てる（立腰）

心と体をととのえる意志力、性根（集中力、持続力、実践力）、
主体性の土台

・躾の三原則
イ 挨拶は自分からする子に（明るい人間関係を築く土台）
ロ 「ハイッ」とはっきり返事のできる子に（素直な行動が身につく土

台）
ハ 席を立ったら必ずイスを入れ、ハキモノを脱いだら必ずそろえ

る
子に（行動に責任を持つ、けじめの土台）

・職場の三原則
イ 時を守る（時間の秩序）
ロ 場を清める（空間の秩序）
ハ 礼を正す（人間関係の秩序）

16
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15 16
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18
00歳からの体幹遊び事例 18

19

19

4 マナーキッズプロジェクトの内容

20

マナーキッズショートテニス教室ロジェ

正しい姿勢指導自己紹介 反復練習

雑巾がけ

修了証書授与

指導者にお礼の挨拶
20

17 18

19 20
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マナーキッズ親子てのひらテニス教室

「三つ子の魂、百まで」「躾は３歳から８歳まで」と言われるように、
躾は幼児期からするのが望ましい。発砲ウレタン製で軽くて、柔らかな
素材のラケット

保護者の参加数が多い。保護者を指導者に活用すると同時に、保護者は
「家庭内の躾」を聴講する。

幼稚園・保育園では、幼稚園・保育園の園児に対する接し方は、園長、
教諭、保育士対園児が友達関係である現状に一石を投じることが期待さ
れる。

小学校入学後の子供達が学校生活に適応できず、授業が困難になる「小
１プロブレム」対策の一方策になりうると考えている。

21 22

マナーキッズスポーツ教室ロジェ

マナーキッズバス
ケットボール教室 マナーキッズサッカー教室マナーキッズ柔道教室

マナーキッズサッカー教室 マナーキッズラグビー教室 マナーキッズ野球他教室
22

23 23 24

・健康の鍵は、5歳位までに構成が決まる腸内細菌！
・3年前に和食が世界遺産になる。今から70年ぐらい前まで、日本人が食べ

ていたのは次の7つ。まず根茎。土の中のゴボウ、レンコン、芋など。2番目
は菜っ葉。白菜とか、小松菜、ほうれん草。次に山菜とキノコ。そして豆、大豆。みそ
汁、納豆、豆腐など。それから、海藻。最後に穀物。日本人は、地球上の民族
の中で 最もベジタリアン、菜食主義者だった。そこに急激に肉が入ってきた。今
の日本人は遺伝子に逆らっている。

・今、精子の数が、日本の若者が世界で一番低い。平均8700万匹。昔の日本人の平均は1憶

1000万匹。和食を食べなくなった一つの例。小中学生の暴力事件が年間6万件。これも和食
を食べないから。和食はミネラルが多い。人間の感情を激高させるのは、アドレナリン。ミネラ
ルが減ると、アドレナリンを抑えられないから、暴力行為にいく。

・大阪の産婦人科病院で健康な精子を調べたら60人中58人の精子が奇形変形。一番精子が
活発な時期にコンビニ弁当、ハンバーガー、カップラーメンなどばかり食べている。その脂類
が溜まっている。

・平成16年頃、福岡県の養豚農家で死産が続いたことがあった。やっと産まれてきた子豚も奇ｖ
形であったり、虚弱ですぐに死んだりした。コンビニの廃棄弁当を与えていたから。

食と健康

一般財団法人食と健康財団理事長 道見重信氏

24
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健康の鍵は5歳までの腸内細菌（一般財団法人食と健康財団道見重信理事長）健康の鍵は5歳位までに決まる腸内細菌（一般財団法人食と健康財団理事長 道見重信））

１ 人間本来の適応食のすすめ

日本人に適した、米を中心とする穀物や野菜中心の日本の伝統食に心がけましょう

他の歯歯の形から考える適応食 日本人の分解する酵素から考える適応食

２ 身土不二（しんどふじ）のすすめ
自分の身体と土は一体であり、自分住んでいる国、土地でとれたものを食べましょう

３ 一物全体食のすすめ
食べ物はまるごと食べるのが理想的

25 26

6 「病気知らずの子育て」ー忘れられた育児の原点

母乳中心、おしゃぶり、ハイハイの大切さ、かって世界で最もすぐれた日
本の子育て

西原研究所長 日本免疫病治療研究会会長 医学博士 西原克成

1977年（昭和41年）「スポック博士の育児書」
1978年 米国乳児ボツリヌス菌症事件。生のハチミツを一歳未満の赤ちゃんに

与えて人工乳の赤ちゃんが死亡。母乳で育てていた子は緑便か下痢だけです
み、一歳以降の人工乳の子も死を免れる。
調査の結果、赤ちゃんの腸は2歳半から3歳まではビビズス菌以外のばい菌は
すべて白血球の取り込まれて全身を巡り発症するから、2歳半までは母乳中心
にするようにとの結論。1980年米国はスポック育児法は大統領令で追放された。
WHOも2歳過ぎまで母乳中心にするよう勧告。

ところが1980年（昭和55年）に、我国では昭和41年に始められたスポック育児法
を13．4年かけて大々的に研究し発展させ、伝統育児法を徹底的に排除し抹殺。
昭和55年の「母子健康手帳」の改訂で、はじめて「離乳の基本」に関するガイド
ラインが作られ、離乳食の開始は「生後5、6か月から」、子供によっては「4か月
でもよい」、離乳の終了は生後1年頃（現在は12～18か月）とされた。
発達障害、小児の狂暴、多動、自閉症等は昭和55年（1980年）以降に激増。

26

27

7 「運動遊びが子供の脳とからだを鍛える」
安田メソッド（安田式遊具とその指導法）で幼児教育にエールを送りたい
公益財団法人外あそび体育遊具協会 理事長 吉川静雄

失敗学会会長畑村洋太郎氏（東京大学名誉教授、畑村創造工学研究所代表）
「安田式遊具実況見学印象記」

「幼稚園とか保育園の時期が非常に大事だ。0～3才で体や脳の基本形ができ上
がっていく。そして、3才位からの幼児期に最も必要になる要素が安田式遊具には

盛り込まれており就学前の時期にこういう環境で育っていくのが非常に重要では
ないかと思った。」

27 28

8 「0歳からの立腰・体幹遊び教室」による幼稚園・保育園、小学校の日常の変化

5（（１）校門での挨拶
園園児、児童から「おはようございます」

（２）毎日の立腰タイム歳
毎朝8時50分（1校時目のチャイムの後）「おはようございます。今から立腰タイム

を始めます。目を閉じて心を整えましょう。腰をおもいっきり前に突き出し、お尻を後ろに
引いて下さい。」1分後「ハイ！終えて下さい。」と毎日実施する。

（3）授業の始めと終わりの挨拶を通して体幹を鍛えます。
①起立

・先生の姿が見えたら号令がかかってなくても起立をする。
・自分の椅子の横、入口に近い場所に立つ。
・起立するときは、手を机や膝に突いたりせず、まっすぐに伸ばした状態で立つ。

②礼
・首を下げず、顔の位置を変えないようにして、腰から折るイメージで礼をする。
・相手を見て挨拶（よろしくお願いします。等）をした後、息を吸いながら礼をする。
・礼をするタイミングは、相手の動作を見ながら合わせる。

③着席
・手は、膝の上に置き、重ねないようにする。
・首はまっすぐにし、首の位置が肩と垂直になるように意識する。
・足は足の裏全体を床に着ける。

（4）授業中
立腰の姿勢を保つように努力します。

（5）体育の時間や朝の会、休み時間等
体育の時間や朝の会、休み時間等で、マナーキッズ体幹遊びを体験します。

(6)「マナーキッズ」調べの実施・・・保護者面談の際に有効活用
原則、毎年4月と10月に実施し、保護者と協働で、「言葉」、「お辞儀・挨拶」、「歩き方・姿
勢」、「生活」、「社会規範」を身に付けます。挨拶は自分から、「ハイ」、靴を揃える

（7）保護者に対する啓蒙活動
「家庭内の躾」、「食と健康」チラシ等により啓蒙活動を行います。 28

25 26

27 28
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29

0歳からの立腰・体幹遊び教室で期待される効果

1 腰骨を立てることができ、姿勢がよくなる

2 声が大きくなる
3 美しいお辞儀・挨拶ができるようになる

ことにより、次のような効果が期待されます。

・やる気がおこる

・集中力がつく
・持続力がつく

・行動が俊敏になる
・内臓の働きがよくなり、健康的になる

・精神や身体のバランス感覚が鋭くなる
・身のこなしや振る舞いが美しくなる

・世界の人々と日本人としての「自信と誇り」をもって交流できる

「学力が向上する」「スポーツが上達する」
基盤作りになります

1 腰骨を立てることができ、姿勢がよくなる

2 声が大きくなる
3 美しいお辞儀・挨拶ができるようになる

ことにより、次のような効果が期待されます。

・やる気がおこる

・集中力がつく
・持続力がつく

・行動が俊敏になる
・内臓の働きがよくなり、健康的になる

・精神や身体のバランス感覚が鋭くなる
・身のこなしや振る舞いが美しくなる

・世界の人々と日本人としての「自信と誇り」をもって交流できる

向上「学力が向上する」「スポーツが上達する」基盤作りになります上
達する」

基盤作りになります

29

9 「0歳からの立腰・体幹遊び教室」により期待される効果

30

（1）子供の体幹を鍛える研究―正しい姿勢のもたらす教育的効果の検証
東京都教職員研修センター、早稲田大学スポーツ科学学術院「子供の姿
勢研究班」・・・マナーキッズ体幹遊びが引き継ぐ

立位姿勢の測定
頭頂の位置の変化、首の角度の変化、腰部弯曲の変化を調査。
頭と首の位置が後ろに動き、猫背傾向が改善された。

座位姿勢の評価
「良い姿勢」の児童、生徒が増加。体幹が鍛えられ、姿勢を意識し
て生活することにより、座った姿勢に対しても気を付けて生活しよ
うとする意識が働くのではないかと考えられる。

心理・行動側面のアンケート調査
小学校では、姿勢の良い児童は、自己抑制が高い傾向、中学校・高
校では、姿勢の良い生徒は、学校生活に満足し、学習が楽しいと感
じている傾向がある。

30

31

（2）「規律正しい児童は学力も大きく向上する」
「マナーキッズ」を「市民科授業に取り入れて」 品川区立浜川小学校

学力向上の手立てとして、学習規律、生活規律の徹底、朝、昼の15分
間の帯の時間や、パワーアップタイム（補修学習の時間）、習熟度学
習の工夫等。

全校朝会や児童集会はもちろん、授業の最初と最後の挨拶でも、言葉
を言ってから頭を下げて挨拶するという、マナーキッズで学んだ礼法
を様々な場面で実践し、定着を図っている。

その結果、ＣＲＴ（学力定着度調査）では、平成21年度と平成22年度
をものを比較すると、21年度に実施していない1年生を除いた全学年で
大きく向上している。

規律の定着と学力向上について、中学年以上の児童を対象にしたアン
ケート調査の結果でも、学習規律や生活規律が身についている児童、
または、意識している児童は身についていない児童、意識していない
児童より、この一年間で大きく学力が向上していることが分かった。

31
32

（3）「道徳授業にマナーキッズ教室を取り込んでみて」 青森県八戸小学校

今まで何でもないように感じていた自分や子供の行動・振舞いに対して、
「これていいのかな？」「相手は不快ではないのかな？」と考えるよう
になった。

授業後、教師の意識・指導が変わった

子供の意識が変わった。そして、行動として表現できるようになった

子供の様子を見てすぐしかるのではなく、「マナーはどうかな？」「迷
惑をかけていないかな？」「自分がされたらどうかな？」というキー
ワードを子供に投げかけて、子供に考えさせるようになった。

自分自身も、「子供の前できちんとした振舞いをしなくては」と意識す
るようになった。

「礼儀・マナー」の押しつけではなく、テニスという楽しい運動の中で
「礼儀・マナー」を自然と体得できる。マナーキッズテニスように、身
体を動かすことで、身体が開放され、心も開放された「快」の状態であ
ればなおさら効果がある。

授業の始めと終わりの挨拶では、教師の目をみての挨拶ができるように
なった。「残心」「心のリボン」を意識した挨拶をすると、落ち着いて
次の行動に移ったり、次の準備をしてから休み時間に入ったりする姿が
増えた。

32

29 30

31 32
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33

（4）筑波大学大学院人間総合科学研究科 大森 肇教授

ねずみの実験結果 「母の愛は脳を育む」

幼少期に母親の愛情の十分な愛情を受けたネズミは、成長後に行
動が落ち着き、過剰に攻撃したり怖がったりしなくなります。

また、ストレスを受けても、それに抗う力がつきます。さらに、
高齢期になっても、認知機能が低下しにくくなる。

マナーキッズテニス教室の後に「混乱」が低下した。

「幼児期の言語機能に及ぼす模倣運動の影響」

３才の保育園児に週３回、模倣運動（真似をすること）するグ
ループとしないグループでは、言語機能の発達が違います。

② さらに、高よ齢期になっても、認知機
能が低下しにくくなる。

今の子供達は、部屋の中でゲーム遊びばかりで、時間、空間、仲
間の三つの「間」がないことから運動の機会が減っていると言わ
れています。そのことから、体力・運動能力は低下の一途をた
どっておりますが、それだけでは、済まずに、言語機能、即ち知
能にも影響があります。

マナーキッズテニス教室の後に、「活気」が上昇した。
33

「マナーキッズテニス教室は子供の感情を改善する」（心理学的気分尺度測定）

34

1 マナーキッズプロジェクトの経緯11 マナーキッズプロジェクトの経緯10
（１）平成8年12月 早稲田大学庭球部小学生テニス教室が原点

人事労務の仕事に従事・・・従業員同士が挨拶をしないことに問題意識。
工場に「挨拶通り」・・・「明るく、いきいき、さわやかに、常に挨拶しよう」

近くの小学校校門・・・児童が先生に挨拶せずに入門或は先生が「おはよ
う」後から児童が返事。

小学校において、「挨拶」という最も基本的な事が教えられていないのでは
ないか。

母校早稲田大学庭球部ＯＢに働きかけ

平成13年早稲田大学庭球部女子学生が卒業論文のテーマ
34

卒業論文「ショートテニス体験が子供の心に及ぼす影響
に関する一研究

ただプレーの上達を目指すのではなく、スポーツマンシップ、挨拶等の基本
的なマナーなど体得するようにと織り込まれている内容によって、きちんと
挨拶をするので、おのずと人の目を見て話すことができるようになっている

初日の朝は、他の子や指導者と口をきくどころか目もあわさなかったような子が、
ショートテニスをしていくうちにイキイキしてゆき、他の子に何かを教えたりすらなっ
ていた。大きな驚きであった。「慣れ」や「緊張の緩和」による変化だけではなさそう。
スポーツは子供の身体面に影響を与えるだけでなく、精神面、心理面といった「心」
にも大きな影響を与える。

35

躾は家庭から。とりわけ父親の果たす役割は重要。父親の積極的な参加を呼びかけ。

受付は受講者一人で行う。「おはようございます」「○○小学校、○○です。「よろしくお
願いします」。開講式では自己紹介。

コート内外で「挨拶、姿勢を良くする練習を反復

感想文の提出、司馬遼太郎「21世紀に生きる君たちへ」

35 36

（２）マナーキッズと小笠原流礼法との接点
加賀前田家18代当主前田利祐氏との出逢い

平成4年6月 三菱化成（現三菱ケミカル）九州支店勤務の縁。
三菱グループ九州支店長の会「福金会」で前田氏と懇親。
絶えず背筋が真っ直ぐ、崩れない、立ち居振る舞いの良
さに感嘆。

平成14年11月 第18回早稲田大学庭球部小学生テニス教室において、
前田利祐氏が正しい姿勢、お辞儀・挨拶を指導。
子供の反応が全然違う。

平成16年7月 日本テニス教室でマナーキッズテニス教室を開催するので
引き続きの指導を依頼。

「自分は礼法の専門家ではない。小笠原流礼法鈴木万
亀子総師範を紹介して頂く。

36

33 34

35 36
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37

（3）公益財団法人日本テニス協会「マナーキッズテニス
プロジェクト」設立の経緯

平成12年6月 会社リタイア（62才）

平成15年4月 日本テニス協会のベテランテニス改革のボランティア活動に
従事。
早稲田大学庭球部小学生テニス教室をテニス協会主催で
実施してはどうかの提言。・・・全く相手にされず。
自分で資金を集めてくるなら実験はしてもよい。

平成16年7月 東京都中央区体育館で実験。ＮＨＫサタデースポーツ
で放映。スポンサーが集まる。

平成17年4月 日本テニス協会内普及指導本部内に「マナーキッズテニス
プロジェクト」発足。

37

公益財団法人日本テニス協会「マナーキッズ
テニスプロジェクト」設立の経緯

3
1

3
8

平成12年6月 会社リタイア（62才）

平成15年4月 日本テニス協会のベテランテニス改革のボランティア活動に従事。
早稲田大学庭球部小学生テニス教室をテニス協会主催で実施しては

どうかの提言。・・・全く相手にされず。
自分で資金を集めてくるなら実験はしてもよい。

平成16年7月 東京都中央区体育館で実験。ＮＨＫサタデースポーツで放映。

スポンサーが集まる。

平成17年4月 日本テニス協会内普及指導本部内に「マナーキッズテニスプロジェク
ト」発足。

（4）その後の経緯

平成19年6月 ＮＰＯ法人マナーキッズプロジェクト設立
山本 浩氏（現法政大学スポーツ健康学部教授、
元ＮＨＫ解説主幹）のご助言

平成22年3月 認定ＮＰＯ法人マナーキッズプロジェクト

平成26年10月公益社団法人マナーキッズプロジェクト

47都道府県 台湾、マレーシア、延80万人参加

37都道府県 台湾、マレーシア 450小学校他の授
業に採用

38 38

39 39 40

たかが「姿勢・挨拶」、されど「姿勢・挨拶」
日本の伝統的美しい姿勢・挨拶を浸透させる事の困難な理由

1 数十年の間に三回（明治維新、敗戦、バブル）日本の伝統的な良さを捨ててきたこと。

２ 家庭、学校、地域において、正しい姿勢（前向きな考えに繋がる）、挨拶、人のいや
がることをしない等、当たり前のことをなおざりにしてきたこと。

３ 我が国の道徳に関する教育方針は、「命を大切にしよう」「思いやりを大事にしよう」
等、物語の話を子供達に読ませるような観念的で、抽象論的になりがち。体験を通

しての、正しい姿勢、挨拶を等を指導していないため、祖父母、親、先生、子供が正
しい姿勢、挨拶の仕方を知らないこと。先生、児童、生徒間、親子が友達関係のた

め、躾ができないこと。

スポーツと礼儀で子供は変わる。知らないだけで子供は教えれば変わる。
礼儀正しさのDNAは残っている。

太平洋のゴミ拾いから琵琶湖のゴミ拾いに！！

2020東京オリンピック・パラリンピックがラストチャンス
40

37 38

39 40
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41

6 保守的・閉鎖的な教育界に風穴を開ける試み

（落ち着き、過剰に攻撃教育現場の声

11 立ちはだかる壁

保守的・閉鎖的な教育界の体質に風穴を開ける試み

（1）教育現場の生の声

困っていても情報交換しない体質がある

いいことを真似することに躊躇がある

悪い情報はすぐに伝わるが、いい情報は伝わりにくい

既成概念を打破しようといってもなかなかついてきてくれない

前年度のやり方を踏襲する雰囲気がある

成功例についての受け止め方に温度差がある

子供は国の宝。子供の可能性を引き出していない。
子供は教えれば変わる。今がラストチャンス。

41 42

（2）全国で初めてマナーキッズ教室を授業として予算化した品川区教育長の声

今のマナーの悪さの根本原因は、戦後一貫して取り進めてきた我が国の教育
方針に根ざすものと言える

日本の教育学の歴史を考えるとき、どうしてもドイツの観念論が日本に入っ
てきた。その影響が強いのか、非常に形而上的、観念的であり、抽象論的で
あり、心構え論的。

「教育は他律による自律への促し」という原理がある。今の現場の教員から
は「他律」そのものにアレルギーを起こす。「子供の持っている可能性を」
「子供の意欲を大事にしよう」「子供の発想を大事にしよう」「子供の目線
に立って」これらは否定のしようがない。

しかしそれに付随する具体的な戦略、方略、手段、方法を聞かれたとき、は
たと現場は立ち止まってしまう。言葉のやり取りで終わってしまう。その結
果が今の子供達の公共心の低下、道徳性の低下につながっている。

このことを全く意に返さないで、「命を大切にしよう」「思いやりを大事に
しよう」など、この世の中に通用しないような物語の話を子供達に読ませる。
それはそれで悪いとは言わないが、重要なことはそれを実現させるにはどう
すればいいか。

マナーキッズのように具体的な行動を通して子供達にマナーや礼儀を自然な
形で伝えていくべき。これはある意味では他律である。 2942

43

（3）「学校外部の美しい姿勢・挨拶指導に対する反対の声」

挨拶の強要は「自由」・「個性」の侵害という反対意見。

横浜市教育委員会西部学校事務所
平成29年度、20小学校でマナーキッズ体幹遊び教室実施。
教科書裁定に関し、マナーキッズと同じ姿勢・挨拶を採用した教科
書に対する反対運動が起きる。
抗議に折れて、平成30年度は不継続と判断。

43 44

12 「ブレークスルーの試み」

（5） レガシー共創協議会ヘルス＆マナーコミュニティ

墨田区 ,茨城県常総市 ,北海道当別町。市区町村あげてマナーキッズスポーツ教室、
マナーキッズ体幹遊びなどを実施。

平成30年1月、10月台湾台北市2小学校、4幼稚園、マナーキッズ講師養成講会開催。
令和1年8月マナーキッズ大使台湾訪問。令和1年8月、マレーシアで開催。

。

（3） 台湾、マレーシア展開による海外からの情報発信

（4） マナーキッズ大使を目指すプロジェクト（墨田区）

（6） 日本体育大学と合意書締結

ヘルス＆マナーコミュニティ拡大、「単位」付与等で協力。

（2） 「0歳からの立腰・体幹遊び」と「食事道」の連携

「立腰・体幹」と「食事道」（日本人に適した、米を中心とする穀物や野菜中心の
日本の伝統食を心がける）の子供・保護者に対する啓蒙活動。

（1） 立腰（腰骨を立てる）教育との連携

「0歳からの立腰・体幹遊び」講習会を全国幼稚園・保育園小学校教諭・保育士向けに開催

茶道、華道、書道、折紙の日本の伝統文化を体験中。日本人としての自信と誇り。

44

41 42

43 44
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挨拶は、目下から目上の人にするもの。親が目上であることを自覚させる
こと。

身近にいる親で、敬語が使えるようにしましょう。そうすることで他人にもき
ちんと挨拶ができる。

45

① 朝、子供が起きてきた時、お母さんから「おはよう」と声を掛けていますか？

子供から「ママ おはようございます」と言わせるようにしてください。

ママは主語です。きちんと誰に挨拶しているのかを明確にします。狙いは秩
序を教える事です。

小笠原流礼法鈴木万亀子総師範「家庭内の躾」

朝の挨拶

4530

１3

46

② 子供が挨拶したら、忙しくても、その時、必ず子供の顔を見て、
親も子供の名前を呼ぶ事が大切です。

そっぽを向きながら挨拶を返すと、子供は真似て相手を見ずに挨拶するよ
うになる。

挨拶するときは笑顔で！子供の顔を見ることで、子供の顔色で健康状態を
チェックします

③ 「朝に顔を見て（子の点検）、昼に名を呼び、夜は肌に触れる。確か
おかねば子はきゆるもの」という言い伝えがあります。

「ただいま」の挨拶でも「おかえり」と言ってください。
子供の表情や態度を見ることで問題を早期発見。

46

47

食育・ＴＰＯの大切さ

① 食卓では、子供に髪をさわさせない。今では、電車の中で食事をしたり、
化粧したりする風景が当たり前になっている。

公的な空間と私的な空間の区別をしっかり身につけさせましょう。

② 食育は、正しい姿勢で食事をする。食事は楽しいことのみ会話し、食
事の速度を子供に合わせる。

人の姿勢で一番大切なのは「腰骨」だと思っています。

腰骨を立てる事によって脳の前頭葉にある自己抑制機能が働き精神が
安定すると言われています。

47 48

子供の言葉を取り上げない

① お母さんは子供が何か言いたいことがわかるので、ついつい先に口を出
していませんか？

また、今日は何を持っていくの、準備はできたの、忘れ物はない とお母さ
んから先に先に話していませんか？

先に先に話すのは、子供の言語を切断することに！
自分で最後まで順序立てて話すことができなることに！
大きくなっても話し言葉が単語の羅列に！文章も短い文章しか書けなくなる！

② 子供が話し始めたら、子供の目を見て上手に相づちを！

聞き役に徹しよう！！子供は自分の頭で考え、結論まで話す。
他人の話も最後まで聞く、聞き上手に

48

45 46

47 48
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父親をこの前でけなさないでください。子が父親を尊敬しなくなります。
誰かの噂や、悪口は子供も言うように！

子供は父親から「尊敬」、母親から「愛」を教わる。母親は子供にとってあこが
れなのです。

汚い言葉を口にしているときは醜い顔、美しい言葉を口にしているときは美し
い顔をしています。
母の唇からは、美しい言葉以外は発しない、 と決心してください

49

① 子供にとって母親は愛情、父親は尊敬の対象

② お父さんが遅くなったとき、どこで遊んでるのかとか言うことはダメ。

美しい言葉遣い、父親を子供の前でけなさない

お父さん大変ね。こんなに遅くまで仕事を頑張ってくれてと言葉を添えて
ください。

③ 子供の前で誰かの噂や、陰口を言っていませんか？

49 50

子供を王様にしない

い

子供を王様にしない

① 普段の食事の献立は、お母さんが考えてください
② 子供に食べたい物を聞くのはやめましょう

（服を選ぶ時も同じ）

好みを聞くのは何かのご褒美や誕生日の時

何でも子どもの意見を聞いていると、子供は自然と「王様」に自分の
思い通りにならないと「癇癪」をおこすようになる

大人になると、自分の思いが通らないとストレスがたまる
そのストレスが爆発すれば恐ろしいことになりかねないことも？

50

51

見送りが大切

① 朝食を食べさせ、行ってらっしゃいと言うのが精一杯かも

② 朝は忙しいお母さん、出来れば玄関まで見送ってほしい。

子供が５，６歩歩くまで見送ってください。母の「愛」を感じながら学
校へ

お母さんに見守られているという安心感が、自己肯定に繋がり、更
に自信につながる。

愛情豊かに育った子供は、ストレスに強い。いじめにあっても堪える
ことができる。

51 52

叱る際は、親は上座、子供は下座

大声をあげて叱っても、それは単なる威嚇。

本当に悪いことを理解させるには

１ それが「なぜいけないのか」を考えさせなければならない。
２ もしあなただったら、こんなことをされたらどんな気持ちになるか？

相手の身になって考えさせる
３ 子供の言い分をよく聞いて、「他の方法はないの？」と考えさせる

お母さんから提案をしない

根気強く接すれば、子供は必ず学んでくれるでしょう
52

49 50

51 52
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53

目上・目下がない、みんながお友達…日本の教育現場

「三つ子の魂、百まで」と言いますが、幼児期での躾、小学校
入学前の躾の重要性を痛感

マナーキッズ教室での園児の姿を見て、普段全く見せない表情だった。

東京都中央区立月島幼稚園園長感想

日本の幼稚園は全国全て、戦後、アメリカの教育理論を取り入れ、園
長、先生と園児は対等、仲良くしようという路線で教育している。

マナーキッズは、そうではなくて、園児は目下、従って目上の指導者
に姿勢を正して挨拶するように指導。

その方が園児は正しい挨拶、礼儀作法を身に付けるようです。

53 54

マナーキッズ大使の海外派遣

文部科学大臣杯マナーキッズショートテニス全国小学生団体戦
試合結果、マナー・ルールの遵守度、感想文の内容、面接の結果
平成22年までは、イギリス・ウインブルドン、平成23年からは、
アメリカ、ニューヨーク州フロストバレーのサマーキャンプ、台
湾、豪州に派遣、現地で国際交流活動を行っている。累積57名。

マナー、感想文のウエイトが高い。文武両道の大切さ教える。

文部科学大臣表敬訪問 国際交流

54

14

55

文部科学大臣杯マナーキッズショートテニス全国小学生団体戦

「マナーキッズ」調べ表彰者発表会

55 56

事前研修・・・「武士道とフェアプレーの共通点」

礼儀
自分も相手も気持ち良くなる

礼→グッドルーザー
勝負をこえたグッドルーザー
勝利は技術だけでとるのではない
全人格でとるのだ
テニスを通じて良い人間になれ
かかんなる闘志で、いさぎよい敗者に
なれ

コート上でのマナー
マナーを守ることで自分
相手も気持ちがいい

礼→グッドルーザー
勝負をれ礼法→練磨
精進努力し実力をつける。練磨の体験
技を技を磨き体力を鍛え精神力を養う
べき
→コート以外での場所での礼法
フェアプレーをするためにはコートマ
ナーが大事だ。武士道も礼儀、作法な
どを大事にする。

まとめ
礼とは
①感謝と思いやりを大切にする。
②礼儀を正しくする。
③相手を憎まず、自慢せず、
不愉快にさせない。

56

53 54

55 56



2021/9/26

15

57

（5）東日本大震災マナーキッズ教室
東日本大震災被災地でのマナーキッズ教室

仮説住宅に人工芝ショートテニスコートを寄贈

プロテニス協会と仙台市訪問

プロテニス協会と仙台市訪問

文部科学省から感謝状授与

15

57 58

中学校・高校での指導

全国どこでも中学生のマナー指導に苦労。校長先生が演壇に立っても
生徒は座ったまま。話を聞いていない生徒も多い。女子中学生の中に
は股を開いて座っているものもいる。中学生はある意味ではすでに大
人の領域に入っている。中学生にどのようにマナーを教えるのかを考
えていた。

品川区の７年生対象に２校開催した。一校は、何をいっても言うこと
を聞いてくれない。一列に並ばせるだけで５分位かかる。中学生には、
マナーキッズは効果ないのではとあきらめていた。

もう一校はきちんと正しい姿勢、お辞儀・挨拶をする。そこでは、小
学校の時にマナーキッズテ二ス教室を体験していた。幼稚園・小学校
と逐次マナーキッズ教室を授業として取り入れて行けば、中学生に
なった時点で正しい姿勢、お辞儀・挨拶を体得していると思う。

16

58

中学生・高校生に美しい姿勢・挨拶、体幹遊びを指導し、中学生・高校生が園
児、児童を指導する。中高生に日本人としての「自信」と「誇り」を持たせる一
方策。

59

大学生の参加を呼びかける

現在の指導者の運営主体は、シニア中心であるが、次世代育成の観点
から、小学校・幼稚園教諭、保育園保育士志望の学生を中心に学生の
参加を呼びかける。

早稲田大学スポーツ科学学術院では、マナーキッズ教室参加の学生に
単位を付与することになった。その輪が拡がることを期待する。

日本体育大学と連携の合意書締結

17

59 60

18 大学の校友会で社会貢献活動・・・シニアのの参画

60

57 58

59 60
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海外からの情報発信

台湾
平成30年1月、10月台北市2小学校、4幼稚園で開催。

マナーキッズ講師養成講習会の開催。令和元年マ
ナーキッズ大使台湾訪問。台湾児童が第13回、第

15回文部科学大臣杯マナーキッズショートテニス

全国小学生団体戦に参加。

マレーシア

令和元年8月マレーシアで開催。

マレーシア政府が関心。マレーシア政府関係者35

名を対象に、「0歳からの立腰・体幹遊び」講師
養成講習会を開催し、同国内幼稚園・保育園教諭、

保育士を指導する計画で予算化寸前までいったが、

令和2年2月マハティール首相退陣のため中断。

19

61 62

メディア掲載内容

ＮＨＫテレビ27回、ＮＨＫラジオ4回、民放テレビ72回、民放ラジオ6
回

タイＰＢＳテレビ人間力の育成
2014年11月1日

テレビ東京たけしのニッポンのミカタ
2012年11月9日

ＮＨＫ暮らしの中のニュース解説
2005年4月26日

海外テレビ1回、新聞雑誌361回（令和3年8月22日現在）

ＮＨＫ「おもてなしの心を世界へ」
2015年9月7日

20

62

63

受講者の感想文

最初は、あまり声を出していなかったけど少しずつ声を出して慣れよ
うとしました。そして、テニスを始めるとんどん慣れていきました。
このマナーキッズテニス教室では、礼儀作法の大切さやテニスを通し
ていい人になれということと楽しさが分かりました。これからも、礼
儀を重んじて他のことでも、マナーを守っていきたいと思います。

私は、マナーキッズテニスをやって、学んだことはたくさんあります。
その中で二つ心に残りました。一つ目は、お辞儀をしたあとに相手と
目を合わせるということです。私は、以前までお辞儀をした後は目も
合わせないでいたので、このマナーキッズテニスでお辞儀をした後に
は、かならず目を合わせることを学びました。二つ目は、楽しくテニ
スをやるということです。何でも楽しくやっているとそのやっている
ことが楽しく感じて「もっとやりたい」「続けたい」など思って、興
味を持てるようになるからです。

21

63 64

保護者からの手紙

子供はとても勉強になったと思います。日常生活でこれだけ挨拶を気
にすることはなかったし、自分自身も知ってはいても実行していない
現実がありましたので、もう一度見直すのによい機会になりました。
スポーツ、学校、職場、日常、「あいさつ」はコミュニケーションを
とる上で大切だと思います。今後もこのプロジェクトが発展し、全国
に広まると良いと思います。

スポーツを通して礼儀を知り、人を敬う気持ちを持ち、大切な友をつ
くるこができたら、子供にとって素晴らしい財産になると思います。
子供達の様子をみて、マナー（挨拶）は、誰でも教えれば、必ずでき
るのだと感じました。勉強だけできれば、テニスだけ強ければという
のではなく、正しいマナーを身につけた大人のなって欲しいと思いま
す。

22

64

61 62

63 64
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65

小学校校長・教諭からの手紙

今回の取り組みからほぼ一ヶ月経とうとしています。取り組み後の子
供達の様子を見ていて実感として感じますのが、挨拶の仕方が確実に
変わってきたということです。まず、自分から挨拶する子供が増えて
きました。今までは、挨拶はよくできていても、教師の方からする挨
拶に返事をする子が多かったように思います。それが今では、自分の
方から挨拶をしなければと思い、元気よくしてくれるようになりまし
た。

もう一つはしっかりと相手の目を見て挨拶をできる子供が多くなった
ことです。これも、今回の取り組みの大きな成果です。テニスの指導
を通して、このことができていない子供に対しては「目を見て挨拶し
ましょう」と何度も繰り返しやり直させてくださっていました。なか
には、しっかりと立ち止まりお辞儀をして挨拶をする子も出てきまし
た。このような挨拶をされると、こちらも心から嬉しくなってしまい
ます。

23

65 66

24 感想文

小泉信三 「スポーツが与える三つの宝」

第三の、「友はある意味で日光に比すべきであろう。それは日の光と
同じく、我々の心をあたため、我々の心にあるものを育てる」という
言葉が一番心に残りました。また、「不可能を可能にするのは練習だ
という体験」と「フェアプレーの精神、それは正しく、いさぎよく、
礼節をもって勝負することです」という言葉にも、かんめいを受けま
した。中学生になったら「テニス部」に入るので、今日習ったことを
思い出しながらがんばりたいです。

福田雅之助 「本気な人間になれ」

ぼくが、この文章を読んで、初めに思ったことは、「一球に精神と動
作を集中し、一打に全精力を集中せよ」という言葉は、すごいなとい
うことです。ぼくは、練習などの時にベストを尽くしてやるように心
掛けていますが、いつもこの一球にそこまで考えて打っていません。
しかし、そこのところを直さないと進歩しないので、反省しなければ
と感じました。こらからの目標は、一打に全精力を集中し、この球は
このコートに入ると信じて打つことです。 66

67

マナーキッズ大使海外派遣と佐藤次郎

ぼくは、勉強したらテニスができないし、テニスを一生けん命したら、
勉強が大変です。それなのに佐藤次郎さんは、小学生なのにテニスも
勉強もがんばったのは、高い目標があったからだと思います。ぼくは、
庭仕事もの手伝いで、石とりや、土をふるったことがあるけれど、植
木ばちいっぱいの土を作るのに一時間以上かかりました。だから、広
いコートを作るのはどんなに時間がかかると思うとびっくりします。
ぼくたちの村には、テニスコートもあるし、テニスができる家族や友
達もいます。ぼくは、佐藤次郎さんよりめぐまれています。

ぼくは、日ごろから勝つことのむずかしさを感じている。佐藤さんが
世界ランキング三位まで登りつめられたのはなぜだろうかとこの話を
読んで考えてみた。佐藤さんは、ラケットがなければラケットを作り、
コートがなければコートを作り、時間の限り一生けん命練習している。
そんなテニスに対する熱心な態度や練習が佐藤さんのよい結果になっ
たことがわかった。強い人には、そのような人にはわからない努力が
必ずあるんだなぁと思った。佐藤さんの「強気を敬う」とはそういう
事だと思った。

67
68

ヘルス & マナーコミュニティ®墨田
「おもてなしの心を世界へ」

レガシー共創協議会プロジェクト

記者発表 平成27年9月7
日（月）三菱総合研究所

7日 ＮＨＫニュースウオッチ9
8日 ＮＨＫおはよう日本で放映

記者発表 平成27年9月7日（月）ｓ
ｓすみ菱総合研究所

7日すみ 詩墨田区ュースウオッチ9
8日 ＮＨＫおはよう日本で放映

墨田区
レガシー共創協議会

公益社団法人マナーキッズプロジェクト

25
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65 66

67 68
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（1）キャッチフレーズ

2020東京オリンピック・パラリンピックを契機に、
世界の人が集まる墨田区から日本のおもてなしの心を世界に発信。

「おもてなしの心を世界へ」

運動の柱は…
マナーキッズ教室

園児、児童がスポーツ
等を通じ日本の伝統的
な礼法を体験し、正し
い姿勢、お辞儀・挨拶
の仕方を体得、

マナーキッズ体幹遊び
引用：東京都教職員
研修センター「子供の
体幹を鍛える～正しい
姿勢のもたらす教育
的効果の検証～」

「マナーキッズ」調べ
園児、児童が身につけ
たい言葉、お辞儀・挨
拶、歩き方・姿勢、生
活、社会規範を明確化、

挨拶運動 クリーン作戦 交通マナー向上 資源回収作戦

助け合い、思いやり、顔見知り、
いたわり体力増強運動

健康・体力作り 69 70

「マナーキッズ大使」を目指すプロジェクト

70

茶道 華道

書道 折紙

26 「おもてなしの心を世界へ」国民運動協議会設立

・ 墨田区、備前市、当別町・・・と続くのは、教育界の閉鎖的、保守的体質、縦

割り行政等から簡単なことではない。国民運動協議会設立し、礼法指導を含め

たスポーツイベント、音楽会、シンポジウムを開催し、「おもてなしの心を世界

へ」の認知度を高める。

71

記者発表
平成28年2月24日（水）

東京都庁記者クラブ会見室

71 72

９

マナーキッズスポーツフェスティバル＆シンポジウム平成28年12月10日

72

69 70

71 72
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国民運動協議会第2回事業 日本の伝統文化を体験し、ファミリーコン
サートを聞こう！

この画像は表示できません。

73 74

国民運動協議会第3回事業 宝生流能講座

74

75

動画 テレビ東京 たけしのニッポンのミカタ！
ニッポン人らしさよどこへ行った！？

2012年11月9日

76

動画 タイ PBSテレビ 人間力の育成
2014年11月1日

73 74

75 76
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動画
「０歳からの立腰・体幹遊び」講師養成講習会

早稲田大学早稲田キャンパス
2021年6月20日

78

「かくすればかくなるものと
し知りながら、やむにやま

れぬ大和魂」「敷島の大和

心を人問わば、朝日に匂

う山桜花」といった大和歌

などは、人間が死んだ気
になって全力疾走すれば、

どのようなことでも成し遂

げられるということや「生き
るための死」というものを
私に教えてくれました。

78

79

森 信三先生

人生は唯一回の大マラソンである。途中でくた
ばっては駄目。そして「死」が決勝点だから、
「死」が見えだしたらひた走りに突っ走らなけ
ればならぬ

「実践人の家」の皆様方へのお願い

・「０歳からの立腰・体幹遊び」の市町村、園・小学
校に対する働きかけ
（正会員・賛助会員になって頂ければ幸甚です）

・寄付のお願い 79
80

ご清聴ありがとうございました

80

77 78

79 80


