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第９回 香川県学校薬剤師会教育講演会 

夜回り先生 いのちの授業 
日時：平成２９年１０月１５日（日）１３：３０～１５：３７ 

場所：かがわ国際会議場 

主催：香川県学校薬剤師会・徳島文理大学香川薬学部 

後援：（一社)香川県薬剤師会、香川県教育委員会、高

松市教育委員会、香川県学校保健会、 

四国新聞社 

内容： 

○講師紹介 

・水谷先生には平成２３年３月、大震災の二日後に

も来ていただいた。 

・今日は「いのちの授業 －優しさと勇気の育てか

たー」と題して、また新しい話をしていただく。 

 

13:34～13:56 基調講演「いのちの授業によせて」                      

○講師：香川県学校薬剤師会 会長 篠原幸夫 

○はじめに 

・学校薬剤師とは、昭和５年の３月に北海道小樽で

小学校４年生の女の子が倒れ、風邪だろうとアス

ピリンを飲ませた。消毒に使っていた「塩化水銀」

がアスピリンの箱に入っていて、誤飲させてしまった。学校にも薬剤師が要るとの声。 

・翌年、香川県の国会議員の方が、「学校に薬剤師が必要だ」という請願書を国会に出した。 

・昭和３３年に学校に薬剤師を置くことに、「学校保険法」が改正された。 

・昭和３９年 「学校環境衛生の基準」が定められた。 

・平成２１年 「学校保全安全法」制定 

 

○学校薬剤師の仕事とは 

・夏場のプールの残留塩素の採水、プール水質試験 水道水の残留塩素の測定 

・過マンガン酸カリウム消費量 プールに落ち葉が入ると消費される 

・学校の明るさ・まぶしさの検査 教室の照度 

・シックハウス症候群の検査 揮発性有機化合物 ホルムアミデヒドなど 

・保健室の布団などのダニ検査 

・冬場の閉め切った教室では、二酸化炭素・気流の検査 空気の汚れを検査 外気は 400ppm 教

室は 1,500ppmが基準 

・浮遊粉塵の検査 

・アスマン通風乾湿計 風邪の動きや温度、湿度を計測 

 

○薬物乱用防止活動 

・中学校での薬剤乱用防止教室の実施、講演会などを実施。 

 

○青少年の６つの危険行動 

①不慮の傷害や暴力に関する行動 

②喫煙 
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③飲酒および薬物乱用 

④望まない妊娠，HIVを含む性感染症に関係する性行動 

⑤不健康な食生活 

⑥運動不足 

 

○セルフエスティーム「健全な自尊感情」とは 

・自分を肯定的に認め、自分に自信を持ち、他人に思いやりを持ちながら自分を価値あるものと

誇れること。 

 

○中学生にアンケート 

◇あなたは少なくとも人並みには価値がある人間と思いますか？ 

・そう思う３２％、ややそう思う２６％ 

 

◇あなたは色々な良い素質を持っていると思いますか？ 

・そう思う１５％、ややそう思う２１％、どちらともいえない３８％、やや思わない２２％、思

わない１６％ 

・持っていると思う子が３６％、思わない子が３８％ 

 

◇あなたはだいたいにおいて、自分に満足していますか？ 

・そう思う８％、ややそう思う１９％、どちらともいえない３５％、やや思わない２２％、思わ

ない１６％ 

・満足していると思う子が２７％、思わない子が３８％ 

 

◇自分は全くダメな人間だと思うことがありますか 

・そう思う１５％、ややそう思う１８％、どちらともいえない３６％、やや思わない１７％、思

わない１４％ 

・ダメな人間だと思わない子が３１％、ダメな人間だと思う子が３３％ 

 

・自分に自信がないと思っている子の方が多い結果に。 

 

○これまでの教育講演会 

◇２０１０年 筑波大学名誉教授 村上和雄先生 「笑いと健康」 

・遺伝子の研究をしている先生。笑うことで良い遺伝子が活性化する。 

・人間でもっとも大きな細胞が卵子、もっとも小さな細胞が精子、１個の受精卵から生まれた時

には３兆個の細胞、大人では６０兆個の細胞。６０兆個の細胞が全てうまく活動しているか？ 

・１万円札を６０兆円分積み重ねると、富士山１２３個分の高さ 横に並べると、東京から神戸に

到達するほどの数が６０兆。 

・生きているだけで「すばらしい」と考えていい。 

 

◇２０１１年３月１３日 水谷修先生「未来ある子供たちへ」 

・夜回り先生 

 

◇２０１２年３月１８日 学校法人山口精華学園理事長 岡村清二先生 「可能性への挑戦」 

・手作りヨットで太平洋横断、県会議員で、通信制の子供たちの施設を運営 
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◇２０１３年３月１０日  鈴木中人先生「いのちを大切にする心を育む」 

・子供が小児ガンとなり・・・ 

 

◇２０１４年３月２日 腰塚勇人先生 「命の授業 ～今のしあわせに気づくことから夢はひろが

る～」 

・脊椎損傷 

 

◇２０１４年９月２３日 竹下和男先生「ごちそうさま もらったのは命のバトン」 

・自分でお弁当を作ることで、自分に自信がつき、社会人になっても、色々なことに対応するこ

とが出来る。 

 

◇２０１５年１１月３日 NPO法人ラーフ理事長 毛利公一 「よく生きる」 

・アメリカに語学留学中に事故、自分の夢は自分の足で立つことだ 

 

◇２０１６年 のらねこ学かん館長 塩見志満子「共に輝いて生きるために」 お子さんの一人

は白血病で亡くなり、もう一人は小学校でふざけて押したことでプールで亡くなり、・・ 

 

◇今年は「優しさと勇気の育てかた」 

 

 

13:57～15:35 特別講演「いのちの授業 －優しさと勇気の育て方－」             

○講師：水谷修 

・横浜市生まれ、上智大学卒業、１２年間を定時制高校、ほとんどの期間を生徒の非行防止に。 

・若者から「夜回り先生」と呼ばれ、多くの若者達と触れあい、非行防止に努めてきた。 

・メールや電話による全国からの子供達の相談に対処してこられた。 

・２度のガンの手術を経ているが、ごらんの通りお元気で。 

・２０１４年４月からテレビ番組「ワイドスクランブル」にレギュラー出演。 

 

○はじめに 

・６２歳 

・胃ガンと、大腸とＳ字結腸、麻酔無しで手術をし、３日後から講演。 

・私がこうして生きていられるのは、四国の後藤田一族のおかげです。後藤田さんによる胃ガン

手術のおかげです。 

・私は、みなさんと違う世界を２６年間生きてきた人間。全国最大の夜間定時制高校。学校の進

学率を１００％にするためだけに送り込まれた学生など。 

・定時制高校とは、８００名の学生に２７名の教員。十分な教員を張り付けてもらえないのが定

時制。 

・夜回り：夜の１１時から４時までは、１８歳未満の者が保護者無しで外出してはいけない。 

・ホテルオークラ しゃぶホテル 薬物を販売できないように夜回り 

・薬物、ドラッグ、傷害で亡くなっていった子ども達。 

 

○朝５分でいいので美しいものにふれよう 

・朝美しいものにふれると、人を優しく、人を強くできる。 
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・美しくなろうと思えば、美しいものをたくさん見、美しいものをたくさん聞き、美しく振る舞

うこと。 

・悪い言葉を投げかけると、一番影響を受けているのはその言葉を聞いている自分自身、心がす

さんでいく。 

 

○２７年前 

・２７年前までは横浜の市立の名門校で勤めていた。定時制高校に勤める同級生が「もう教員を

辞めたい」と。寿司屋で話そう。 

・「腐った魚で旨い寿司が出来るか」「腐った生徒たちに勉強なんて教えられない」と。 

・今の定時制は違う いじめなどで不登校になった子達、親の事情から学校に行くことが出来な

かった子達、海外から来て勉強したいと思っている子達など、勉強したくて定時制高校に通っ

ている。 

 

○誰が子ども達を腐らせた 

・自分は定時制高校に行く、校長としていく。横浜暴力団養成学校と呼ばれていた。 

・子ども達を「腐っている」というような者は教員をやめろ！ 

・人間関係を作る 夜回り 暴走族には暴走族の集会に行く 

 

○不登校をなくすには 

・１時間分のプリントを教科担任に作ってもらい、夜回りが終わってから、午前３時に不登校生

の各家を回り個別授業。１週間もすれば根を上げ、「学校に行った方がいい」と。 

・子供らからは「水谷はひどい先生だった、不登校にもさせてくれなかった」と言われる。 

・いつもそばにいればいい、彼らの居場所の夜を回るしかなかった。 

 

○農園 

・少年院から出てきて、農業をやっていいという子達 

・無農薬栽培の農場も 

 

○新たな課題 

・福岡に講演に行ったときに、リストカットの女子に会った。 

・これまで私が接してきたのは夜眠らない元気な子達。あんたのために何をしたらいいのかわか

らない。 

・夜眠れない子達がたくさんいることに気づいた。 

・相談メール９３万通 関わった子ども達は４３万人 

・私たちの合い言葉は「誰ひとりも死なせない！」 

 私たちのシステムは横浜県警のシステムに入れてもらい、即応できるようにしている。「今から

死ぬ」とのメールに、警察からソフトバンクに問い合わせ、個人の住所を確認、救急車を急行

させ、命をとりとめた。 

・それでも事故、事件、死んでいく子達がいる。 

 

○３・１１ 東日本大震災 

・３・１１の時、このシステムがシャットダウン。 

・仙台空港横の私たちの施設も津波に被災、全員死亡。 

・こんな時に、「彼にふられた、死にたい」、この子らは自分のことしか考えていない、東北に行
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かせてくれとスタッフが。 

・なおこ 宮城県石巻市大川小学校 おじいちゃん、おばあちゃんが迎えに来るので４２分間引

き渡しをして避難しなかった。学校から８００ｍのところで子どもの手を取ったまま見つかっ

た、最後まで、子どもを守り亡くなっていった。 

・３月２０日 集められるだけの人を集め東北へ。学校の医務室は１階で、津波で被災しており

薬がない。薬剤師会が薬を集めていただけ、クロネコヤマトが被災地まで運んでくれた。 

 

・１通のメール 気仙沼高校２年の女の子 「彼氏に捨てられた、死んでやる」「親にしかられた

死んでやる」 気仙沼も被災し今は避難所にいる 

・何で死んじゃあいけないの？ 誰かを笑顔にするために生きなきゃいけない、誰かを幸せにす

るために生きなきゃいけない 

・こんなメールを見て、うちのスタッフは涙していた。 

 

○優しい言葉 きたない言葉 どちらが多かったですか 

・ありがとうね 優しい言葉 

・のろのろしない、困った子ね たたくぞ 悪口 夫婦喧嘩 

 

○夫婦喧嘩を子供の前でしたらアメリカでは犯罪です 

 

○親からほめられた数と、怒られた数とどちらが多かったかですか 

 

○産んだから親になるのではない、産んでくれてありがとうと言われて親になる 

 

○貧困な子ども達 

・６名に１名の子どもは貧困、子どもの貧困率は１６７位。 

・子ども食堂を始めた 

・国から補助金をもらうと、所得証明を確認し、条件の合致する子にしか提供できなくなる。 

・子ども食堂は、どの子にも提供できなければいけない。だから補助金はもらわない。 

 

○イライラの連鎖 

・会社でのうっぷんを家で妻にぶつけ、妻が子どもに「勉強しろ」、子どもは他の子どもに。 

・子どもに勉強させたかったら、親が手本を示すんです。親が勉強する姿を見せるんです。 

・道徳心が無いのは国会議員でしょう。浮気をし、このハゲぇ・・・ 

・道徳は親や先生が自らの姿で示すものでしょう。授業で教えるものではない。 

 

○弱い心 

・体には自然治癒力がある。しかし、心には免疫性と自然治癒力がない。ガラスのような心。 

・日本では、７％程度の強い人間がいる。アラブ人は３０％、韓国は１５％。砂漠で厳しい環境

に立ち向かうアラブでは強い宗教イスラム教。 

・洪水、自然を受け入れるしかないインドは、優しい人種に、仏教の考え。 

・いじめている子の原因は、家、社会の中のイライラを解決しないと解消しない。 

 

・人はほめられ、認められる中で、セルフエスティームに。 

・１０誉めて１しかれ、１０誉めて一つを正せ。 
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○夜眠れない 

・心の病は眠れないことから。 

・眠れないのは贅沢病、昼間ボロボロになるまで働かなければならない環境では、夜は眠れない

なんて無い、悩む暇がない。 

・１２２０万人の労働者を心の病で失い、国民健康保険、この１０年で６０倍に。 

 

○剣道部の主将が死にたい 

・彼女にふられたので死にたい 

・剣道部員全員で千本の素振り、友達が苦しんでいるので夕日に向かって走ろう。友達に囲まれ、

翌日にはけろっと。 

 

○いじめは、死にたいのは 

・夜はスマホ、ＬＩＮＥ、ゲームで寝不足、朝は眠く、イライラするのは当たり前。 

・弘法大師空海 今は８７ケ寺 同業二人 お接待を受けながら人の温かさにふれる 歩いて疲

れ、夜も眠れる 

 

○見えない道具に 

・メール、携帯電話、インターネットで「愛している」を伝えてくるような相手は、つきあうの

をやめましょう。愛は直接伝えなさい。 

・道具は使い方を間違えると、道具の奴隷になる。 

・３歳の子どもに包丁を与える人はいますか。 

・スマホやゲームがなければ、退屈で家にいられない。引きこもれない。 

・私たち人間は昼行性の動物です。なので、夜になると感情的、不安定になる生き物。そんな不

安定な夜にゲームやスマホでつながるので、感情的、トラブルの元となる。 

 

○リストカット 

・未成年の人工中絶 人口比率的に１位 香川、高知 

・リストカットを止めてはいけない リストカットは生きていることを確認する行為。 

 

○リストカットの原因 

・親の過剰期待 

・親の虐待 

・学校でのいじめなど諸問題 

・過去のことによるＰＴＳＤ 

 

○カウンセリング 

・論理的に理解できる人にはカウンセリングが、効果がある。 

・しかし感情的な人にカウンセリングは、効果がない。 

・赤ちゃんにカウンセリングが出来ますか 

・心を病んでいる人がなりたいのはカウンセリング、擁護師、 

 

○投薬 

・痛み止めだけで虫歯が治りますか。なぜ眠れないのか、なぜイライラするのか、その原因を解
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決しないと直らない。 

・世界で日本だけ、複数の薬を投薬する。海外では単薬投薬が原則。 

・未成年者に飲酒や喫煙を禁止しているのに、それ以上の影響がある抗精神薬を投薬することが

いいのか。 

・１週間で病気が治らなければヤブ医者という。なのに、精神病では何年も投薬が続く。 

・眠れない、死にたいという状態を止めるのに薬を使うことはあるが、１ヶ月が限度。それ以上

は薬物依存症である。 

 

○心の病は体から 

・心の病の人は昼夜逆転する。不安、暗くなる夜に起きている。明るく元気になれる昼間に寝て

いる。 

・運動をし、ぐっすり眠れ、朝日を浴び、体が変わり、心が変わってくる。 

・宗教の力を借りる。日本の文化を信じる。金比羅さんで立ち小便、夫婦喧嘩、盗みが出来ます

か。 

・不登校の子を宗教の場に置くと、早く復帰できる。心の支えになる、道具として使える。 

 

○震災直後に 

・自衛隊や消防の人たちと共に、カルトの人たちが入る。 

・カルトは他の宗教を否定する宗教。 

・在家を認めず、出家をさせ、上納させるものをカルトと呼ぶ。 

・しかし、カルトで救われている人もいる。 

 

○福井市の女の子 

女の子:いじめられている、死にたい 

私:いじめられているなら、学校名を教えてもらえたら、学校、教育委員会に伝える。 

女の子：いや、自分で解決したい。 

私：顔に赤いマジックで鳥居を書いて。黒で卍をかけ。 

女の子：顔に書いていったら、誰も奇妙がっていじめられなくなった。 

・これが福井でブームになった。 

   ↓ 

宗教の力を借りることも覚えておいて 

お寺は、カウンセラーであり、精神科医であり 

 

○ひとりの少女 あい 

・帰るすべをなくした女の子が、宿を求めて夜の町で中年男性について行く。 

・「あんな学校にも受からないなんて、あんたは誰の子だい」、親を捨てました。 

・中学２年 ７人の先輩たちに暴行を受け、４５人を相手に売春 → 精感染症 ＨＩＶ 

・１０００名以上の中高年にエイズをうつすことが生き甲斐に。 

・エイズは治せる薬はまだ無いが、生き続けることが出来る。エイズ感染者がエイズに感染して

いない子供を産むことも出来る時代。 

・あい ５０キロだったからだが２０キロ代に。 

・頼みが二つある 

①全ての講演で私の話をして 人の素晴らしさは髪の色や服ではない。夜の世界から昼の世界に

ひとりでも戻ってくれたら、あいが生きていたことになる。 
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②本にして １３年間書けなかった。あまりに辛く、姉のこともあり書けなかった。がんになっ

たお父さんが、あいの約束を守ってくれたよと伝えられるよう本を書いてほしいと頼まれた。 

・あいが亡くなる時の目は「先生、なんであんた助けてくれないの、あんたが殺した」と。 

 

○皆様にお願い 

・昼の世界のみなさんにお願いがある。どの子が好き好んで暗い部屋に閉じこもり、暗い夜に逃

げますか。捨てているのは誰なのでしょう。 

・子どもは環境を、親を選べない。地域社会で子ども達を支えていかねば。 

・８時３時運動 通学時間に出来るだけ多くの大人が外に出て、声をかけ、見てくれている、心

配していることを伝えれば、救われる子どもがいる。 

 

○お礼 

・沖縄 防空壕を「がま」と呼ぶ。 １９４５年４月１日 ７２４人の地域の人たちが逃げ込ん

だがま、中から赤ちゃんの鳴き声が聞こえ、米軍に見つかった。日本兵はいなかったのに、手

榴弾を投げ込まれ、火炎放射。 

・大人たちは子どもたちを洞窟の奥に集め、大人が守り、投げ込まれた手榴弾には大人が身を持

って被さり、子どもを助けた。生き残ったのは大人に守られた子ども１２人だけ。 

・命の糸を守るために、たくさんの人が命を捧げ守ってきた、たずされた命なんだ。その命を次

の命に綱がなければならない。大人が君たちの命を守る。どれだけ多くの大人が命を守るため

に、無念に死んでいったか。 

 

・私は、死ぬことに悔いはない、きちっと生きたから。君たちの心の中に水谷はいる。 

 

15:35～11:37 副会長挨拶                                 

・本を読んだりしてある程度想像はしていたが、胸がいっぱいです。 

・今日は、あいちゃんの命日、その日にこのようなお話をありがとうございました。 

 

－以上－ 


