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序　　文

ご自身の喫煙により喉頭癌を患い声帯を失った後「この悲劇を若い子供たちに２度と味わせたくない」と

の決意で小学校を始め中学校、高等学校の授業や保健所での講演など行って来られた　畑中 孝之 氏　が

2020年８月19日永眠されました。

2019年８月に体調を崩し授業に出られなくなったときに、それまでスケジュールが決まっていた学校な

どすべての所に、授業に行けないことの残念さとお詫びのお手紙を書いて断りをしていました。律儀な性格

でした。長年畑中さんと一緒に禁煙活動をしてきた私たちは「もう一度一緒に授業に行きましょう」と励ま

してきました。そして必ず一緒に行けると信じていました。それだけに「亡くなられた」との一報が入った

ときの驚きは大変なもので、日にちがたつごとにその偉大さと失った大きさを感じています。

畑中さんを知る多くの方々から「お悔やみに伺いたい」とのお話をいただきました。それでできるだけ多

くの方々と一緒に「畑中さんを偲ぶ会」を早期に開催したく企画しましたが、お亡くなりになった年は「コ

ロナ一色」という感じで、とても皆さんに集まってもらう雰囲気ではありませんでした。本年に入って５月

の「世界禁煙デー」に集まる予定を立てましたがこれも実現に至らず、今回やっと開催になりました。

ここに、原稿や写真をお寄せいただき、畑中さんご自身が記録していた授業歴やメディアに採用された記

録と生徒の感想文も一緒に皆様に記念に見ていただけることになりました。畑中さんが活動された跡をたど

り今後の禁煙活動への活力となれば幸いです。

　2021年９月26日

 畑中孝之さんを偲ぶ会一同



目　次

序文

巨星堕つ

　日本禁煙科学会　　　　　　　　　　　　　　　　理事長

　京都大学大学院医学研究科・社会健康医学専攻　特任教授　高橋　裕子………２

畑中孝之さんを偲んで

　　たばこ問題を考える会・和歌山　　　　　　　事務局長　中川　利彦………３

畑中孝之さんお疲れさまでした

　　和歌山禁煙教育ボランティアの会　　　　　　　　代表　西畑　昌治………４

畑中さんが実践した禁煙教育　詳細記録………………………………………………５

メディアに取り上げられた畑中さん……………………………………………………28

授業後　生徒の感想文……………………………………………………………………35

皆様の心に残る畑中孝之さん……………………………………………………………44

あとがき……………………………………………………………………………………49

本記念誌「畑中孝之さん禁煙行脚の足跡」は日本禁煙科学会の絶大なるご厚意で

完成しました。



2

巨星堕つ

 高 橋 裕 子
日本禁煙科学会　理事長
京都大学大学院医学研究科・社会健康医学専攻　特任教授

畑中孝之氏がお亡くなりになってはや１年が過ぎようとしています。信じられない思いですが、私たちの
中に、また子どもたちの中に畑中氏は生きておられます。
私と畑中氏との最初の出会いは2001年頃だったかと思います。和歌山県では学校敷地内禁煙化や子ども
たちへの禁煙教育教材の作成など、日本をリードするすばらしい活動が展開されていました。それは、教育
委員会や県健康推進課（当時　健康対策課）などの行政のみならず、医療者や法律家もふくめて、オール和
歌山で禁煙活動を推進するというものでした。
この活動をお手伝いをさせていただいている中で、畑中孝之氏との親交を得ました。ご自身が喉頭癌にお
かされ、命を守るために声帯を失われてお仕事からも離れた時期と聞いていましたが、お会いしたその日に、
誠実で素朴なお人柄にすっかり魅されました。
電動式人工喉頭を使用してお話ししておられましたが、ことばの一つ一つに感銘を受けました。その感銘
は、畑中氏の話を聞くすべての人に共通だと思います。日本禁煙科学会が開催する医療者対象の講習会にも
講師としておいでくださり、多くのことをお伝えいただきました。
2002年からは「禁煙教育ボランティアの会」で小学校、中学校、高等学校や保健所などでのボランティ
アの授業を引き受けてくださいました。畑中氏のすばらしい点は、なによりもご自身のつらいご経験を率直
に子どもたちに伝えてくださったことです。ご本人の記録に残っているだけで（初期の記録がありません）
で生徒計 57,169名、父兄 912名、他1,245名に聞いていただいたとのこと、これは日本に他に例のない、
大変大きなできごとでした。
聴いていた子どもたちの一人ひとりに、大きな感銘を与えてくださったことが、生徒の書いた授業後の感
想文からもわかります。
「畑中さんは話をしにくいのに来てくださり、自分の体験でたばこがどんなに悪いかを話してくれてよく
分かりました。一生たばこを吸いません」
「家族に喫煙者がいますが、やめてもらうようやさしくお願いしてみます」
「お話を聞いて健康や命が大切なのがよく分かりました」など、いかに授業が感動的だったかが分かりま
す。授業を聞いた生徒自身の禁煙はもとより、父兄や周りにいる人たちも「健康を守り命を大切にする、そ
して、社会を明るくする」という畑中さんの思いが深く刻み込まれてゆきました。
その後、たばこ問題を考える会・和歌山では代表世話人も引き受けられ活躍されました。和歌山のみなさ
まの思いをひとつにたばね、引っ張ってきてくださいました。
畑中氏は2020年８月19日、多くのみなさまの祈りの中で、やすらかに旅立たれました。まさに「巨星堕つ」
の思いでした。患者さんの立場で実体験としてたばこの害を子どもたちに伝え続けてくださったことは、余
人をもってかなわぬすばらしいお働きでした。
このすばらしいお働きを私たち一人ひとりが心にとめ、今後禁煙教育に携わる人々への励みとなることを
願って、私が理事長をつとめさせていただいています日本禁煙科学会に「畑中孝之賞」を「禁煙教育推進賞」
として創設させていただきました。
日本禁煙科学会に人の名前を冠した賞は他にありません。そして第一回の授賞式が2021年９月11日に行
われましたが、畑中氏の活動を支えてこられた「和歌山県教育委員会」「和歌山市教育委員会」「たばこ問題
考える会・和歌山」「和歌山禁煙教育ボランティアの会」が合同で受賞してくださいました。これも、和歌
山のみなさまの思いをひとつにたばね、オール和歌山を引っ張ってきてくださいました畑中氏の思いにそう
ことであったと嬉しく思います。
今後、畑中さんが残された大きな足跡を禁煙に携わるみんなで守り、また禁煙活動をより一層「健康と命
を守る活動」として進めていきたいと心新たにするものです。
畑中さんの長年のご苦労に感謝いたし安らかに憩われますよう、また、支えてこられたご家族様の今後の
ご健勝を心よりお祈り致します。
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畑中孝之さんを偲んで
たばこ問題を考える会・和歌山　事務局長　中 川 利 彦

「たばこ問題を考える会・和歌山」は、1987年３月、汐見文隆医師を中心に、教員、医療関係者、会社員、

主婦、弁護士らたばこ問題に関心を持つ多職種の人々が集まってできた任意団体です。毎年５月頃、総会と

同じ日に講演会を開催しており、これが現在の「世界禁煙デーフォーラム」につながっているのですが、講

演会では、平山雄先生、川野正七先生、大島明先生ら、禁煙運動の先達、第一人者の方々にご登壇頂いてき

ました。

2001年５月13日、禁煙指導の第一人者として、すでに全国的に著名だった高橋裕子先生を講師にお招き

して、「タバコはやめられる」と題した講演会を開催しました。医療・教育関係者だけでなく、たばこ問題

に関心がある方々で大入り盛況でしたが、テーマがテーマだけに10数名のスモーカーが参加されており、

質疑応答の場で会場から、たばこを容認・肯定するような発言がありました。その時、挙手して発言された

のが畑中さんだったのです。

「私は、中学校を卒業してから、一日50本、38年間たばこを吸い続け喉頭がんになりました。それでもす

ぐにはたばこをやめられませんでした。けれど、３年前に声帯を失いました。たばこのことをよく知らなかっ

たのです。後悔しています。ですから、１人でも多くの方に禁煙して欲しいです。」

電気式人工喉頭を使った畑中さんの声が、会場にいたすべての人の心に届き、会場は静まり返りました。

当時の会報は、「高橋裕子ドクターの名講演に勝るとも劣らぬ説得力があった。」と報じています。

この３日後、畑中さんは当会に入会され、2003年度から世話人になり、2005年５月の総会で代表世話人

（複数制）のお一人に選任されました。2005年の総会時のフォーラムでは禁煙教育をテーマに取り上げたの

ですが、畑中さんはパネルディスカッションにパネラーとして登壇され、ご自身が取り組んでおられる禁煙

教育の実践について報告されました。専門家によるたばこの有害性の詳しい説明もさることながら、子ども

達には、畑中さんのお話の方がはるかにインパクトがあると実感できるご報告でした。

以後も畑中さんは、お亡くなりになるまで当会の代表世話人として熱心に活動されました。体調を崩され

た時以外は、例会・総会には欠かさず参加されましたし、世界禁煙デーの日の街頭宣伝活動（JR 和歌山駅

前での救急絆創膏の配布）には、いつも奥様とご一緒に、時には奥様のご友人も誘って参加してくださいま

した。例会などで、「この前は○○小学校に行ったんやけどね」などと禁煙教育のお話をされるときは、きっ

と子どもたちの顔を思い浮かべておられるのでしょう、いつも楽しそうに微笑みながら話をされていまし

た。謙虚で、はにかみ屋で、しかし、たばこ問題に関してはきっぱりと意見を述べられました。

20年以上の長きにわたり、和歌山の禁煙教育と、たばこ問題を考える会という市民運動を名実ともに牽

引し、和歌山の禁煙運動に大きな足跡を残されました。急逝されたことは、誠に残念でなりません。

どうか、安らかにお眠りください。そして、残された私たちの活動を見守ってください。
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畑中孝之さんお疲れさまでした
 和歌山禁煙教育ボランティアの会　代表　小児科医　西 畑 昌 治

畑中さんとは、約17年前からのおつきあいです。私たちは畑中さんとともに和歌山市内の小学校へ喫煙

防止教室の出前授業に出かけました。近年は、畑中さんの授業は好評で、毎週数回は出かけておられました。

私の授業に出てもらうためには相当前から予約しておかねばならなかったのです。

授業では、人工喉頭を使用しての発声でした。子供達はその機械音声にびっくり、小生の授業に少し眠く

なっていた所、突然の機械音声に目がぱっちり緊張が走ります。人工喉頭の発声はかなりむつかしく、畑中

さんのようにきれいな大きな声を出すのはむつかしいようです。小生の友人の一人も喉頭摘出を受け、人工

喉頭での発声を練習していましたが、畑中さんのようなきれいな大きい声を出すことはできませんでした。

畑中さんの授業は子供達に取っては貴重な十数分です。この間、じっと目を輝かせて聞いています。｢タ

バコはちっともいいことないんやよ 」｢初めの一本を吸わなければ、２本目も３本目もありません」｢初め

の一本を吸わないでください」｢タバコは百害あって一利なし！」

畑中さんの真剣な呼びかけに、授業の終わりには盛大な拍手がおこります。私の授業では拍手はありませ

ん。真剣な訴えに子供達は聞き入っていました。子供達に自分のような辛い目に遭わせたくないという必死

の思いが伝わるのですね。感想文をとても大切にされていました。感想文を読んで ｢胸が詰まる｣ とよく言

われていました。

この貴重な時間が失われたことは、とても残念です。

全国に喉頭摘出者は、２万～３万人、喉頭癌と診断される人は毎年５～６千人、推計で和歌山には喉頭摘

出者は２～300人おられます。そのほとんどは喫煙者であり、90％は男性です。しかし、畑中さんのよう

に子供達に話してくれる人はいません。畑中さんは全国的にも希有な存在だったのです。今更ながら大切な

人を失ってしまったことが残念でなりません。畑中さんはきっとタバコの所為で死んでしまうのは悔しかっ

たに違いありません。

幸い、私たちには畑中さんのビデオが残っています。今は授業でビデオを見てもらっています。畑中さん

の実演ほどの迫力はありませんが、畑中さんの思いを伝えて行きたいと思っています。

禁煙はもはや世界の潮流です。この流れを加速させるために、畑中さんの思いを伝えるために、和歌山で

の喫煙防止授業を続けて行きたいと思っています。
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畑中さんが実践した禁煙教育　詳細記録
年月日 名称 住所 講師 人数 備考

１ 2003年 和歌山大学 和歌山市 高橋先生、池上先生、
北山先生、約200名 本山貢教授

２ 2003年７月16日 東高校 和歌山市 高垣先生、笠原校長 約50名くらい
３ 2003年12月10日 東高校 和歌山市 高垣有作先生 約50名くらい 笠原校長

４ 2004年３月７日 日高健康21 御坊市 高橋裕子先生 約300名 飛び入り

５ 2004年４月28日 貝塚高校 貝塚市 池上先生 約240名 増田恵一校長、関一
美養護先生

６ 2004年５月31日 世界禁煙デー 和歌山駅前　バ
ンドエイド配布

７ 2004年７月13日 岩出中学校 岩出町 狼谷所長 約270名 中山皖市校長

８ 2004年７月21日 関西サナトリウム 泉佐野市 池上先生 約40名 河野幸子さん

９ 2004年７月23日 和歌山大学 和歌山市 笠原校長、本山教授 約240名
10 2004年７月27日 和歌山大学 和歌山市 笠原校長、本山教授 約140名

11 2004年10月１日 鳴滝小学校 和歌山市 井邊先生 ６年35名、保護者
約20名

担任松山澄子先生、
感想文35名

12 2004年11月17日 関西サナトリウム 泉佐野市 池上先生 約30名 河野幸子さん

13 2004年11月26日 八幡台小学校 和歌山市 池上先生、岩橋先生
5, ６年約50名、5,
６年約50名、２回
話す

前田忠校長、感想文
101名

14 2004年11月30日 有功東小学校 和歌山市 田畑先生 ６年約30名 武西良和校長

15 2004年12月２日 有功東小学校 和歌山市 西畑先生 ６年約30名 武西良和校長

16 2004年12月７日 附属小学校 和歌山市 池上先生 ６年約50名 感想文43名

17 2004年12月９日 八幡台小学校 和歌山市 西畑先生、田畑先生 ６年約30名、６年
約30名、２回話す 感想文63名

18 2005年１月13日 紀伊小学校 和歌山市 田畑先生 ６年約30名
19 2005年１月14日 紀伊小学校 和歌山市 井邊先生 ６年約30名 感想文27名

20 2005年１月21日 紀伊小学校 和歌山市 井邊先生 ６年約30名 感想文25名

21 2005年２月16日 尾崎中学校 阪南市 山本先生 1, ２年約200名 津田雅彦校長、感想
文36名

22 2005年４月23日 生活習慣病勉強会 阪南市 山本先生 約60名

23 2005年５月31日 世界禁煙デー 和歌山駅前　バ
ンドエイド配布

24 2005年６月16日 打田中学校 那賀郡 上田晃子先生 ３年生約 140名、
感想文 130名

鈴木猛示教頭、豊田
雅世養護

25 2005年６月28日 山口小学校 和歌山市 井邊先生、担任森千津 ３年生 13名 感想文12名

26 2005年６月30日 大成高校 野上町 岩橋秀記先生
全校生 300 名 以
上、教職員 20 数
名

坂下義民校長、木原
まり子保健師、金谷
裕子養護教師

27 2005年７月７日 山口小学校 和歌山市 上田先生 ６年生 22 名、感
想文 21名 伊勢由男担任

28 2005年９月29日 大新小学校 和歌山市 岩橋先生、担任高石 ６年生 31名 野田校長、中谷薫先
生

29 2005年10月４日 貴志小学校 和歌山市 岩橋先生、米田先生 ６年生３クラス90
名くらい

田中英明校長、父兄
約50名、先生５～６
名位

30 2005年10月17日 鳴滝小学校 和歌山市 井邊先生、担任井辺先
生 ６年生 35名 父兄20～30名、川島

先生、感想文35名

31 2005年10月20日 那賀中学校 那賀郡 上田先生、狼谷所長 1,２年約150名、
感想文 151名 山本雅子、北山教頭

※畑中さんが残された記録のままです。お名前の略・敬称・誤字などお許し下さい。
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32 2005年10月25日 岩出第二中学校 岩出町 狼谷所長、山本雅子保
健師 １年生 300名 前川佳博校長、感想

文288名

33 2005年11月１日 広瀬小学校　喫煙
防止啓発学習会 和歌山市 岩橋秀記先生 父兄、先生約 30

名 貴志節子校長

34 2005年11月11日 九度山中学校 九度山町 上田先生 1,2, ３年生約 120
名 辻教頭

35 2005年11月13日 宮小学校 和歌山市 高垣先生、授業参観
６ 年、 ６ ク ラ ス
160 名、 父 兄 約
80名

有本宗生校長、松山
澄子先生、谷田養護
先生

36 2005年11月17日 鞆淵中学校 紀の川市 山本雅子保健師
1,2, ３ 年 生 17
名、学生２名、教
員６名

西川茂男、柏木保健
師、杉本彩余養護

37 2005年11月22日 鳥取東中学校 阪南市

山本康久先生、後藤陽
子保健師、小谷泰代保
健師、片桐昌彦（市役
所）

１年生 178名
森本富士雄校長、感
想文、アンケート178
名

38 2005年11月30日 貝塚高校 貝塚市 池上先生 ２年生 260名、父
兄 15名

増田恵一校長、関一
美養護先生

39 2005年12月１日 有功東小学校 和歌山市 田畑先生、吉原担任 ６年 36 名、父兄
３名 武西良和校長

40 2005年12月４日 小倉小学校 和歌山市 岩橋秀記先生 ６年生 90 数名、
父兄 80名位

薮添隆一校長、健康
体育課棚田修司

41 2005年12月５日 河西中学校 和歌山市 太田比佐子先生 ３年生約 180名、
先生 10名くらい

加藤隆司校長、感想
文32名

42 2005年12月８日 有功東小学校 和歌山市 西畑先生、担任川崎匡
代先生 ６年生 36名 武西良和校長、感想

文19名

43 2005年12月12日 粉河中学校 紀の川市 狼谷所長、山本雅子保
健師

1, ２ 年 生 約 320
名

北林俊治校長、感想
文243名

44 2005年12月14日 佐野工科高校 泉佐野市 高垣先生 １年生、３年生約
480名

藤原斉教頭、川端和
子先生

45 2005年12月14日 関西サナトリウム 泉佐野市 ビデオ 患者 23 名、職員
11名 河野幸子

46 2006年１月12日 雄湊小学校 和歌山市 田畑先生
６年生 24 名、父
兄 10 名、先生４
名

坂本記美子校長、乾
校医、木村朱美養護
先生、感想文11名

47 2006年１月19日 広瀬小学校 和歌山市 岩橋先生 4,5, ６年生約 90
名、先生９名 貴志節子校長

48 2006年１月29日 粉河エコ・健康フ
ェスタ、2006

粉河ふるさとセ
ンター

池上先生、岩戸誠也先
生、飛び入り畑中 一般約300名

狼谷所長、ライオンズ
クラブ　橋爪会長、
岡本先生、医師２名

49 2006年３月２日 楠見東小学校 和歌山市 井邊先生 ６年24名、先生４
名、２回目

谷澤佐規子校長、感
想文23名

50 2006年５月27日 さつき会（JA 会
館） 和歌山市 池上先生 付添、先生、看護

婦、学生約60名位
南方先生細先生、患
者８名

51 2006年５月31日 世界禁煙デー 和歌山駅前　バ
ンドエイド配布

52 2006年６月20日 岩出中学校 岩出市 久馬千明主査、田伏富
紀課長、柏木保健師

２年生304名、先
生多数

木村彰吾校長、平井
光彦先生、感想文93
名

53 2006年６月29日 東貴志小学校 紀の川市 上田先生、楠友美子校
長

６年生37名、先生
４名

西川直宏、紀の川市
広報に載る、感想文
36名

54 2006年８月20日 第22回全国禁煙
教育研修会 和歌山市

笠原校長、小関教育
長、仲野暢子、西畑昌
治、中川利彦、奥田恭
久、高橋裕子、北山敏
和、池上達義、小林賢
二

県内外約180名
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55 2006年９月１日 禁煙サポート研修
会 泉佐野市 池上先生 泉佐野保健所25名 古川誓一郎、水野有

子

56 2006年９月25日 鳥取中学校 阪南市 阪南市保健所、後藤陽
子さん、中村さん

２年生260名位、
先生10名

増田千秋校長、保健
所中村さん

57 2006年９月27日 伊都高校 橋本市 浦先生 全校生510名、教
職員

中島康彦教頭、中西
哲雄事務長

58 2006年10月17日 福島小学校 和歌山市 井邊先生、担任中村先
生 ６年生30名 藤本静花校長、感想

文27名

59 2006年10月19日 貴志小学校 和歌山市 岩橋先生 ６年生約80名、父
兄約40名 感想文74名

60 2006年10月20日 鳴滝小学校 和歌山市 井邊先生 ６年生45名、父兄
10数名

福田光男校長、感想
文37名

61 2006年10月23日 那賀中学校 紀の川市 久馬千明主査、柏木保
健師 １年生81名 民谷隆幸校長、感想

文77名

62 2006年11月６日 鳥取東中学校 阪南市 山本先生、後藤陽子保
健師

１年生140名、ア
ンケート138名、
感想文138名

森本富士雄校長、中
村、熊野保健師

63 2006年11月７日 青陵高校 和歌山市
田中、岡田、中村保健
師、９時、18時２回
講演

昼の部約100名、
夜の部約60名

木本道夫校長、中村
有紀江先生、アンケ
ート感想文

64 2006年11月９日 打田中学校 紀の川市 上田先生 ２年生約140名、
感想文135名

橋村泰爾校長、鈴木
猛示教頭、豊田雅世
養護

65 2006年11月14日 雑賀小学校 和歌山市 田畑先生 ６年生約60名
66 2006年11月16日 雑賀小学校 和歌山市 田畑先生 ６年生約60名

67 2006年11月26日 小倉小学校 和歌山市 岩橋秀記先生 ６年生約80名、父
兄約80名

安積米三校長、長尾
先生

68 2006年11月30日 山東小学校 和歌山市 玉置敬一先生 ６年生60名 兒島昭人校長、増井
夕美養護先生

69 2006年12月５日 有功東小学校 和歌山市
岩橋秀記先生、光組川
崎匡代先生、感想文
24名

６年生37名、小松
龍三校長

川崎先生、木村裕丞、
わかやま新報

70 2006年12月８日 有功東小学校 和歌山市 岩橋秀記先生、風組前
北先生、感想文22名 ６年生39名 小松龍三校長

71 2006年12月14日 宮小学校 和歌山市 井邊先生、玉置先生 ６年生145名、有
本宗生校長

松山澄子先生、谷田
眞代養護、藤野清美
養護、感想文37名

72 2007年１月15日 貝塚高校 貝塚市 笠原校長 ２年生約270名 首席中村壽男、関一
美養護

73 2007年１月17日 和歌山工業高校 和歌山市 浦光良先生 １年生約430名
坂下義民校長、奥田
恭久先生、藤田浩二
先生

74 2007年１月18日 四箇郷北小学校 和歌山市 西畑先生５年１組、田
畑先生５年２組

５年１組30名、５
年２組29名

辻民子校長、２回話
す

75 2007年２月１日 岩出小学校 岩出市 上田先生 ６年75名、感想文
10名

城口公男校長、田和
由紀子養護、南先生

76 2007年２月６日 野崎小学校 和歌山市 田畑先生 ６年56名 千條正博校長、小濱
養護

77 2007年２月15日 砂山小学校 和歌山市 西畑先生、保健安全衛
生委員会

５年75名、 父 兄
10数名

前田忠校長、楠見宏
暢教頭

78 2007年２月20日 尾崎中学校 阪南市 山本先生、熊野美穂、
大宅優子保健師

1, ２年約120名、
感想文30名

梅田英夫校長、中村求
教頭、笹田悟史先生

79 2007年３月６日 松江小学校 和歌山市 田畑先生 ６年生97名 堤先生

80 2007年３月13日 貴志川中学校 紀の川市 久馬千明主査、柏木保
健師、田伏課長

２年生268名、先
生14名、 感 想文
210名

山本良和校長、鳥居
先生、笹井ケイ子養
護先生

81 2007年５月９日 佐野工科高校 泉佐野市 先生13名、感想文
150名位

竹形英徳校長、廣實
和人教頭、川端和子
先生
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82 2007年５月31日 世界禁煙デー 和歌山駅前　バ
ンドエイド配布

83 2007年６月21日 岩出中学校 岩出市 福本英子主査、田伏課
長

２年生248名、先
生18名、 感 想文
45名

木村彰吾校長、有井
健策教頭、平井光彦
先生

84 2007年７月５日 東貴志小学校 紀の川市 上田晃子先生 ６年生34名、感想
文33名

楠友美子校長、担任
成瀬先生

85 2007年７月９日 岩出第二中学校 岩出市 福本英子主査、田伏課
長 ２年生280名 山本進校長、川口伸

二教頭

86 2007年７月12日 打田中学校 紀の川市 上田先生 ２年生120名、感
想文110名位

橋村泰爾校長、鈴木
猛示教頭、豊田雅世
養護

87 2007年10月４日 砂山小学校 和歌山市 玉置敬一先生 ５年生64名 前田忠校長、木村朱
美養護先生

88 2007年10月16日 貴志小学校 和歌山市 岩橋秀記先生 ６年生91名、父兄
25名位

田中英明校長、谷田
眞代先生

89 2007年10月19日 鳴滝小学校 和歌山市 井邊先生、担任井辺先
生

６年生32名、父兄
約20名、 感 想文
34名

福田光男校長、川島
養護先生

90 2007年11月１日 鳥取東中学校 阪南市 山本康久先生、感想文
149名

１年173名、先生
８名

森本富士雄校長、後
藤陽子保健師

91 2007年11月６日 宮小学校 和歌山市 田畑宏先生 ６年生172名、感
想文39名

堂山優校長、松山澄子
先生、藤野清美養護

92 2007年11月８日 四箇郷北小学校 和歌山市 西畑先生、田畑先生 ５年生40名、５年
生41名

辻民子校長、２回話
す

93 2007年11月13日 鳥取中学校 阪南市 山本康久先生、竹中主
幹、後藤陽子保健師

２年生122名、感
想文68名

山東陽一郎教頭、田
中先生

94 2007年11月25日 小倉小学校 和歌山市 上田晃子先生、父兄約
80名

６年生96名、感想
文88名

安積米三校長、木村
規代先生

95 2007年11月26日 福島小学校 和歌山市 井邊美香先生 ６年生46名 前山哲雄校長

96 2007年11月27日 松江小学校 和歌山市 井邊美香先生 ５年生104名、感
想文100名 酒井先生

97 2007年12月４日 八幡台小学校 和歌山市 井邊美香先生 ( 感想文
多数、５人分）

５年生２クラス56
名、５年生２クラ
ス55名

中村民樹校長、２回
話す

98 2007年12月６日 有功東小学校 和歌山市 岩橋秀記先生 ６年生30名、６年
生30名、２回話す

小松龍三校長、川崎
匡代先生

99 2007年12月９日
たばこ問題を考え
る会・20周年記
念集会

和歌山市
高橋先生、玉置先生、
北山先生、奥田先生、
畑中

参加者43名
司会笠原校長、報告
中川事務局長森岡先
生、お礼挨拶垣内さ
ん

100 2007年12月11日 尾崎中学校 阪南市 山本先生、熊野美穂、
畑中保健師 １年生87名 梅田英夫校長、笹田

悟史先生

101 2007年12月13日 山東小学校 和歌山市 玉置敬一先生 ６年生47名 兒島昭人校長、増井
夕美養護先生

102 2008年１月10日 岩出小学校 岩出市 上田晃子先生 ６年生66名、先生
３名、感想文９名

山田欽哉校長、田和
由紀子養護

103 2008年１月15日 木本小学校 和歌山市 井邊美香先生、２回話
す

６年生32名、６年
生32名

岩西英明校長、中畑
養護

104 2008年１月17日 雄湊小学校 和歌山市 田畑宏先生 ６年生40名２クラ
ス 谷澤佐規子校長

105 2008年１月21日 木本小学校 和歌山市 井邊美香先生 ６年生33名 中畑養護

106 2008年１月29日 野崎小学校 和歌山市 田畑宏先生 ６年生44名 千條正博校長

107 2008年１月31日 中ノ島小学校 和歌山市 西畑昌治先生 ４年生40名 青木隆校長、湯川泰
成教頭

108 2008年２月７日 楠見東小学校 和歌山市 井邊美香先生 ６年生30名、６年
生30名、２回話す

南方秀昭校長、貴志
年秀教頭
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109 2008年２月12日 大新小学校 和歌山市 岩橋秀記先生 ４年生27名、３年
生24名

鎌田淳一教頭、中谷
薫養護

110 2008年２月15日 楠見東小学校 和歌山市 井邊美香先生 ６年生31名 南方秀昭校長、貴志
年秀教頭

111 2008年３月17日 南部高校 みなべ町 初山昌平先生 ２年生230名位 畑﨑周定校長

112 2008年５月14日 佐野工科高校 泉佐野市 高垣有作先生
１年生280名くら
い、教職員13名、
川端和子先生

橋本敏和先生、廣實
和人教頭、峯近卓美
先生

113 2008年５月21日 紀央館高等学校 御坊市 北山敏和校長 １年生200名、教
職員17名？

小山宣樹教頭、山田
恭久教諭

114 2008年５月29日 東貴志小学校 紀の川市 上田晃子先生 ６年生38名
坂口元信校長、田村
育美担任、養護小滝
ゆかり

115 2008年５月31日 世界禁煙デー 和歌山駅前　バ
ンドエイド配布

116 2008年６月５日 荒川中学校 紀の川市 上田晃子先生
2.3年生、140名、
教員９名、感想文
139名

辻正雄校長、豊田雅
世養護

117 2008年６月11日 岩出中学校 岩出市 福本英子主査、田伏課
長

２年生230名、先
生11名、見学４名

木村彰吾校長、平井
光彦主任、有井健策
教頭、村田実教頭

118 2008年６月12日 砂山小学校 和歌山市 西畑昌冶先生 ５年生69名 辻民子校長、市川教
頭、木村朱美養護

119 2008年６月18日 和歌山工業高校 和歌山市 岸岡史郎教授（医大） １年生370名位、
先生10名位

西脇英雅校長、奥田
恭久先生、中前教頭

120 2008年６月19日 加太小学校 和歌山市 井邊美香先生、感想文
23名 ５年生24名 堀優子校長、木下雄

生担任

121 2008年６月27日 木本小学校 和歌山市 井邊美香先生、２回話
す、感想文95名

６年生、２クラス
58名×２回120名
くらい

岩西英明校長、中畑
朋美養護

122 2008年７月１日 木本小学校 和歌山市 井邊美香先生、２回話
す、感想文64名

５年生、２クラス
60名×２回120名
くらい

岩西英明校長、中畑
朋美養護

123 2008年７月７日 鳥取東中学校 阪南市 熊野美穂保健師、畑中
保健師

１年生150名くら
い、先生10名

中村求校長、濱崎健
太指導主事

124 2008年７月10日 吹上小学校 和歌山市 金尾好章先生、取材毎
日新聞加藤明子記者

６年生２クラス64
名

中谷薫養護、山本先
生、津山担任

125 2008年10月７日 貝掛中学校 阪南市 山本康久先生
全校生徒411名、
教職員26名、感想
文28名

北畠尚之校長、竹中
宏子主幹

126 2008年10月９日 鳴滝小学校 和歌山市 井邊美香先生、担任井
邊先生、田中先生

６年生1, ２組39
名、父兄参観約30
名

福田光雄校長、川島
養護、感想文18名

127 2008年10月14日 貴志小学校 和歌山市 岩橋秀記先生、北山教
頭

６年生103名、父
兄50名位

田中英明校長、谷田
眞代先生、奥畑真緒
養護

128 2008年11月６日 宮小学校 和歌山市 井邊美香先生 ６年生140名くら
い

堂山優校長、藤野清
美養護

129 2008年11月７日 三田小学校 和歌山市 井邊美香先生 ６年生76名、父兄
５名、感想文46名 山本和也校長

130 2008年11月12日 田辺第一小学校 田辺市 初山昌平先生 ５年生58名 小森一嗣校長、嶋西
千晶さん

131 2008年11月12日 田辺工業高校 田辺市 初山昌平先生 全校生545名、教
職員61名

堀潔校長、森順教頭、
紀伊民報蛯子みどり

132 2008年11月16日 小倉小学校 和歌山市 上田晃子先生、父兄参
観

６年生103名、感
想文93名

安積米三校長、父兄
60名くらい

133 2008年11月17日 鳥取中学校 阪南市 熊野美穂保健師、畑中
保健師 ２年生128名位 田淵万作校長、田中

敬子養護
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134 2008年11月20日 川永小学校 和歌山市 金尾好章先生 ６年生69名 藤本悦子校長、担任
川崎匡代先生

135 2008年12月２日 福島小学校 和歌山市 井邊美香先生 ６年生28名、感想
文28名 前山哲雄校長

136 2008年12月４日 松江小学校 和歌山市 井邊美香先生 ５年生90名、感想
文65名

木野道雄校長、藤本
典子教頭

137 2008年12月５日 飯の峯中学校 阪南市 山本康久先生、熊野美
穂、大宅保健師

全校生172名、父
兄11名、先生10
名位、感想文32名

増田千秋校長、笹田
悟史教頭

138 2008年12月９日 那賀高等学校 岩出市 上田晃子先生、先生
10名くらい

２年生360名、感
想文329名

井上昭二教頭、山田
和代養護

139 2008年12月11日 湊小学校 和歌山市 西畑昌冶先生 ６年生27名、感想
文27名 藤本まゆみ養護

140 2008年12月12日 尾崎中学校 阪南市 竹中宏子主幹保健師、
坂本保健師

１年生90名、先生
７名、感想文78名

梅田英夫校長、畠中
祥好先生

141 2008年12月18日 山東小学校 和歌山市 玉置敬一先生 ６年生48名、感想
文46名

赤松加代子校長、増
井夕美養護

142 2009年１月15日 野崎小学校 和歌山市 田畑宏先生 ６年生40名２クラ
ス 千條正博校長

143 2009年１月16日 湯浅中学校 湯浅町 久馬千明主査 ３年生133名、感
想文113名

川口身二校長、柏木
課長、芝崎千鶴主任

144 2009年１月20日 雄湊小学校 和歌山市 田畑宏先生 ６年生35名２クラ
ス 谷澤佐規子校長

145 2009年１月29日 楠見東小学校 和歌山市 玉置敬一先生 ６年生58名２クラ
ス 南方秀昭校長

146 2009年２月７～８日
第18回日本医師
歯科医師連盟総会 和歌山市 中川先生、畑中、 150名くらい 大会長森岡、実行委

員長初山

147 2009年２月19日 粉河中学校 紀の川市 上田晃子先生 ２年約150名、感
想文149名

中村安隆校長、中屋
多加志教頭、田中泰
智先生

148 2009年２月24日 岩出小学校 岩出市 山入高志先生、
６年生約70名、塚
本先生見学、感想
文11名

山田欽哉校長、田和由
紀子養護、藤岡先生

149 2009年３月５日 那賀高等学校 岩出市 上田晃子先生、先生
16名

１年生400名、感
想文367名 山田和代養護先生

150 2009年３月12日 打田中学校 紀の川市 上田晃子先生 ２年生129名、感
想文124名

橋村泰爾校長、田村
圭史先生

151 2009年５月11日 松江小学校 和歌山市 井邊美香先生 ５年生90数名 木野道雄校長

152 2009年５月31日 世界禁煙デー 和歌山駅前　バ
ンドエイド配布

153 2009年６月11日 荒川中学校 紀の川市 上田晃子先生 ２年生74名、感想
文70名

辻正男校長、豊田雅
世養護先生

154 2009年６月15日 砂山小学校 和歌山市 西畑昌治先生 ５年生64名 辻民子校長、木村朱
美養護

155 2009年６月19日 岩出中学校 岩出市 上田晃子先生、見学岩
田光司校医

２年生283名、先
生15名、木野卓也
生徒指導主任

有井健策校長、津村吉
輝教頭、村田実教頭

156 2009年６月22日 福島小学校 和歌山市 井邊美香先生 ６年生47名、感想
文17名

千條正博校長、森本
孝子養護、堤先生

157 2009年７月２日 木本小学校 和歌山市 井邊美香先生、感想文
29名

５年生67名（２ク
ラス）、５年生35
名

岩西英明校長、中畑
朋美養護

158 2009年７月３日 有功東小学校 和歌山市 岩橋秀記先生 ６年生51名 小松龍三校長

159 2009年７月９日 那賀高等学校 岩出市 上田晃子先生、先生
16名

１年生360名、感
想文347名

瀬岡佳史校長、山田
和代養護
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160 2009年９月11日 全国巡回がんセミ
ナー 和歌山市

垣添忠生先生（国立
がんセンター名誉総
長）、尾浦正二先生（医
大）、畑中孝之

アグネス・チャン、
300名くらい 東急イン

161 2009年９月17日 加太小学校 和歌山市 井邊美香先生 ５年生33名、父兄
15名 堀優子校長

162 2009年９月30日 上南部中学校 みなべ町 嶋西千晶保健師 ３年生40名 古居富茂校長、大西
アスミ担任

163 2009年10月２日 九度山中学校 九度山町 狼谷眞美子所長 全校生114名 安井良高校長、太田美
見保健師、雑賀主任

164 2009年10月９日 貝掛中学校 阪南市 熊野美穂保健師 全校生394名 北畠尚之校長、先生
19名

165 2009年10月15日 東貴志小学校 紀の川市 上田晃子先生 ６年28名、感想文
28名

坂口元信校長、田村
育美担任、小滝ゆか
り養護

166 2009年10月26日 貴志小学校 和歌山市 岩橋秀記先生
６年生４クラス
110名、 父 兄22
名、感想文62名

田中英明校長、谷田
眞代養護先生、奥畑
真緒養護

167 2009年11月12日 宮小学校 和歌山市
井邊美香先生、インフ
ルエンザ　玉置敬一先
生１クラス休み

６年生約120名、
感想文24名

堂山優校長、杉本久
美子養護

168 2009年11月19日 川永小学校 和歌山市 金尾好章先生

６年生34名、１ク
ラスインフルエン
ザ休み、感想文34
名

藤本悦子校長、山崎
養護、佐々木慶彦２
組担任

169 2009年11月27日 大新小学校 和歌山市 岩橋秀紀先生、父兄感
想文11名

５年生25名、父兄
参観15名位

伊澤校長、赤松担任、
青木京子養護

170 2009年12月３日 小倉小学校 和歌山市 上田晃子先生 ６年生84名、感想
文81名 西端幸信校長

171 2009年12月11日 尾崎中学校 阪南市 畑中保健師 １年生約80名、先
生７名

柴﨑一也校長、畠中
祥好先生

172 2009年12月17日 山東小学校 和歌山市 玉置敬一先生 ６年生58名、感想
文58名

赤松加代子校長、増
井夕美養護

173 2010年１月14日 紀伊小学校 和歌山市 水越先生 ６年生24名３組、
感想文24名

北島健司校長、箱木委
公子養護、中尾教頭

174 2010年１月15日 岩出小学校 岩出市 山入高志先生 ６年約90名、感想
文61名

山田欽哉校長、田和由
紀子養護、藤岡先生

175 2010年１月21日 紀伊小学校 和歌山市 水越先生 ６年25名２組、感
想文25名

北島健司校長、箱木委
公子養護、中尾教頭

176 2010年１月22日 鳴滝小学校 和歌山市 井邊美香先生 ６年28名、感想文
14名

福田光雄校長、川島
養護

177 2010年１月26日 雄湊小学校 和歌山市 田畑宏先生 ６年生53名、父兄
４名、先生６名 古川校長

178 2010年２月２日 広瀬小学校 和歌山市 岩橋秀記先生 ６年生28名 北畑嘉之校長

179 2010年２月４日 紀伊小学校 和歌山市 水越先生 ６年生25名１組、
感想文25名

北島健司校長、箱木
委公子養護

180 2010年２月９日 野崎小学校 和歌山市 田畑宏先生 ６年生43名 藤本禎男校長、佐藤
康宏担任

181 2010年２月17日 朝日小学校 阪南市 熊野美穂保健師、竹中
宏子主幹保健師 ６年生61名 川嶋英二校長、先生

４名

182 2010年２月26日 鳥取東中学校 阪南市 山本康久先生 １年生180名 中村求校長、濱崎健
太先生、畑中保健師

183 2010年３月４日 四箇郷北小学校 和歌山市 西畑先生、田畑先生 ５年生31名、５年
生30名、２回話す

杉谷善朗校長、青木
茂生教頭

184 2010年３月18日 打田中学校 紀の川市 上田晃子先生 ２年生123名、感
想文113名

小上広太郎先生、先
生８名

185 2010年５月31日 世界禁煙デー 和歌山駅前　バ
ンドエイド配布
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186 2010年６月３日 荒川中学校 紀の川市 上田晃子先生 ２年生79名、感想
文75名

山本進校長、豊田雅
世養護

187 2010年６月７日 砂山小学校 和歌山市 西畑先生 ５年生64名 辻民子校長、木村朱
美養護

188 2010年６月10日 紀伊小学校 和歌山市 水越先生 ６年１組34名、感
想文33名

柑本敏和教頭、箱木
委公子養護

189 2010年６月17日 紀伊小学校 和歌山市 水越先生、山本担任 ６年２組34名、感
想文34名

中尾悦子校長、箱木
委公子養護

190 2010年６月21日 城北小学校 和歌山市 西畑昌治先生 ６年生30名 津田成章校長、上野
みのり養護

191 2010年６月25日 打田中学校 紀の川市 上田晃子先生、西浦正
芳校医

２年生約140名、
感想文139名 山田庄司校長

192 2010年６月28日 雑賀崎小学校 和歌山市 井邊美香先生 ６年生19名 豊田眞知子校長、土
谷由味養護

193 2010年７月１日 紀伊小学校 和歌山市 水越真理先生 ６年生３組32名、
感想文32名

柑木敏和教頭、箱木
委公子養護

194 2010年７月２日 岩出中学校 岩出市 西川和子主任保健師
２年生287名、感
想文21名、木野卓
也生徒指導主任

有井健策校長、平井
光彦学年主任、津田
知子教頭

195 2010年７月５日 鳥取中学校 阪南市 畑中保健師 1, ２生約230名、
感想文28名

山東陽一郎校長、谷
奥澄子養護

196 2010年７月８日 那賀高等学校 岩出市 上田晃子先生 １年約400名、感
想文306名

瀬岡佳史校長、高津亮
保健部長、安原養護

197 2010年７月13日 粉河中学校 紀の川市 上田晃子先生 ３年143名、感想
文132名

貴志康弘校長、藤平
和三先生

198 2010年７月15日 粉河中学校 紀の川市 上田晃子先生 ２年生152名、感
想文138名

貴志康弘校長、藤平
和三先生

199 2010年９月17日 加太小学校 和歌山市 井邊美香先生 ５年生23名、感想
文22名

堀優子校長、高松敏
美先生、父兄８名

200 2010年９月30日 吹上小学校 和歌山市 金尾好章先生 ６年63名 中谷薫養護、都井香
織歯科医師

201 2010年10月15日 貝掛中学校 阪南市 坂本保健師 １年132名 中村求校長、尾形先
生

202 2010年10月21日 四箇郷北小学校 和歌山市 田畑宏先生 ５年80数名、父兄
参観約60名

杉谷善朗校長、山﨑
以宇子先生

203 2010年10月25日 貴志小学校 和歌山市 岩橋秀記先生 ６年112名、父兄
約60名

岩西英明校長、谷田
眞代養護

204 2010年10月26日 野崎小学校 和歌山市 田畑宏先生 ６年44名 楠見教頭

205 2010年11月11日 宮小学校 和歌山市 井邊美香先生、玉置敬
一先生

６年約140名、感
想文142名

堂山優校長、松本久
美子養護、松山澄子
先生

206 2010年11月19日 鳴滝小学校 和歌山市 井邊美香先生
６年40名、 父 兄
15名位、感想文
34名

福田光雄校長、川島
真貴養護、井辺先生
宇野先生

207 2010年11月21日 小倉小学校 和歌山市 玉置敬一先生 ６年96名、 父 兄
80名位

西端幸信校長、土取
智美担任、尾形教頭

208 2010年11月24日 鳥取東中学校 阪南市 熊野美穂保健師 １年生140名位 北畠尚之校長、濱崎
健太先生

209 2010年12月２日 東貴志小学校 紀の川市 上田晃子先生 ６年22名、感想文
22名

高岡伸樹校長、小滝
ゆかり養護、東喜代
美担任

210 2010年12月６日 福島小学校 和歌山市 井邊美香先生 ６年31名、感想文
22名

千條正博校長、森本
孝子養護、堤先生

211 2010年12月10日 尾崎中学校 阪南市 山本康久先生 １年生89名、感想
文12名

柴﨑一也校長、熊野
美穂保健師

212 2010年12月13日 岩出小学校 岩出市 山入高志先生、吉田奈
央薬剤師（見学）

６年86名、藤岡史
典、藤村幸治、岩
崎あい担任

山田欽哉校長、田和
由紀子養護、感想文
20名
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213 2010年12月16日 有功小学校 和歌山市 水越真理先生
６年70名、父兄１
名、先生４名、感
想文70名

南良和校長、山路智
里養護

214 2011年１月13日 雄湊小学校 和歌山市 田畑宏先生 ６年42名 古川博章校長、大坂
優子養護

215 2011年１月20日 附属小学校 和歌山市 田畑宏先生 ６年120名、感想
文18名

沖香寿美副校長、嶌
村誉子養護

216 2011年１月21日 湯浅中学校 湯浅町 久馬千明保健師 ３年130名、感想
文125名

御崎充司校長、石井
先生

217 2011年２月17日 楠見東小学校 和歌山市 玉置敬一先生 ６年53名 竹内弘純校長、父兄
約30名

218 2011年３月10日 有田振興局 湯浅町 森岡花華先生「幸年期
をどう生きるか」 80数名 飛び入りで話す

219 2011年５月31日 世界禁煙デー 和歌山駅前　バ
ンドエイド配布 ６名

220 2011年６月２日 荒川中学校 紀の川市 上田晃子先生、塚本先
生

２年生71名、感想
文68名

山本進校長、豊田雅
世養護

221 2011年６月16日 吹上小学校 和歌山市 金尾好章先生、取材藤
顕一郎毎日新聞記者 ６年生47名 井谷正人校長、仲谷

薫養護

222 2011年６月21日 城北小学校 和歌山市 西畑昌治先生 ６年生23名 山本明広校長、上野
みのり養護

223 2011年６月28日 野崎小学校 和歌山市 田畑宏先生 ６年生53名 小谷雅之校長、楠見
宏暢教頭

224 2011年６月30日 岩出中学校 岩出市 西川和子主任保健師
２年生301名、木
野卓也生徒指導主
任アンケート23名

有井健策校長、平井
光彦学年主任、津田
知子教頭

225 2011年７月４日 砂山小学校 和歌山市 西畑昌治先生、感想文
16名

５年58名、公衆衛
生学西尾先生医大
生５名

市川貞蔵校長、木村
朱美養護

226 2011年７月７日 那賀高等学校 岩出市 上田晃子先生 １年360名、感想
文354名

喜多英夫校長、山田
和代先生安原養護高
津先生

227 2011年７月11日 鳥取中学校 阪南市 畑中孝之、感想文139
名

１年150名、谷奥
澄子養護

山東陽一郎校長、田窪
宏年教頭、田中先生

228 2011年７月14日 福島小学校 和歌山市 井邊美香先生 ６年生34名、感想
文33名

不野和哉校長、森本
孝子養護

229 2011年９月25日 ハイサイ企画 和歌山市 畑中孝之 13名 高橋正代

230 2011年10月２日 那賀地区市民公開
講座 岩出市

高橋裕子先生、上田先
生豊田先生、成瀬先
生、司会西岡先生

100名以上、西畑
先生、奥田先生、
畑中発表

池上先生、山入先生、
塚本先生、那賀医師
会

231 2011年10月６日 粉河中学校 紀の川市 中田秀則先生 ２年生154名
貴志康弘校長、藤平
和三先生、田津原一
博教頭

232 2011年10月14日 木本小学校 和歌山市 井邊先生、２回話す
５年生56名、５年
生56名、 感 想文
107名

池田三明校長、淀谷
弥衣養護、岩橋養護

233 2011年10月25日 小倉小学校 和歌山市 上田晃子先生 ６年３クラス88
名、感想文77名

安井均校長、土取智
美養護

234 2011年11月１日 鳴滝小学校 和歌山市 井邊美香先生 ６年26名、感想文
26名

堅田哲也校長、川島
養護

235 2011年11月８日 貝掛中学校 阪南市 山本康久先生 １年生146名、感
想文138名

山崎修身教頭、熊野
美穂保健師、根鈴初
子課長所長

236 2011年11月10日 紀伊小学校 和歌山市 水越真理先生 ６年生36名２組、
感想文34名

中尾悦子校長、柑本
敏和教頭、箱木委以
子養護

237 2011年11月17日 かわち野高校 東大阪市
畑中孝之、劇団クリー
ン　生徒とロールプレ
イ

2, ３年生560名先
生26名、劇団クリ
ーン10名

高橋賢一校長、栗栖玉
恵保健主事、首席石
原有功、保健所数名、
薬剤師４名
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238 2011年11月29日 東貴志小学校 紀の川市 上田晃子先生 ６年36名、感想文
36名

高岡伸樹校長、小滝
ゆかり養護

239 2011年12月１日 宮小学校 和歌山市 井邊美香先生、玉置敬
一先生

６年138名、感想
文131名

谷田幸雄校長、松本
久美子養護

240 2011年12月２日 岩出小学校 岩出市 山入高志先生 ６年68名 高岸伸次校長、萩野
谷養護

241 2011年12月５日 鳥取東中学校 阪南市 大宅優子保健師 １年生170名位 高村浩三校長

242 2011年12月８日 紀伊小学校 和歌山市 水越真理先生 ６年１組36名、感
想文33名

柑本敏和教頭、箱木
委以子養護

243 2011年12月15日 打田中学校 紀の川市 上田晃子先生 ２年生132名、感
想文125名

山田庄司校長、西浦
正芳校医

244 2012年１月12日 有功小学校 和歌山市 水越真理先生、終了後
学校保健委員会 ６年64名 山本和也校長、増井

夕美養護

245 2012年１月17日 雄湊小学校 和歌山市 田畑宏先生 ６年39名 福田光雄校長、大坂
優子養護

246 2012年１月24日 附属小学校 和歌山市 田畑宏先生 ６年120位、感想
文13名 嶌村誉子養護

247 2012年２月３日 下津第２中学校 海南市 岩橋和裕先生 ２年87名、感想文
84名 上田教頭、中松養護

248 2012年２月７日 三田小学校 和歌山市 田畑宏先生 ６年64名 杉谷善朗校長

249 2012年２月９日 川永小学校 和歌山市 金尾好章先生 ６年59名
楠見旬平教頭、徳田
歯科先生、土井由理
子先生

250 2012年２月16日 中貴志小学校 紀の川市 玉置敬一先生
６年76名位、育友
会30数名、感想文
70名位

中本雅彦校長、坂浦
満教頭、矢田歯科、
竹内校医

251 2012年２月21日 四箇郷北小学校 和歌山市 井邊美香先生 ５年54名 貴志年秀校長、山崎
以宇子養護、堤先生

252 2012年３月14日 尾崎中学校 阪南市 熊野美穂保健師 １年85名、感想文
12名

柴崎一也校長、内村
清彦教頭、鎌苅順一
担任

253 2012年５月31日 世界禁煙デー 和歌山駅前バン
ドエイド配布 12名

254 2012年６月７日 荒川中学校 紀の川市 上田晃子先生 ２年生73名、感想
文71名

山本進校長（代）、津
田政直校医、豊田雅
世養護

255 2012年６月10日 禁煙アドバイザー 和歌山市
100名前後、高橋先
生、上田先生、山本先
生

原先生、三浦先生、
池上先生、佐本先
生

256 2012年６月13日 岩出中学校 岩出市 西川和子保健師、先生
13名

２年生275名、感
想文10名

安居良高校長、富﨑
成一生徒指導主任、
平井光彦先生

257 2012年６月15日 鳴滝小学校 和歌山市 井邊美香先生、父兄参
観17名

６年38名、感想文
34名

井邊先生、杉本彩余
養護

258 2012年６月25日 四箇郷北小学校 和歌山市 井邊美香先生 ５年生76名 貴志年秀校長、山﨑
以宇子養護、堤先生

259 2012年７月２日 福島小学校 和歌山市 井邊美香先生 ６年生33名、感想
文33名

不野和哉校長、森本
孝子養護

260 2012年７月５日 那賀高等学校 岩出市 上田晃子先生、先生
12名

１年生360名、感
想文358名

山口薫校長、栗林雅幸
教頭、山田和代先生、
安原養護

261 2012年７月９日 鳥取中学校 阪南市 畑中孝之 １年生109名、感
想文103名

山東陽一郎校長、谷
奥澄子養護

262 2012年９月21日 東海南中学校 海南市 岩橋和裕先生、感想文
139名

全校生146名、先
生19名

吉田公彦校長、柳か
おる養護

263 2012年10月16日 鳴滝小学校 和歌山市 西畑昌治先生、父兄参
観11名

５年生24名、感想
文24名

堅田哲也校長、杉本
彩余養護

264 2012年10月18日 宮小学校 和歌山市 玉置敬一先生、杉田栄
子学院長（埼玉）見学

６年生132名、感
想文130名

谷田幸雄校長、松本久
美子養護、楠井養護
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265 2012年10月22日 貴志小学校 和歌山市 岩橋秀記先生 ６年生71名、父兄
参観約40名

岩西英明校長、谷田
眞代養護

266 2012年11月１日 紀伊小学校 和歌山市 薗部真里先生 ６年38名１組、感
想文36名

柑本敏和校長、箱木
委以子養護

267 2012年11月６日 三田小学校 和歌山市 田畑宏先生 ６年73名 吉原良治校長

268 2012年11月８日 紀伊小学校 和歌山市 薗部真里先生 ６年37名２組、感
想文37名

島本明美教頭、箱木
委以子養護

269 2012年11月12日 砂山小学校 和歌山市 西畑昌治先生 ５年59名 市川貞蔵校長、木村
朱美養護

270 2012年11月15日 東貴志小学校 紀の川市 上田晃子先生 ６年33名、渋田担
任、感想文11名

木村信一教頭、佐伯
美保養護

271 2012年11月19日 城北小学校 和歌山市 西畑昌治先生 ６年30名、上野ゆ
かり養護出張中

辻中宏誠教頭、山岡
正史担任

272 2012年11月29日 那賀中学校 紀の川市 佐藤裕美子先生、先生
10名

全校生200数名、
感想文178名

鈴木英雄校長、阪本
養護

273 2012年12月４日 野崎小学校 和歌山市 田畑宏先生 ６年40名 小谷雅之校長、松本
久美子担任

274 2012年12月６日 打田中学校 紀の川市
上田晃子先生、迫間看
護師（ハザマ）、大町
先生

２年132名、感想
文124名

山田庄司校長、西浦
正芳校医、白山照芳
先生

275 2012年12月10日 岩出小学校 岩出市 山入高志先生 ６年78名、感想文
26名

児玉光弘教頭、萩野
谷公美養護

276 2012年12月13日 有功小学校 和歌山市 薗部真里先生 ６年59名、感想文
59名

山本和也校長、増井
夕美養護

277 2012年12月18日 尾崎中学校 阪南市 熊野美穂保健師 １年78名、感想文
12名

柴崎一也校長、畠中
教頭、中島先生、高
山宗岳先生

278 2013年１月10日 今福小学校 和歌山市 田畑宏先生 ６年46名、感想文
46名

三木佐文校長、藤野
清美養護

279 2013年１月17日 小倉小学校 和歌山市 上田晃子先生 ６年84名 明渡良夫教頭、土取
智美養護

280 2013年１月22日 附属小学校 和歌山市 田畑宏先生 ６年生90名、感想
文９名 嶌村誉子養護

281 2013年１月29日 雄湊小学校 和歌山市 田畑宏先生 ６年生35名 福田光雄校長、大坂
優子養護

282 2013年１月31日 中貴志小学校 紀の川市 玉置敬一先生、矢田歯
科、竹内校医

６年生84名、感想
文76名

中本雅彦校長、津田
知子教頭、父兄６名、
先生７名

283 2013年２月５日 本町小学校 和歌山市 西畑昌治先生 ５年生23名、感想
文20名、広田担任

横山和哉校長、鈴木
教頭、西本敦子養護

284 2013年２月８日 下津第２中学校 海南市 岩橋和裕先生 ２年66名、感想文
19名、松本先生

浦啓（ヒロシ）校長、
上田保則教頭、岩本
直子養護

285 2013年２月14日 宮小学校 和歌山市 玉置敬一先生 ４年60名、 ４ 年
60名、２回話す

谷田幸雄校長、松本久
美子養護、楠井養護

286 2013年２月21日 川永小学校 和歌山市 金尾好章先生 ６年65名、感想文
65名

楠見旬平教頭、土井
由理子養護、竹内、
中尾担任

287 2013年５月28日 城北小学校 和歌山市 西畑昌治先生 ６年19名、野上先
生、清水先生

山本明広校長、梅本教
頭、上野みのり養護

288 2013年５月31日 世界禁煙デー
和歌山市駅前　
バンドエイド配
布10名

289 2013年６月６日 荒川中学校 紀の川市 上田晃子先生、津田政
直校医

２年68名、先生５
名

有井健策校長、豊田
雅世養護

290 2013年６月10日 砂山小学校 和歌山市 西畑昌治先生 ５年59名、感想文
９名

市川貞蔵校長、木村
朱美養護

291 2013年６月13日 雑賀崎小学校 和歌山市 玉置敬一先生 ６年22名、感想文
22名

橋爪雅美養護、武内
隆幸教頭
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292 2013年６月17日 岩出中学校 岩出市 久馬千明保健師、見学
岩田光司校医

２年283名、感想
文42名

東浦一馬校長、富崎
一成生徒指導

293 2013年６月20日 吹上小学校 和歌山市 金尾好章先生 ６年47名 高橋量也校長、中谷
薫養護

294 2013年７月５日 鳥取東中学校 阪南市 熊野美穂保健師 １年155名、先生
６名

山東陽一郎校長、濱崎
健太教頭、花元先生

295 2013年７月８日 鳥取中学校 阪南市 畑中孝之 １年130名、感想
文123名

内村清彦校長、谷奥
澄子養護

296 2013年７月11日 那賀高等学校 岩出市 上田晃子先生 １年320名、感想
文312名

山口薫校長、栗林雅幸
教頭、山田和代先生、

297 2013年７月18日 雄湊小学校 和歌山市 田畑宏先生 １年29名 川本美紀校長、大坂
優子養護

298 2013年９月９日 福島小学校 和歌山市 井邊美香先生 ６年34名、感想文
31名

不野和哉校長、島袋
養護

299 2013年９月20日 東海南中学校 海南市 岩橋和裕先生 １年生37名、感想
文37名

上田保則校長、小西
ちず養護、熊代秀至
教頭

300 2013年９月30日 岩出第２中学校 岩出市 奥村明春先生 ３年生289名、先
生13名

竹中秀彰校長、岩坪
栄子養護

301 2013年10月３日 有功小学校 和歌山市 薗部真里先生 ６年54名、感想文
54？名 増井夕美養護

302 2013年10月10日 四箇郷北小学校 和歌山市 井邊美香先生 ５年43名、感想文
43名

貴志年秀校長、山崎
以宇子養護、堤先生

303 2013年10月21日 宮小学校 和歌山市 井邊美香先生 ６年４クラス141
名、感想文131名

谷田幸雄校長、松本
久美子養護、柳川逸
美養護

304 2013年10月29日 鳴滝小学校 和歌山市 井邊美香先生、授業参
観父兄13名

５年26名、感想文
23名

鈴木猛示校長、杉本
彩余養護、井邊先生

305 2013年10月31日 貝掛中学校 阪南市 坂本由美保健師 １年143名、感想
文71名

中村求校長、前田養
護、尾形先生、高山
宗岳先生

306 2013年11月７日 紀伊小学校 和歌山市 薗部真里先生 ６年26名１組、感
想文26名

箱木委以子養護、松
本先生

307 2013年11月11日 宮小学校 和歌山市 井邊美香先生 ４年生57名２クラ
ス1, ２組

松本久美子養護、柳
川逸美養護

308 2013年11月14日 紀伊小学校 和歌山市 薗部真里先生 ６年26名２組、感
想文26名

柑本敏和校長、箱木
委以子養護

309 2013年11月18日 宮小学校 和歌山市 井邊美香先生 ４年生59名２クラ
ス3, ４組

松本久美子養護、柳
川逸美養護

310 2013年11月21日 宮北小学校 和歌山市 金尾好章先生、研修医
２名

６年33名、感想文
33名

鎌田、淳一校長、淀
谷弥衣養護

311 2013年12月３日 三田小学校 和歌山市 田畑宏先生 ６年73名 吉原良治校長、嶌村
誉子養護

312 2013年12月５日 山東小学校 和歌山市 玉置敬一先生、先生参
加５名

６年30名、感想文
29名

中野利章校長、坂口
貴子養護

313 2013年12月10日 野崎小学校 和歌山市 田畑宏先生 ６年55名、感想文
53名

小谷雅之校長、松本
久美子担任

314 2013年12月13日 岩出小学校 岩出市 山入高志先生 ６年69名、感想文
62名

児玉光弘教頭、伊月
真衣養護

315 2013年12月17日 尾崎中学校 阪南市 熊野美穂保健師 １年80名、感想文
72名

高村浩三校長、井上
達史生活指導

316 2013年12月19日 紀伊小学校 和歌山市 薗部真里先生 ６年３組25名、感
想文25名

柑本敏和校長、箱木
委以子養護

317 2014年１月９日 今福小学校 和歌山市 田畑宏先生 ６年50名 宮本博信校長、藤野
清美養護

318 2014年１月16日 東貴志小学校 紀の川市 上田晃子先生 ６年36名、感想文
６名

信定俊彦校長、佐伯
美保養護、渋田担任
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319 2014年１月21日 本町小学校 和歌山市 西畑昌治先生 ５年15名、わかや
ま新報　小森記者

西本敦子養護、鈴木
教頭、広田担任

320 2014年１月28日 附属小学校 和歌山市 田畑宏先生 ６年95名位、感想
文26名 森本孝子養護

321 2014年１月31日 下津第２中学校 海南市 岩橋和裕先生 ２年生67名、感想
文63名

浦啓（ヒロシ）校長、
岩橋雅章教頭、岩本
直子養護

322 2014年２月４日 粉河中学校 紀の川市 中田秀則先生 １年95名 貴志康弘校長、田津
原一博教頭

323 2014年２月６日 小倉小学校 和歌山市 上田晃子先生 ６年90名
安井均校長、阿部敬
子先生、東阪先生、
宇都宮先生

324 2014年２月13日 楠見東小学校 和歌山市 玉置敬一先生 ６年69名 小谷次男校長、半田
千鶴子教頭

325 2014年３月13日 中貴志小学校 紀の川市 玉置敬一先生
６年67名、矢田歯
科竹内校医、感想
文10名

梅田卓校長、津田知
子教頭、大田養護、
先生３名

326 2014年５月31日 世界禁煙デー 和歌山駅前バン
ドエイド配布

中川、奥田、浦、
岩橋、畑中 高橋⑤総計14名

327 2014年６月３日 城北小学校 和歌山市 西畑昌治先生 ６年生17名 水口明子養護、小西
担任

328 2014年６月12日 岩出中学校 岩出市 久馬千明保健師、岩田
光司校医

２年272名、先生
10名

東浦一馬校長、永田
泰隆生徒指導

329 2014年６月19日 雑賀崎小学校 和歌山市 玉置敬一先生 ６年９名 宮本信吾校長、木村
朱美養護、手間教頭

330 2014年７月４日 鳥取東中学校 阪南市 小谷泰代保健師、後藤
陽子保健師

１年166名、先生
９名

山東陽一郎校長、花
元英夫先生

331 2014年７月７日 岩出第２中学校 岩出市 富田敬子先生 ３年生290名、先
生14名位

竹中秀彰校長、岩坪
栄子養護、松尾生徒
指導

332 2014年７月10日 打田中学校 紀の川市 上田晃子先生、西浦校
医、山口先生

２年123名、先生
９名、感想文112
名

宮本治校長、高階正
路先生、阪本養護

333 2014年７月14日 鳥取中学校 阪南市 畑中孝之 １年113名、感想
文109名

内村清彦校長、谷奥
澄子養護

334 2014年７月17日 藤戸台小学校 和歌山市 玉置敬一先生 ６年生108名、田
辺麻紀子先生

横町真紀校長、道本
美月教頭、永井先生、
うちた養護

335 2014年９月４日 有功小学校 和歌山市 薗部真里先生
６年48名、感想文
48名、友居真志担
任

小林達史校長、増井夕
美養護、西畑徹教頭

336 2014年９月８日 砂山小学校 和歌山市 西畑昌治先生 ５年54名 市川貞蔵校長、前島
養護

337 2014年10月２日 吹上小学校 和歌山市 金尾好章先生、研修医
２名　男、女 ６年47名 高橋量也校長、中谷

薫養護

338 2014年10月９日 東貴志小学校 紀の川市 上田晃子先生 ６年32名 山田欽哉校長、佐伯美
保養護、渋田担任（女）

339 2014年10月14日 野崎小学校 和歌山市 田畑宏先生 ６年38名、感想文
12名

小谷雅之校長、桐田
美貴養護

340 2014年10月16日 荒川中学校 紀の川市 上田晃子先生、津田政
直校医

２年78名、増谷貴
代学年主任

橋村伸爾校長、豊田
雅世養護

341 2014年10月28日 野崎小学校 和歌山市 田畑宏先生 ５年50名、感想文
15名

小谷雅之校長、桐田
美貴養護、北野担任

342 2014年10月30日 名手小学校 紀の川市 玉置敬一先生 ５年35名、感想文
31名

中本雅彦校長、平家
真由美養護

343 2014年11月５日 東海南中学校 海南市 岩橋和裕先生 １年43名、感想文
43名

上田保則校長、柳か
おる養護

344 2014年11月７日 粉河中学校 紀の川市 中田秀則先生 １年103名、感想
文99名

鈴木英雄校長、田津
原一博教頭
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345 2014年11月11日 福島小学校 和歌山市 井邊美香先生 ６年15名、感想文
15名

島袋養護、辻本教頭、
奥本哲生校医

346 2014年11月13日 宮小学校 和歌山市 井邊美香先生、玉置敬
一先生 ６年121名

大石幸弘校長、松本
久美子養護、柳川逸
美養護

347 2014年11月19日 那賀高等学校 岩出市 上田晃子先生、先生
11名

１年320名、感想
文291名

山口薫校長、堀江綾
美先生、安原養護

348 2014年11月21日 鳴滝小学校 和歌山市 井邊美香先生、父兄参
観９名

５年11名、感想文
９名

鈴木猛示校長、杉本
彩余養護、井邊先生

349 2014年11月25日 貝掛中学校 阪南市 小谷泰代保健師、先生
７名

１年122名、感想
文116名

山崎修身校長、藪内
かおり保健師、前田
靖子養護返あり

350 2014年12月４日 山東小学校 和歌山市 玉置敬一先生 ６年49名、感想文
44名

西端幸信校長、坂口
貴子養護

351 2014年12月８日 岩出小学校 岩出市 山入高志先生 ６年69名 高岸伸次校長、西端
養護

352 2014年12月11日 那賀中学校 紀の川市 佐藤裕美子先生 １年69名、感想文
57名

信定俊彦校長、東野
養護

353 2014年12月17日 尾崎中学校 阪南市 後藤陽子保健師、山下
晴香保健師

１年68名、先生８
名、感想文63名

高村浩三校長、井上
達史生活指導

354 2015年１月15日 四箇郷北小学校 和歌山市 井邊美香先生 ５年62名、感想文
61名

貴志年秀校長、山﨑
以宇子養護

355 2015年１月20日 附属小学校 和歌山市 田畑宏先生 ６年89名、感想文
28名 森本孝子養護

356 2015年１月27日 小倉小学校 和歌山市 上田晃子先生 ６年76名、感想文
71名

岡正人校長、阿部敬
子先生

357 2015年１月29日 今福小学校 和歌山市 田畑宏先生 ６年30名 宮本博信校長、藤野
清美養護

358 2015年２月５日 楠見東小学校 和歌山市 玉置敬一先生 ６年55名 棚田修司校長、半田千
鶴子教頭、宮本先生

359 2015年２月９日 下津第２中学校 海南市 岩橋和裕先生 ２年64名、感想文
63名

浦啓（ヒロシ）校長、
岩橋雅章教頭、岩本
直子養護

360 2015年２月12日 紀伊小学校 和歌山市 薗部真里先生 ６年72名、感想文
72名

中野利章校長、岸本
由宇養護

361 2015年２月19日 中貴志小学校 紀の川市
玉置敬一先生、竹内校
医、矢田歯科、木村薬
剤師

６年63名、感想文
21名

梅田卓校長、豊田教
頭、山口悦代養護、
澤水担任、父兄２名

362 2015年３月19日 紀見東中学校 橋本市 玉置敬一先生 １年106名、感想
文99名

地村知三校長、森川
養護、曽和正校医

363 2015年５月17日 禁煙アドバイザー 和歌山市
高橋裕子先生、玉置先
生、上田先生、山本先
生、池上先生

60名位
西山先生、九鬼先生、
中村先生（県）他多
数

364 2015年５月31日 世界禁煙デー 和歌山市

９時よりバンドエイド
配布、高橋、田尻、谷
田、田中スミ、田中、
西山

中川、奥田、岩橋、
山本、畑中

梶原、安井、畑中、
中川息子

2015年５月31日 世界禁煙デー　フ
ォーラム、2015 和歌山市

中川、奥田、岩橋、北
山、西畑、増井、後藤、
盛岡、中前、浦

20数名 家田重晴、山本康久、
奥野修造、

365 2015年６月４日 城北小学校 和歌山市 西畑昌治先生 ６年27名
梅本優子校長、弓林
教頭、福岡職員、水
口明子養護

366 2015年６月11日 吹上小学校 和歌山市 金尾好章先生 ６年42名、感想文
41名

中谷薫養護、赤松担
任

367 2015年６月15日 熊取南中学校 泉南郡 畑中孝之 １年143名、感想
文136名

谷奥滋校長、吉川美
和子養護、赤坂谷健
次主任
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368 2015年６月18日 鳥取東中学校 阪南市 後藤陽子保健師 １年142名
山東陽一郎校長、花
元英夫主任、先生11
名

369 2015年６月22日 岩出中学校 岩出市 久馬千明保健師 ２年257名、感想
文19名

津村吉輝校長、永田
秦隆生徒指導、岩田
光司校医

370 2015年６月29日 和歌山県庁 要望書　提出 西畑昌治先生、奥田先
生、畑中

健康推進課課長稲
葉、総務部国体課
教育委員会スポー
ツ課

浦先生、中村幸美、
山縣俊之、わかやま
ラジオ　寺門秀介、
わかやま新報　前田
望都

371 2015年７月２日 打田中学校 紀の川市 上田晃子先生、西浦校
医、山口校医

２年149名、感想
文139名

宮本治校長、木下豪人
生徒指導、阪本養護

372 2015年７月６日 鳥取中学校 阪南市 畑中孝之 １年116名、感想
文116名

中野教頭、堀野先生、
前田靖子養護

373 2015年７月９日 宮北小学校 和歌山市
金尾好章先生、井上和
歯科衛生士、歯科医師
職員、カメラマン

６年32名、感想文
32名

宮本茂校長、淀谷弥
衣養護、野上担任

374 2015年７月14日 野崎小学校 和歌山市 田畑宏先生 ５年33名、感想文
32名

桐田美貴養護、松本美
代野教頭、石倉担任

375 2015年７月16日 東山東小学校 和歌山市 玉置敬一先生 ６年生22名、感想
文13名

青木茂生校長、西川
真弓養護、藤井正則
担任、柑本教頭

376 2015年９月３日 小倉小学校 和歌山市 上田晃子先生 ６年69名、感想文
62名

岡正人校長、東阪先
生、田中教頭、長船？
担任

377 2015年９月７日 岩出第２中学校 岩出市 柿原美千秋先生 ３年317名、感想
文282名

竹中秀彰校長、岩坪
栄子養護、松尾晃秀
先生

378 2015年９月10日 三田小学校 和歌山市 田畑宏先生 ６年65名、感想文
21名

嶌村誉子養護、岡本
教頭

379 2015年９月14日 砂山小学校 和歌山市 西畑昌治先生 ５年57名 前島宏美養護、沖平
渉教頭

380 2015年９月17日 雑賀崎小学校 和歌山市 玉置敬一先生 ６年12名、感想文
12名

宮本信吾校長、木村
朱美養護、中野泰晴
担任

381 2015年10月１日 紀見東中学校 橋本市 玉置敬一先生 １年121名、感想
文109名

地村知三校長、森川
裕子養護、石井由美
主任

382 2015年10月８日 紀伊小学校 和歌山市 薗部真里先生 ６年72名、感想文
69名

箱木委以子養護、中野
利章校長、島本明美
教頭、土取智美担任、
森下担任

383 2015年10月15日 那賀中学校 紀の川市 佐藤裕美子先生 １年59名 高岸隆行校長、豊田
雅世養護

384 2015年10月20日 荒川中学校 紀の川市 上田晃子先生 ２年58名、感想文
56名

増田裕司校長、﨑夏美
養護、津田政直校医、
松田先生

385 2015年10月26日 貝掛中学校 阪南市 藪内かおり保健師 １年102名、感想
文102名

山﨑修身校長、家門
敬子養護

386 2015年10月29日 名手小学校 紀の川市 玉置敬一先生 ５年23名、感想文
葉書21名

中本雅彦校長、平家
真由美養護

387 2015年11月２日 下津第２中学校 海南市 岩橋和裕先生 ２年67名、先生７
名、感想文66名

木村拓司校長、岩本
直子養護

388 2015年11月５日 和佐小学校 和歌山市 上田晃子先生 ５年59名、手間教
頭、感想文53名

石原利彦校長、辻本美
子養護、南順子担任、
結城担任

389 2015年11月12日 かわち野高校 東大阪市 畑中孝之、川口秀子薬
剤師

2, ３年生440名、
先生20名位

山﨑睦也校長、松浦浩
教頭、西原詩歩養護、
藤田薫先生、増田寛
子養護、南先生
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390 2015年11月18日 那賀高等学校 岩出市 上田晃子先生
１年321名、先生
13名、感想文304
名

山口薫校長、堀江綾、
美先生、安原養護、
川嶌秀則教頭

391 2015年11月24日 鳴滝小学校 和歌山市 井邊美香先生 ５年15名、父兄８
名、感想文14名

鈴木猛示校長、杉本
彩余養護（さよ）、田
中担任

392 2015年12月３日 山東小学校 和歌山市 玉置敬一先生 ６年49名、感想文
49名

西端幸信校長、三瀬
担任、井上担任、坂
口貴子養護

393 2015年12月７日 岩出小学校 岩出市 山入高志先生 ６年63名、感想文
60名

福元元章校長、西端
美乃養護

394 2015年12月10日 有功小学校 和歌山市 薗部真里先生 ６年66名、感想文
66名

西畑徹教頭、増井夕
美養護

395 2015年12月14日 尾崎中学校 阪南市 小谷泰代保健師 １年53名、先生７
名、感想文49名

高村浩三校長、鎌苅
順一生徒指導、井上
達史先生

396 2015年12月17日 藤戸台小学校 和歌山市 玉置敬一先生 ６年109名 横町真紀校長、道本美
月教頭、うちた養護

397 2016年１月14日 楠見西小学校 和歌山市 西畑昌治先生 ５年生21名、感想
文21名

宮原和美教頭、岸本
由宇養護、小川智子
担任

398 2016年１月19日 今福小学校 和歌山市 田畑宏先生 ６年37名２組 藤野清美養護、北山
担任（女）、貴志担任

399 2016年１月22日 福島小学校 和歌山市 井邊美香先生 ６年27名、感想文
26名

島袋紀美養護、辻本
真吾教頭、津村純志
担任

400 2016年１月26日 東貴志小学校 紀の川市 上田晃子先生 ６年29名、感想文
４名

山田欽哉校長、佐伯美
保養護、吉本顕担任

401 2016年２月１日 本町小学校 和歌山市 西畑昌治先生 ５年21名（ 欠 ２
名）、感想文21名

安井均校長、西本敦子
養護、山下教頭、友
居真志担任、感想文

402 2016年２月４日 楠見東小学校 和歌山市 玉置敬一先生 ６年44名
棚田修司校長、半田千
鶴子教頭、三上祐佳
里担任、西原潤担任

403 2016年２月９日 四箇郷北小学校 和歌山市 井邊美香先生 ５年64名、感想文
62名

吉本知史教頭、山﨑
以宇子養護、増田美
紀担任、岩崎仁担任

404 2016年２月15日 西貴志小学校 紀の川市 峰暉夫先生 ６年64名、感想文
57名

小林彰校長、渋井先
生、楠井衣映養護

405 2016年２月18日 中貴志小学校 紀の川市 玉置敬一先生 ６年73名、感想文
72名

梅田卓校長、田中担
任、山口悦代養護、
竹内校医、矢田歯科、
木村薬剤師

406 2016年２月23日 附属小学校 和歌山市 田畑宏先生 ６年92名 森本孝子養護、市川
哲哉教頭

407 2016年５月19日 藤戸台小学校 和歌山市

玉置敬一先生、ＮＨＫ
和歌山テレビ収録、今
城和久、カメラマン２
名

６年133名、感想
文130名？

横町真紀校長、永井
先生、田中先生

408 2016年５月24日 雄湊小学校 和歌山市 田畑宏先生 ６年29名
川本美紀校長、山本
栞里養護、木下雄生
担任

409 2016年５月28日 世界禁煙ディーフ
ォーラム

中川、奥田、岩橋、北
山、西畑、増井、山本、
上田、山本

約40名、池上、畑
中 高橋他４名

2016年５月31日
世界禁煙ディー和
歌山駅前バンドエ
イド配布

中川、奥田、山本、
岩橋、畑中

高橋、安井、田中、長
尾、田尻、西山、梶原、
畑中

410 2016年６月２日 雑賀崎小学校 和歌山市 玉置敬一先生 ６年生10名、感想
文10名

宮本信吾校長、木村朱
美養護、美野田担任

411 2016年６月９日 かわち野高校 東大阪市 川口秀子薬剤師、畑中
孝之

２年233名、幸川
由美子校長出張

松浦教頭、藤田薫先
生、森口由美子養護、
山﨑博子養護
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412 2016年６月13日 岩出中学校 岩出市 太田美見保健師 ２年284名、感想
文15名

津村吉輝校長、永田 (
えいた）秦隆生徒指
導、岩田光司校医、
木村先生

413 2016年６月16日 吹上小学校 和歌山市 金尾好章先生 ６年42名 榎本先生６- １、近西
先生６-２

414 2016年６月21日 鳥取中学校 阪南市 畑中孝之 １年116名、感想
文113名

内村清彦校長、花元
英夫生徒指導、前田
靖子養護

415 2016年６月27日 鳥取東中学校 阪南市 藪内かおり保健師 １年113名、先生
８名

山東陽一郎校長、印南
恒司先生、浦教頭（女）

416 2016年６月30日 那賀中学校 紀の川市 佐藤裕美子先生
１年50名、高岸隆
行校長留守、感想
文49名

豊田雅世養護、山田
浩史教頭、白山担任、
川南担任、古井先生

417 2016年７月４日 城北小学校 和歌山市 西畑昌治先生 ６年17名、感想文
17名

弓林卓己教頭、水口
明子養護、光岡良恵
担任

418 2016年７月７日 打田中学校 紀の川市 上田晃子先生 ２年116名、感想
文108名

木村信一校長、木下
豪人生徒指導、西村
担任

419 2016年７月11日 岩出第２中学校 岩出市 富田敬子先生 ３年297名、感想
文ＯＫ人数？

竹中秀彰校長、岩坪
栄子養護、松尾晃秀
先生

420 2016年７月14日 東山東小学校 和歌山市 玉置敬一先生 ６年24名、感想文
15名

柑本康生校長、川島
実華養護、松尾友絵
教頭、三谷担任

421 2016年８月９日 奈良県タバコ対策
研修会 橿原市 高橋裕子先生

教職員約40名、武
田先生、加賀谷先
生

岡田千穂保健師、和
家佐日登美課長、松
田主幹、福井係長、
巽歯科

422 2016年９月６日 鳴滝小学校 和歌山市 井邊美香先生 ５年16名、感想文
16名

島尾順二校長、杉本
彩余養護、吉森教頭、
西口担任

423 2016年９月12日 砂山小学校 和歌山市 西畑昌治先生 ５年51名 鎌田卓子校長、前島
宏美養護

424 2016年９月15日 四箇郷北小学校 和歌山市 井邊美香先生 ５年43名、感想文
43名

貴志年秀校長、辻本
美子養護、山路泰弘
教頭、前田峻担任、
井上義之担任

425 2016年９月28日 東海南中学校 海南市 岩橋和裕先生 全校生132名、感
想文120名

上田国裕校長、柳か
おる養護、先生16名

426 2016年10月６日 宮小学校 和歌山市 井邊美香先生 ６年106名
大石幸弘校長、松本
久美子養護、川崎美
紀養護

427 2016年10月13日 紀見東中学校 橋本市 上田晃子先生 １年101名、感想
文95名ＵＳＢ

地村知三校長、森川
裕子養護、西野正晃
学年主任

428 2016年10月17日 貝掛中学校 阪南市 後藤陽子保健師 １年114名、感想
文111名

山﨑修身校長、中野
教頭、西口担任、多
田学年主任、冨田真
衣先生

429 2016年10月20日 西貴志小学校 紀の川市 峰暉夫先生 ６年73名、感想文
70名

谷口衣映養護、（楠井）
渋田担任、小林彰校
長（不参加）

430 2016年10月24日 荒川中学校 紀の川市 津田政直校医 ２年53名、感想文
51名

増田裕司校長、﨑夏
美養護、井端圭亮生
徒主任

431 2016年11月１日 三田小学校 和歌山市 田畑宏先生 ６年67名、感想文
62名メール

黒田昌孝校長、嶌村誉
子養護、名古曽先生、
槁爪先生

432 2016年11月４日 熊取南中学校 泉南郡 畑中孝之 １年149名、感想
文129名

谷奥滋校長、吉川美
和子養護

433 2016年11月９日 那賀高等学校 岩出市 上田晃子先生 １年321名、感想
文279名

歌保晴校長、味村昌彦
教頭、堀江綾美先生、
安原養護
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434 2016年11月14日 福島小学校 和歌山市 井邊美香先生 ６年23名、感想文
20名

嶋本憲司校長、島袋
紀美養護、川端教頭、
荒井担任

435 2016年11月17日 名手小学校 紀の川市 玉置敬一先生 ５年34名
北村和久校長、森脇担
任、中畔亨子（あきこ）
養護

436 2016年11月22日 本町小学校 和歌山市 西畑昌治先生 ５年12名、感想文
12名

安井均校長、西本敦
子養護、広田担任

437 2016年12月１日 山東小学校 和歌山市 玉置敬一先生 ６年53名、感想文
51名

栗本昌彦校長、坂口
貴子養護、大倉担任
三瀬担任

438 2016年12月６日 楠見西小学校 和歌山市 西畑昌治先生 ５年25名
畑聡秀校長、福田有
紀養護、米﨑彰担任、
岸本養護１月復帰予
定

439 2016年12月９日 尾崎中学校 阪南市 後藤陽子保健師 １年63名、感想文
57名

高村浩三校長、鎌刈
順一生徒指導、井上
達史教頭

440 2016年12月13日 野崎小学校 和歌山市 田畑宏先生 ５年33名 桐田美貴養護、松本
美代野教頭

441 2016年12月16日 岩出小学校 岩出市 山入高志先生 ５年51名、 ６ 年
63名

福元元章校長、西端
美乃養護、２回話す

442 2016年12月19日 貴志川中学校 紀の川市 坂口雅宏校医 ２年192名、感想
文12名メール

鈴木英雄校長、長生
光代養護、三橋政司
生徒指導

443 2017年１月12日 中貴志小学校 紀の川市 上田晃子先生 ６年50名、感想文
46名

上中史子校長、山口
悦代養護、竹内校医、
矢田歯科

444 2017年１月17日 今福小学校 和歌山市 田畑宏先生 ６年26名
亀位直規校長、藤野
清美養護、中尾圭吾
担任

445 2017年１月20日 下津第２中学校 海南市 岩崎和裕先生 ２年60名、感想文
58名

木村拓司校長、秦野
栞帆養護、日浦康行
学年主任

446 2017年１月24日 東貴志小学校 紀の川市 上田晃子先生 ６年31名、感想文
30名

豊田普也校長、（豊田
養護）、佐伯美保養
護、松本担任

447 2017年１月31日 附属小学校 和歌山市 田畑宏先生 ６年93名、感想文
36名

池田彦男校長、森本
孝子養護、松本養護

448 2017年２月２日 小倉小学校 和歌山市 上田晃子先生 ６年61名、感想文
51名

西本和広校長、阿部
敬子担任、西岡俊揮
担任

449 2017年２月９日 有功小学校 和歌山市 薗部真里先生 ６年48名、感想文
46名

増井夕美養護、大橋は
るみ校長、青木担任

450 2017年２月16日 楠見東小学校 和歌山市 玉置敬一先生 ６年48名
棚田修司校長、道重
利奈養護、三上祐佳
里養護

451 2017年３月２日 紀伊小学校 和歌山市 薗部真里先生 ６年48名、感想文
47名

箱木委以子養護、小松
優子担任、馬場担任、
吉本教頭

452 2017年４月20日 藤戸台小学校 和歌山市
玉置敬一先生、ＮＨＫ
今城和久アナウンサ
ー、ラジオ深夜便録音

６年135名
横町真紀校長、西川
教頭、谷口教頭、田
中寛人４組担任、新
江涼加３組担任

453 2017年５月９日 野崎小学校 和歌山市 田畑宏先生 ５年44名
桐田美貴養護、薮本
教頭、岩井秀文校長
不在

454 2017年５月18日 宮北小学校 和歌山市 金尾好章先生 ６年26名
宮本茂校長、淀谷弥
衣養護、片田貴也朝
日記者

2017年５月27日 世界禁煙ディーフ
ォーラム 松沢成文 約40名

中川、玉置、奥田、山
本、久保、垣内、西畑、
井邊、上田、岩橋、
北山、濱田
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2017年５月31日
世界禁煙ディー　
和歌山駅前　バン
ドエイド配布

タバコ問題５名、
ハイサイ企画７名

産経新聞、テレビ和
歌山

455 2017年６月１日 鳴滝小学校 和歌山市 井邊美香先生 ５年８名１名欠、
感想文８名

島尾順二校長、杉本
彩余養護、西山暢亮
教頭、西口裕子担任

456 2017年６月８日 吹上小学校 和歌山市 金尾好章先生 ６年41名、中谷薫
養護

柏野貴之校長、手塚
６‐ １担任、赤松６
‐２担任

457 2017年６月12日 熊取南中学校 泉南郡 畑中孝之 １年161名、感想
文153名

谷奥滋校長、平橋希
代子養護、猪村惠美
先生

458 2017年６月15日 雑賀崎小学校 和歌山市 玉置敬一先生 ６年10名
宮本信吾校長、木村
朱美養護、萬田雅彦
担任

459 2017年６月19日 那賀中学校 紀の川市
佐藤裕美子先生、河口
良彦担任、山本佳代担
任

１年53名
高岸隆行校長、山田浩
史教頭、豊田雅世養
護、松井美穂副担任

460 2017年６月26日 鳥取東中学校 阪南市 後藤陽子保健師 １年105名
中井保則校長、印南謙
一生徒指導、浦教頭、
戸田将史先生、野崎
先生

461 2017年６月29日 東山東小学校 和歌山市 玉置敬一先生 ６年28名、感想文
10名

柑本康夫校長、松尾
友絵教頭、杉本智美
養護、三谷崇浩担任

462 2017年６月29日 伏虎義務教育学校 和歌山市 玉置敬一先生、古宮圭
先生

６年78名、友居真
志担任

林素秀校長、大西秀樹
教頭、道本美月教頭、
小畑充彦健康対策

463 2017年７月３日 鳥取中学校 阪南市 畑中孝之
１年112名、中山
孝一校長、感想文
95名

畠中教頭、前田靖子
養護、八田三紀薬剤
師他２名、一木太輔
先生

464 2017年７月７日 四箇郷北小学校 和歌山市 井邊美香先生 ５年69名
伊勢真朝美校長、山
﨑委以子養護、山路
泰弘教頭、岸本担任、
田村担任

465 2017年７月13日 打田中学校 紀の川市
上田晃子先生、山口校
医、西浦校医、ニュー
ス和歌山　林祐司記者

２年131名、感想
文115名

木村信一校長、木下
豪人生徒指導、橋本
先生、谷口和美養護

466 2017年７月18日 飯の峯中学校 阪南市 藪内かおり保健師
全学年234名、先
生15名、 感 想文
14名

田窪宏年校長、田中
好（ヨシミ）教頭、
湯川真弓養護

467 2017年９月７日 紀伊小学校 和歌山市 薗部真里先生 ６年66名、感想文
62名

尾崎教頭、箱木委以
子養護、北畠校長（不
在）、中尾眼科、白川
歯科

468 2017年９月11日 砂山小学校 和歌山市 西畑昌治先生 ５年47名、感想文
47名

府中恵理校長、前島
宏美養護、南くるみ
和歌山ラジオ

469 2017年９月14日 有功小学校 和歌山市 薗部真里先生 ６年68名、感想文
64名

大橋はるみ校長（不
在）、増井夕美養護

470 2017年10月６日 貝掛中学校 阪南市 畑中孝之 １年84名、感想文
80名

高山宗岳教頭、家門敬
子養護、山下沙衣子
先生、成宮康子担任

471 2017年10月12日 紀見東中学校 橋本市 上田晃子先生 １年113名、感想
文35名

地村知三校長不在、
鈴木勉教頭、森川裕
子養護、松浦清１年
主任

472 2017年10月16日 福島小学校 和歌山市 井邊美香先生 ６年25名、感想文
24名

辻本真吾校長、島袋
紀美養護、津村純志
担任

473 2017年10月19日 竜門小学校 紀の川市 林恒司先生
５年15名、感想文
15名、６年12名、
感想文12名

宮本美保校長参加少
し、５年三宅萌子、
６年竜上菜穂、向陽
子養護
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474 2017年11月２日 荒川中学校 紀の川市 津田政直校医 ２年60名、感想文
59名

吉田典弘校長、﨑夏美
養護、前田朋哉担任

475 2017年11月８日 那賀高等学校 岩出市 上田晃子先生
１年322名、感想
文305名、歌保晴
校長不在

味村昌彦教頭、堀江
綾美先生、安原養護、
安藤慎介先生

476 2017年11月16日 名手小学校 紀の川市 上田晃子先生 ５年39名、感想文
39名

北村和久校長、澤水秀
（女）担任、中畔亨子
（きょうこ）養護、岩
中理恵先生、谷口博
司教頭

477 2017年11月20日 岩出中学校 岩出市 太田美見保健師 ２年241名、感想
文全員分

森岡和紀生徒指導、
津村吉輝校長不在

478 2017年11月30日 山東小学校 和歌山市 玉置敬一先生 ６年39名、感想文
37名

栗本昌彦校長、大森
麻里養護、大倉恵美
子担任

479 2017年12月８日 尾崎中学校 阪南市 後藤陽子保健師 １年59名、感想文
51名

高村浩三校長、鎌苅
順一生徒指導、井上
達史教頭

480 2017年12月14日 宮小学校 和歌山市 玉置敬一先生、井邊美
香先生 ６年112名

大石幸弘校長、松本
久美子養護、川島実
華養護、和田先生、
中村先生

481 2018年１月11日 東貴志小学校 紀の川市 上田晃子先生 ６年23名、感想文
22名

豊田普也校長（豊田養
護）、佐伯美保養護、
佐々木教頭、吉本担
任

482 2018年１月15日 楠見西小学校 和歌山市 西畑昌治先生 ５年24名欠３名、
感想文24名

庄襢浩志校長、宮原
和美教頭、岸本由宇
養護、小川智子担任

483 2018年１月18日 湊小学校 和歌山市 西畑昌治先生 ６年14名、感想文
14名

小谷雅之校長、高橋
啓子教頭、山本由季
子養護、伊藤優担任

484 2018年１月23日 今福小学校 和歌山市 田畑宏先生 ６年36名、感想文
36名

亀位直規校長、土本
悦子教頭、貴志優太
担任、畔倉先生、藤
野養護インフル欠

485 2018年２月１日 楠見東小学校 和歌山市 玉置敬一先生、湯川直
彦先生

６年44名、感想文
36名

棚田修司校長、吉森
裕己子教頭、福田光
男（前鳴滝小校長）

486 2018年２月５日 下津第２中学校 海南市 岩橋和裕先生 ２年47名、感想文
47名

岩橋雅章校長、松元
由里子教頭、長生光
代養護

487 2018年２月15日 川永小学校 和歌山市 金尾好章先生 ６年57名、感想文
56名

硲間正子校長、成末
真衣養護、有田和行
１組担任、中西優美
２組担任

488 2018年２月19日 西貴志小学校 紀の川市 峰暉夫先生 ６年57名、感想文
55名

今田一里校長、岡本
教子養護、熱田倫子
A組、小西晃平B組

489 2018年３月１日 中貴志小学校 紀の川市 玉置敬一先生、湯川直
彦先生

６年57名、感想文
56名

上中史子校長、中出佳
央子養護、竹内校医、
箕嶋佳紀Ａ組、中道
未那子Ｂ組

490 2018年３月８日 楠見小学校 和歌山市 薗部真里先生 ６年64名、感想文
61名

岡本昌彦校長、西畑徹
教頭、岡本史珠養護、
中津担任（女）、田中
担任

491 2018年４月19日 藤戸台小学校 和歌山市 玉置敬一先生 ６年150名、感想
文141名

岡野恭子校長、西井
恵美子教頭、田畑雄
介３担任新、江涼加
担任中家２、中野４、
岩本５各担任

492 2018年５月10日 楠見西小学校 和歌山市 西畑昌治先生 ５年18名、感想文
17名

庄襢浩志校長、宮原和
美教頭、岸本由宇養
護、田辺麻衣子担任、
栗本先生
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493 2018年５月14日 荒川中学校 紀の川市 津田政直校医 ２年37名、感想文
37名

吉田典弘校長、﨑夏美
養護、松田剛志A但、
山本愛 A組、尾崎由
梨B組、梅本先生

494 2018年５月17日 伏虎義務教育学校 和歌山市 玉置敬一先生 ６年75名、感想文
72名

林素秀校長、山岡正史
担任、藤原美幸担任

495 2018年５月21日 鳥取東中学校 阪南市

畑中好美保健師、枡田
灯里担任、田口あかね
担任、大下担任、福元
担任

１年105名 中井保則校長、印南謙
一生徒指導、浦教頭

2018年５月27日
世界禁煙ディーフ
ォーラム　新型タ
バコの真実

田淵貴大先生
中川、奥田、岩橋、北
山、山本、小谷、太田、
西畑、原、廣田

県中阪、竜田、山
本、毎日新聞後藤

朝日新聞　下地、テレ
ビ和歌山　小林、日刊
わかやま新報　千田

2018年５月31日 世界禁煙ディー
和歌山駅前バンドエイ
ド配布、中川、奥田、
山本、畑中

ハイサイ企画　梶
原、田中、西山

高橋、安井、金谷、
田尻、千但、畑中

496 2018年６月７日 宮北小学校 和歌山市 金尾好章先生、田中歯
科

６年32名、感想文
32名

道本美月校長、坂口
博紀教頭、東阪担任、
淀谷弥衣養護

497 2018年６月11日 那賀中学校 紀の川市 佐藤裕美子先生 １年43名感想文
42名

西口正純校長、山田
浩史教頭、豊田雅世
養護

498 2018年６月14日 雑賀崎小学校 和歌山市 玉置敬一先生 ６年８名（男７女
１）、感想文８名

奥村孝校長、木村朱美
養護、萬田雅彦担任

499 2018年６月18日 打田中学校 紀の川市 上田晃子先生 ２年111名、感想
文95名

木村信一校長留守、
松下教頭、森先生、
西浦、山口校医

500 2018年６月21日 りんくう翔南高校 泉南市 後藤陽子保健師、若狭
陽子養護

１年232名、教員
10名、アンケート
あり

藤田繁也校長、妻木
靖朗教頭、澤希、梅
本知香保健師、南由
美、高山奈々保健師

501 2018年６月26日 野崎小学校 和歌山市 田畑宏先生 ５年42名、感想文
42名

岩井秀文校長、石野
宏美養護 ( 前島、砂
山小）、中野１組、西
本２組

502 2018年７月２日 岩出第二中学校 岩出市 柿原美千秋先生 ３年280名、感想
文218名

宮本浩校長、小上広
太郎生徒指導、仲井
義人先生、永田泰隆
担任、森田和美養護

503 2018年７月５日 東山東小学校 和歌山市 玉置敬一先生 ６年29名、感想文
29名

山下真二校長、松尾
友絵教頭、杉本智美
養護、花田利那担任

504 2018年７月９日 岩出第二中学校 岩出市 柿原美千秋先生 ２年260名、感想
文226名

宮本浩校長、小上広
太郎生徒指導、永田
泰隆先生、森田和美
養護、富崎成一先生

505 2018年７月12日 和歌浦小学校 和歌山市 金尾好章先生、田中佐
季研修医

６年34名、感想文
７名

福田佳武校長、和田
佳世教頭、西真里奈
養護、三宅祐平担任

506 2018年７月17日 鳥取中学校 阪南市 畑中孝之 １年96名、感想文
86名

中山孝一校長、畠中
教頭、前田靖子養護、
一木太輔先生

2018年８月31日 熊取南中学校 泉南市 畑中孝之 体調不良につき、キャンセル
2018年９月13日 紀伊小学校 和歌山市 薗部真里先生 体調不良につき、キャンセル
2018年９月20日 四箇郷北小学校 和歌山市 井邊美香先生 体調不良につき、キャンセル
2018年10月１日 岩出中学校 岩出市 太田美見保健師 体調不良につき、キャンセル
2018年10月４日 熊取中学校 泉南市 畑中孝之 体調不良につき、キャンセル
2018年10月11日 紀見東中学校 橋本市 上田晃子先生 体調不良につき、キャンセル
2018年10月15日 鳴滝小学校 和歌山市 井邊美香先生 体調不良につき、キャンセル
2018年10月18日 中貴志小学校 紀の川市 玉置敬一先生 体調不良につき、キャンセル
2018年10月22日 貝掛中学校 阪南市 畑中孝之 体調不良につき、キャンセル
2018年10月29日 小倉小学校 和歌山市 上田晃子先生 体調不良につき、キャンセル
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2018年11月８日 川永小学校 和歌山市 金尾好章先生 体調不良につき、キャンセル
2018年11月12日 西貴志小学校 紀の川市 峰暉夫先生 体調不良につき、キャンセル
2018年11月15日 宮小学校 和歌山市 玉置先生、井邊先生 体調不良につき、キャンセル
2018年11月19日 那賀高校 岩出市 上田晃子先生 体調不良につき、キャンセル
2018年11月26日 岩出小学校 岩出市 山入高志先生 体調不良につき、キャンセル
2018年11月29日 山東小学校 和歌山市 玉置敬一先生 体調不良につき、キャンセル
2018年12月６日 尾崎中学校 阪南市 小谷泰子保健師 体調不良につき、キャンセル
2018年12月10日 和佐小学校 和歌山市 上田晃子先生 体調不良につき、キャンセル
2018年12月13日 名手小学校 紀の川市 上田晃子先生 体調不良につき、キャンセル
2018年12月17日 福島小学校 和歌山市 井邊美香先生 体調不良につき、キャンセル
2019年 有功小学校、楠見東小学校、今福小学校、湊小学校、東貴志小学校、楠見小学校、すべてキャンセル
※畑中さんのメモによると、2018年5月21日時点の授業参加者は、生徒58336名、父兄912名、別1245名。
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以上の記録に残るように、禁煙教育を通して健康と命の大切さを伝え続け
た畑中さんの長年にわたる功績に対し、平成31年３月８日、和歌山市教育
委員会から感謝状が贈られました。
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メディアに取り上げられた畑中さん

日時 メディア タイトル 記名記者名

1） 2003・07・17 朝日新聞 和歌山東高の『禁煙教室」生徒ら52人聞き入る

2） 2003・07・17 毎日新聞 生徒たちに「禁煙教室」声帯がん体験男性が講演「ア
ホなこと、やめよや」 萱原健一

3） 2003・07・17 読売新聞 52人、真剣に聴き入る　和歌山東高で喫煙経験ある
生徒に禁煙教室

4） 2003・12・10 わかやま新報 喫煙の有害性・治療例を学ぶ　県立和歌山東高校で「禁
煙教室」

5） 2005・10・08 わかやま新報 怖いたばこの害　貴志小で喫煙防止学ぶ

6） 2005・10・20 紀北日日新聞 「喫煙はガンの始まり」中学校で「防煙教室」開く　
たばこ原因ガン患者役10万人

7） 2006・08・01 広報紀の川 禁煙用「序曲」　のどに穴があいた「教育者」

8） 2008・06・14 読売新聞 体験基に禁煙教育　声帯摘出した畑中さん　児童生徒
に講演100回

9） 2008・08・02 毎日新聞 人工喉頭使い「誘惑に乗らないで」畑中さんが出前授
業 加藤明子

10） 2009・09・11 全国巡回がんセ
ミナー

検診受けて早期発見！「声帯を失って」畑中孝之、「わ
が国のがん対策に占める検診の重要性」垣添忠生（国
立がんセンター名誉総長）、「和歌山県の乳癌検診の現
状と今後の展望」尾浦正二（和歌山県立医科大学・准
教授）

11） 2011・06・23 毎日新聞 毎日新聞　輝集人　経験、教訓　人工喉頭で語る 藤顕一郎

12） 2011・09・29 毎日新聞 「受動喫煙防止条例制定を」市民団体など県と議会に
要望書 藤顕一郎

13） 2014・01・23 わかやま新報 経験者の語りから学ぶ　本町小本5年生、喫煙防止教
室  

14） 2016・05・19 ＮＨＫテレビ 『あすのＷＡ！』リポート「命を守る禁煙教室400回」 今城和久
15） 2017・05・13 ＮＨＫラジオ 『ラジオ深夜便』「声を失っても伝えたい」 今城和久

16） 2017・05・25 朝日新聞 「たばこの害」この身で　かつては１日50本　畑中さ
ん　がんで声帯摘出・器具で「声」出し学校で講演 片田貴也

17） 2017・07・22 ニュース和歌山 たばこの怖さ　中学生に　声帯摘出した畑中さん講演
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（2003年７月17日　「朝日新聞」朝刊）

（2003年７月17日「毎日新聞」）
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（公報「紀の川」2006年８月号）

（2005年10月８日　「わかやま新報」）



31

体験基に禁煙教育
声帯摘出した畑中さん　児童・生徒に講演100回
特殊な器具を使い「誘惑に負けたらあかん」と禁煙を訴える畑中さん

喉頭 ( こうとう ) がんで声帯を摘出した経験から、小中学校や高校で
たばこの害を訴え続けてきた和歌山市大谷の畑中孝之さん（63）の講演
が、100回を超えた。人工的に音声を出す特殊な器具を使い、「誘惑に負
けたらあかん」と子どもたちに伝えている。
畑中さんが、たばこを吸い始めたのは16歳のころ。「大人の仲間入り
のつもりで」と軽い気持ちだったが、いつの間にか1日約50本を吸うヘ
ビースモーカーになった。52歳の時にがんが見つかり、翌年に声帯を摘
出。「まさか自分が」と落ち込んだ。
代償は大きかった。自力で声は出せず、人工的にのどに振動を与える、

「電動式人工喉頭」と呼ばれる器具が手放せない。大声が出せず、冷たい
空気が入るとせきこみ、熱いものを食べるとむせる――。吸いたくても
吸えない体になり、たばこの夢を何度も見た。「こんな苦しい思いは、誰
にもしてほしくない」
「たばこ問題を考える会・和歌山」に入会し、2003年から主に学校で
体験を語っている。講演は年間30回を超える。最初は人前で話すことに
抵抗も感じたが、妻恵美さん（60）の「あなたの姿を見せることが一番
大事」の言葉が、背中を押してくれた。
小学校で講演したとき、女子児童が「ありがとう」と涙を流して駆け寄ってきた。隣の女の子も泣き始め
た。一生懸命に声を絞り出す畑中さんを見て、涙があふれてきたという。感想文には「おじさんの気持ちは
無駄にしたくない」「絶対に吸いません」との言葉が並ぶ。
畑中さんの禁煙教育は、学校の教諭らに知られるようになり、講演の依頼が後を絶たない。「自分と同じ
失敗をしないためにも、子どもたちにたばこの危険性を知らせていきたい」と力を込めた。

 （2008年6月14日　「読売新聞」）

（2008年８月２日　「毎日新聞」）

特殊な器具を使い「誘惑に負けたらあか
ん」と禁煙を訴える畑中さん
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（2011年６月23日　「毎日新聞」）

（2011年９月29日　「毎日新聞」）
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（2017年５月25日　「朝日新聞」朝刊）



34

（2017年７月27日　「ニュース和歌山」）
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授業後　生徒の感想文

【小学５年生の禁煙教育での感想文】
● 　この間は、タバコをすってはダメ！とおしえてくださって、勉強になり
ました。わたしの家では、お父さん、お母さんこの二人ですっています。
先生におしえてくれたことをおしえて、わたしは、こう思います。お母さ
んは「８」のこいものをすっています。お父さんは「１」です。お母さん
が一日に十本以上すっているので、明日から、９本、次の日８本、、、、、、
と一日ずつへらしてぜんぶなくなったら「７」次のひくいものへかわって
いくのです。どうですか？
わたしは、たばこをすい続けて、息ができなくなるのがこわいです。き
かいで、しゃべらないといけない時に、わたしは、なみだが、あふれてき
ました。本当に、なったらどうしょうと思いました。だから、わたしは、
おとなになったら、タバコはすいません。おしえてくれてありがとうございました。
● 　きんえん教室、タバコはどんなものかよく分かりました。わたしは、一番、はたなかさんが教えてくれたことが一番心に
残りました。はたなかさんは、タバコをすってたせいで、きかいをつかわないと、しゃべれなくなったと聞いて、こわかっ
たです。けど、たばこはすわないと、けっしんできました。
西畑先生は、タバコは楽しい？おいしい？とか教えてもらって、タバコをすっていても、病気になるだけだと分かって、
タバコのにおいも、すいたくないと思いました。西畑先生とはたなかさん、いろいろ教えてくださって、ありがとうござい
ました。
● 　わたしは、先生がたのお話しを聞いて、たばこはぜったいダメだなと思いました。わたしの、お父さんの弟がすっている
ので、いけないなと思いました。わたしは、たばこをすうきにはなりません。なぜかというと、たばこが大きらいだからです。
はたなかさんもつらい思いをしていると思うので、わたしは、ぜったいすいません。友だちにすすめられてもすいません。
お母さんと、お父さんから、たばこはすってはいけないよと言われているので、すいません。びょうきになってしまうと、
しあわせが、まいこんでくるのではなく、ふこうがまいおりてくるからです。今では、すわないようにする、薬もあります
が、なかったらきっと、みんな、すっているでしょう。
あと、先生がたが、このたばこをやめる授業をすることも、わたしは、すばらしいと思います。はたなか先生もつらい思
いで、前のお話しをしてくださったことによって、わたしも、かんどうしました。たばこと、いうものはとてもこわいもの
ということが、よくわかりました。これからも、気をつけて、たばこを、ことわっていきたいと思います。

【小学６年生の禁煙教室での感想文】
● 　上田先生の話しを聞いて、たばこは吸ってる人の体をぼろぼろにする上に、タバコを吸ってる人の周りの人にまで悪えい
きょうをあたえて、たばこに慣れさせてしまう害しかないものだと知り、そんな怖いものがふつうに売られている事がおか
しいと思いました。
畑中さんのような体験をされた方のお話しを聞くことで、本当にあるんだという気持になり、さらにたばこは怖くなりま
した。また、その経験を元に、こうしてタバコのおそろしさを教えて回ってくださっていることに感謝というか感動しました。
● 　先生たちの話しを聞いて、改めてたばこのこわさを知りました。たばこは一度吸うと、はまってしまい、やめられなくなっ
てしまうんですね。
私は、たばこのにおいがとてもきらいで、吸ってる人には、近寄らないようにしています。タバコを吸いたいと思ったこ
ともありません。でも、いずれ、吸いたいと思うこともあるかも知れません。でもその時は、上田先生、畑中さんの話しを
思い出して、絶対吸わないようにします。
おいそがしい中私達のために、ありがとうございました。

● 　私の家族は誰もタバコを吸わないけど、ご飯を食べに行ったりすると、たまにたばこを吸ってる人もいます。喫煙ルーム
があったりするけど、喫煙ルームがない所が多いです。その時に私達もたばこの煙を吸っているかも知れません。
上田先生の話しを聞いて、たばこはいろんな薬品などが入っている事を知りました。３年前ぐらいまでお父さんが私達が
煙を吸わないように外でたばこを吸ってましたが３年前に「タバコを吸わないで」と言うとやめてくれました。そのおかげ
で去年グアム旅行へ行ってきました。私は、昨日上田先生の話しを聞いて、ハワイ旅行へ行きたいです。
畑中さんは、お風呂とかで、水が一滴でも入るとせきが止まらなくなってしまうという事を聞いたので、私は一生たばこ
は吸いたくないなと思いました。昨日はありがとうございました。
● 　ぼくは、たばこのことを勉強して、初めにタバコくらいちょっといいかなと思っていたけど、上田先生と畑中さんのお話

※畑中さんがたばこ問題を考える会のMLにのせた感想文から抜粋しました。
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しを聞いてこわいなと思ったり、お父さんやおじいちゃんたちにも、タバコをすってほしくないなと思いました。そして、
畑中さんはとてもかわいそうだなと思いました。そして畑中さんの気持ちになると、とてもつらくて毎日がしんどかったん
だと話しを聞いて思いました。だからぼくはお父さんたちにも、声をかけて止めてもらいたいと思います。
● 　ぼくは、たばこについての話しを聞いて、「前からタバコは悪いと知っていたけど、ここまで悪い物なのだな」と思いま
せんでした。その後、畑中さんが話を始めた時、正直びっくりしました。機械を使って話しているのでした。どうしてこう
なったんだろう？と思っていると、タバコが原因で「せいたい」にガンができて、そしてその「せいたい」をとったので、
機械で話していると言ったのです。他にも胸付近に穴を開けているので、水が入ると苦しいと言ってました。それを聞いて
ぼくは「たばこはこんなにこわい物なのか」と思いました。そして、失礼かも知れませんが、「機械をとおして話すように
なりたくない」と思いました。それでも、ぼくたちに、たばこのこわさやおそろしさを伝えてくれて、ぼくは「きっと、そ
こまでして禁煙を呼びかけるほど、大事なんだ」と思いました。本当にありがとうございました。
● 　今日、改めてタバコのこわさなどを知りました。特にビックリしたことは、人々に害をあたえるのに、タバコを売ってる
ことです。後、タバコを売ってる人はどういう気持で売っているかも知りたいです。
私は、脳や足、口などのガンにならないよう、私自身がたばこをすわず、私達の周りの人もたばこをすわないでほしいです。
私が一番ビックリしたのは、小さいころからタバコをすう人が多く、おとなになってからタバコをすいはじめる人が少な
い事にビックリしました。
今日、授業をして、絶対たばこをすいたくないなぁと改めて思いました。

● 　今まで、タバコのことはあまり知らなくて、体に良くないということし
か知らなかったけど、今日、自分だけでなくまわりの人にも迷わくをかけ
るということも分かったし、絶対に吸わないようにしょうと思いました。
まわりの人にも教えてあげたいと思いました。たばこは自分が思っていた
以上に、おそろしいことが分かりました。
たばこは、病気になるリスクが高くなることが分かったので、自分の命
をタバコ一本ですてないようにしょうと思いました。
● 　たばこの危険性は前から聞いていたけれど、写真などを通してさらに分
かることができました。だから、将来吸わないようにしたいと改めて感じ
ました。初めの一本が危険だと聞いたので、気をつけたいです。でも、たばこを吸ってる人を否定したりすることはしない
ことにします。説明してくれた２人の先生方みたいになりたいと思いました。
危険性についても、次世代の人にも伝えていきたいです。

● 　たばこは体に悪いことは知っていたけど、まさか、たばこはこんなに危険だとは思いませんでした。とてもビックリしま
した。そして、畑中さんのお話しを聞いて、心に残りました。特別な器具を使って話してもらって、たばこを吸って実際に
声帯をなくしてしまったという悲しい出来事を、教えてもらって「一生吸わない」ということを改めて感じました。特別な
器具を少し体験させてもらって貴重な経験になりました。もし、友達が吸おうとしたら絶対に止めます。
● 　タバコは、体に害をあたえる物で、吸うとやめられなくなると知って、大人になっても吸いたくないなと思いました。タ
バコを吸うと肺が黒くなるのを見て、すごく怖かったです。私は、なぜタバコの箱は悪い物だと書いているのになぜ、そん
な物を買うのか、売るのかふしぎに思いました。たかがタバコのためだけに、すごい大金を使うのは本当にもったいないな
と思いました。タバコのけむりも悪いと知って、私はたまに吸ってしまうので、イヤだなと思います。タバコは体力も落ち
て、勉強も集中できなくなるので、本当にタバコは悪い物だと思います。畑中さんも、タバコのせいでしゃべれなくなって
いたので、怖いなと思いました。
● 　タバコはとても悪い病気をおこしてしまうので、こわいなと思いました。あと、吸ってない人も吸ってる人の煙を吸うと
副流煙にかかってしまうので、めいわくだなあーと思いました。私は、昔タバコはかっこいい物だと思っていました。CM
でもかっこよくやっているから、体に悪くない物だと思ってました。あと、私の家ではおじいちゃんが吸っているので本当
に悪くないと思ってました。今日の話しを聞いて、タバコは悪い物、吸ってない人にも体が悪くなる、そういう事が分かり、
すごく良かったです。今日話をしてくれなかったら、ルールをやぶり吸っていたと思います。あと、現実にそうなった、畑
中孝之さんの話しを聞き、ますます、吸いたくなくなりました。友達にすすめられても、カッコいいからと言っても、そう
ゆう理由で吸いたくありません。逆に自分が吸うのではなく自分が吸っている人を注意しょうと思います。そのことをおじ
いちゃんに注意してあげようと思います。自分のため、みんなのためにも吸うのではなく、吸ってる人を注意しょうと思い
ます。今日は、本当にありがたいお話を、ありがとうございます。畑中孝之さんは、あんなきかいを使いながらみんなにタ
バコの悪い事を教えていただき、ありがとうございます。このことは、わすれないでおこうと思います。
● 　私は、タバコについて知ってる事はたくさんあると、自分の中では思っていたけど、今日の話しを聞いて、知らない事が
たくさんありました。200しゅるいも体に悪いのがはいっていると知った時すごいビックリしました。畑中さんの話しを聞
いてビックリしたのは、まず、声にビックリしました。タバコを吸い続けるとこんなふうに声が出なくなるのを初めて知り
ました。畑中さんがしんけんにはなしてくれて、私たちにタバコを吸ってはダメだよと教えてくれて、私はぜったいにタバ
コを吸わないとすごく思いました。今日は、本当にタバコについて、くわしく知れてうれしかったです。
● 　今日は、きつえん防止教室で玉置さんや畑中さんなどいろいろな先生がたばこについて教えてくれました。たばこは肺が
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んになったり、体調が悪くなったりすると分かり、そんなことにはなりた
くないので、たばこは吸いたくないと思いました。実際にたばこを吸い続
けて声を失っているのに来てくれた畑中さんは、たばこをやめられずに、
病気にもなると思っていなくて、今、後悔してると聞きました。タバコは、
病気になったり、良いことがないから、だれかにすすめられても、絶対に
断り、一つでも吸うことがないようにしたいです。
今日は、教えてもらったことで、思っていた以上にたばこは悪く「体」「命」
を大切にしていきたいと思いました。
● 　今日は、きつえん防止教室がありました。ニコチンやタール、一酸化炭
素など、有害な物質が含まれている事が分かりました。それも、200種類だったので、タバコが体に悪いのが聞かなくても
よいくらいでした。でも、歯が抜けるや、歯周病になることが、おどろきでした。そして、畑中さんの自分の経験を通して
言ってくれた事は、説得力があり、絶対ダメだと思いました。
タバコは大人への第一歩や、カッコいいなんていう気持をすて、勇気をもって断れるようにしたいです。きっえん防止教
室は楽しかったけど、中身が深くてタバコの危険性を知る事ができました。この教室は一生大切になるものだと思い、それ
を教えてくれた二人の先生に、タバコは吸っていませんと言えるようにしたいです。
● 　10月21日にタバコのことについて、体育館でお話がありました。私は、その話しを聞いて、思ったことが二つあります。
一つ目は、タバコの悪さについてです。タバコは悪いってことは、知っていたけれど、血液のこととか、予想以上にあって
タバコは吸ってはいけないなと感じました。二つ目は、畑中さんのことです。こんな声たいを取って、機械がないと言葉が
言えない人がいるって、今まで知らなかったので、知れてよかったと思います。そんな機械を使わないとしゃべれなかった
り、ガンになったり、亡くなったりするのはすごく悲しいから、私は、タバコは吸わない、周りに吸っている人がいていた
ら、止められる人になりたいと思いました。そんなことを考えると、いっぱい吸っていて、自分が苦しいのに吸うのはおか
しいと思います。なので、早くタバコを吸う人がいなくなってタバコのない世界になればいいなと思いました。
私が大人になった時には、タバコがなくなっていて、話を聞いている時に、なみだが出てしまったので、そんな活動がな
くてもいいような世界にしたいです。
● 　私は、禁煙教育を受けて、はじめてたばこのこわさを知りました。ニコチンやアンモニアや一酸化炭素が入っていること
を知りました。それにいろいろな化学薬品が入っていて、それに、どくのかんづめと言われるりゅうが分かりました。たば
こは、本当に、きけんな物だと分かりました。それと声が出なくなることを知って、もっとこわくなりました。ぜったいに、
私は、たばこなんかすいたくありません。お母さんも、おばあちゃんも、それに、もう二度と会えなくなった、おじいちゃ
んもみんなタバコをすっていました。とってもこわいです。お母さんやおばあちゃんにやめることを、これから、すすめて
いこうと思います。それに、足のおやゆびの第一かんせつがミイラじょうたいになることを知っておどろきました。ウサギ
の動物じっけんでも、けつかんに血がめぐらなくなったり、人間では、肺がスポンジじょうたいになったり、こわいです。
タバコなんて売らなければいいのに、なんで大人は、タバコを売るのかふしぎです。それに、お母さんはすっても体になに
もいいことがないと知っていながらすっています。私も、とてもあぶないと思っています。
● 　タバコはとてもこわい道具ということが分かりました。一番おどろいたのは
が、首のあたりに親指の第二関節ぐらいの穴を開けていることと、タバコを吸
い続ける事でしゃべれなくなるということです。また、足の親指にミイラ状態
になっていることがとてもびっくりしました。他にも、タバコを吸うと寿命が
短くなると言うことを聞いてとてもびっくりしました。
畑中さんへ
自分がまちがっている事に気づきそれを生かして、みんなにタバコの危なさ
を教えてくださいました。その精神の強さは何かを変えてくれるかもしれませ
ん。これからもくじけず健康に気をつけて下さい。
僕は、タバコは千パーセントすわないとちかいます。

● 　タバコは、体にも悪くて、こわいことがよく分かりました。私のおじいちゃんもタバコをすってたけど、あの時とめてお
けば良かったな、と思いました。おじいちゃんは、今死にかけで鼻にチューブを通しています。おばあちゃんは「味も分か
らないのに、こんなの通されるのはつらいだけや」と言っていました。そして、タバコが世界から消えたらいいのにな、と
心から思いました。
男の先生、これからもがんばって生きてください。どんなに遠くに先生が行っても、おうえんしています。私は、支えに
なれます。なります。がんばってください。私もがんばります。ぜったいに私はタバコはすいません。どんなにすってみた
くなっても、さそわれても、すいません。がんばります。そして、10月21日をぜったいわすれません。ありがとうござい
ました。がんばってください。
● 　お父さんはもともとタバコを吸ってました。でも、苦労してなんとかやめました。今日の話しを聞いているといろんなガ
ンを引き起こす元となっているので、お父さんはやめれて本当に良かったと思いました。それに、タバコはお金をたくさん
使うので、もっと他のことに使ったほうがいいと思いました。たばこのせいで年間10万人もの人が亡くなってしまってい
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るので、たばこはいいことが一つもないと思いました。
畑中さん、しゃべるの苦しかったと思いますが、いろいろなこと分かり
ました。ありがとうございます。
● 　今まで、タバコは悪いというのは聞いた事があったが、実際にどのよう
になるのか、よくイメージすることができなかった。しかし、畑中さんの
しゃべり方、話した内容を聞いて、どれだけおそろしい事になることが少
しは分かった気がする。
タバコは吸い始めると、やめられないと言っていたが、そうなるのもな
んとなくわかるような感じがした。僕も、タバコはすすめられても絶対に
吸わないと、今、ちかおうと思った。
● 　もともと、家族がだれ一人吸っていないので、絶対吸わないと思っていたけど、今日の話しを聞いて、ますますそう思い
ました。
ガンになってしまう事も知っていたけど「骨とかにも害がでるんだなぁ」と思いました。じっさいにのどの声帯をなくし
た人がきてくれて、自身の体験を話してくれて、こわくなりました。周りの人がたまにすっていたりするので、出ているけ
むりを、すったりするのもこわいなと思います。
私は、絶対に、絶対にタバコは吸わないと決めました。

● 　今日は、禁煙教育で井辺先生と畑中先生が来てくれて、すごく勉強になりました。初めは、井辺先生がタバコをすうと、
どのようになるかを分かりやすく教えてくれました。タバコをすうとどれだけ体に害があるかを教えてくれたので勉強にな
りました。私は、大人になったら、１本だけすってみようか、迷ってました。そして、畑中先生が絶対すわないほうが方が
よいと言ってくれたので、私は、すわないと約束したいです。もし、タバコをすうのをさそわれたら、きっぱりと断り、友
達とかがすいかけていたら、とめてあげたいです。タバコをすうと、肺がんにしかならないと思っていたけど、口の病気と
かいろいろなつらいことになるのを知って、タバコをすっている人はつらくなることを知っているのか気になりました。禁
煙教育は、すごく勉強になりました。
● 　禁煙教育をして、たばこはこわいんだなと改めて思いました。
私のお父さんも、前にたばこをやっていて、私が「たばこやめてよ」と何度も言ったけど、全然聞いてくれませんでした。
ある日、お父さんが病院へ行って、レントゲンをとると、のどの辺りに白いものが見つかって、このまま放置しておくと、
がんになりやすいと言われ、手術で白いものを取りましたが、少しの間は筆談で話しをしてました。そして、自力でたばこ
をやめました。
私は、タバコをやめるのは簡単だと思っていましたが、本当はすごく大変なんだと、今日の授業で初めて分かりました。
なので、自力でたばこをやめたお父さんはすごいなと思いました。それと同時に、お父さんが肺やのどの病気にならなくて、
本当に良かったと思いました。これ以上、たばこを続けていたら機械で会話する人になります。それに、私たちにも、たば
このけむりを吸って病気になってしまうかもしれません。だから、たばこをやめてくれて本当に良かったです。
井辺先生と、畑中さんの授業は、将来役に立つ物ばかりでした。ありがとうございました。

● 　今日、禁煙教育を受けました。教えてくれた人は、井辺先生と畑中先生です。初めは井辺先生がたばこの成分やニコチン
のこわさについてとてもくわしく教えてくれました。とちゅうで映像とかもあって分かりやすかったです。
井辺先生の話しを聞くと、ほんとうに毒のかんづめ、だなと思いました。お母さんが吸っているので自分もがんになるん
じゃないのかと思いました。だから、お母さんにもちゃんと今日聞いたことを教えてあげます。
次に、スペシャルゲストとして来てくれた畑中先生の話しを聞きました。でも、電動式人工こうとうが無いとしゃべれま
せん。そして、畑中さんは、自分でもなると思わなかったと聞いて、お母さんも、病気にかかってほしくないので、いって
おきます。
井辺先生が、いったように畑中さんはかわいそうではなく、かっこいいと改めて思いました。

● 　私は、禁煙の授業をして、改めてたばこはとてもこわいものなんだなと思いました。私の家は、お母さんがたばこを吸っ
ているので、井辺先生の話しを聞いて、たばこの煙でもはいえんになることを知って、さらにたばこはこわくなりました。
私は、足の親指がミイラ化しているのを見てすごくびっくりしました。なぜかと言うとあんな小さな細いもので体の一部が
ミイラ化するなんて思ってもみなかったからです。もし、お母さんがあんなことになったらすごくいやなので、畑中さんが
言っていたように、私がお母さんに「たばこをやめて」と言ってみようと思います。
さいごに、畑中さんに人口こうとうを使わせてもらったとき、畑中さんはすごくすごい人なんだなと思いました。初めは、
しょうじき、うそじゃないのかと思っていたけど、実さいにやってみると、すごくむつかしかったし、声を出していないの
に声が出て、すごくびっくりしました。今日の禁煙の授業はすごく勉強になりました。また、きかいがあればやりたいです。
● 　たばこは、こわい物だと分かりました。私は、タバコのにおいがきらいです、頭が痛くなるにおいです。２年前、お父さ
んがたばこをやめようと努力し、やめることができました。タバコをやめるのは大変そうでした。吸いたくなると、ガムを
かんだりして、工夫してやめました。お父さんは、今では、たばこのにおいをかぐと、私と同じように、頭が痛くなるそう
です。私もタバコを吸わないように気をつけたいです。
● 　私は、きんえんのことを聞いて、絶対にタバコをすってはいけないなと思いました。外国の人のビデオを見て、しんどい
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事をけいけんしたのに、まだ、のどに穴をあけてまで、タバコを吸うかな
と思いました。でも、のどからしないといけないくらい、たばこは一回吸っ
てしまうと、やめられないもんだなと思いました。
畑中さんの話しを聞いて、私は、タバコを吸いたくないなと思いました。
だから私は、もし、中学ですすめられたとしても、吸ったりはしません。
だから断ります。
● 　タバコを吸うと、病気になりやすいという事が分かりました。（畑中さ
んに質問ですが、機械を使いこなせるのにどれぐらいかかりますか）
私は、テレビでは機械を使って話してるの、見たことはあったけど、実
際に見るのは初めてでした。タバコは吸わないのが一番良いと聞いたので、私は、絶対に吸わないでおこうと思いました。
私のおじいちゃんも吸っているので、やめて欲しいと思いました。
タバコは吸うと絶対にこうかいするという事が分かりました。私は、進められても、断ろうと思いました。今日は、わざ
わざ来て教えてくださり、ありがとうございました。
● 　金尾先生、畑中さん、今日はありがとうございました。
金尾先生と畑中さんのおかげで、たばこのおそろしさを知りました。たばこは、二十才になって一本吸ってみたいと思っ
たけど、やめようと思いました。
お父さんはタバコを吸っています。なので、今日、金尾先生と畑中さんに、タバコの事を教わり、お父さんに禁えんをす
すめようと思いました。ありがとうございました。
タバコは絶対吸わず、気をつけていこうと思いました。

● 　今日、禁煙教室でいろんなことを学びました。タバコを吸ったら、やめたくてもやめられなくなる事や、タバコを吸った
事でいろんな病気にかかる事や、死にいたる事も分かりました。ほかにも、いろいろな事も分かりました。
金尾先生や、畑中さんの話しを聞いて、私の家族は、タバコを吸わないけど、聞いた話を全部、教えたいなと思いました。
あと、すごいなぁと思った事は、いろいろな学校にたくさん、たくさん
話しているのが、すごいなぁと思いました。やっぱり、たばこはいくら気
持ちが良くても、きけんな物なんだなぁと思いました。
● 　私の願いは、ただ一つです。父にはタバコをやめてほしいのです。父は、
私の大切な人です。なので、不便になってほしくない。でも、この願いは、
父に届くかは分かりません。それは、父もがんばっているから、それ以上、
きずつけたくない。でも、そのままほっておくと、さすがにダメです。で
も、それでも、頭の上から「タバコやめて」と言ったところで、この私の、
深い思いは伝わりません。だと言って、私がほっておくと、母も少しは注
意してくれますが、妹の世話でいっぱいで、まだ、弟はそんな事が分かり
ません。なので、この話を聞き、どうすればいいかが分かりました。
とても、いい話をしていただき、本当にありがとうございました。これから、私は、父に、タバコをやめさせて、とって
もいい家族にしてみせます。ありがとう。
● 　私の祖父がタバコを吸っていて、タバコにはそんなにも害が無いと思っていましたが、今日の授業で、タバコの危険がと
ても理解できました。特に、畑中さんの説明が心にひびきました。それは「最初はこんな事になるなんて思ってもいなかっ
た。そして、絶対にタバコを吸わないでほしい。」という一言でした。
私は、タバコを吸っていておこるのは「ガン」という病気だけと思っていたけど、畑中さんのように、声たいを取らなけ
ればいけなくなったり、「ニコチン」という成分で、手を切らないといけなくなると知って、「一生の中で絶対にタバコは吸
わない」と心にちかいました。そして、世界中からタバコがなくなってほしいし、大人になったら、タバコをなくすボラン
ティアをやりたいと思います。
● 　ぼくは、今日の禁えん教室でたばこが体に悪い事をくわしく知りました。
ぼくの、お父さんとお母さんはたばこをすっているので、今日は知ったことを、ゆってあげようと思います。たばこのに
おいはくさいです。ぼくは大人になってもぜったいに、たばこはすいません。病気とか、手、足がくさったりするのはいや
です。「いいこと学んだなあー」と思います。
● 　私は、たばこは悪い物だと知っていたけど、今日は、話しを聞いてとても悪い物だとよく分かりました。まず、たばこを
吸い続けていると、いろいろなガンになりやすくなって、なくなった人が多いから、絶対にすってはいけないということ。
畑中さんが話してくれたことは、人にたばこを吸うようにさそわれても吸ってはいけないこと、始めの１本が２本３本と
ふえていくから、始めの１本をすってはいけないこと、たばこを吸うようにすすめる友達は、本当の友達では、ないといっ
ていたので、私は、タバコを吸わないようにこれから努力をしようと思いました。吸ってる人がいたら吸わないほうがいい
と言おうと思いました。
● 　今日は命の大切さ（たばこを吸わないこと）を教えてくれてありがとうございます。
畑中さんは、はなすのが大変なのに私たちのためにいろいろな話をしてくれて１本のたばこから２本、３本のたばこに
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つながることがわかりました。「１本だけなら大丈夫と思うことが病気に
なる１歩だ」という言葉が心に残りました。今日、教えてもらったことを
しっかり覚えてたばこを大人になっても吸わない様にしたいと思います。
あと、たばこを吸っている私の祖父、父には白い折り鶴を折って優しく「ま
だ、長生きしてほしい」と言ってあげたいと思います。本当に、私達のた
めに、命の大切さを教えてくれてありがとうございました。
● 　いろいろたばこについておしえてくれてありがとうございました。畑中
さんはしゃべるのが苦しいのに、一生懸命に話してくれてとてもうれし
かったです。たばこを吸い続けると「がん」になって、せいたいをとらな
いといけなないと畑中さんが体験し、おしえてくれたので、私はぜったい
にたばこは吸いません。がんや、歯の病気になるのはいやだからです。私のおじいちゃんがたばこを吸っているのでやさし
く「長生きして欲しいからたばこはやめたほうがいいよ」といってみます。今日２人が教えてくれたくれたことを大事にし
てたばこはぜったいに吸いません。
本当にありがとうございました。

● 　今日は、いろいろおしえてくださりありがとうございました。改めて、命の大切さを知ることができました。今日の授業
は、本当に勉強になり、すごく大切な時間を過ごすことができたと思っています。わざわざ、私たちのために仕事を休むま
でしてくださり、本当にありがとうございました。こんな体験はもう二度とできないと思います。だから、このたった一つ
しかない命を、自分の身で守っていこうと思います。今日は、こんなステキな授業をしてくださり、先生達には感謝の言葉
しかありません。ありがとうございました。
 

【中学１年生の禁煙教室での感想文】
● 　タバコはすごく危険な物なんだという事が分かりました。自分が吸ったたばこのせいで肺がよごれて、肺がんになったり、
周りの人にもめいわくがかかるということが分かりました。写真で見た時は本当にあった事なんだと思っていたけど、その
患者さんが○○中に来ているとは知りませんでした。二人目に話してくれた人が、機械をつけてしゃべっているから、わざ
とかなと思っていたけど、本当に声帯を取った人だと聞いて、びっくりしました。普通に吸っている人が何もないと思って
吸っていると思うけど、今日は見て、よごれた肺とか声帯がなくなるというのを目の前で見て、これは絶対に吸うべきでな
いんだと、改めて思うことができました。吸っている人の近くにいても、吸っている人と同じなんだなと分かりました。畑
中さんのおかげでたばこを何十本も何十年も吸い続けると声帯を取らないといけなくなるとか、肺がんとか心臓病になると
かが分かる事が分かりました。たばこというのは自分で自分を殺していっているんだな。一日に吸う本数が多くなると死へ
と一歩ずつ進んで行っているんだなということが分かりました。ありがとうございました。
● 　それと、畑中さんのスピーチも、とても心に響くスピーチだった。体験したことを話してくれたときも、本当はすごくつ
らかったんだと思う。明るそうだったけど、本当はすごい人なんだなと思う。それでも、話してる時は少し関西弁が混じっ
ていたので、声を失っても、性格は変わっていないんだなと少し安心しました。ぼくの家族もやめられない人がいるので、
しかってやろうと思う。そして、優しく言おうと思う。
● 　今回、喫煙防止教室で、たばこのおそろしさを改めて知りました。前ま
では、自分はタバコを吸っていないから、病気になる心配はないと思って
いました。でも、たとえタバコを吸っていなくても、そのたばこのけむり
で自分も病気になるのだと知ってびっくりしました。それに、タバコ（ニ
コチン）は薬物の中でも３番目に強いものだと知って、少しおそろしくな
りました。そんなタバコをほとんどの人が吸っている、大変な事だと思い
ました。
今日、一番たばこのおそろしさを知った話は、畑中さんの話しです。た
ばこで声が出なくなる、たばこのおそろしさを知った人の話しを聞けて良
かったです。私の身近な人で吸ってる人がいます。その人に今日教わった事を何度も言って、たばこをやめてもらうように
しようと思います。
私自身もこうきしんで、たばこを吸わないように常に心がけます。タバコのおそろしさを考える話をしてくれてありがと
うございました。
● 　私は、喫煙防止教室を受けて、改めて、たばこは吸ってはいけない物だと思いました。16才でタバコを吸っていた人の
歯の写真を見せられた時、とても驚きました。タバコを吸っただけで、歯にも影響があることを初めて知りました。また、
タバコを吸って声帯を失くした人、畑中さんの話しを聞いてる時、私は、タバコを吸い続けると、こういうことが起こりう
るんだと知りました。
私の家では、父と母がたばこを吸っていますが、私は家で吸われるのがすごく嫌いです。今日の話しを聞いて、家族にも
害があるかも知れないので、また、たばこをやめてもらえないか、聞いてみょうと思いました。
● 　タバコを吸うと、肺が黒くなり、また、いろんな病気、特にガンになりやすいということが分かりました。
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私のお父さんは、毎日のようにタバコを吸ってます。おじいちゃんは昔タバコを吸っていたけど、やめることができまし
た。でも、お父さんは一回やめようとしたけど、なかなかやめることができなくて、失敗しました。
畑中さんの話しを聞いて、タバコを吸っていると、病気になりやすく、寿命も短くなることが分かりました。畑中さんは、
ガンで、声帯を取ったと聞き、お父さんも病気になって早く死んだり、声帯を取るかもしれないので、家で「タバコを吸っ
たら病気になりやすく、早く死んだらどうするの」と言おうと思いました。将来、私はタバコを吸わないと決めました。

【中学２年生の喫煙防止教室での感想文】
● 　私は、小さい頃に両親から「おおきくなってもタバコは絶対吸ったらダメだ」という事を何度も聞かされていました。当
時は「そんなに危ないものなのか、へぇー」ぐらいしか思っていませんでした。しかし、今日たばこの勉強を通して「へぇー。」
ぐらいではすまないほど、たばこはすごく危険なものだと分かりました。
たばこのせいで人が死ぬなんて、バカバカしいと思います。なので、自分の命は自分で守り、身近な人がタバコを吸って
いたら、注意していこうと思いました。
● 　たばこは生活において必要ではないことで、改めてたばこの誘惑に負けるべきではないと思いました。今回の授業で感じ
たことは、喫煙することは一つの病気であり、喫煙者は責められる立場ではなく被害者という事です。また、喫煙は自分の
意志で止められることもある、つまり自分で自分の体を守るということです。しかし、自分自身では歯止めが効かない状態
にまで陥っていることもあります。そんな際には迷わず病院の先生に助けを求め、適切な治療を受ける事が大事だと分かり
ました。大人になってもタバコは吸いたくないなと思いました。
● 　今日は、喫煙防止教室を受けて、いつもタバコはいけないなと思ってい
たのが、さらに怖い事であると思いました。
私の両親も、最近まで、たばこをすっていて、でも、健康や私達のこと
を考えて、たばこをやめました。かいわれの実験や肺の写真はしょう激的
で、やめてくれて良かったと思いました。
畑中さんがお話をしてくださった時、私は、とてもおどろきました。た
ばこで声帯をなくしてしまった。というのは、そういう話を聞いた事があっ
ても、とてもおどろくものでした。とくべつな器具があっても、やっぱり、
声を出せないのはつらいんじゃないのかなと、自分ならきっとたえられな
いです。だから、私は、これからの未来を考えても、タバコは吸わないで、
吸ってる子がいたら、止めるようつとめていきます。
● 　たばこは、私たちにとって、とても身近な物だけど、私は絶対に吸いません。前から思っていたけど、今日は改めてタバ
コの怖さを知りました。タバコを１本吸うだけでも２本３本と、どんどん吸い続けやめれなくなり、寿命が縮まりお金がか
かり、周りに迷惑をかけ、何にも良い事がないと思いました。私だったら1500万円ぐらいをタバコに使いたくありません。
タバコを吸い続けて声をなくした方のお話しはとても心に響きました。私は、機械を使って話す人を見たのは初めてでし
た。その方は自分の後悔を私たちにはしてほしくないという気持ちがとても伝わり、私は、一生タバコに手をつけたくない
です。私の家族では誰もタバコを吸っていませんが、私が吸っていなくても周りの人が吸っていたら、命にかかわるので注
意しょうと思います。
● 　たばこは、やっぱり、害のある物なんだと思いました。「毒の缶詰」はとても良い表現だと思います。たばこの煙の方が
毒が沢山あると聞きとても驚きました。タバコで、病気になった方の貴重な体験談も聞き、吸ってはいけないと思いました。
もしも、友達が吸っていれば、止めなければと思い、自分も吸わないよう、気をつけようと思いました。父が、吸っている
ので、たばこの危険さと病気について詳しく話そうと思いました。この貴重な経験をこれから、どこかで活かしていければ
良いなと思います。
● 　前に、お父さんに家族できつく「やめな！」と言ったことがあって、今日は、やさしく言ってあげてと聞いたので、これ
からは、お父さんにも優しく注意したいです。あと、学んだ事をこれからの人生に生かしていきたいです。友達や家族が吸
うてる人に、これから、「体に悪いから、やめて」と言っていきたいです。自分の体のためにも、相手の人のためにも、タ
バコを吸うてる人を減らせたら良いなぁと思いました。
今日は、岩橋先生、畑中さんの話しを聞いて、すごく、いろいろ学べたので、良かったです。

● 　前半の、岩橋先生のパソコンを使った説明はとても分かりやすく、タバコの有害さがとても率直に伝わり、本当に恐ろし
い物だと感じました。畑中さんの講演は、初めて声を聞いた時は、おどろきのあまり、あいさつを忘れてしまいました。タ
バコを吸う過ぎることは肺がんだけでなく声帯にも影響するんだと思いました。お話を聞いてるとき、確かに電話の時は不
便だと思いました。機械では声での喜怒哀楽が伝わらないので、大変だと思いました。うちでも、お母さん、お父さん、お
じいちゃん、おばあちゃんが喫煙者、始めは聞いてもらえなくても根気強くうったえかけていこうと思います。そして、自
分も吸わないようにしたいです。
● 　タバコは体に悪いのは、前から知っていたけど、改めてたばこは良くない物だという事が分かりました。
日本だけじゃなく、世界でタバコは悪い物になっていて、こんなに、たばこが注目されているんだと思いました。外国で
は、いろんなたばこの対策がされていて、少しうらやましく思いました。タバコがない国もあると聞いて、とても驚きまし
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た。早く、日本もたばこを吸う人がない国になってほしいと思いました。
畑中さんの話しは、すごく聞いてよかったと思います。たばこが原因で
あんなにのどに影響を与えるだと思うと、少し、こわかったです。機械を
使いながら一生けん命たばこの恐ろしさを伝えてくれました。タバコが原
因で病気になった人を初めて見ました。その人が「タバコは絶対やめた方
が良い」と言っているんだから、自分は絶対に吸わないでおこうと強く思
いました。タバコは、すごくお金もかかるし、体にいいことなんて一つも
ないんだという事が良く分かりました。大人になっても、友達に誘われ
ても、勇気をもって断ろうと思いました。最初の一本を手にしないように。
● 　上田先生の話しは映像もついていて、とても分かりやすかったです。
以前からタバコは良くないと知っていましたが、たばこのどんな所が良くないとか、あまり知らなかったので、分かって良
かったです。
私のお父さんは、前はタバコを吸っていましたが、今は吸っていません。それで今日の話しを聞いて、お父さんがたばこ
をやめるのはとてもしんどかったんだなと思いました。私たち家族や周りの人たちのために、たばこをやめてくれたのかと
も思ってるんで、また、聞いてみたいと思います。タバコを吸うと何も良い事はないと本当に思いました。
畑中さんの、声を初めて聞いた時は、とてもビックリしました。けど、話を聞いて、タバコは、人の人生も変えるものだ
と思いました。畑中さんは「こうなるとは思っていなかった」と言いました。私も、畑中さんの話を聞くまでは、そこまで
なるとは思っていませんでした。
今日、話を聞かせてもらったことは、とても役に立つと思います。これからも、タバコを吸わずにずーといきたいと思います。
そして、いつか、タバコの無くなる世界になればいいなと思います。

【中学３年生の喫煙防止教室での感想文】
● 　私は、絶対に大人になっても、タバコを吸いたくないです。ガンになったり、タバコのせいでいろんな事がおこってしま
うので、吸いたいとは全然思いません。今回、喫煙防止教室を受けて、今まで以上におそろしい物だと感じました。足の親
指がくさっている画像を見た瞬間、私は、言葉が出ないくらい、ひどいと思いました。最後の畑中さんの話しを聞き、タバ
コが原因で、のどに穴を開けて息をして、機械を使って、しゃべっているというのは、初めて聞いたし、見ました。タバコ
でそんなにまで、大変な事になってしまうなんて想像もしていませんでした。一日に50本を吸うというのは、ほぼ一日中
タバコを手にしているという事なんだろうと思いました。「たばこをすすめられても、きちんと断る」というのを心のすみ
に置いておこうと思いました。タバコにはどれだけ害があり、人の人生までも変えてしまう事もあると今回の授業を通して、
知ることができました。

【高校１年生の喫煙防止教室での感想文】
● 　今日の喫煙防止教室の話しを聞いて、改めてタバコを吸うということは、恐ろしいと思いました。タバコを吸うことは、
その時に症状が現れるものではなく、毎日毎日の積み重ねで自分の体に害を与えるものだから、気づくのにとても時間が掛
かります。
私のお父さんも、タバコを吸っています。私のお父さんは、タバコの吸いすぎで、声帯ではなく、肺に穴が開いてしまっ
たことがあります。肺に穴が開いているのに気づいたのは「お父さんがお風呂に入ると苦しい」「胸のあたりに違和感がある」
という一言から、病院へ行くことになり、そのことが分かりました。その時もし病院へ行ってなかったら、症状が悪化して
いたかもしれません。タバコは自分だけでなく、まわりの人にも害を与えます。話しを聞いて、タバコによって、私の知ら
ないことまで分かったので、この体験は良かったです。
タバコの煙は吸っている人より周りの人が吸う煙の方が有害であったり、女の人では、赤ちゃんにも影響が出るという話
を聞いた事があります。この話を聞いたとき、自分だけではないんだと思いました。
タバコについて改めて学び、そして、タバコの吸いすぎで声帯を切ってしまい、機械を通して話す人の体験者からの話し
を聞いて、タバコを絶対に将来吸わないと思いました。
● 　喫煙は絶対にしたくないと思います。喫煙防止の話しは何度も聞いたことがあるので、つまらないだろうなと思っていた
けど、タバコについて知らない事がたくさんあった事に気付いたし、何十年間も喫煙することで、体にもたらす害から生じ
る病気を詳しく知れて、とても勉強になりました。例えば、タバコの害が影響するのは肺だけと思っていたけど、肺だけで
なく、身体全体に害をもたらすという事を知りました。また、タバコを売る会社は、女性、子供に売るためにいろんな工夫
をしているということ、受動喫煙でガンになるリスクもあるということを学び、自分が思っていた以上に、とても危険なん
だと知りました。
最後に、十代から三十年間吸い続けた方のお話を聞いたとき、本当にどんなことがあっても、タバコを吸いたくないと思
いました。とても、リアルな話で、タバコは本当におそろしい物だと思い知らされました。
私の周りにはタバコを吸ってる人はいないので、環境にめぐまれてると思ったけど、社会に出ていった時、たくさんの友
達や、親しい職場仲間など出来ると思います。これから出会う人の中にはきっとタバコを吸ってる人と出会うと思うので、
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ゆうわくに負けず、いつでも強い意志を持ち続けたいと思いました。お話をしてくださった方々にとても多くの事を学ばせ
て頂けて、本当に良かったです。ありがとうございました。
● 　自分の父親やクラブのコーチも、タバコを吸っていて、父が禁煙してくれるようになるまで、自分は運動できなかったの
を思い出しました。すぐ息が切れたり、ぜんそくがでたり、とてもしんどかったのを覚えています。30年後くらいにこの
影響が出てくるのかと思うと、正直とても怖いです。自分も将来家族が出来た時、禁煙とか注意したいです。
畑中さんの話しはとても心に残りました。ずっと苦しい思いをしてきたんだなと思うと、やっぱりタバコは怖いです。穴
が開いている所はテレビで見たことがあるので、知人がそんなことにならないように、言っていきたいです。
機械の声でも、畑中さんの言葉は、皆に届いています。ありがとうございました。

● 　私のおじいちゃんは、15才のときから吸っていたらしく、73才のときに、ガンになりました。ガンになった時、タバコ
が原因の一部なっていたことを知って、とてもくやしがっていました。お母さん、おばあちゃん、孫などみんなもくやしが
りました。その時、おじいちゃんが言いました。「お前ら ( 孫 ) 絶対にタバコは吸うな」と。ガンが判明してから半年後に
死んだんですが、トウビョウ中はとてもしんどそうでした。
今日の話しを聞いて、タバコを吸っていい事は何もないことが、よく分かりました。
私は、これからも絶対にタバコを吸う事はありません。

● 　畑中さんの話しは小学生のころ、一回来てくれて、聞いた事があ
りました。その時とてもビックリして、タバコはなんておそろしい
物だと思いました。畑中さんの話しをもう一度聞くことで、ますま
す、たばこを吸う事がどれだけ恐ろしいのかが分かりました。うち
の家では、たばこを吸っている人がいなくてよかったなーと思いま
す。もし、吸っていたら絶対やめてと言ったと思います。私のおじ
いちゃんはお酒もたばこもしていて、糖尿病になってしまい、亡く
なりました。おじいちゃんもタバコのせいで、最初左足の小指を切
断しました。けどそれでもだめだったので最終左足のひだから下を
切断しました。本当に見ててつらかったです。また、おじいちゃんも畑中さんのように声帯になにかできて、声帯を取って
しまいました。病院へお見舞いに行ってもおじいちゃんと話せなくて悲しかったです。たばこを吸わなかったら今でも元気
に生きていてくれたのかな、と思います。私は、おじいちゃんの分まで長生きするので、タバコは絶対吸いません。吸って
も良い事ないので、誰か周りの人が吸っていたら、止めるよう言ってあげようと思います。
● 　私は今回の講演を聞いて、改めて、タバコの怖さを知りました。私の、身の周りでは、母と祖父がタバコを吸っています。
私はタバコの煙がイヤで小学校３年生くらいまでは口うるさく “ たばこはやめてよ ” と言ってましたが、止められない二人
の姿を見ているうちに〝もう仕方がないのかな、、、〟と諦めてしまいタバコを止めるようにも言わなくなったし、最近では、
タバコの煙にも慣れてしまっていました。でも、今日の話しを聞いて二人にはやっぱり止めてもらおうと思いました。祖父
は今70歳でタバコの本数を減らそうとしています。でも、タバコを減らすのでなく、吸わないようにしてもらうために、
家族で協力して、母と祖父の禁煙を応援していきたいと思います。
畑中さんには、私が小学校６年生の時、一度話を聞かせてもらったことがあります。あの時私が感じていて、忘れてしまっ
ていた、タバコの恐怖心がよみがえってきて、話しを聞いていて、とても悲しくなりました。自分が声帯を取ったことを決
して好きで話してくれているのではなく、私たちの為に話してくれているので、この話を忘れないで、自分はタバコを吸わ
ない、家族にも禁煙をしてもらえるようにしたいです。
● 　小、中学校の時から、このような、喫煙防止のセミナーを何回か聞いてきて、その度にタバコは吸ってはならない物だと思っ
てきました。ですが、それが一生吸わないようにする、という程の意識を持ててはいなかったです。しかし、今回は「一生，
絶対にタバコは吸わない」と強く思いました。まさか、和歌山県の禁煙協会みたいな所の人が何か話されるだろうなとは思っ
ていましたが、その人は声帯をガンで切り取っていて、自力では話せず、機械に頼って相手に話されるというような方でし
た。タバコを吸っているとこのようになる人もいるという事に、とても驚きました。その人の話しは、今まで、聞いた喫煙
防止セミナーの中で最も心に強く残りました。「最初の１本吸ったら最後」や「百害あって一利なし」というような事をロボッ
トみたいな声で言われていたことが心に残りました。僕は絶対にタバコを吸わないと、心に決めました。それを一生続けて
いきたいです。
● 　私は、タバコは体に害があるし、良い事が何一つないのも、中学校の時も何度も教わったので、タバコを吸ってはいけな
いということは、じゅうぶんに分かっていました。
今日の講演では、タバコによってボロボロになった体の一部などがスクリーンでながされていました。その写真を見て「怖
い」としか思えませんでした。そして、最後にタバコのせいで声を失った人の話を聞いた時、写真を見て怖いと思うのとは
別の怖さを感じました。実際にタバコによって体に害がある人を目の前で見たのは初めてで、最初は、タバコによって本当
にこんなことになるのか、と思う程びっくりしました。
私の、お父さんはタバコを吸っています。私は、今まで、自分は吸ってないからいいやと思ってました。でも周りの人に
もえいきょうがあるし、何より、タバコによって体の一部を害してほしくないと思いました。だから、タバコを止めるのは
難しいと教わりましたが、止めるよう毎日言いたいと思いました。
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畑中さんと一緒にさせていただいた禁煙教育は特別でした。畑中さんが語り始めると、子どもたちは何十人
いても、何百人いても ” しーん ” と静まりかえってその一言一言を聴いてくれました。お話が終わると畑中さ
んのまわりに集まった子どもたちに、優しい言葉をかけてくださいました。涙する子どもたちもいました。
以前ある中学校では講演中は寝ころんで聴いていた、タバコを吸っているらしい（？）中学生のグループも
集まってくれました。畑中さんは「ぜったいにやめとけよ」と言ってくださいました。
とても優しく、とても重い一言でした。生徒たちは真剣な顔で、「うん、うん」とうなずいてくれました。
あの後タバコをやめてくれたのではないかなと思っています。畑中さんのお陰で最近は中学生、高校生の喫煙
も本当に少なくなりました。
畑中さんの言葉、畑中さんの生きてこられた姿は、これからも私たちの心に残ることと思います。まさに

「真実の禁煙教育」、畑中さんと同じ時代に禁煙教育に関われたことに感謝しています。私たちはこれからも、
畑中さんの思い、そして言葉を、語り継いでいきたいと思います。本当にこれまでありがとうございました。
 （上田内科クリニック　上田　晃子）

畑中さんと初めてお会いしたのは、「禁煙教育ボランティアの会」を立ち上げて間もない頃、「たばこ問題を
考える会」の集まりであったと思います。いつ頃のことであったか、古い話で思い出せませんが。
どういういきさつで「禁煙教育ボランティアの会」の授業にご協力いただいたのかも覚えていませんが、い
ずれにせよ長きにわたってご一緒に授業をしていただき感謝に堪えません。
いつのまにか畑中さんがご一緒に授業をしていいただけることが当たり前と思うようになり、私たちはずい
ぶん彼に甘えていたのではないかと今は思います。
ただ、今でも彼の授業のビデオを見てもらうと児童たちから拍手が沸くという事実はあります。
畑中さんのご功績は測り知れないと思っています。
個人的には、長女が大学生の頃かわいがっていただき、就職してからも「どうされてますか？お元気にされ
てますか？」と気にかけていただいていました。
2019 年６月 11日、中江病院を退院される１週間前にお見舞いに伺ったのが最後となりました。その時は
お家に帰ってもリハビリを一所懸命続けると明るく語っておられたのですが。
あらためてご冥福をお祈り申し上げます。 （田畑内科　田畑　　宏）

玉置先生と畑中さんの授業を見学させていただいたのが禁煙講義の初体験でした。子ども達に命の大切さを
伝える内容にとても感動しました。そして長年の継続の力に感謝しています。畑中さんが、「次は一緒に授業
にいきましょう」と約束してくださいましたので、それからは今も一緒に授業している気持ちです。畑中さ
ん、ありがとうございます。長い間お疲れ様でした。これからも畑中さんの意志を引き継いで、子ども達に
メッセージを伝えていきたいです。これからも応援お願いします。
 （たいようファミリークリニック　古宮　　圭）

畑中さん、長い間ありがとうございました。思い出すのは、きっぱりした厳しいお顔もありますが、おでこ
に手を当てて照れた笑顔が一番です。崩壊クラスへもお付き合いいただきました。畑中さんが話し出したとき
の子どもたちの表情の変化が忘れられません。
癌になって障害を負って「かわいそうな人？」と子どもが聞いてくることがあり、私はいつもこう答えま
す。「いいえ、かっこいい人でしょう！！」すると、生徒たちはみんな賛同してにっこりしてくれました。子ど
もたちはみんなあなたが大好きでした。私たちもです。こんなかっこいい人あんまりいませんよね。いつまで
も心の支えにさせてください。本当にありがとうございました。 （二澤医院　井辺　美香）

皆様の心に残る畑中孝之さん
（順不同）
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畑中さんとは禁煙教育で何度もご一緒させていただきました。どんなにざわついていても畑中さんが機械音
声で話し始められると会場はさっと静かになり、皆の心が畑中さんに引きこまれていく場面を幾度となく目撃
しました。どんな立派な研究データより畑中さんという存在こそが圧倒的な説得力であり、子供たちは素直に
受け入れることができたのではないかと思います。
大阪の精神科病院の敷地内禁煙化をお手伝いされておりそこでもご一緒させていただきました。喫煙される
職員さんへもあの優しいまなざしで禁煙の大切さをしっかりと語りかけておられたのを思い出します。
喉摘者へのサポートや電気式人工喉頭の使い方の指導もされておりました。いろいろと大変な思いもあった
でしょうが、それをおくびにも出さず、子供たちや人のために半生を捧げられた姿にいつも心打たれていまし
た。畑中さん、本当にありがとうございました。
 （日本赤十字社和歌山医療センター呼吸器内科　池上　達義）

私が禁煙授業を初めてさせていただく事になったときから畑中さんにはずっと一緒に行っていただきまし
た。
慣れなくてドキドキしながら子どもたちに話をして聞いてもらえたかと心配になっていたときも「みんな
しっかり聞いてくれてたよ」と笑顔で声かけてくださりとてもほっとしました。
いつも一生懸命に「タバコの誘惑には負けないで」と子どもたちに話しかけていた畑中さんの姿が今も目に
浮かびます。
これからも畑中さんの思いを子どもたちに伝えていけるようにしたいと思います。本当にありがとうござい
ました。 （みずこしこどもクリニック　薗部　真里）

畑中さんには、海草地区での講義の際にも大変お世話になりました。学校からの毎年の指名に過密スケ
ジュールの中いらしていただいて、本当に感謝しています。ありがとうございました。
 （岩橋医院きみのファミリークリニック　岩橋　和裕）

畑中さんと初めてご一緒したのは、大阪の高校での防煙講義でした。
畑中さんが第一声を発すると、それまでばらばらであった生徒の視線が瞬時に集まるのを感じました。ご自
身の体験を朴訥な語り口で話され、次第に生徒全員が引き込まれていくのがわかりました。
その後、何度か講義をご一緒する機会がありましたが、例外なく同じ経験をさせていただきました。
お人柄もざっくばらんで、ご苦労されたであろうに、それを感じさせない方でした。
まだまだご講演をして頂きたかったので、残念です。
ご冥福をお祈り申し上げます。 （国保すさみ病院　高垣　有作）

畑中孝之さんの防煙・禁煙に対する活動は長期に継続され、和歌山県下はもとより大阪などでも小中学生を
中心に、たばこ病の予防について繰り返し講演され、一度体験した生徒に強い印象と将来の防煙を伝えられま
した。私は湯浅保健所長であった2009年２月に和歌山市で第18回日本禁煙推進医師歯科医師連盟総会を主宰
しましたが、その折りにも口演発表で「たばこ病体験者の取り組み」を披露していただき、参会者に深い感銘
を残されました。ボランティア精神に溢れた生涯であったと改めて感服いたしております。
現状、日本のたばこ対策は、畑中さんが待望された状況には至っていませんが、我々にできる活動を継続
し、いつか畑中さんに「よく続けた」と褒めてもらえる水準までもっていきたいものです。
 （東京・いずみ在宅診療所　森岡　聖次）

畑中さん、長年にわたり禁煙教育にご貢献いただきありがとうございました。
畑中さんが話をすると教室の子ども達の目が畑中さんに集中してキラキラと輝く光景が今でも目に浮かびま
す。畑中さんの想いはたくさんの子ども達に伝わり、今後もその輪は広がり続けることと思います。私もこれ
からもできる限りたくさんの方に畑中さんの想いを少しでも伝えられるようにしていきたいと思います。あり
がとうございました。 （岩橋歯科医院　岩橋　秀記）



46

畑中さんが積み重ねてきた授業は、将来大人になる子供たちに「健康を守り、命を大切にする」ことのもと
になる基本的な考え方を静かに教えたと思います。
2021年４月３日の朝日新聞の文化欄に東京工業大学の若松英輔教授が内村鑑三先生について書いていま
す。畑中さんを思い一部を引用させてもらいます。
内村鑑三が若者を前に「後世への最大遺物」と題した講演をしている。
人間は後世に何を残しうるのかを様々な角度から語った。形あるものとしては金銭、そして事業、形なきも
のとしては言葉と思想、中でも彼がもっとも熱を込めて語ったのは「高尚なる勇ましい生涯」だった。
としています。詳細はぜひ原文をお読みください。
その文を読むほどに畑中さんが実践したのはその「高尚なる勇ましい生涯」だったと振り返らせられまし
た。それぞれの分にあった生涯を送る。もっとも高尚な勇ましい生涯を送った畑中さんの近くで一緒にいられ
たことはありがたいことでした。貴重な経験をさせてもらいました。これから先さらなる授業への活力に変え
ていきたく思います。ありがとうございました。安らかにお休みください。 （玉置歯科　玉置　敬一）

畑中孝之さん、誠にありがとうございました。
お忙しい中、多くの小学校へご無理をお願いし、禁煙ボランティア活動の要となって頂けました事は、私達
は決して忘れる事はありません。また小さな生徒さんはじめ、多くの学生さんらの心の奥にいつまでも残るこ
とと思います、心から感謝申し上げます。
畑中さんは優しいだけでなく、とても意志の強い、そして勇気ある偉大な方です。
畑中さんからみれば、小学校の低学年のお子様は、ちょうどお孫さんの年齢かと思われます。昨年、ある小
学校で養護教諭の先生に、畑中さんがお亡くなりになった事をお伝えしたところ、生徒さんの前で涙ぐみなが
ら、畑中さんの素晴らしい禁煙教室であったことを、生徒さんにお伝えしてくれました。
畑中さんは、ご自身の余命まで告げられた後の手術、そして苦しかった病気と闘った過去を、人前でお話す
ることが、決して誰でも簡単に出来る事ではなく、とても強い意志と勇気のいる行動です。また、奥様もとて
もご立派です、「普段のままをさらけ出すことが努め」と、長年のボランティア活動を後押しをされての思い
も、素晴らしいご夫婦だったと思われます。残念でなりませんが、心からご冥福をお祈り申し上げます。
 （金尾歯科医院　金尾　好章）

畑中さん、何回か、田辺までおいでいただきました。ありがとうございました。
畑中さんが、しゃべりだしたときの、生徒たちの顔、忘れられません。
私が、前座でいくら喋りまくっても、畑中さんの一言には、かないませんでした。
本当に、ありがとうございました。 （初山歯科　初山　昌平）

畑中さんは当時部外者であった私（学生）に対しても、禁煙を推し進めるという同じ志を持つ者として同じ
目線で接してくれました。講演会に向けてのミーティング中はいつも笑顔で精力的に発言されていたのを鮮明
に覚えています。卒業までにはお会いできると思っていたので悔まれます。ご冥福をお祈り致します。
 （和歌山県立医科大学６年　濱田　祥生）

畑中さんの喉に当てた機械から振り絞られた心の叫びとも言える声は、確実に子どもたちの心に響き、タバ
コの誘惑があっても毅然と跳ね返せたと確信しています。お疲れ様でした。 （佐本　　明）

畑中さんへ。私が畑中さんとお会いしたのは和歌山県での禁煙活動の会議の時だったと思います。
マイクを使ってのお話今も覚えています。
その後、学校の防煙授業に一緒にいって最初ざわざわしてその後生徒がくいつくようにお話を聴いてる光景
今でも思い出します。たぶん畑中さんのお話を聴いた学生はたばこを吸わない人生を選択したと思います。
本当にありがとうございました。 （ヒカタ薬局　原　　隆亮）
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畑中さんとは和歌山県身体障害者連盟の大会で和喉会の会長さんの紹介で知り合いました。
禁ボラで再会し、学校での活動を拝見し、障害を乗り越え、子どもたちに体を張ってタバコの害を伝えて来
られたことを尊敬します。
畑中さんの功績を引き継いで和歌山県を健康で長寿の県にします。
出会えたことに感謝します。
いつも笑顔で励まして下さりありがとうございました。 （柳岡　克子）

畑中さんとはお会いした事はございませんが、いつも例会でご活躍をお聞きしておりました。この活動を通
じて、畑中さんの真摯な想いや、禁煙教育のマインドに触れることができた事は、私にとって非常に大きな財
産になりました。
お会いできなかったのが残念です。今後とも、会の一員として、畑中さんの意思を引き継いで行きたいと
思っております。 （調剤薬局ホンダ　本田健太郎）

畑中さんとの出会いは、和歌山大学教育学部附属小学校の子供達にお話いただいたことが始まりです。
禁煙教室を開催するなら、ぜひ、畑中さんに来ていただくように、と同僚の先生に勧められました。
当時、下津から出てきたばかりの私は、畑中さんのことを存じ上げませんでしたが、お会いして、たちまち
そのお人柄に魅了されました。
畑中さんの優しい語り口が聴いている者の心にしみていきます。
その優しさは畑中さんの生き方の「強さ」から滲み出ているように感じられました。
畑中さんからは、禁煙のすすめだけではなく人としてどう生きるか、学ばせていただいたと思っています。
本当にありがとうございました。 （養護教諭　現和歌山市教育委員会専門教育監補　嶌村　誉子）

お会いすると、はじめに必ず私の事を気にかけて下さり、雑談をし、そして和歌山市のたばこ対策にご意見
を下さいました。その全てを実現させることができず、結果を畑中さんに見ていただくことができなかったこ
とが悔やまれます。しかし、これからも歩みは止めません。スモークフリーな和歌山市にしていきます。
 （和歌山市議会議員　山本　忠相）

私が和歌山工業高校で喫煙防止教育を始めたのが2005年、その頃に畑中さ
んとたばこ問題考える会の会合で初めてお会いしました。こんな方がいらっ
しゃる事に驚き、この方の話を生徒に聞かせてあげたいと思いました。
そして、2007年１月和歌山工業高校１年生全員400人を体育館に集めて講
演をして頂きました。（畑中さんの禁煙教育記録 No76）その時の様子を「週
刊タバコの正体第６巻第３話」に書かせてもらいました。400人の生徒が一斉
に黙って畑中さんに注目した数分間の光景は今でも鮮明によみがえり、忘れら
れない思い出です。
あれから十数年、たばこ問題を考える会の活動でご一緒させていただき、ま
だまだ共に頑張っていけると思っていたのに残念です。今は、ご冥福をお祈り
するばかりです。そして、畑中さんの功績を私たちの誇りにして、今後も喫煙
防止・禁煙活動を続けていきたいと思います。畑中さん、本当にありがとうございました。 
 （和歌山工業高校教諭　奥田　恭久）

いつもお忙しいとは知りつつも、毎年お願いしたところ、快くお引き受け下さり本当にありがとうございま
した。ご自分のことは隠さず、真実を伝える言葉は、子どもたちに確かに届き、お話していただいた後には、
必ず「絶対にタバコを吸わない」と誓う子どもの割合が高くなりました。畑中さんのお話、もう一度お聴きし
たいです。 （増井　夕美）
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初任校で一度（畑中さんの）ご講演を聞かせて頂いたことがあり、ものすごくインパクトが強く、体を張っ
てご講演する姿は、きっと子どもの心にダイレクトに届くだろうなと感じておりました。
その当時のことは、忘れることなく教員生活を送っておりました。
そして、現高校に勤務して、禁煙教育に力を入れている学校で、すぐに畑中さんのことを思い出しました。
ただ、当時から20年近く経っておりましたので、どうかなと思いつつ、2018年、お声をかけさせていただ
き、畑中先生と再びつながることができました。
本当に感謝しております。ご体調のことがあり、翌年にはご講演に来ていただくことは叶いませんでした
が、この出会いに感謝しております。
本当にありがとうございました。 （りんくう翔南高校　若狭　陽子）　

本当に、たくさんの学びをありがとうございました。畑中さんの心からのメッセージはお話を聴かせていた
だいたすべての人に届きました。感謝の気持ちで一杯です。 （和歌山県立向陽中学校　中畑　朋美）

x畑中さんが亡くなられたこと、わたくしも残念でなりません。
今でも、畑中さんのニコッと笑った顔が忘れられません。紀見東中では畑中さんに大変お世話になりました。
ご冥福をお祈りいたします。 （森川　裕子）

私は、平成27年度に新任校長として熊取南中学校に赴任して以来、体調を崩されるまでの３年間、１年生
対象の禁煙教育に毎年来ていただきました。畑中さんのことは、阪南市で養護教諭をしていた妻から聞き、校
長になった時からぜひ来ていただこうと考えていて、連絡を取ったところ、快くお引き受けいただきました。
子どもたちに直接禁煙の大切さを電子補正器を使ってお話しいただきました。最初は補正器から出てくる声
に驚いていた子どもたちも、畑中さんの語りかけに引き込まれていくのがよくわかりました。聴いている様子
や感想文からも畑中さんの思いがしっかり伝わっていると感じました。担任の先生からの話だけよりもとても
強く子どもたちの心に禁煙の必要性が残っていると思います。
畑中さんから体調が悪いので続けていけないとの連絡を受けたときは、体調が心配なことと子どもたちに畑
中さんのお話を聞かせられないことが大変残念に思いました。畑中さんのお話は、生徒だけでなく多くの先生
にも影響を与えていました。本当に感謝しています。ありがとうございました。
 （熊取町立南小学校　谷奥　　滋）

いつも熱意が子どもに伝わり、どんなやんちゃな子どもも、畑中さんのお話が始まると水をうったように、
静かに聞き入っておりました。
たばこを吸う職員にも気軽にお声かけいただき、「たばこは、アカンよ！やめなよー」と言って下さった姿
が思い出されます。諭された職員は私の前では「畑中さん苦手や」とか「タバコはやめへん！」と豪語してい
た管理職も、こっそり禁煙する姿はありました。あらためて、一言の言葉の重さに感謝いたします。合掌。
 （和歌山市立加太小学校　松本久美子）

畑中さんのお人柄に魅せられた一人です。お忙しく活躍されており、毎回、学校に来ていただくことはかな
いませんでしたが、参観日にお話していただく機会がありました。畑中さんの一言一言に重みがあり、子ども
や保護者の心に響いたことと思います。
その時の、保護者の皆さんに感想文を書いていただきお届けしたら、「このような感想文は初めてです。み
なさんが『良かった』と書いてくれてすごくうれしかったです。又、又勇気をいただきました。」と先生のお
人柄が偲ばれるお手紙をいただきました。今も大切に保管しています。ありがとうございました。
 （和歌山市立大新小学校　青木　京子）
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あとがき

畑中孝之さん　本当にありがとうございました。

お疲れ様でした。

安らかにお休み下さい。




