
夏の大冒険 
 

 

1.はじめに 

埼玉つぼみの会 会員様 

サマーキャンプ事務局です。 

2017 年の夏休みも終わってしまいました。また、いつもの学校生活に戻ります。 

夏休みはたくさんの良い思い出ができたでしょうか。 

部活を頑張った人、勉強に費やした人、サマーキャンプにもたくさんの参加がありました。 

1 型の夏と言えばサマーキャンプが代名詞的なところはありますが、サマーキャンプだけが

夏休みの醍醐味ではないというお話を紹介したいと思います。 

  

 まずは、6 月 28 日に発売された週刊少年マガジン(講談社)30 号。 

 

矢印にご注目。 

ここでスペシャル企画として読み切り掲載された作品。「Ride Your Dream」

 

ココ注目 



インスリン製剤を製造しているノボ ノルディスク ファーマという会社の自転車ロードレー

スチーム『チーム ノボ ノルディスク』に憧れる 1 型少年のお話。読みました？ 

週間少年誌でも売り上げトップクラス、描いた先生はシュートの大島 司先生と知名度抜群

で発表されていますので多くの人の目に留まったことかと思います。 

ちなみに Web サイトでも見れます。見逃した方は是非ご覧ください。 

http://www.club-dm.jp/tnn/ride_your_dream.html   

 

この夏この少年と同じくチーム ノボ ノルディスクに憧れる一人の少年が神奈川県の逗子か

ら広島県の平和記念公園までの約 900km を自転車で走破する挑戦の旅に出ました。 

ここでは、その挑戦について紹介したいと思います。 

 

2.冒険者と家族の紹介 

冒険の旅に出た少年の名前は大原 慎人（おおはら まなと）くん。 

大原
おおはら

慎人
ま な と

君のプロフィール(Manato Ohara) 

1型糖尿病の発症時期： 小学校5年生の10歳の時 

生年月日： 2004年2月11日（13歳、中学1年生） 

血液型： O型 

身長＆体重： 155cm/45kg 

好きな食べ物： お母さんの作ってくれるハンバーグ 

趣味： 自転車（競技用）、サッカー 

夢： 1型糖尿病患者のプロのロードサイクリングチーム「チーム ノ

ボ ノルディスク』の選手になってツール ド フランスに出ること

と、自分と同じ1型糖尿病患者の人たちを勇気づけられる自転車の選手になること。 

 

大原慎人君は、10歳の時に 1型糖尿病を発症しました。 

最初は「もうみんなと同じ生活はできないのかな」とマイナスに考えていた慎人くんですが、同じ 1

型糖尿病でもプロの自転車選手として活躍する「チーム ノボ ノルディスク（TNN）」の存在を知り、

「糖尿病でもみんなと変わらず楽しく生活できて、しかもプロの自転車競技の選手として活躍してい

るんだ！」と勇気づけられました。チーム ノボ ノルディスクはお父さんが教えてくれました。お父さ

んはチーム ノボ ノルディスクの存在を知るや否やインターネットで検索し、ウェブサイトから「私の

息子も同じ病気になりました。そして同じように自転車が好きです」とメールを送ったのです。そし

て、チーム ノボ ノルディスクからは「Welcome to our team (私たちのチームにようこそ)」という返事

が返ってきたのです。そこから慎人君とチーム ノボ ノルディスクの交流は始まりました。 

 

http://www.club-dm.jp/tnn/ride_your_dream.html


2014年、宇都宮で開催されたアジアで最大級の自転車ロードレース「ジャパンカップ サイクルロー

ドレース」にチーム ノボ ノルディスクが出場した際、慎人君は初めて選手のメンバーと会って「僕と

同じ 1型糖尿病なのに、ほかの選手と同じように走っていて、カッコイイなぁ」と感じました。それか

ら、チーム ノボ ノルディスクは慎人君にとって尊敬する憧れの存在となったのです。そしてプロのロ

ードレーサーになるという大きな目標を持ちました。今、慎人君は、アメリカのアトランタで行われる

チーム ノボ ノルディスクのジュニア対象の Talent ID Camps（参加資格 15～18歳）に数年後に参

加するため、本格的に自転車競技の練習をしています。 

「それまでネガティブに考えていた糖尿病ですが、今ではインスリン注射による血糖コントロールを

きちんとして、常に体を安定した状態にしておくことを心がけています。血糖コントロールすること

が、自転車に乗ったり、みんなとサッカーをして楽しく毎日を過ごすためだと、ちゃんとわかっている

からです。学校の友達にも病気のことを話して、みんなに自分のことをわかってもらっています。」 

慎人君の夢は、チーム ノボ ノルディスクのプロの選手になって、ツール ド フランスに出場するこ

と。それ以外に、もう一つあります。それは「大丈夫、糖尿病でもちゃんと生活できるよって、僕と同

じ病気の人たちを勇気づけられる自転車の選手になること」だそうです。2015年のジャパンカップで

は、英語で選手と話せなかったと残念がる慎人君ですが、今年は、ジャパンカップのオープニング 

フリー ランでチーム ノボ ノルディスクの選手と一緒に自転車で走るのを楽しみにしています。 

（ノボ ノルディスク ファーマ広報様よりの紹介文） 

 

前を向くきっかけを与え、目標に向かって一緒に寄り添っていく親の姿勢としても参考にな

るところがありますね。スケールが壮大なのでなかなか真似はできないですが、身近なとこ

ろでも同じように取り組むことは寄り添う親としてはやってあげたいところではないでしょ

うか。 

ではどんなご両親なのでしょう。 

ご両親からのコメントも預かっています。 

慎人君のお父さんのメッセージ 

「みるみるやつれてきて本人も辛そうでした。家の階段も降りれないほどで、何かがおかしいと。（1

型糖尿病について）事前の知識もなかったので、自分たちのせいではないかと思い詰めたところが

ありました。幸い自転車とチーム ノボ ノルディスクに出会えたことで、悲観的に見ることではないと

思いました。糖尿病に関しての情報を知れば知るほど、『病気』ではなく『付き合う習慣』と感じるよう

になりました。うまく付き合い、前向きにまっすぐ育っていってほしいと願っています。チーム ノボ ノ

ルディスクから元気をもらって、本人も、元

気をもらう立場から元気を発信する立場に

なろうという意識が芽生えてきたようです。

その姿を見て力強くなってきたなと思ってい

ます。とはいえまだまだ発達段階。これから

の人生、たくさんの不安や焦りが出てくるこ

ともあると思います。障害を取り除くようなこ

とは敢えてしません。しかし何が起こっても

安心していられるよう、親として万全のサポ

ートをしていきます。今は、親や周りの人た

ちにサポートしてもらいながら、糖尿病を自

分のものにした自己の確立を目指してもら  



いたい。そしていつかは、逆に同じ境遇の後輩たちをサポートできるような立派な人間になってくれ

ることを望みます。」 

 

慎人君のお母さんのメッセージ 

「原因がわからないまま病院に連れて行き診断されたときは、数十万人に一人と聞いて、「どうして

うちの子が」と正直思いました。代わってあげたいと思いました。夜尿が増えておかしいなと思い救

急外来に行ったのですが、夜尿だからと帰されそうになり、せめて点滴だけでもとお願いしたんで

す。そこで血液検査をしたら、血糖値が明らかに高いことがわかりました。あそこで引き下がってい

たら、翌日はどうなっていたかと思うと恐ろしいです。本当に子どもの病気の気づき難さ、気づけな

くて命を落とす子供がいるかもしれないという恐怖。うちの子はギリギリのところで偶然気づくことが

できたのは有り難かったですが、逆に言えば怖い。（糖尿病は）発見さえ早くしてあげればうまく治

療をしてあげることができるので、早く気付いてほしいなと思います。（本人は今）自分の目標を見

つけて、たくさんの方に出会い励ましていただいて、本当に前向きに生きていけるようになってきた

なと思っています。本人が 6年生の時に『チャレンジするなら失敗していい』という言葉を書いてい

るんですが、失敗を恐れないでいろんなことに挑戦しながら自分の人生を生きていってほしいで

す。」 

 

やはりご両親も最初はショックだったんですね。でも今はしっかり寄り添って前を向かれて

ますね。一緒に歩んでいるし、外にも目を向けています。 

埼玉サマーキャンプに参加した子たちは記憶にあるかな？ 

2 日目の運動会にみんなで練習した「やってみよう」のダンス。 

“正しいより楽しい 正しいより面白い やりたかったことやってみよう 失敗も思い出” 

お母さんのコメントを読んで思い出しました。 

こんな素敵な家族に囲まれて幸せな生活を送っているんだろうなと想像します。 

 

 

3.冒険について 

では、いよいよ夏の大冒険について。 

まずは、この旅の目的として慎人くんのお父様からのコメント 

『成長のマイルストーンとして、大きな達成を経験させてみたい。そして旅の出逢いから自分の個性

（糖尿病や夢）を感じてほしい。そして冒険をしてほしい。次の目標はアメリカ横断！』 

 

 

 



旅の（おおまかな）スケジュール  

 7/29（土） 朝 5:30 逗子駅（神奈川県）出発。島田市（静岡県）へ 

 7/30（日） 島田市（静岡県）～伊良湖経由～伊勢市（三重県） 

 7/31（月） 伊勢市（三重県）～吉野経由～和歌山市（和歌山県）～南海フェリー～徳島市（徳島県） 

 8/1（火） 徳島市（徳島県）～今治市（愛媛県） 

 8/2（水） 今治市（愛媛県）～しまなみ海道経由～広島平和記念公園（広島県）17:30過ぎ到着 

 

早っ！・・・900km を 5 日で行っちゃうとは。 

実はこの記事を読んで応援メッセージでも届けてもらおうと朝日新聞に問い合わせたのが

8/1 朝。翌日には着いちゃう予定と聞いて何もできなかった・・・ 

でも朝日新聞さんが取り持ってくれると言うのでお言葉に甘えて紹介していただきました。 

余談。 

1 日 8～10 時間。160～180km を走り抜きました。 

次の夢がアメリカ横断である以上通過点でしかないのかもしれませんし、これでへこたれて

いるようではたどり着けないようなステージを目指しているという事なんでしょう。 

天候にも恵まれたのは幸いでした。翌週はのろのろ台風が日本を縦断しましたからね。 

8/2 からは広島のおじいちゃんの家でゆっくり過ごしたそうです。 

 

この挑戦は重い病気を持っている子が大きな目標を達成したことが素晴らしいという事では

なく、きちんと血糖コントロールすれば何にでも挑戦でき、達成できるというこの病気につ

いての理解を深めるのに貢献してくれたと思います。 

今後もしっかりと自分と向き合い、さらに上の目標の達成に向かって進んで欲しいと願いま

す。 

日々の血糖コントロールは簡単な事ではないですが、目的・目標ができることでクリアする

心の糧になりうるのかなと考えさせられました。まずはそこに目を向けて、それに合わせた

コントロール方法を家族で見つけ出していくと、少し楽しみながら向き合えるのかもしれま

せんね。 

 

ゴール後の慎人くんのメッセージです。 

『辛い場面もあったけど、沢山の人が応援してくれたので、頑張ることができました。広島にゴール

できて嬉しいです』 

応援間に合わなかったけどね。。。 

でも、この新聞記事をＦＢでシェアした時の皆さんの反響は大きかったです。 



4.最後に 

大原慎人くんから頂いたメッセージを掲載しておきます。 

同世代の子、発症したての子には良い刺激になるのではないかと思います。 

慎人君のメッセージ 

1型糖尿病と診断された時のことについて 

「はじめて 1型糖尿病と診断されたときは、今までみんなと同じ生活をしてきたのに、何で僕が 1型

糖尿病になったのかなってびっくりしました。もちろん家族もみんなびっくりしてたんですけど、でもち

ゃんと前向きにフォローしていくからねって声をかけてくれました。体が変だなっと思ったのは、糖尿

病と診断されたその日でした。その前日まで普通に生活できてたんですけど、診断された日の朝起

きたら、吐き気がしてめまいがして、いつもと全然ちがう感じで目がぼやけて倒れそうになりました。

たくさん水を飲むようにもなっていて、お母さんに近くの大きい病院に連れて行ってもらいました。」 

インスリン注射と血糖値コントロールについて 

「インスリンを自分で初めて注射した時は、うまくできるかなと不安を感じました。今はもうだいぶ慣

れてきたので、注射を打つことが当たり前で生活の一部になってきました。友達にも僕の病気のこ

とは話して解ってもらっているので、友達の前でも「じゃあ打つね」って言ってます。（でもまだ全員の

友達に完全に解ってもらってはいないので、）もっとみんなに知ってもらって（病気のことを）わかっ

てもらいたいです。たくさん運動したり動くと低血糖になってしまうので、体育の時はちゃんと血糖値

を測ったり、動くのを控えたりと自分で考えてます。自転車に乗る時も、体のことを考えて、血糖値を

測って常に安定した体の状態でいられるよう気を付けています。」 

チーム ノボ ノルディスクとの出会いについて 

「僕が入院してからお父さんも僕の力になりたいと思ってくれて、勇気づけるために僕と同じ病気の

人でもこんなに頑張っている人がいるんだよって(チーム ノボ ノルディスクのことを)教えてくれまし

た。発症した時は、ちょっとマイナスに思ってたんですけど、チーム ノボ ノルディスクの選手たちを

見て、糖尿病でも変わらない生活が出来て楽しい生活を送れるんだなって学びました。それで自転

車にも興味を持ったし、糖尿病でもマイナスに考えないでプラスに考えることが出来るようになりま

した。ほんとに最初はみんなと違った生活になるのかなって思っていたけど、今はみんなと変わら

ずに自転車に乗ったりサッカーをしたりしているので楽しいなって感じます。初めてチーム ノボ ノル

ディスクに会ったのは 2014年のちょうど僕が糖尿病を発症した時で、僕と同じ病気なのに他の選

手と同じように走っていて、カッコいいな、僕もあんなふうになりたいなって思いました。尊敬できる

人たちです。その時は、英語も話せなかったけど時々目が合って、次に会ったら、今まで自転車に

乗ってきた体験談とか糖尿病のことで今どんなことを考えてるのかとか、いろいろ聞きたいです。あ

こがれの選手はジョー エルドリッジ選手で、僕もジョーさんみたいにチーム ノボ ノルディスクで走っ

てみたいです。選手のサインの入った Tシャツは僕のお守りです。」 

 自分の夢について 

「僕が一番に思っているのは、他の糖尿病の人たちにも『大丈夫、ちゃんと生活できるんだから』っ

て勇気づけられる自転車の選手になりたいです。あと、プロの選手になってツール ド フランスに出

て勝ちたいです。プロを目指すためにも本格的に自転車をはじめなきゃと思って今年(2015年春)か

ら中学生のチームに入団しました。チーム ノボ ノルディスクに入るまでにたくさんの結果を残してい

きたいと思ってます。」 

 



同じ 1型糖尿病の子供たちへのメッセージ 

「どんどんマイナスに考えている子もいると思うので、僕（の姿）をみてもらって、糖尿病でもみんな

と変わらず楽しくすごせるんだよって伝えていきたいです。僕の話がみんなのためになるのなら、僕

の夢の第一歩だなと思います。」 

 

 

少年のひと夏の大冒険についてのご紹介はここまで。 

   

埼玉つぼみの会 サマーキャンプ事務局 

松尾 勉 

 

ご協力 

朝日新聞社               石塚 翔子 様 

ノボ ノルディスクファーマ株式会社 石丸 吹雪 様 

大変ありがとうございました。 


