
❶高校生では90％以上、中学生女子では50％以上が
スマートフォンを持っていることがわかった。スマ
ホはゲームや無料通話アプリ等いろいろできるので
利用上の対策が必要かもしれない。また、これから
持つ人は携帯電話やスマートフォンの悪いところも
知っておく必要があると思う。

❷どの校種においてもスマートフォンを持っている人
の方が就寝時間は遅く、勉強に自信がないと答える
傾向が見られた。ゲームや無料通話アプリ等をして
いて寝るのが遅くなり、睡眠不足から体調もよくな
いことで、勉強に集中できないのは問題だと思う。

❸スマートフォンでは、ゲームや無料通話アプリ等だけ
でなく、音楽を聴いたり、動画を見たり、辞書とし
て利用したりすることから使用時間は長くなるが、
１日に３時間以上使用することについては、私たち
も考えなければならない。

❹スマートフォンでは、無料通話アプリにメッセージがど
んどん入ってくるのが気になってなかなかやめられな
くて、面倒に感じてしまうことがある。この問題はみ
んなで話し合わなければならない。

　今年度、県教育委員会では、兵庫県立大学の竹内和雄准教授の協力の下、
県ＰＴＡ連絡協議会と共催で「子どものインターネット利用実態調査」に取
り組みました。
　小学生・中学生・高校生25人による「子どものインターネット利用実態調
査実行委員会」では、インターネットの利用状況や利用上の課題について話
し合った結果を基に、「ケータイ・スマホ　アンケート」を作成し、昨年10

月、小学校・中学校・高等学校15校に協力いただき調査を行いました。
　12月には、「第57回滋賀県ＰＴＡ大会」においてアンケート結果の報告を行
い、携帯電話やスマートフォンとのつきあい方についてPTAや参加された方
と一緒に考えました。

●調査目的：携帯電話やスマートフォンの利用実態や利用上の課題から、
　　　　　　安心安全に利用するためにはどうしたらよいのか、みん
　　　　　　なで考え、今後の取組につなげるきっかけとする。
●調査人数：小学校・中学校・高等学校各5校
　　　　　　2,505人（小学6年生、中学3年生、高校2年生）
●調査時期：平成26年10月上旬
●調査項目：携帯電話の所持率・利用時間、SNSの利用実態等
●結果分析：竹内研究室(兵庫県立大学)

ケータイ・スマホ　アンケートの概要

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

持ってない ケータイ スマホ

みんなで考えよう！　携帯電話・スマートフォンとのつきあい方みんなで考えよう！　携帯電話・スマートフォンとのつきあい方
～ケータイ・スマホ　アンケートの結果から～ 子どものインターネット利用実態調査実行委員会～ケータイ・スマホ　アンケートの結果から～ 子どものインターネット利用実態調査実行委員会

ケータイ・スマホの使い方について子どもと共に考え、話し合いましょう！
　近年、スマートフォンの無料通話アプリが子どもたちの生活に浸透し、常にさわっていないと不安で、
帰宅後もなかなかスマートフォンが手放せず、1日4時間以上使用する子どももいるという状況があります。
スマートフォン等を使用することは、生活の中で便利な反面、長時間使用などにより、学習時間の減少に
よる学力低下や睡眠不足による集中力の低下につながるおそれもあり、成長期にある子どもたちに大きな
影響を与えています。また、身体的心理的影響や有害サイトの問題、家族との会話の減少等も心配され、
見過ごすことができない緊急の課題です。
　こうした状況を改善するためには、スマートフォン等の使用を子どもたちに任せきりにするのではなく、
子どもたちに与える影響を、学校や家庭、子どもたち自身がそれぞれ認識するとともに、「話し合い」によ
り、家庭での適切なルール作りに努めることが大切です。
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面倒と思ったことがある
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④無料通話アプリ（LINE等）を
　「面倒くさい」と思ったことがある

40.0

35.0

30.0

25.0

20.0

15.0

10.0

5.0

0

（％）

12時より遅く寝る 勉強に自信がない

②就寝時間と勉強に対する自信
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●そのスマホ　10分も積もれば　３時間
●忘れずに　画面の向こうに　人がいる
●投稿一瞬　傷一生　あなたの未来　炎上中
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　わたしの住んでいる地域では、「地域の子どもは地域で
守る」と、安全立番をしてくださる方がおられます。雨の
日も、風の日も、雪の日も、夏の暑い日も欠かさず立番を
してくださるのは、小学生の保護者として大変ありがたい
とは思うものの、自分にも同じことができるだろうかと思
っていました。
　そんな中、月に一度のＰＴＡによる安全立番の当番が回
ってきました。わたしは、「こんな寒い日に立番なんて」と
思いながら、防寒着を着込んで近所の交差点に立ちました。

　すでに、いつも立番をしている近所のおじいさんとおばあ
さんが蛍光ベストを着けて立っておられました。わたしが、
「おはようございます。毎日、ありがとうございます。」
と言うと、おじいさんが
「おはよう。今日も寒いけど、子どもの顔を見ると元気が
出てくるわ。」
と大きな声で言われました。おばあさんも、
「おはようさん。この頃、あいさつしてくれる子が増えて
きたわ。」

とにこやかに言われました。

　おじいさんとおばあさんは
子どもたち一人ひとりに笑顔
であいさつをしていきます。
学校へ向かう子どもたちを見
送りながら、おじいさんが、
「Ａさんはいつも自分からあ
いさつができる、気持ちが
ええ子や。」

と言いました。おばあさんは
「Ｂさんは恥ずかしがり屋さんやけど、必ずあいさつを返
してくれる。」
と続けます。うつむきながら通り過ぎていくＣさんを見て、
「あいさつしたけど、今日もＣさんから返事がないわ。ど
うしたんやろ。」

と、おじいさんが言いました。それを聞いて、おばあさんも
「最近ずっと元気ないな。Ｃさん、何かつらいことでもあ
ったんやろか。」

とつぶやくのが聞こえました。しかし、このとき、わたし
は、二人の会話をあまり気にとめることはありませんでし
た。

　翌月の当番の日、わたしが少し遅れて交差点に向かうと、
すでにおじいさんとおばあさんが立番をしておられ、子ど
もたちに向かってにこやかにあいさつをされているところ
でした。
「このごろ、Ｃさんに声をかけたらにっこりするようにな
ったわ。」

と、おじいさんが言うのを聞いて、おばあさんが、
「やっと元気が出てきたみたいや。何か困っていたのかも
しれんな。」

　おじいさんとおばあさんの会話を聞いて、ハッとしました。
　わたしは先月のおじいさんとおばあさんの会話をあまり
気にとめていませんでしたが、おじいさんとおばあさんは
Ｃさんのことを「困った子」ではなく、「困っている子」な
んだと、いとおしく思ってこられたことに、今日の二人の
会話からようやく気づいたのです。
「子どもたちの顔を見ていろいろ思うことはあるけど、わ
たしらのできるのは、見守ることだけや。」

　帰り際に聞いたおばあさんの言葉には、子どもの思いに
寄り添う気持ちがあふれていました。子どもを大切な人格
と見なし、一人ひとりの子どもとのつながりを求めて『子
どもを見守る』ことの大切さを教えられました。次の当番
のときは、もう少し前向きな気持ちで出てこられそうに思
います。

『子どもを見守る』『子どもを見守る』『子どもを見守る』

滋賀県教育委員会　学校教育課　☎077-528-4580　生涯学習課　☎077-528-4654問合せ先

子どもの
意見も
聞いてね！

使う前に、使う時間や
場所とか使うルールを
一緒に考えよう！！

困ったことが
あったらすぐに
大人に相談
するのよ

実行委員の子どもたちの意見や感想から実行委員の子どもたちの意見や感想から

　子どもたちはいろいろな人とのかかわりの中で、自分の考えを伝えたり、他人の
気持ちや思いを考えることの大切さを学んでいきます。

　学校では、自分で考えたことを表現する取組や、環境問題などの
社会問題について授業の中で話し合うなどの学習をしています。

　家庭では、そのときどきの子どもの考えていることや地域の身近
な出来事を話題にしたり、世界の様子を伝える報道などに目を向け
させたりしましょう。

　地域は、子どもたちが人間性や社会性、他者への思いやりの心を育み、「生きる力」を身
につける場として、大変重要な役割を担っています。その中で、地域の人々と一体となっ
て、子どもたちが主体的に行事等に関わり、様々な体験を積み重ねることが大切です。
　今回は、豊かなつながりで子どもたちの育ちを支えようと、がんばっておられる地域の
取組の一例をご紹介します。

地域の人々の豊かなつながりで子どもの育ちを支えましょう

　元気な西大路づくりは、地域の宝である「子どもたち」を中心にすえたまちづくりから
と、たくさんの人々の参画と、温かい見守りに包まれた中で昨年９月に「通学合宿」を実
施されました。風呂上がりの交流を大切にした「もらい湯体験」や地元青年クラブとの交
流などの活動を工夫しておられます。

■「西大路通学合宿2014」の取組（日野町）

【参加者の声】
　●子どもたちの笑顔から元気をもらいました。
　●子どもを介して大人同士の会話が広がりました。

　「自助・共助」について自ら考え、行動できる子どもを育成することをねらいとして、
昨年夏に愛知川公民館を会場として１泊２日の日程で「防災キャンプ」を実施されまし
た。大人と子どもたちが一緒に避難所体験や防災学習に取り組み、人を思いやり助け合う
ことの大切さについて語り合いが行われました。

■「愛荘町防災キャンプ」の取組（愛荘町）

【参加者の声】
　●この活動で子どもたちの顔と名前が一致する
　　関係ができました。
　●地域のつながりが深まり、今後の地域防災活
　　動にきっと役立つと思います。
　●高校生になったらボランティアとして参加し
　　たいです。
　

いざというときにも
あわてない！

起震車で、地震を“
体験”いざというときにも
あわてない！

起震車で、地震を“
体験”

スポーツ健康課　☎077-528-4613問合せ先

生涯学習課　☎077-528-4654問合せ先

体づくりは幼児期から体づくりは幼児期から

シリーズ 特別支援教育

シリーズ 幼児教育 シリーズ 家庭・地域の教育力向上

シリーズ 体力向上

　幼児は、「おもしろいな」「ふしぎだな」と、いろいろなものに興味や関心をもち、
気付いたり、試したり、工夫したりする中で、新しい考えを生み出す喜びや楽しさを
味わい、自ら考えようとする気持ちをもちます。幼児期に豊かな体験を重ねること
は、小学校での学習内容を実感をもって理解することにつながります。

身近なものや出来事に興味や関心をもってかかわり、じっくりと遊ぶ体験をさせていますか？

○幼児は、好奇心を抱いたものに対してより深い興味をもち、探究していきます。好奇心
は、学ぶ力の芽につながります。

お子さんと一緒に身近な自然と触れ合っていますか？

○自然の変化や美しさ、不思議さなどに出会うことで、好奇心や探究心がわき出て、豊か
な思考力や表現力を育てていきます。

家庭で大切にしたいこと

園では

幼児期は、「生きる力」の基礎となる根っこを育てる重要な時期です。

守山市立守山幼稚園の実践より

Ａ児「ほら、横に水流れへんやん。」
Ｂ児「……。」
　　水は、最初につくった川を流れ、Ｂ児が掘った方には流れていかなかった。
　　Ｂ児は、しばらく様子を見ていたが、自分が掘ったところに戻り、また掘り始めた。
Ａ児「水、流します。」
Ｂ児「うん、ちょっとゆっくり流して。」
　　２人で水が流れる様子を見ていた。
Ａ児「あっ、流れた！Ｂちゃん流れたよ、すごいやん。」
Ｂ児「あのね、ちょっと掘ったらいいねん。
　　　低くしたら水が流れるねん。」
Ａ児「ほんまやな。もっといっぱい川をつくろう。」

　保育者は、幼児が遊びの中で繰り返し試したり、考えたりする体験ができるよう、
遊ぶ環境を工夫するなどの援助をしています。

思考力の芽生えを育む

砂場で川をつくり、水が流れる様子を楽しんでいる場面から（５歳児）

学校教育課　☎077-528-4576問合せ先

家庭と共に育む「学ぶ力向上」シリーズ 学力向上

　家庭での会話の中で、社会の出来事を話題にするなど、人とのかかわりの大切さ
について学ぶことが大切です。

　今日の高齢者の方との交流会は、
うまくいったの？

　最初は、何を話せばいいのか
わからなくて緊張したけれど、
だんだんと楽しくお話ができる
ようになったよ。

コミュニケーション能力を育むヒント

●子どもが自分なりに言葉をつかって、周囲の人と話す機会をもちましょう。
●子どもが話し終わるまで、話をさえぎらず、おだやかに聞いてあげましょう。
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　本誌第45号でお知らせしたとおり、幼児期の運動経験の減少は多くの
課題を生んでいます。また、幼児期の運動経験は、その後の児童期、青
年期での運動能力の発達に大きく影響するといわれています。
　幼児の運動能力は、走る、投げる、跳ぶ、捕球など６種目を測定し、それらの総合評価点を算
出して、運動能力の実態を把握することができます。本県では、昨年度より幼児の運動能力や生
活実態に関する調査を実施し、今年度は県内39園の約３千人の幼児を対象としました。その結果、
本県の運動能力の総合評価は、全国と比較するとやや低い傾向にあります。

　幼児の運動能力には、遊びの時間や、遊び仲間の人数、就
寝時間などの生活と関連していることもわかりました。右図
は、平日の遊び時間を３つのカテゴリーに分けて、それぞれ
の運動能力の総合評価点を示したものです。これを見ると、
平日の遊び時間が長い幼児ほど、運動
能力が優れていることがわかります。
多くの友達やお家の人と様々な遊びを
楽しみ、規則正しい生活を送ることが
幼児の運動能力の発達に大切です。

学校教育課　☎077-528-4576問合せ先

学校支援課　☎077-528-4643問合せ先

「共に学び、共に生きる」ことを考える「共に学び、共に生きる」ことを考える

幼児の健康・体力づくりに向けて　part2

※総合評価得点とは、６種目の測定値を
　それぞれ得点化して合計した値
　（30点満点）

※総合判定とは、総合評価得点をＡ～Ｅの５段階で示したもので、
　Ａ段階が最も高い得点の段階。
　全国の値は、平成19年に文部科学省が実施した幼児の運動能力
　調査によるもの

〔総合評価得点〕

平均値
17.8
18.1

本　県
全　国

総合判定の段階別割合

運動能力調査の総合評価得点

　「アート」と聞くと、高度な専門性を必要とするような印象を
持たれる方が多いかもしれません。しかし、決してそうではない
のです。「アート」は、私たちが当たり前と思っていることをも
う一度見つめ直し、捉われがちな既成の概念をリセットする中で
つくられるものです。素材と一体になって、自分を忘れ無我夢中
にかかわる、そこから生まれてくる新たな意味生成こそが「アー
ト」なのです。そして、私たちが忘れてしまいがちなそういった
ことを心の中に呼び戻してくれたのが、今回のインクルーシブ・
アートプログラムです。特別支援学校と小中学校の子どもたち
が、本物の芸術にふれ、共に学びあう取組の中で、「アート」が
一人ひとりの感性をひらき、互いの存在を尊重し
あう気持ちを育んでいったように思います。
　「分離」していくことの多い教育という分野に
おいて、障害の有無を超えて子どもたちを包みこ
む「アート」の力がますます重要な意味を持って
いる気がします。インクルーシブ教育を進める上
で「アート」が果たす役割を、みなさんと一緒に
これからも追究していきたいと考えています。

専門家から一言

滋賀大学教育学部
教授　大嶋　　彰

「アートはもともと
　インクルーシブである」

　１月24日（土）の「滋賀の共生社会づくりに向けた県民
フォーラム」では、会場となったびわ湖ホール（小ホー
ル）に、240名の参加者を迎え、盛大に県民フォーラムを
開催することができました。県のモデル事業についての取
組報告とパネルディスカッション、講師の金澤翔子さん、
泰子さんによる書のパフォーマンスと講演などの内容で展
開したこのフォーラムは、閉会後に、金澤翔子さん、泰子
さんとの写真撮影も行われるなど、最後まで温かな雰囲気
の中で進められました。
＜インクルーシブ・アートプログラムモデル事業の取組報
告とパネルディスカッション＞
　前半は、今年度の県教育委員会の新規事業、特別支援学
校と小中学校による造形活動を通した共に学ぶ取組（イン
クルーシブ・アートプログラムモデル事業）についての報
告と、4人のパネリストを中心とした意見交流が行われま
した。（左下写真）その中で、特別支援学校の児童のダイ
ナミックな作品に小学校の児童が思わず感嘆の声をあげた

エピソードなどが紹介され、
障害のある子とない子が共に
学ぶためにアートが果たした
役割について考えあうことが
できました。
　パネリストの滋賀大学の大
嶋彰教授は、「アートとは、

既成の概念に捉われず新たな意味を創り出すものであり、
異なるものを排除するのではなく受け入れる中で生み出さ
れるものである」と話され、アートの力は、障害のある子
とない子が共に学ぶインクルーシブ教育に大きく寄与でき
るとまとめられました。（詳細は、右横の記事をお読みく
ださい。）
＜書家・金澤翔子さんによる書のパフォーマンスと、母・
泰子さんによる講演＞
　後半は、講師の金澤翔子さんによる席上揮毫（書のパ
フォーマンス）からスタートしました。登壇直後に精神統
一をする翔子さんの姿に、会場は一気に静まり、その後、
力強く筆を進め、最後の落款で「共に生きる」の書を完成
させた翔子さんに、参加者たちは心を揺さぶられ、思わず
涙ぐむ方もおられたようです。（写真右下）
　引き続き行われた母・泰子さんによる講演では、「書」
というアートをとおして翔子さんと共に生きる中で、障害
を受け入れていくことのできた自分の変容をお話しいただ
き、「世界一悲しい母親」であった自
分が、「世界一幸せな母親」に変わっ
たという言葉で講演を締めくくられ
ました。終了後に寄せられた多くの
感想の中から、その一つを紹介した
いと思います。「共生社会とは、どん
な立場の人も、生まれ暮らしている
ところで、堂々と生きていける社会
だと思う。今回考えた『インクルー
シブ』が、それにつながるよう一市
民として私も考え、行動したい。」
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