
☆平成25年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査の結果から
　（平成25年12月14日文部科学省発表）
◎体力合計点の全国との比較（Ｈ20～Ｈ25）　青：滋賀県

スポーツ健康課　☎077-528-4614問合せ先

生涯学習課　☎077-528-4654防災キャンプに関する情報を滋賀県学習情報提供システム「におねっと」（http://www.nionet.jp/）に掲載していますのでご覧ください。 問合せ先

湖南市
10/5～6 こなんっ子防災キャンプ

　湖南市は県内で最も外国人比率の高い地域であり、震災
がおきた際の外国人の円滑な避難誘導などが課題となるこ
とから外国人の参加を募るなど、共生社会実現の観点から
防災キャンプを実施しました。会場は湖南市市民学習交流
センターとし、防災講座や「言葉がわからない」体験ゲー
ム等を取り入れるなどして、合計99名の大人・子どもの参
加がありました。
　参加者からは、ピクトグラム
（絵文字）の意味を考えたり、
実際に使用した中で、「災害時
だけでなくもっと活用の機会を
広げていきたいと感じた。」など
の感想がありました。

高島市
8/3～4 親子体験学習「防災キャンプ」

　高島市は原子力発電所から20～50ｋｍ圏内に位置するこ
とから、大規模な災害に対し日頃からの備えと心構えを身
につけるために、防災キャンプを実施しました。会場は椋
川山の子学園・ECC学園高等学校等とし、応急手当や自
衛隊車両を使用した災害時炊き出し訓練等を取り入れるな
どして、合計105名の大人・子どもの参加がありました。
　参加者からは「普段、親子や
地域ではできない活動ができ、
体験を通して親子の交流や地域
交流が深まった。」
　「きびきびとした対応が災害時
には特に重要だと感じた。」など
の感想がありました。

愛荘町
8/8～9 愛荘町防災キャンプ

　愛荘町は、過去に決壊した2本の河川に囲まれるなど、
災害に対する日々の備えや心構えが必要であることから、
災害によってライフラインが断たれた状態を想定して防災
キャンプを実施しました。会場は愛知川武道館等とし、消
火訓練や給水車からの受水体験等を取り入れるなどして、
合計38名の大人・子どもの参加がありました。
　参加者からは「避難所での生
活や住んでいる地域の危険箇所
などを考えたこと、また、消防
署の仕事を学んだことから、有
事の時の大変さや普段の生活の
ありがたさを感じた。」などの感
想がありました。 給水車からの受水・運搬体験ダンボールで居住地づくり体験

　「防災キャンプ」とは、学校等を避難所とした生活体験型の防災教育プログラムを実践するものです。県教育委員会では、今年度、文部科学省から
の委託を受け、湖南市・高島市・愛荘町の３市町で実施しました。体験を通して得られる危機予測・危険回避能力などを培うために県内の各地域でも
今後、防災キャンプが広がることを期待しており、通学合宿や子ども会、またPTAの事業の中でも、ぜひこのような活動に取り組んでみてください。

「防災キャンプ」を開催（湖南市・高島市・愛荘町）

陸上自衛隊　野外炊事車の見学

～子どもたちの健やかな体を育むために～

運動習慣の問題
●する子しない子二極化
●女子の運動離れ

平日の運動時間
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年齢や発達段階に
合わせた取り組みが

必要だね！

発達段階に応じた運動の実施

個性に応じたスポー
ツを見つける。
陸上競技、サッカー、
卓球、バドミントン、
スキー等

多くの運動を体験し
動きを一連のもの
（技）にする。器械運
動、水泳、球技、武
道、ダンス等

様々な動きを身につ
ける、運動の楽しさ
を味わう。走る→踏
み切る→跳ぶ（跳び
箱運動）等

基本的な動きを身につける。
（バランス・移動・操作）回る・
転がる、とぶ・跳ねる、投げ
る・捕る・転がす等

たくましい滋賀っ子を育てる今後の取り組み
★豊かなスポーツライフを実現するために

幼児期

小学
（低・中）

中学3年～

運動部活動の指導
者育成や外部指導
者の発掘・派遣に
努めます。

小学校の拠点校におい
て10分間運動の取り組
みをスタートします。

★課題

人の身体は、すべて
が年齢を重ねるごと
に同じように成長す
るのではなく、特徴
を持って発育発達す
るんだよ。
スキャモンによると
発育には、４つのタ
イプがあり、それぞ
れが急激に発達する
時期があるんだ。
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小学校では男女とも平日の
運動時間が10分程度短い。

中学校では男女とも全国を
上回っており、また、運動
部・スポーツクラブへの所
属状況も高い。

★健やかな体を育むためにはどうすればいいの？

小学（高）・
中1・2年

体育の授業では、
運動やスポーツが
好きになるような
授業改善に取り組
みます。

スキャモンの発育曲線
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第３９回全国高等学校総合文化祭「２０１５滋賀 びわこ総文」生徒実行委員会活動報告 Vol.3
★高等学校や中学校のイベントに参加しました。

　高等学校の文化祭や中学校の朝のあいさつ運動等に飛び入りで参加し、各校の生徒会執行部の方々の協力を得て、びわこ総文をPRしました。マスコット
キャラクターの湖楠（うみな）が登場すると、どの学校でも「かわいい！」と評判で、「うみな～！」と大きな声で呼びかけてくれた人もいました。たくさんの人
たちと写真を撮り、びわこ総文への協力をお願いしました。ご協力いただきました皆さん、本当にありがとうございました。これからもよろしくお願いします。
　また、各部門の秋季総文祭にも参加し、「2015滋賀　びわこ総文」をPRし、力を合わせて頑張ろうと確認しました。詳しくは公式ホームページをご覧ください。
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　平成27年に開催される「2015滋賀　びわこ総文」の開催初日である7月28

日から数えて、ちょうど500日前にあたる、平成26年3月15日（土）に、500日
前イベントを開催します。日時・場所は以下の通りです。

日時：３月15日（土）13：00～
場所：草津イオンモール
　　　１Fセントラルコート

びわこ総文　500日前イベント　開催決定！！

（県 立 高 校）教育委員会事務局　教育総務課　☎077-528-4516
（私立高校等）総務部　総務課　　　　　　　　☎077-528-3115

問合せ先

　平成26年4月以降に県立高校に入学される方の授業料については、「公立高等
学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律」の改
正により授業料不徴収制度が廃止され、県立・私立高校を問わず、「高等学校等
就学支援金」による支援となります。また、支援の対象については、保護者等の
市町村民税所得割額の合計が30万4,200円未満（家族4人のモデル世帯で年収910

万円未満程度）の世帯となります。（就学支援金の支給限度額：全日制は月額
9,900円、定時制（単位制以外）は月額2,700円等）

　なお、私立高校においては、世帯の収入状況により一定額（1.5～2.5倍）が加
算されます。

　平成26年４月以降に高校に入学される方の授業料支援制度について

詳しくは県教育委員会事務局ホームページ
（http://www.pref.shiga.lg.jp/edu/musyou/index.html）

をご覧ください。

　大津商業高校の文化
祭に参加しました。生
徒の心温まる人権メッ

セージには心を打たれました。び
わこ総文もよろしくね。

　打出中学校の朝のあ
いさつ運動に参加しま
した。現在の中学校三

年生が来年、生徒実行委員になって
くれることを期 待しPRしました。

　湖南農業高校の文化
祭に参加し、「2015滋
賀 びわこ総文」をPR

しました。実行委員の皆さんのダ
ンスがとても素敵でした。

　甲西高校の「文化の
ひととき」に参加しび
わこ総文をPRをしま

した。各文化部の発表も素晴らし
いもので、とても感動しました。

　彦根工業高校の文化
祭 に 参 加 し ま し た。
PR後、生徒会執行部

と放送部の皆さんで仲良く記念写
真を撮りました。記念になったかな？

　瀬田工業高校の文化
祭「三杉祭」に参加し
ました。日本赤十字社

のマスコット献血ちゃんとともに、
びわこ総文をPRしました。　

湖楠（うみな）に参加してほしい行事等が
あれば、連絡をしてください。

『うれしかったこと』『うれしかったこと』『うれしかったこと』『うれしかったこと』
　私は中学2年生で、今はちょうど定期テスト期間に入って
います。けれど、親はこちらの気持ちも知らないで、いつも
気楽にテレビを見ています。たまに私が気晴らしにテレビを
見ようとすると、「あなたは試験前でしょう。そんなことで、
よい点がとれると思っているの。」「まだそこにいるの。早
く、行きなさい。」などと言ってきます。
「うるさい。私の気持ちなんか何もわかってくれてない。ど
うせよい点数なんか期待してないくせに。」イライラして、
そう言葉をぶつけると、私は部屋から出て行きました。

　ある日の授業で、家族とのふれあいについて考えました。
担任の先生がこんなことをおっしゃいました。
「最近家族のことでうれしかったことといえば、どんなこと
がありましたか。」

「そんなの何一つないわ。」私は心の中でそうつぶやいてい
ました。
先生はさらに続けて
「逆に、自分がイヤになって、どんよりした曇り空のような
気持ちになったり、イライラして、嵐のように周りの人に
気持ちをぶつけてしまったりしたことはありませんか。今
日はそんな気持ちを一度思いだして書いてみましょう。」

「こっちの方だったら、いくらでもあるわ。」私は、配られ
た用紙に、先日の親との会話のことを書きました。

　その後、同じ班の友だちと書いた
内容を交流しました。その時、Ａさ
んが私と同じように家族と激しく口
論したことを書いていたのでびっく
りしました。Ａさんといえば、穏やかな性格で周りの人にも
いつも親切な人です。家族に対してもあまり感情をストレー
トにぶつけるような人ではないと思っていたので意外でし
た。
　また、ほかの人も自分とよく似たことを書いていました。
家族に対して不満を持っているのは自分だけじゃないんだと
思うと、なんとなく気持ちが楽になりました。

　その日の帰りの会で、テストの結果が渡されました。結果
はというと、がんばったつもりでしたが、思ったほど点数に
は表れていませんでした。「がんばったのに、どうして……」
と思いました。

　その日、家に帰ってテストの結果を親に見せました。
『これを見せたら、怒られるだろうな。』そんな思いでした。
すると母が一言
「悔しいなあ。」
と言いました。怒られるに決まっていると思っていた私は、
母の言葉に少し驚きました。

「この間、あなたがテレビを見ていて、私が注意して言い合
いになったことがあったでしょ。実は、しばらく時間をお
いてから、もう一度言わなければと様子を見に行ったら、
疲れて机の前で寝ているあなたの姿が見えたの。机の周り
には、大事なことを覚えようと紙がいくつも貼ってあっ
た。自分で考えたテスト勉強の予定表もあった。ベッドに
は朝起きるためか、目覚まし時計がいくつもあった。私は
だんだん、怒る気持ちが失せてしまったの。自分なりに考
え、頑張ろうとしていたんだね。」

さらに、母は続けました。
「自分が子どもの時は、『頑張っても結果が出ないことはあ
る。』と親に言い返していたのに、自分が親になって、自
分の子どものテストとなると、点数のことばっかり気にし
ている。あなたのいろいろな思いや頑張りを、もっともっ
と分からないといけないね。」

　中学生になってからは、母の仕事が忙しくなったこともあ
り、じっくり話をしていませんでした。だから、自分の子ど
もの頃の話までし、しかも私のテストの結果を「悔しい」と
言ってくれたことは、本当に意外でした。また、今も私のこ
とを気にかけ、もっと分かりたいと思ってくれていることを
知り、胸が熱くなりました。

　この後自分の部屋に戻った私は、カバンから今日の授業の
プリントを出しました。そして空欄のままだった「うれしか
ったこと」の欄に、『母が私にいろいろ話してくれたこと』
と書き入れて、大切に引き出しにしまいました。

全国高等学校総合文化祭推進室
☎077-528-4601

問合せ先


