
『くりちゃん元気いっぱい運動』とは！
　『くりちゃん元気いっぱい運動』に
は、基本的な生活習慣を身につけるため
の「早ね・早おき・朝ごはん」と基礎
的・基本的な学習内容を習得するための
「きらりフルチャレンジ」の２つの柱が
あります。これらが学力を向上させるた
めの“車の両輪”と考えて推進しています。
　この運動は、家庭・地域・学校の三者
が協働しながら推進していくことが重要
です。心身ともに健全な栗東の子どもを
育てるためにも、それぞれの役割を明確
にし、取り組んでいます。

『くりちゃん検定』を本格実施！
　本年度の４月からの「きらりフルチャ
レンジ」では、本市独自の検定テキスト
による『くりちゃん検定』を小学校で本
格実施しました。中学校では、１年生で
試行しています。『くりちゃん検定』と
は、子どもが自身の能力伸長に主体的に
取り組む契機となる「漢字・
計算検定制度」のことです。
　『くりちゃん検定』は、小中
学校で年間３回実施します。
漢字・計算検定ともに、80点
以上で「認定証」を交付しま
す。「再チャレンジ」以降も
80点以上で認定されます。

　検定での合格をめざして、子どもたち
に「やる気・自信・達成感」が生まれる
ことを期待しています。現在小学校で
は、朝自習や家庭学習など、意欲的に、
集中して取り組む姿が見られるように
なってきています。

　昨年度、脳科学研究の第一人者である
東北大学・川島隆太教授に、『栗東市教育
顧問』に就任していただきました。川島
教授からは「きらりフルチャレンジ」の推
進や検定テキストについて、ご指導やア
ドバイスをいただいています。
　本年度は、11月７日（金）

に各小学校の６年生または５
年生に「脳を育て、夢をかなえる」をテー
マに授業をしていただきました。
　子どもたちから、「検定テキストを使っ
て、漢字や計算練習を毎日することで前
頭前野が鍛えられることがわかった。」
「学習に対する意欲がわいてきた。」など
という嬉しい声が寄せられました。
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地域に根ざした総合選択制の普通科高校
― 県立石部高等学校（湖南市丸山二丁目３－１）―

80年の歴史のある学校
― 県立聾話学校（栗東市川辺664）―⑧
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　わたしの娘Ａの通う保育園に、Ｂちゃんというとて
もやんちゃな男の子がいます。わたしがお迎えに行く
と、いつも決まって保育室の中を走り回っています。
　「Ｂちゃんはいつも元気ねぇ。」
　笑いながら話しかけるわたしを横目で見ながら、Ｂ
ちゃんのやんちゃぶりに眉をひそめているお母さんた
ちもいます。　
　「あんな子がクラスにいると、うちの子がけがさせ
られないかヒヤヒヤするわ。」
　「そうそう、この前うちの子なんか、あの子のせい
で泣いて帰ってきたのよ。」
　「先生ももっと厳しくしかってくれたらいいのに…」
　お迎えの後、園庭の隅にかたまって話しているお母
さんたちの話を耳にするうちに、わたしは、「Ｂちゃん
は困った子なんだ」と思うようになっていました。

　そんなある日、学習発表会で娘とＢちゃんがペアを
組むことになったのです。
　「ねえＡちゃん、Ｂちゃんにいじわるされてない？」
　「ママ。Ｂちゃん、ホントはやさしいんだよ。この前
わたしが遊んでてころんだとき、『だいじょうぶか』っ

ていってくれたもん。」
　ケロッとして話す娘にも、わたしは半信半疑でした。

　発表会の日、わたしが心配したとおり、前日にもＢ
ちゃんをめぐってもめ事があったといううわさがお母
さんたちの間で流れていました。
　（Ａちゃん、だいじょうぶかなあ…）
　いよいよ発表会が始まりました。Ｂちゃんはという
と、前の子をつついてみたり、横の子とおしゃべりし
たり、相変わらず何だかガサガサしています。
　いよいよ娘のクラスの出番が来ました。２人が手を
つないで歌いながら踊ります。わたしの心配をよそに
子どもたちの発表は生き生きとし、娘もＢちゃんも本
当に楽しそうでした。発表が終わってステージから降
りようとするところで、一人の子がつまずいてころん
でしまいました。
　「あっ。」わたしは、思わず声を上げました。その時
一人の男の子がたおれた子のところにかけよって行き
ました。Ｂちゃんです。Ｂちゃんはその子に手をかしな
がら何か言葉をかけていました。「ママ。Ｂちゃん、ホ
ントはやさしいんだよ。」という娘の言葉が、わたしの

心の中によみがえってきました。

　子どもたちは、昨日ケンカしたかと思うと今日は仲
良く遊んでいます。Ｂちゃんはたしかにやんちゃもし
ていますが、子どもたちはそれなりに受け入れている
ように見えます。Ｂちゃんに「困った子」というレッテ
ルを貼っているのは、わたしたち大人なのかも知れな
いなあ―ふと、そんな気がしてきました。

　そんなことがあってから、わたしのＢちゃんを見る
目が、また少し変わってきたように思います。考えて
みたら、わたしたち大人でもいいところもあれば悪い
ところもあるのは当たり前の話です。でも以前のわた
しは、Ｂちゃんのことを「困った子」とだんだん否定的
に見るようになってしまっていました。
　今日はもちつき大会。わたしの娘は、力持ちのＢちゃ
んにリードされながら、いっしょにきねを持ってもち
をついていました。まわりのみんなも「がんばってＡ
ちゃん。」「いいぞＢちゃん。」と応援しています。みん
なの笑顔を見ながら、わたしの心が温かくなってくる
のを感じていました。

　本校は、昭和３年に開校
し、今年で創立80年になり
ます。11月７、８日の文化
祭のときに「創立80周年記
念式典」をあわせて行いまし
た。
　本校には、現在、幼稚部か
ら高等部まで合わせて７８名
の幼児・児童・生徒が全県か
ら通学し、学んでいます。ま
た、遠距離通学などの子ども
達のために寄宿舎が校地内に
設置されています。                      
　昨年度からの耐震補強工事
に伴い、校舎内外のリニュー
アルが行われ、美しく快適に
なった教室で言語力や学力、
社会性やコミュニケーション
力の向上をめざし、日々、学
習に励んでいます。

　選択科目「ボランティア」
や実社会体験事業などで、地
元の保育園や福祉施設等で実
習し、連携を深めています。

　少人数の開講科目もあり、
和気あいあいとした授業が進
められています。
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幼稚部展示

小学部高学年劇「走れメロス」

中学部展示 高等部バザー

わがまちの教育

川島隆太教授による
「45分間」の夢の授業を開催！
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ともに取り組むことで脳が活性化
1日を快適に過ごしましょう！ 脳のウォーミングアップを！

ぐっすり睡眠
スッキリ目覚めて
おいしく朝食とって

「読み書き計算」を
毎日10分集中し
根気よく続けて

交通災害共済に加入しましょう交通災害共済に加入しましょう
万一の交通事故に備えて…

滋賀県市町・滋賀県市町村交通災害共済組合
くわしくは、市役所または町役場でおたずねください。

TEL　077－524－4610

※平成21年度から災害見舞金の支給額等が改正になります。

県内に住民登録または外国人登録をしている方
県内の事務所・事業所・学校等に勤務または在学している方

●加入できる方

平成21年４月１日から平成22年３月31日までの１年間
途中加入もできます。

●共済期間

●掛金（年額）　１人500円（１人１口）
●加入受付　市役所または町役場の担当課窓口まで

●対象となる事故

○災害見舞金 （平成21年4月1日以後に発生した交通事故に適用）

死　亡1,000,000円1等級
自動車損害賠償保障法施行令別表の等級の区分の第 1級各号
に該当する障害、即ち両眼が失明したもの、両上肢の用を全
廃したもの、両下肢の用を全廃したもの等です。

医師の治療実日数（「入院治療日数および通院治療日数」以
下同じ。）が 120日以上の傷害
医師の治療実日数が 60日以上の傷害
医師の治療実日数が 20日以上の傷害
医師の治療実日数が 5日以上の傷害
医師の治療実日数が 5日未満の傷害

800,000円

120,000円

70,000円

40,000円
25,000円
20,000円

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

通院治療に限り、ギプス固定期間が 30日以上ある場合10,000円加算

7等級

広 告

まほろば総体まほろば総体
平成２１年度　全国高等学校総合体育大会平成２１年度　全国高等学校総合体育大会

　平成２１年度全国高校総体（２００９近畿まほろば総体）は、奈良県を主会場に近畿２府４
県で開催されます。滋賀県ではボート、アーチェリーの２競技の開催となっています。２００
９年の幕開けとともに、事務局の準備態勢もますます本格的になってきました。
　昨年の春、県内の高校生に競技大会ポスターの図案を依頼し、数多くの立派な作品の
中から原画を決定しました。そこで、完成した競技大会ポスターを、作成された生徒さん
の「ポスターに込めた想い」と一緒に披露したいと思います。

　第21回全国スポーツ・レクリエーション祭「スポレク滋賀２００８」を、平成20年10月18日（土）～ 21日(火）まで開催し、湖国滋賀の地に、全
国各地からたくさんの選手の方々をお迎えしました。
　希望が丘文化公園を会場とした開会式では、式典とともに、ニュースポーツ体験コーナーや観光および特産物などを紹介する特別行事、生涯スポー
ツの意義や重要性を県民に喚起する内容のシンポジウムなどがありました。

　さて、本県では、滋賀県生涯スポーツ計画（スポーツデザイン２０
１０）において、週1回以上運動を行う成人の割合で2010年には５
０％を目指していますが、平成18年の調査では４０.５％とあまり高く
はありません。
　しかし、機会さえあれば、スポーツをおこないたいと思っている潜
在スポーツ人口は８０％を超える状況にあります。
　「スポレク滋賀２００８」を開催した機を逃さず、誰もが「スポーツ」
に慣れ親しみ、「健康」や「生きがい」についての考えを深めていただ
きたいと思います。

　澄みきった青空の下で開催された10月1８日
（土）の開会式では、「日本一の水、でっかい空、
そしてその間に立つ人間」をテーマに驚きの演
出が満載で、全国からお越しの選手や観覧者に
滋賀県の夢と希望、そして元気さをＰＲしました。
この｢教育しが｣で公募した熱気球も無事上がっ
て、ホッ。

　石部高校は、平成８年開校の高
校です。恵まれた施設設備の中で、
総合選択制の多様なカリキュラム
を活かしたきめ細かな指導で、た
くましい人材育成や進路希望の実
現を目指しています。

80周年記念冊子表紙
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栗東市

第３２回 全国高等学校総合文化祭群馬大会

最優秀賞受賞【新聞部門】

　平成20年８月に開催された
第32回全国高等学校総合文化
祭群馬大会の新聞部門におい
て、最高賞となる最優秀賞を
受賞した滋賀県立彦根東高等
学校新聞部に、「児童生徒芸術
文化表彰」を贈りました。

この機を逃さず、今こそスポーツ・レクリエーションを！！

プレイバックプレイバック

　「ここは、
ホールドだ。

」 

 「いい試合だ
ったわね。」

「セーフか？
それともアウ

ト？」

「誰でも どこでも いつまでも」スポーツを生活に！！

２００９
近畿

ボート・アー
チェリー

競技大会ポス
ター完成!!ボート・アー
チェリー

競技大会ポス
ター完成!!

滋賀県立彦根東高等学校新聞部

栗東市教育委員会

日本国内で一般交通の用に供する道路において、
自転車、バイク、自動車等の運行中に発生した事
故（自損行為を含む）または、これらの車両にひか
れたりした事故による死傷が対象

　学校にボート部があることは知っていましたが、今までボートの
ことは全く知りませんでした。だから資料を見て、はねる水しぶき
とボートのスピード感をイメージし、表現できるように頑張りました。
　また、太陽の強い日差しの下でボートを漕いでいるように、はっ
きりとした力強い色彩を意識してみました。

 

　私はずっと美術部だったので身近でスポーツをする人の努力や
熱意を感じる機会がありませんでした。そんな私でもできるかたち
でスポーツに関わろうと思い、今回このポスターに着手しました。
　よくある抽象的表現ではなく、リアルでビビッドな描き味に挑戦
したので矢を射る時の緊張感、スピード感などを感じ、このポスター
を通してアーチェリーに興味を持ってもらえたら嬉しいです。

（朱書き部分）


