
平成19 年（2007年）7月号 No.5 滋賀県教育委員会

家庭教育の大切さ
　「早寝・早起き・朝ごはん」。よく食べ、よく動き、よく眠ることが健康生活の基本であり、
生きる力になりますが、最近、夜更かし型生活が子どもたちを襲っています。
　私は４人の子どもを持つ父親ですが、「週に一度は必ず家族揃って食事をする」ルール
を作り、実行しています。
　人と人とのふれあいが希薄になっている今、まずは家庭から実行してもらいたいです。
　一緒に食事をしていると、子どもたちが何を考え、何に悩んでいるかもよくわかります。
　また、食べられることの幸せを感じてほしいし、命ある動植物を人間は食べていること、
つまり、「命の尊さ」を教える場にもなります。皆さんも是非、実行してみてください。
　さて、日頃の PTA 活動を全国に発信する絶好の機会がいよいよ近づいてきました。第
５５回日本PTA全国研究大会「滋賀びわこ大会」〔８月２４日（金）、２５日（土）〕です。
絶大なるご声援と参画をお願い致します。

□ 特集 : 家族みんなではじめましょう ! 
　 「早寝・早起き・朝ごはん」+「運動・読書」 
　・子どもたちの今 
　・「早寝・早起き・朝ごはん」 県民運動あなたの
　  取組を大募集！ 
　・家庭の教育に企業の力を！
　・1日30分運動をはじめましょう ! 
　・子どもの「食」を考えましょう ! 
　・夏休みは思いっきり読書 ! 
□ 人が輝く人権教育「つぶやき」 
□ 中学生の高等学校等体験入学のお知らせ 
□ 県立中学校学校説明会のお知らせ 
□ 平成19 年度就学義務猶予免除者等の中学校卒
　 業程度認定試験のお知らせ 
□ 第 10回中学生広場「私の思い2007」県広場開催 
□ 日本スポーツマスターズ2007びわこ大会 
　 開催記念シンボルメンバーによるスポーツ教室 
□ 第55回日本PTA全国研究大会
　 滋賀びわこ大会開催 ! 

県教育委員会の合言葉は、「ヨコヨコ（チームワーク・協働）・ニコニコ （スマイル・笑顔） ・ドンドン（チャレンジ・挑戦）」 です。

家族みんなではじめましょう！

『早寝・早起き・朝ごはん』＋『運動・読書』『早寝・早起き・朝ごはん』＋『運動・読書』『早寝・早起き・朝ごはん』＋『運動・読書』
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県教育委員会広報ＴＶ番組

『教育ウィークリー
 リポート』

▼ 毎週月曜日　夜９時～９時１５分

▼ びわ湖放送（ＢＢＣ）
キャスター
向　ますみ

ご意見・ご感想をお待ちしています。

教育しがを読んで、スポレク滋賀 2008
マスコットキャラクター

キャッフィーグッズを
もらっちゃおう！

　
　

キャッフィーグッズ

クイズ 次の文の○にあてはまる３文字を答えてください。

正解者の中から抽選でキャッフィーグッズをプレゼントします。
次の事項を必ず明記のうえ、送付してください。

　　⑴クイズの答え、 ⑵希望のプレゼント番号、 ⑶紙面に対する感想、 ⑷今後とり
　　あげてほしいテーマ、 ⑸郵便番号、住所、氏名、年齢、電話番号
　　　　※個人情報の取り扱いについては「滋賀県個人情報保護条例」に基づき、適正に行います。

応募方法

平成 19年 8月 3日（金）　※当日消印、着信有効締め切り

郵 　 送／〒520-8577（住所不要）滋賀県教育総務課「教育しが」プレゼント係
Ｆ Ａ Ｘ／ 077－528－4950　Ｅメール／ edu@pref.shiga.lg.jp

送 付 先

プレゼントの発送をもって代えさせていただきます。
※第４号のプレゼントには 59通の応募をいただき、「スポーツタオル」、「Ｔシャツ」、「ネクタイピン」が 28名の方に当たりました。

当選発表

生活の基本は、「早寝、○○○、朝ごはん」

第55回日本ＰＴＡ全国研究大会滋賀びわこ大会開催！
大会スローガン

「さあ、はじめよう！びわこから！―見つめよう、命と自然の大切さ―」
◇８月24日（金）　分科会　10：00～16：00

◇８月25日（土）　全体会　9：30～12：45
□ 会場　【メイン会場】大津プリンスホテル　【サブ会場】滋賀県立体育館
□ 記念講演　【講師】青島　広志　氏

◇ 参加費　5,000 円
◇ 問い合わせ先　第 55回日本ＰＴＡ全国研究大会滋賀びわこ大会実行委員会事務局
　　　　　　　　 TEL：077-510-2526　　FAX：077-510-2527
　　　　　　　　 ホームページ：http://www.jungle.or.jp/shigaken-pta/

第１分科会
第２分科会
第３分科会
第４分科会
第５分科会
第６分科会
第７分科会
第８分科会
特別第１分科会
特別第２分科会

ひこね市文化プラザ
栗東芸術文化会館さきら
八日市文化芸術会館
ひこね市文化プラザ
忍の里プララ
近江八幡市文化会館
びわ湖ホール
高島市民会館
滋賀県立文化産業交流会館
立命館大学

組織・運営
家庭教育
学校教育
情報活動
地域連携（安全）
人権教育
環境
健康・安全
〈担当：日本ＰＴＡ〉
〈担当：文部科学省〉

分　科　会 会　　　場 研　究　領　域

　すべての全日制課程の県立高等学校、定時制課程の県立瀬田高等学校、県立高等養護学校
で中学3年生とその保護者の方等を対象に高等学校等体験入学および説明会を実施します。
　詳しくは、各高校等からの案内や県教育委員会のホームページをご覧ください。
【主な内容】　○模擬授業体験、実験・実習体験　○学習内容や学校行事、生徒会活動等の説明
　　　　　　○部活動の見学　　　　　　　   　○校内見学、各種施設・設備の見学等
【申込方法】参加を希望される方は、各高校等の案内に従って、各中学校を通じて申し込んでください。

中学生の高等学校等体験入学のお知らせ

開　催　日学　校　名開　催　日学　校　名開　催　日学　校　名

学　　校　　名 会　　　　場 日　　　　程

県立河瀬中学校
TEL：0749-25-2200

県立河瀬中学校・高等学校 8月21日（火）  9：30～12：00
10月 13日（土）10：00～11：30

県立守山中学校
TEL：077-582-2289

県立守山中学校・高等学校 8月29日（水）10：00～12：30
10月 13日（土）10：00～12：30

県立水口東中学校
TEL：0748-62-6745

県立水口東中学校・高等学校 8月26日（日）10：00～12：00
10月 6日（土）10：00～12：00

膳　所（普通・理数）
堅　田
東大津
北大津（普通） 
　　　  （国際）
大　津（普通・家庭） 
　　　 （家庭）
石　山（普通）
　　　 （音楽）
瀬田工業

大津商業
彦根東
河　瀬
彦根西（普通・家庭） 
彦根工業 
彦根翔陽
長　浜（普通・福祉） 

長浜北
長浜農業 
長浜北星
八　幡
八幡工業
八幡商業
草津東（普通）
　　　 （体育）
草　津
玉　川
湖南農業
守　山
守山北
栗　東（普通）
　　　 （美術）
国際情報
水　口（普通・国際）
水口東
甲　南

信　楽（普通・工業）
野　洲
石　部
甲　西
高　島
安曇川（普通・総合）
八日市
能登川
八日市南
伊　吹（普通）
　　　 （体育コース）
米　原（普通・理数）
日　野
愛　知
虎　姫
伊　香
瀬　田（定）
甲南高等養護

8/22（水）・23（木）

8/22（水）

8/21（火）・22（水）

8/21（火）

8/22（水）

8/23（木）・24（金）

9/22（土）

8/20（月）・21（火）

8/17（金）・29（水）

8/9（木）・10（金）

10/20（土）・21（日）

11/17（土）・18（日）・12/1（土）

8/22（水）・23（木）・24（金）

7/29（日）・10/20（土）

8/22（水）

8/1（水）

10/6（土）

8/2（木）・3（金）

8/10（金）

8/17（金）

8/18（土）・11/10（土）・1/12（土）

8/2（木）・3（金）・17（金）

8/21（火）・22（水）

8/4（土）・24（金）・10/13（土）

8/20（月）・9/29（土）

8/17（金）

9/22（土）

7/30（月）・31（火）・11/17（土）

8/1（水）・2（木）

8/7（火）・10/6（土）・12/1（土）

8/21（火）・22（水）

8/1（水）

8/3（金）

8/2（木）・3（金）

8/4（土）・5（日）

8/22（水）

8/4（土）

8/3（金）・10/13（土）・12/1（土）

7/24（火）

8/23（木）

8/2（木）・10/20（土）

8/2（木）・3（金）

8/20（月）・21（火）

8/22（水）・23（木）・24（金）

8/22（水）・23（木）

8/25（土）・10/20（土）

8/18（土）・10/6（土）・11/10（土）

8/22（水）

10/13（土）

8/23（木）・24（金）・10/13（土）

8/28（火）・11/10（土）

8/28（火）・11/17（土）

8/11（土）・11/10（土）

8/21（火）

11月中旬

7/7（土）

日　　　　時　　平成１９年１１月５日（月）　午前１０時から
場　　　　所　　滋賀県大津合同庁舎　６Ａ会議室
願書受付期間　　平成１９年８月２４日（金）から９月１１日（火）まで
            　　　　（郵送する場合は９月１１日（火）の消印有効）
願書提出先　　文部科学省へ直接提出してください。

【問い合わせ先】　滋賀県教育委員会事務局学校教育課
              　　 　電話：０７７－５２８－４５７６　　Fax：０７７－５２８－４９５３

試験内容や願書など詳しくは下記までお問い合わせください

平成１９年度平成１９年度平成１９年度

就学義務猶予免除者等の中学校卒業程度認定試験のお知らせ就学義務猶予免除者等の中学校卒業程度認定試験のお知らせ就学義務猶予免除者等の中学校卒業程度認定試験のお知らせ

　県立中学校３校の教育内容や学校生活の特色等について、県内の小学６年生の児童
とその保護者の方を対象に、説明会を開催します。

県立中学校（中高一貫教育校）学校説明会のお知らせ

（１）開催日程・会場

（２）申込方法
県立河瀬中学校　8月21日（火）のみ事前申込みが必要です。申込み用紙等に
　　　　　　　　　　ついては、同校へ電話でお問い合わせください。
　　　　　　　　　　10月13日（土）は当日会場で受付します。
県立守山中学校　当日会場で受付します。
県立水口東中学校　当日会場で受付します。

各校のホームページもご覧ください。
● 県立河瀬中学校　http://www.kawase-h.shiga-ec.ed.jp/    
● 県立守山中学校　http://www.moriyama-h.shiga-ec.ed.jp/
● 県立水口東中学校　http://www.e-minakuchi-h.shiga-ec.ed.jp/

【日時】平成19年８月26日（日）13時30分～16時 30分（開場13時）
【会場】高島市藤樹の里文化芸術会館（高島市安曇川町上小川106）
【内容】中学生の意見発表と活動発表 
（入場無料：当日は手話通訳を行います。）

多数の県民のみなさんのご参加をお待ちしております。

滋賀県教育委員会事務局生涯学習課
ＴＥＬ　０７７－５２８－４６５４
滋賀県青少年育成県民会議事務局
ＴＥＬ　０７７－５２３－５４８４

講師には、日本スポーツマスターズのシンボルメンバーの他、トップアスリート達が指導にあたります。
たくさんの方に参加していただけるように応募をお待ちしております。応募の締め切りは８月１０日（金）、応募多数の場合は抽選となります。

シンボルメンバーによるスポーツ教室日本スポーツマスターズ2007
びわこ大会開催記念

第10回中学生広場「私の思い２００７」県広場開催 

問い合わせ先

木原光知子

北澤　　豪

佐藤　直子

大林　素子

岡山　恭崇

表　　孟宏

衣笠　祥雄

宇津木妙子

森　　久子

中山　律子

9月14日(金)12:30～13:30
滋賀県立彦根総合運動場スイミングセンター
9月15日(土)11:30～13:00
野洲川歴史公園サッカー場
9月15日(土)10:00～12:00
彦根市民体育センター
9月15日(土)10:00～12:00
草津市立野村運動公園市民体育館
9月15日(土)14:00～17:00
滋賀県立大津商業高等学校体育館

9月15日(土)9:30～12:00
滋賀県立守山北高等学校グラウンド

9月14日(金)11:45～13:00
大津ボウル

9月15日(土)9:30～10:45
野洲市総合体育館

9月15日(土)13:00～15:00
近江八幡市立運動公園野球場

9月17日(月)9:00～11:00
滋賀県立長浜ドーム

滋賀県水泳連盟
〒520-0025 大津市皇子が丘1-1-1　TEL：077-521-0339

（社）滋賀県サッカー協会事務局　TEL：077-585-0982　FAX：077-585-0983
〒524-0212 守山市服部町2439　野洲川歴史公園サッカー場内

滋賀県テニス協会ジュニア委員会（担当：中村）
〒520-2422 野洲市比留田991　TEL：090-8204-6887

草津市教育委員会 生涯学習課内 「日本スポーツマスターズ2007びわこ大会草津市実行委員会」
〒525-8588 草津市草津3丁目13-30　TEL：077-561-2432
滋賀県バスケットボール協会
〒523-0082 近江八幡市土田町1010　田中敦美方　TEL/FAX：0748-33-8780

守山市教育委員会事務局　スポーツ振興課
〒524-8585 守山市吉身2-5-22　TEL：077-582-1169

滋賀県ボウリング連盟事務局
〒520-3031 栗東市綣2-4-5　ウイングプラザ4階　TEL：077-554-4570

滋賀県バドミントン協会（担当：伊佐）
〒520-0232 大津市真野1丁目31-34　伊佐恒範方　TEL：077-573-5113

近江八幡市立運動公園
〒523-0086 近江八幡市津田町18　TEL：0748-33-6303

滋賀県ソフトテニス連盟
〒523-0004 近江八幡市西生来町1380　福地　茂方　TEL：0748-37-2445

木原光知子の水泳教室
“きれいにクロールを泳ぎましょう”

基本技術

基本技術

バレーボール教室

基礎トレーニングと
スキルアップ

技術指導（見学可）

基本テクニックの習得

投球の基本・スペアの取り方
ゲームによるワンポイントアドバイス

技術指導

野球の基礎練習

一般（25m以上泳げる人）

小学3・4年生

中学生以下

小学生（個人申込）

小学生

小・中・高校生

小学5・6年生

小学生

小学4～6年生（経験者）

一般

40人

150人

50人

100人

100人

100人

100人

70人

50人

30人

水泳

サッカー

テニス

バレーボール

バスケットボール

ソフトテニス

軟式野球

ソフトボール

バドミントン

ボウリング

競 技 名 講 師 名 実 施 日 時 ・ 会 場 内 　 　 　 容 参 加 対 象 者 参加人数 申 込 ・ 問 い 合 わ せ 先

早寝早寝 早起き早起き 朝食朝食

体の調子と生活習慣体の調子と生活習慣

読書読書

◆「大変健康」と答えている子は、朝食を毎日
食べている子が多く、運動や体を動かす遊び
をよくし、食事の時出されたものをほとんど
食べています。また、朝７時までに起きて、
夜 10時半までに寝る割合が高いです。

◆規則正しい食事や朝食のとり方、運動や体を
動かす遊び、早寝・早起きが体の調子と大き
な関わりがあることがうかがえます。

全体的に女子の方が遅くまで起きている傾向があり、
中２女子では、深夜０時以降に寝る生徒が15％います。

成長ホルモンは、深い睡眠時の午前０時前に最
も多く分泌されるため、この時間帯はぐっすり
眠っていることが大切です。

滋賀県の小中学生の運動能力は、全国平均と比べて、握力や柔軟性に優れていますが、走力、持久力、敏捷性がやや劣っています。

読書は豊かな心を育みます。

年齢が上がるにつれて本を読まなくなる傾向があります。

寝る時刻

体の調子と朝食

運動能力

体の調子と運動や遊び

７時までに起きる小学生は約８割、中学生は約７割です。

朝日を浴びることで、体内時計（25時間）がリ
セットされ、脳が目覚めて、24時間のリズムに
調整されます。

起きる時刻

小学生には大きな変化はありませんが、中学生女子で
は毎日朝食を食べる割合が減っています。

脳と体を動かすためには、エネルギーが必要で
す。朝ごはんのエネルギーで体温が上がり、脳
と体の働きが活発になります。

朝　　食

（平成18年度　滋賀県子どもの読書活動に関する調査）

（平成17年度　児童生徒の食事調査）（平成17年度　児童生徒の食事調査）

（平成17年度　児童生徒の食事調査）（平成17年度　児童生徒の食事調査）
（平成17年度　児童生徒の食事調査）
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毎日食べる だいたい食べる 時々食べる 食べない 大変よくする よくする 普通 あまりしない まったくしない

午前5:30以前 5:31～6:00 6:01～6:30
7:01～7:30 7:31～8:00 8:00 以降

6:31～7:00
午後8:30以前 8:31～9:00 9:01～9:30
10:31～11:00 11:01～11:30 11:31～0:00 0:00 以降

9:31～10:00 10:01～10:30
毎日食べる だいたい食べる 時々食べる 食べない

子どもたちの今子どもたちの今

①ぬいぐるみ３名様①ぬいぐるみ３名様
②ボールペン５名様②ボールペン５名様

③携帯ストラップ 10名様③携帯ストラップ 10名様
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（平成18年度　児童生徒の体力・運動能力調査）

1955 年生まれ。東京芸術大学大学院修了。修了作品のオペラ「黄金の国」（遠藤周作・
原作）が同大図書館に購入され、過去２回の東京都芸術祭主催公演となる。作曲家と
しては「火の鳥」（手塚治虫・原作）「黒蜥蜴」（三島由紀夫・原作）の他７作のオペラ、
「マザーグースの歌」など合唱曲、「イソップ動物記」「モチモチの木」などの管弦楽曲
に至るまで、広い範囲の作品を残している。

（写真提供／神奈川フィル）
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