
「早寝・早起き・朝ごはん」県民運動「早寝・早起き・朝ごはん」県民運動

あなたの取組を大募集！
1日30分運動をはじめましょう！1日30分運動をはじめましょう！1日30分運動をはじめましょう！

　子どもたちの健やかな成長には、適度な運動、バランスのとれた食事、十分な睡眠が大切です。
　滋賀県教育委員会では、「早寝・早起き・朝ごはん」県民運動の一環として、家庭、学校、 ＰＴＡ、企業、自治会や
子ども会をはじめとした様々な団体による取組を募集しています。

　全国的な体力低下が指摘されている中、滋賀県の子どもたちの体力値は、昭和 56
年のびわこ国体が開催された頃に比べると長期的に低位の状態が続いています。
体力は、人間の活動の源であり、生きる力の重要な要素になるものです。

家　　庭 ………………… 家族で土曜日の朝に取り組む「ファミリーウォーキング」
家　　庭 ………………… 親子がいっしょになって取り組む「おやすみ読書タイム」
幼 稚 園…………………… 幼稚園の朝の園庭で地域の遊びの達人による「からだほぐしタイム」
学校ボランティア ……… 小学校の始業前の時間に取り組む「本の読み聞かせタイム」
学校と地域 ……………… 中学校の朝の運動場で地域の方と取り組む「早朝マラソン」
児童会や生徒会 ………… 栄養満点！ぼくの・わたしの作った「お弁当づくりコンテスト」
自 治 会…………………… 地域の大人もいっしょに参加する「ふれあいラジオ体操」
地域子ども会 …………… 夏休みのラジオ体操の後に大人も参加する「おはようウォーク」
Ｐ Ｔ Ａ…………………… 地域の各種団体と連携した地域ぐるみでの「あいさつ運動」
Ｐ Ｔ Ａ…………………… 毎週、曜日を決めての「ノーテレビデー」や「ノーゲームデー」
健康推進員 ……………… 朝食の重要性を訴える「これでバッチリ！朝ごはんレシピ」

　滋賀近交運輸倉庫株式会社では、「幸福にな
る言葉」を全社員に配布し、家庭での実践を促
されています。

　高月町では、青少年育成町民会議・青少年
育成連絡協議会・教育委員会が共催で、町民
にも出席カードを配布され、「ふれあいラジオ
体操」を開催されています。

　高島市の今津地域教育協議会では、「早寝・早起き・
朝ごはん」をテーマに、家族の目標や取組を標語と
して募集されたところ、６０５点の応募があり、市
内３箇所で作品展を開催されました。

　大津市の長等青少年育成学区民会議では、「ラジオ体操の会」
を昭和５２年から続けてこられています。昨年度には、３０
周年を祝う記念の体操会が長等小学校で開催されました。

　長浜市立南中学校では、地域の方もいっしょになっ
て「早朝ランニング」や「ウォーキング」に取り組
まれています。朝一番、身体を動かし、脳を活性化し、
学習に取り組むことの大事さを実証されています。

　長浜市では、幼少期～中学生期の子どものある家
庭に、テレビの視聴時間を減らすことをよびかける
「卓上啓発スタンド」を配布し、家族の時間を増や
すための取組を展開されています。

　米原市立米原小学校ＰＴＡでは、「健康フェスタ」
を開催し、栄養士さんからおいしくて栄養価を高め
る朝ごはん作りのコツを教わるなど「健康」に関心
を持つ機会を提供されています。

　滋賀県教育委員会では、本年度から「小学生１日30
分運動」を県下の小学生に奨励しています。
　１日30分以上運動を続けることで、

　学校で、地域で、家庭で取り組みましょう。
　まずは、気軽な運動（ラジオ体操等）から始めてみ
ましょう。
　簡単な運動例を滋賀県教育委員会ホームページにも
掲載していますのでご覧ください。

http://www.pref.shiga.jp/edu/pr/

総合型地域スポーツクラブとは、
  だれもが、いつでも、どこでも、いつまでも生涯を通
じてスポーツに親しめる環境づくりを目指す、地域に根
ざした自主運営型、複合種目型のスポーツクラブです。
 　・軽スポーツ
 　・健康体操
 　・ウォーキング
 　・各種スポーツ教室　など
いろいろなスポーツが楽しめます。

魅力あるクラブが県内に３７クラブ
　地元の総合型地域スポーツクラブについてお知り
になりたい方は、下記までお問い合わせください。
〈問い合わせ先〉
滋賀県広域スポーツセンター TEL 077-511-3132
ホームページ http://www.biwakosportsnow.or.jp/

あなたの地域の総合型地域スポーツクラブに参加して
「仲間と一緒に、元気に健康づくり」

夏休みは、本をじっくり読む絶好のチャンス
　日中の暑い時間は、本を読みながら楽しく有意
義に過ごしましょう。
 普段読まないジャンルの本や、長編にも、ぜひ
挑戦してみてください。きっと新しい発見があり
ます！

地域の図書館へ行こう
 地域の公立図書館などでは、図書館司書や読書
ボランティアのみなさんによるおはなし会（読み
聞かせ）など本に親しむいろいろなイベントが行
われています。
　本の読み方や選び方の参考にもなりますので、
ぜひ図書館を利用してみてください。

◆課　題　滋賀や自分の住む地域の自然・人・社会
　　　　　等について、それぞれのよさの発見や思い・
　　　　　感動を取りあげ、創作物語、エッセイ、詩、
　　　　　五七五、短歌のいずれかで表現する。

◆応募資格　　　県内小中学校に在学する児童生徒
◆応募締め切り　平成１９年９月２０日（木）
◆問い合わせ先　滋賀県教育委員会事務局学校教育課
　　　　　　　　TEL：077-528-4576

子ども読書活動支援センターホームページをご覧ください。
http://www.nionet.jp/dokusho/

　内閣府が発行した「平成18年度食育白
書」によると、子どもたちの「食」の課題として次のよう
な点があげられています。

・嫌いな食べものは野菜と答える傾向が強い
・朝食の欠食が小学生、中学生でも目立つ

　朝食を欠食すると、朝食以外の１回の食事摂取量が多く
なり、過食につながる可能性があります。
　また、午前中のエネルギー供給が不十分となって、体調
が悪くなるだけでなく、肥満や生活習慣病の発症につなが
ることも考えられます。
　子どもの頃に身についた食習慣を大人になってから改め
ることは簡単なことではありません。
　子どもたちが望ましい食習慣を身につけ、生涯にわたっ
て健康な心と体で生きていくために、今こそ家庭、学校、
地域が一体となって「食育」を考えていきましょう。

　先日、知り合いのＡさんと話をする機会がありました。話の内容
は、Ａさんの子どもさんにかかわるもので、久しぶりに子どもの寝
顔を見ながら、自分も眠りについたという話から始まりました。
　実は、何日か前に、子どもと一緒にテレビを見ていた時、出演し
ている人を見て、子どもが「あの人、ハーフなんや。」とつぶやい
たそうです。それを聞いたＡさんは、何と言ったのかをもう一度聞
き直そうと思ったのですが、その瞬間に子どもが「お父さんは、ダ
ブルって言ってたんとちがったかなあ。」と付け加えたそうです。
　Ａさんは、わが子のつぶやきから、日頃の家庭での会話や大人の
行動が､子どもの感性に大きな影響を与えていると思うと､｢ドキッ｣
としたということでした。
　普段、子どもがどれだけ意味を理解しているのかわからないけれ
ど、子どもなりにその言葉の持つ意味や大切さを感じているのだと
Aさんは思いました。 
　また、日常何気なく使ったり、聞き流している言葉についても、

子どもが正しく理解できるように話をしていくことが親として大
切な子育ての一つなのだと考え直したそうです。
　子どものつぶやきの背景には、Ａさんが、以前、職場で在日外
国人問題についての研修を受けたことがあり、その中で聞いたこ
とや、なるほどと感じたことを、家庭で話していたことがあった
のです。
　人は生きている間に、いろいろな出会いをし、その出会いから
自分を見つめ直すことがあります。私たちが、互いに心豊かに生
きていくためにも、日常のきっかけから自分を振り返ることが大
切なのだと思います。
　父親であるＡさんが、大切なことを学んでいると感じることが
できたのは、子どものつぶやきから自分を見つめ直すことができ
たからではないでしょうか。

※二つの文化を半分ずつもっているという意味の「ハーフ」に対して、両方の文化を一つず
つもっているという意味で「ダブル」という言葉が使われることもあります。

「小学生１日３０分運動」の取組 「総合型地域スポーツクラブ」を
ご存じですか？

夏休みは
思いっきり読書！
夏休みは
思いっきり読書！

「小中学生ことのはコンクール」作品募集中！

人が輝く人権教育「つぶやき」人が輝く人権教育「つぶやき」

◆楽しい食事をしていますか
　①１日１回は家族揃って食事をする □
　②食卓を囲んで楽しく会話をする □
　③食事の時はテレビを消している □

◆栄養バランスを考えた食事ですか
　④主食・主菜・副菜をそろえている □
　⑤インスタント食品よりも手作りが多い □
　⑥お菓子・ジュースの取り方に注意している □

◆朝ごはんは食べていますか
　⑦３品以上食べる □
　⑧早寝早起きでゆとりを持って食べる □
　⑨少しの量でも必ず食べる □

◆マナーに気をつけて食事していますか
　⑩いただきます、ごちそうさまを言う □
　⑪食事は残さずきれいに食べる □
　⑫準備片付けはできるだけみんなでする □

１０以上…………素晴らしい！！
９～６……………まあまあ
５以下……………考えよう

食生活チェック表
チェック

子どもの｢食｣を考えましょう！子どもの｢食｣を考えましょう！子どもの｢食｣を考えましょう！

望ましくない食習慣 心や体への影響

・朝食欠食
・不規則な食生活     
・必要以上の夜食、間食
・ファーストフードやイ
  ンスタント食品への頼
  りすぎ 
・一人だけの食事

・生活習慣病の増加
  （低年齢化）
・学力・体力の低下
・コミュニケーション不足
・豊かな心の欠如
・食べ物の価値や食文化の
  喪失

 気づいてます
か？子どもたちの変化

県内の学習情報を紹介する
サイト「におねっと」では、
夏休み期間中に子どもたち
が体験できる、学習講座、
スポーツ教室、アウトドア
スクール、図書館・美術館・
博物館の催し、観察会など
の学習情報を順次掲載して
います。

http://www.nionet.jp/

夏休みの
体験学習情報
発信中！

夏休みの
体験学習情報
発信中！

○運動に親しむ習慣づくりが小さい頃から身につき
ます。
○丈夫で健康な体づくりができます。
○生活のリズムが整い、意欲や気力の向上につなが
ります。
○仲間やまわりの人との会話もはずみ、心の成長に
つながります。

滋賀県教育委員会事務局生涯学習課
ＴＥＬ：077-528-4654　ＦＡＸ：077-528-4962
Ｅ-mail：ma06@pref.shiga.lg.jp
「におねっと」：http://www.nionet.jp/

　ご応募いただいた中から、参考となる取組事例については、
１２月１日びわ湖ホールをメイン会場に開催予定の「早寝・
早起き・朝ごはん全国フォーラムｉｎしが」で発表させてい
ただきます。 
　応募の締め切りは、１０月１２日（金）です。
　ご応募をお待ちしています。

問い合わせ先

　栗東市の学校給食配送トラックの車体側面に「早ね・早おき・朝ごはん」
推進の絵が描かれています。栗東市のマスコット「くりちゃん」も、早ね・
早おき・朝ごはんで元気いっぱい！

「におねっと」
で

大丈夫！？

あなたのおうちの食
生活

■□がＯＫだった数

　この制度は、参観日など学校行事に参加しやすい職場づくり、
子育てについての講座の開催、中高校生の職場体験受け入れなど
を行う企業・事業所と県教育委員会が協定を結び、子どもの育ち
をみんなで支えあう取組を推進するものです。
　県教育委員会では、ご協力いただける企業・事業所に呼びかけ
を行っています。

取組１　我が社の子育て環境づくりを進めよう！
　・子育て学習講座の開催
　・家庭教育に関する啓発ポスターを掲示
取組２　働く姿を見せよう、仕事について語り合おう！
　・企業内における「子ども参観日」の実施
　・中学生や高校生の職場体験への協力
取組３　子ども体験活動を支援しよう！
　・地域で行われる子どもの体験活動に対して施設等を開放
　・企業の持つ技術力を生かして授業や体験学習を支援
取組４　学校へ行こう！
　・参観日や保護者会、学校行事などへの参加の働きかけ
　・休暇が取りやすい職場づくりに向けた取組
　・学校行事休暇制度・短時間勤務制度の創設

滋賀県家庭教育協力企業協定制度
協定締結企業255社になりました（H19.6現在）

シリーズ
人権教育
シリーズ
人権教育

取　

組　

例

詳しくは「におねっと」滋賀県家庭教育協力企業協定制度ホームページをご覧ください。 　http://www.nionet.jp/lldivision/kigyokyoutei/
【問い合わせ先】
　滋賀県教育委員会事務局生涯学習課　TEL.077-528-4654

〈取組例〉

運動 読書


