
生活習慣づくりをとおして、みんなで元気を創造しましょう！

○「子ども元気調査」の結果より

山口県教育委員会では、子どもたちの体
力と生活習慣を把握するため、平成２５年
度「子ども元気調査」を行いました。この
結果から、「子ども元気創造」推進事業で
望ましい生活習慣形成の柱としている「食
育」「遊び・スポーツ」「読書」に関する
子どもたちの実態が見えてきました。 

読書が好きと感じている割合は、
小・中学生ともに、男子より女子の方
が高いようです。家族で読書をする時
間をつくるのは、いかがですか。

【読 書】
読書が好きと感じている子ども

小 76.5％ 中 75.6％

外遊び等の運動をしている子どもの
割合は、女子よりも男子の方が高いよ
うです。中学生になると、さらに男女
差が広がっていることも、調査でわか
りました。普段からの運動習慣づくり
が大切です。 

【遊び・スポーツ】
週 3 日以上、運動している子ども

小 65.1％ 中 65.4％

【食 育】
毎日･ほとんど毎日、朝食を食べる子ども

小 92.5％ 中 89.6％

「『食事、運動・遊び、読書』90 日元気手帳」の活用を！

【お問い合わせ先】 
学校安全・体育課 こども元気づくり班 TEL：０８３－９３３－４６８５ FAX：０８３－９２２－８７３７ 
子ども元気調査結果・元気手帳の情報 http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a50500/index/ 

!
睡眠は十分でしょうか？

　小･中学生ともに約９割の子どもたち
が朝ご飯を食べています。
　家族みんなでバランスのよい食事を
とることが、心と身体の元気のもとと
なります。

　昨年度、県内の全小学生に｢『食事、運動・遊び、読書』９０日元気手帳｣を配付
しました。元気ポイントを貯めようと、｢食事｣｢運動･遊び｣｢読書｣に積極的に取り
組む子どもの姿が見られるようになったという声を聞いています。「バランスのよ
い朝食をとったか」という視点を加えて、取り組まれた事例もありました。
　「元気手帳」は３年間使えるようになっています。また、今年度の新入生にも配
付しました。生活習慣の定着には、継続して取り組むことが重要ですが、そのため
には、子どもたちが自分から積極的に取り組めるような工夫が必要です。この手帳
がしっかり活用されるよう、学校・家庭・地域が一体となって、子どもたちの取組
を見守り、励ましていきましょう。

　山口県教育委員会では、子ども元気創造に向けた取組を推進しています。平成２５
年度に開催した「子ども元気創造推進協議会」では、学識経験者、保護者、地域の代
表の方、教員など、様々な立場の方が集まり、「子ども元気創造」について協議しま
した。協議会では、知・徳・体の調和のとれた、たくましい「やまぐちっ子」を育て
ていくためには、｢食育｣｢遊び・スポーツ｣｢読書｣を生活の中にバランスよく取り入れ
ていくことや、子どもだけでなく家族や地域も一緒になって望ましい生活習慣づく
りに取り組んでいくことが必要だということを確認しました。まずは、｢食育｣｢遊
び・スポーツ｣｢読書｣をキーワードに、家族で生活習慣を見つめ直してみましょう。



☆昨年度の「わが家のやくそく」の中から ～子ども・保護者の声～

「やまぐち学習支援プログラム～家庭版～」は、ウェブ上に公開されている、家庭でも利用できる学習プリント

です。授業の復習など、家庭での学習に役立ててください。 

〈「義務教育課」ウェブページや「山口県ＰＴＡ連合会」ウェブページからアクセスできます〉
＊インターネットが使えない場合には、学校にご相談ください。 

「家庭の元気応援キャンペーン」の一環として、今年も「わが家のやくそく大募集」 

を実施します。保護者向けリーフレット「夢をはぐくむ家庭の元気」概要版の「わが家 

のやくそく」を家族で話し合って決め、夏休みに取り組んでみましょう。 

ＦＡＸ、郵送又はメール等でご応募ください。たくさんの応募をお待ちしています。 

【提出先】通学されている学校 または  

山口県教育庁社会教育・文化財課 〒753-8501 山口市滝町 1-1 FAX：083-933-4669 
E-mail:a50400@pref.yamaguchi.lg.jp

【やまぐちっ子学習プリント（基本問題）】小１～中３：国、算・数、社、理、英

【親子でチャレンジ学習プリント（応用問題）】

小１～中３：国、算・数

思考力・判断力・表現力をみる問題を用意し

ました。親子でともに考えてみるのもよいので

はないでしょうか。

くらべる点 大島みかん 秋芳なし 

収 か く 期 １２～２月 ８～９月 

気   候 冬もあたたかい 昼と夜の気温差が大きい

工   夫 マルチシート 

→下から日をあてる 

ふくろかけ 

→害虫から守る 

これは、小学校４年・国語の問題です。

２つのものを比べる文章を書くときの

ポイントについて考えていきます。

難易度に応じて４段階の問題を用意しました。自分で問題に取り

組み、丸つけができるようになっています。

これは、小学校１年・算数の問題です。学校で覚えた時計

の見方を、自宅の時計を見ながら確認することができます。

ファミリン

「あさごはんをいっぱいたべて、はやくねる。」 （小学校１年生）

まいあさいっぱいごはんをたべたので、まい日げんきにすごせました。 

※昨年度の「わが家のやくそく」の集計結果はウェブページでも紹介していますのでご覧くだ

　さい。また、応募用紙や「夢をはぐくむ家庭の元気」概要版は山口県教育庁社会教育・文化

　財課のウェブページからダウンロードすることもできますので、ご活用ください。 

平成２５年度の応募者数 ７，０４１名(夏休み：3,307 名 冬休み：3,734 名)

御協力ありがとうございました。

朝ごはんは、毎朝しっかりと食べました。一日の始まりを、気持ちよく迎えさせ

ることができ、このやくそくに決めてよかったです。（保護者の感想）

県教委では、家庭と連携した「確かな学力」や 
「豊かな心」等の育成に取り組んでいます。

リーフレット概要版



「世界スカウトジャンボリー」まであと１年 

平成２７年夏に開催される「第２３回世界スカウトジャンボリー」まで、いよいよあと１年。 

主会場となるきらら浜で、県民の皆さんにジャンボリーの雰囲気を味わっていただける「１年 

前イベント」を開催します。ご家族皆さんで、ぜひご来場ください。   

日時：平成２６年８月２日（土）１５：３０～２１：００

８月３日（日）１０：００～１６：００

会場：山口市阿知須 きらら浜（「道の駅きらら あじす」海側）

20:30～打ち上げ花火

※天候等により、イベント内容を変更する場合があります。 

ステージエリア 

☆オープニングイベント（２日）

☆世界各国のダンスや音楽 

☆山口県民ステージ 

☆ゆるキャラステージ など 

プログラムエリア 

☆先進技術の展示・体験ブース

☆伝統文化体験ブース 

☆科学体験ブース 

☆クールジャパン体験ブース 

ジャンボリーを再現した体験型
プログラムがずらり！

ワールドフードエリア 

地産地消フード・物販エリア 

世界の料理や県内グルメが集合
交流エリア 

☆民族衣装で仮装パーティー（２日）

☆真夏の雪広場（３日）など 

○お問い合わせ先○ 

山口県教育庁 世界スカウトジャンボリー開催支援室

【電話】083-933-4771 【ＦＡＸ】083-933-4769 

http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a504001/index/ 

【募集対象】

県内の小学生・中学生・高校生 

【取組方法】 

①世界スカウトジャンボリーに参加する１６２の

国と地域から、自分が調べてみたい国を選び、

学習シートを作成する。 

※学習シートは学校から配布されます。県ウェ

ブページからもダウンロードできます。 

②作成した学習シートは、９月に学校に提出して

ください。 

→皆さんの学習成果を「世界スカウトジャンボリー

参加国事典」として、県ウェブページで紹介します。

縁日エリア 

縁日遊びやおみくじコーナー 

その他のイベント

☆打ち上げ花火（２日夜） ☆みんなでアート写真撮影（３日） 

☆世界をめぐるスタンプラリー   ☆来場者プレゼント

「ジャンボリー参加国事典」の作品を募集！

第 23回世界スカウトジャンボリー
会  期：平成27年7月28日～8月8日 
主会場：山口市阿知須 きらら浜 
参加者：世界162の国と地域から３万人 
☆期間中、県内すべての小・中・高校
及び特別支援学校をスカウトが訪問
し、児童生徒と交流します。 

ボーイスカウト世界最大の祭典！ 

山口農業高校は、生物生産科、食品工学科、生活科学科、環境科学科

の４学科からなり、「なすことによって学ぶ」を信条として、食料生産、

食品加工、調理、測量等の実験・実習に励んでいます。 

今回は、生徒が製造・栽培したナシジャム缶詰２個と乾燥しいたけ２

パックをセットにして１０名様にプレゼントします。   

１１月２２日（土）に本校で農業祭を開催し、学習成果の展示、実習

生産物の販売等を行います。ご来場をお待ちしています。 

プレゼントご希望の方は、住所、氏
名、年齢、電話番号、ご希望のプレ
ゼント、｢ふれあい夢通信｣の感想を
記入の上、第１面の編集部まではが
き、FAX、電子メールでご応募くだ
さい。なお、当選者の発表は発送を
もって代えさせていただきます。 

締切：７月３１日（木)必着

夏休みに
取り組もう！

お知らせ！

入場
無料



会   場 山口県立山口博物館
開館時間  ９：００～１６：３０（入館は１６：００まで） 
休 館 日  [７月]  ２２日（火） ・ ２８日（月）
         [８月]   ４日（月） ・ １８日（月） 
観 覧 料  ７００円（一般）、５００円（学生） 
※７０歳以上と１８歳以下の方及び高等学
校、中等教育学校、特別支援学校の生徒
は無料

お問い合わせ先
山口県立山口博物館
電話（０８３）９２２－０２９４ FAX（０８３）９２２－０３５３ 
ウェブページ 
http://www.yamahaku.pref.yamaguchi.lg.jp 
携帯 

http://www.yamahaku.pref.yamaguchi.lg.jp/m/

２０１５年 世界文化遺産登録を目指して

『明治日本の産業革命遺産 九州・山口と関連地域』

日本は、幕末（１９世紀後半）から極めて短期間のうちに造船、製鉄・鉄鋼、石炭産業における飛躍的な産業化

を達成しました。この原動力となったのが、九州・山口等の８県１１市に立地する構成遺産です。 

特に、山口県萩市には構成遺産として５つの遺産（「萩反射炉」、「恵美須ヶ鼻造船所跡」、「大板山たたら製

鉄遺跡」、「萩城下町」、「松下村塾」）があり、西洋技術を取り入れ、産業化の舞台となった様子を物語ってい

ます。この山口県の誇る遺産の“再発見の旅”に出かけてみませんか？  

（１）開国・下関戦争の衝撃

  開国や下関戦争などの体験を通じ、近代化の必要

性に目覚めた長州藩とその人々の動きを紹介しま

す。（中嶋治平、藤島常興ほか） 

（２）欧米諸国に学べ！～博覧会の視察・開催～

  海外で行われた博覧会の視察や、それを参考に開

催した内国博覧会を通じて、産業の近代化をめざす

明治国家の動向を紹介します。（藤島常興、藤岡市助

ほか） 

（３）欧米諸国に追いつけ！～技術者たちの挑戦～

   海外からの輸入品に負けない国産品の製造に情熱

を傾けた、技術者たちの挑戦の軌跡を紹介します。

（藤岡市助、柏木幸助ほか）

（４）欧米諸国を追い越せ！～実業家たちの夢～

   優秀な国産品を製造し、やがて海外への輸出に乗

り出していく実業家たちの活動について紹介しま

す。（笠井順八、瀧川辨三、渡邊祐策ほか） 

■「先人の謎に挑戦コーナー」

問題は週ごとに変わり、全部で２０種類のカード

を獲得できます。遊びながら先人たち 

の業績を学習できます。 

■「体験コーナー」

紙粘土を型押しして、３～４種類の貨 

幣を模造するコーナーやセロファンを利 

用したステンドグラスを製作するコーナーを設け

ています。

本展覧会では、幕末から明治にかけて、特にモノづくりの分野で情熱を注いだ山口県出身の先人たちに

注目し、その活動と業績を紹介します。

山口博物館
企画展

山口博物館
企画展

お問 い合 わせ先

山口県教育庁 社会教育・文化財課

世界文化遺産推進室

電話（083）933-4666 

【世界文化遺産講演会の開催】

・日時：平成２６年１０月２１日（火）１８：００～２０：００

・場所：萩市民会館 

・内容：基調講演   演題：「明治日本の産業革命遺産と萩」      

講師：木曾功（文化庁内閣官房参与） 

シンポジウム テーマ「世界文化遺産登録を目指して」 

・参加料は無料

【親子世界文化遺産見学ツアーの参加者募集】

・行程：県内各地→（萩市内の５つの構成遺産を見学）→県内各地 

・参加料は無料 

※詳細は、学校に配布する案内をご参照ください。 

〈萩反射炉〉

Sites of Japan’s Meiji Industrial Revolution　
      　 ：Kyushu-Yamaguchi and Related Areas



お問い合わせ先 

ＴＥＬ：083-987-1220 

E-mail: joho@center.ysn21.jp 

平成２６年４月、県立周防大島高校では、全国初となる「地域創生科」を設置しました。 

  「地域創生科」では、交流の島“周防大島”の豊富な教育資源を活用し、フィールドワーク、実習、プレゼンテーションといった

探究活動など、多様な学習活動を通して、地域に学び、福祉の心をもって地域に貢献する人材を育成します。 

１年次は、国語などの普通教科の科目とともに、全員が福祉に関する科目と商業に関する科目などを幅広く学習します。２年次

からは、「福祉コース」と「ビジネスコース」に分かれ専門的な知識・技術を習得します。また、電子黒板やタブレット端末等の先進

的なＩＣＴ機器を活用した「分かりやすい授業」を実践し、授業内容の理解を深めていきます。

冷暖房完備の男子寮・女子寮を設置しており、舎監教員による生活支援も充実しているため、遠方からの入学生も安心して

３年間を過ごすことができます。  

その他の学校生活についても、周防大島高校ウェブページ（http://www.suo-oshima-h.ysn21.jp/）に紹介していますので、 

ぜひご覧ください。

・地元の特別養護老人ホームやデイサービスセンター等と連携した 

実践的学習 

・介護職員初任者研修や居宅介護職員初任者研修の実施 

(旧ホームヘルパー２級と同等の資格を取得) 

・福祉の学習を中心とした進路希望に応じた幅広いカリキュラム など

・インターネット上での出店や販売戦略の立案

・地元の高齢者の知恵や技術を生かしたオリジナル商品の

 開発

・簿記や情報処理、ビジネス文書等の資格を取得 など

福祉コース
だれもが幸福に暮らせる地域を創造す

る将来の福祉のスペシャリストを育成 ビジネスコース
地域から新たなビジネスを創造・発信

する起業家精神に満ちた人材を育成 

平成２７年度高等学校等予約奨学生の募集について

県立周防大島高等学校『地域創生科』の魅力を紹介します！

キャリア教育は、子どもたちが夢や目標

をもつこと、社会人として自立できること、

自分にふさわしい生き方を実現することを

めざしています。子どもたちにとって、「自

分にふさわしい生き方とは何か？」などに

ついて、一緒に考えてみませんか。 

県内２か所で開催しますので積極的な

ご参加をお願いします。 

【参加対象】 保護者、教員、地域・産業界等 
の関係者 

【実施内容】 小・中・高校等の実践発表、 
グループ協議等 

【参加申込】 各学校を通じてお申し込みくだ 
さい。 

東部地区 ８月５日（火）  

岩国市周東文化会館パストラルホール 

西部地区 ８月７日（木）  

下関市菊川ふれあい会館アブニール 

※下記でも申込みできます。 

義務教育課 083-933-4600 

高校教育課 083-933-4627 まで

お問い合わせ先
（公財）山口県ひとづくり財団
    県民学習部

生涯学習推進センター

TEL   : 083-987-1730　　　FAX   : 083-987-1760 
E-mail : center@yamaguchi.kagayakinet.jp 
HP       : http://www.kagayaki.pref.yamaguchi.lg.jp/ 

「平成の松下村塾」（三世代交流教育講座）

次代を創る子どもたちの『志』を育てるため、ふるさと山口県
が誇る先人たちの立志やチャレンジ精神を世代を越えて共に
学ぶ三世代交流教育講座、「平成の松下村塾」を県セミナーパ
ークで実施します。 

【日程】             【各回のタイトル】 

第１回  6/28(土)～29(日)

第２回  8/23(土)～24(日)

第３回 10/18(土)～19(日)

第４回 12/20(土)～21(日)

【募集対象】県内在住の小学校４～６年生を含む二世代・三世代の家族、グループ

【お問い合わせ先】 （公財）山口県ひとづくり財団奨学センター
 〒753-0072 山口市大手町 2-18 山口県教育会館内 
 電話： ０８３-９３３-４７７０ E-mail: hito-sho@tune.ocn.ne.jp

教育に関する情報を｢見たい！｣ ｢知りたい！｣ ｢ほしい！｣ときは、やまぐち総合教育支援サイトへアクセスしてください。 

・子育てについてのアドバイス等の情報がほしい ・子どもの教育の悩みについて相談したい 

・国や県の最新の教育情報を知りたい         ・子どもが自分で学習できる教材がほしい

・希望している進路先の学校情報を知りたい

参加者
募集

そ う ご う き ょ う い く し え ん  

キャリア教育実践セミナーを開催

「高杉晋作 活躍の舞台裏」 

「楫取素彦とその時代」 

「明治維新の礎を築いた『月性』」 

「笠井順八が遺したもの」 

　山口県ひとづくり財団では、将来社会に貢献しうる人材の育成を目的とし
て、向学心に富み有能な素質をもっておられるが、経済的理由により修学が
困難な本県の生徒（中学３年生）に対し、高等学校等予約奨学生の募集を行
っています。
　第１回目の送金については、通常の奨学生の場合は高校入学後の７月に行
いますが、予約奨学生として採用された場合は５月中旬に行うため、入学時
の一時的な経済的負担の軽減を図ることができます。
　今年度も、例年同様、９月１日から予約奨学生の募集を行う予定です。 

※保護者、地域･産業界等の関係者の皆様
の積極的なご参加をお待ちしております。 



海響館

広告

山口県油谷青少年自然の家（長門市） ℡0837-32-1000 

油谷の海でぶちあそぼう１ 

●期日：９月２７日(土)・２８日（日） （１泊２日）  
●申込締切：９月１２日（金） 
●対象：小学生とその家族  ≪定員：２０人≫

山口県由宇青少年自然の家（山口県ふれあいパーク）

青少年のための科学の祭典 （岩国市） ℡0827-63-1513 

●期日：８月３日(日)  ※当日自由参加 
●対象：興味のある方どなたでも  ≪定員：なし≫

山口県十種ヶ峰青少年自然の家（山口市） ℡083-958-0033 

とくさがみね自然体験プログラム２～竹でつくる！～ 

●期日：９月６日(土)・７日（日） （１泊２日）  
●申込締切：８月２２日（金） 
●対象：家族  ≪定員：４０人≫

山口県秋吉台青少年自然の家（美祢市） ℡08396-2-0581 

秋吉台夜の草原コンサート 

●期日：９月６日(土)・７日(日)   (１泊２日) 
●申込締切：８月１３日(水)必着 
●対象：幼児、小学生とその家族及び一般 ≪定員：６０人≫

プラネタリウムで楽しむ夏の星空
星座に関する番組投影の視聴を通して、天体や宇宙への興味・ 

関心を高め、季節の代表的な星や星座の観察方法を学びます 
●日時：７月２４日（木）１０:３０～１１:３０、１３:３０～１４:３０ 
    ８月 ６日（水）１０:３０～１１:３０、１３:３０～１４:３０ 

８月２０日（水）１０:３０～１１:３０、１３:３０～１４:３０ 
●対象：一般（小学生以下は保護者同伴）≪定員：毎回４０人≫

場   所／やまぐち総合教育支援センター（県セミナーパーク内）
申込方法／ウェブページ、E-mail、電話、FAX により各開催日の 

１週間前までに申し込んでください。 
(定員になり次第締切) 

申 込 先／やまぐち総合教育支援センター 教育支援部 
TEL 083-987-1190  FAX 083-987-0209
ウェブページ http://www.ysn21.jp/
E-mail gakko@center.ysn21.jp

そ の 他／参加費は無料です。

県立青少年教育施設 やまぐち総合教育支援センター（県セミナーパーク内）

山 口 博 物 館

※ 詳細は、各青少年自然の家ＨＰをご覧ください。

山口県埋蔵文化財センター
親子古代体験                           ℡083-923-1060
●日時：７月３０日（水） 13:00～16:00（予定） 
●申込締切：７月１１日（金）必着 
●対象：県内の小学校高学年の児童及び保護者 
    （原則として２名１組とします）≪定員：１０組程度≫ 

※詳細は、電話で埋蔵文化財センターにご確認ください。

科学工作講座               ℡083-922-0294
●日時：８月１９日（火）、２０日（水） 10:00～15:00 
●申込締切：８月９日（土） 
●対象：一般  ≪定員：各日２０人≫ 

※ 詳細は、山口博物館ＨＰをご覧ください。

ふれあい掲示板ふれあい掲示板

■　年間フリーパス相互特典　■
「秋吉台サファリランド年間フリーパス」所持なら海響館入館料が

大人（高校生以上）2,000円→1,700円
小人（小･中学生）   900円→  700円
幼児（3歳以上）     400円→  300円

「海響館サポーターズクラブ会員証」所持ならサファリランド入園料が
大人（中学生以上）2,400円→2,000円
小人（4歳以上）   1,400円→1,200円

大人 1,000 円 / 小・中学生 450 円 / 幼児 200 円

広告料は、本広報誌「ふれあい夢通信」の発行経費に活用しています。


