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「おいでませ！山口国体・山口大会」
 に向けて！
「おいでませ！山口国体・山口大会」
 に向けて！

日本を代表する一流の
アスリートとの競演！
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ちょるるが、がんばる中学生の
「一生けんめい」に会いに行ってきたよ！

　　競技を始めたきっかけは？
　　小学校のスポーツテストで幅跳びが学校で1番になって、自信をもったと
いうか、陸上競技に興味をもちはじめたのがきっかけです。短距離走は、中学校
に入ってからなんですよ。

　　千葉国体で笑顔で表彰台に上がっている姿が印象的でした。
　　2位で本当は悔しかったんですよ。でも、競技後は、どんな成績でも笑顔で
いられる選手になりたいと思っています。

　　山口国体に向けて一言！
　　観客の一番近くで行われる競技です。フェアな気持ちで臨み、皆さんと一
緒に大会を楽しんで､優勝できるようがんばります。

<主な成績>
第36回全日本中学陸上競技大会200m優勝
(当時、日本中学新記録)
千葉国体100m(少年女子B)  第2位 　
千葉国体4×100mリレー  第2位

岩国市立
麻里布中学校 君嶋愛梨沙さん

水の上を進む爽快感。
自然と一体になる！

　　どんなところを見て欲しい？
　　競技は､500mでたった2分間。時には1/1000秒の差で勝負が決まるスピ
ード感と緊張感のあるスポーツです。また、スタート時には静止していなければフ
ライングになり2回で失格になるんです｡スタート前の緊張感も感じて欲しいです｡

　　カヌーって、とても細いんですね。ちょるるも乗れるかな？　
　　サーカスの球乗りを綱渡りの上でやってる感じ(笑)。ちょるるは頭大きいも
んね(笑)。でも自転車と一緒で、慣れると簡単、水の上をスイスイと、楽しいです。

　　山口国体に向けて一言！
　　みんな、がんばっちょるけー、中山川ダム湖（岩国市周東町)のカヌー会場
に応援に来ていね！！

<主な成績>
日本カヌースプリントジュニア選手権大会
女子カヤック:中2(優勝)山田さん/中3(第2

位）上岡さん/(第3位)重村さん
男子カヤック:中3(第5位)高村くん
男子カナディアン:中3(第3位)松村くん

岩国市立周東中学校
高村拓真くん
上岡由記さん
山田  唯さん

県立高森みどり中学校
松村  蓮くん
重村有希子さん

一陣の風が光り輝く銀輪とともに
目の前を駆け抜けるスピード感！

自転車
競技

新体操

　　一日にどれくらい走るの？
　　長いときで200km、防府市から萩市の須佐のホルンフェルスまで往復し
たりするんです。練習では時速60kmくらい出しますが、普段は安全運転です。
自転車の怖さも知っていますから。

　　どんなところを見て欲しい？
　　風圧を最小限にするための工夫や位置取り等のかけひきです。前を走る
選手に接するように走れば、風圧の影響は半分くらいになるんです。個人戦で
は相手を利用して、団体戦ではチームのみんなで力を分け合うように走ります。
渾身の力をこめたペダリングも見て欲しいです。

　　山口国体に向けて一言！
　　努力がそのまま記録に現れ、冬の練習が春からの成績に結びつくので、し
っかり力を付けて、7月の予選を突破します。

<主な成績>
サイクルスポーツクラブ全国競技大会及び
記録会　中学生の部　第1位
熊本国際ロード2010チャレンジサイクルロ
ードレース　中学生の部　優勝

防府市立
国府中学校 久保田泰弘くん

思いを込めた力一杯の表現で、
見ている人にも感動を！

　　どんなところを見て欲しい？
　　リズミカルな動き、力強さ、スピード、柔軟性、手具の操作など、他のスポー
ツにはない芸術性の部分かな。自分の体を精一杯使って、指先まで思いを込め
て演技しています。個人は、一人ひとりの演技のテーマの違い、団体は、全員の
息がピッタリとあっているところを見て欲しいです。

　　いろいろな道具を使って演技するんですね。
　　ロープ、フープ、ボール、リボンなどを使います。ボールは、やわらかな動き、フー
プはダイナミックな動きと、それぞれ見所も違って、見ていても楽しいと思いますよ。

　　山口国体に向けて一言！
　　自分の体を使った表現を通し､見ている人も楽しませるスポーツです。たく
さん応援に来てください。みなさんの応
援を力に変えて最後まで踊り切ります。

<主な成績>
第41回全国中学校新体操選手権大会
団体総合(第4位)光市立光井中学校
個人総合(第8位)國田さん

光市立光井中学校
原田有希さん
隅　智咲恵さん

光市立島田中学校
國田真由さん
周南市立熊毛中学校
金城　綾さん

国内最大の総合的なスポーツの祭典「国民体育大会」。多くの人々が障害に対する理解を深め、障害のあ
る人の社会参加を促進することを目的として開催される「全国障害者スポーツ大会」。山口県教育委員会
においても、学校と連携した様々な取組を積極的に進めています。両大会の準備等を通して行われる体
験交流や競技の観戦等は、子どもたちに夢や感動を与え、豊かな心を育む絶好の機会となることでしょ
う。保護者の皆様のご理解・ご協力を賜りますようお願いします。

→詳しいことは
山口国体・山口大会 検索検索

▼

混戦から抜け出すチャンスをうかがう久保田君
　(写真右から４人目)

▲光井中学校の華麗な演技

▼見事逃げ切り、入賞した松村君（写真左）▼見事逃げ切り、入賞した松村君（写真左）

アジア大会陸上金メダル２冠を獲得した福島千里選手
（写真左）と千葉国体で競り合う君嶋さん（写真中央）

▲



○子どもたちにとって分か
りやすい、詳しくていね
いな記述になります。

○自分で学習を進めていく
ことができるように、具
体的な学び方の例示が
増加します。

○基礎・基本を確実に身に
付けるための反復練習や
練習問題が増加します。 

○学習への興味・関心を高
めるために、写真や図表
を多用します。

○話合いや説明、新聞づく
り等、言語の力を高める
様々な活動の充実を図り
ます。

○繰り返し学習や補充学習でつまずきを解決し
ます。
○授業で学んだことが家庭での自主学習につな
がり、次の授業が待ち遠しくなるような授業
づくりを進めます。

○学習する時間と場所を
決め、家庭学習に取り
組みましょう。
○机の上を片付け、学習し
やすい環境にしましょう。
○テレビや音楽を消し、学
習に集中しましょう。
○家族みんなで読書に親
しみましょう。

子どもたちの努力はもちろんのこと、学校の組織的な取組や家庭
との連携、教育委員会の支援など、これまでの取組が定着しつつ
あり、その成果がみられたものであると考えています。

○授業で発表したり、友達と話し合ったりし
ていると感じている子どもの割合は、前年
度に比べ増加し、全国と比べても高い状況
です。
○学校の授業時間以外に１時間以上学習（家
庭学習や塾等）する子どもの割合は、平
日、土・日とも、年度ごとに改善しています
が、全国と比べるとまだ低い状況です。

※調査問題や調査結果の詳細については、文部科学省や
山口県教育委員会義務教育課のＨＰをご覧ください。

○平均正答数は、小・中学校ともに全国平均を上回っています。  
○小学校では、過去４年間で最も高い結果です。
○小・中学校ともに、問題Ｂの平均正答数が全国平均を上回ってい
ます。

○問題Ａは、身に付けておかなければ後の学年の学習内容に影響
があったり、実生活に欠かせない知識や技能を中心に出題され
ています。
○問題Ｂは、実生活の場面で知識や技能を活用する力や、課題を
解決する力などにかかわる内容を中心に出題されています。

～平成２２年度全国学力・学習状況調査から～
4月20日、文部科学省が無作為に抽出した学校の小学校6年生、中学校3年生を対象に、教科（国語、算数・数学）に関する
調査と生活習慣や学習環境等に関する質問紙調査が実施されました。

子どもたちの学力向上をめざして 小学校…来年度から  中学校…平成２４年度から

「生きる力」をはぐくむ 

新しい学習指導要領が全面実施されます

学力調査の結果 山口県の子どもたちの平均正答数は
全国平均を上回りました

国語A
国語B
算数A
算数B
合　計

15
10
19
12
56

12.6
7.9
14.1
6.0
40.6

12.5
7.8
14.1
5.9
40.3

【小学校】 問題数 平均正答数（問）
全　国山口県

国語A
国語B
数学A
数学B
合　計

35
10
36
14
95

26.5
6.7
23.8
6.3
63.3

26.3
6.5
23.3
6.1
62.2

【中学校】 問題数 平均正答数（問）
全　国山口県

（データは公立小・中学校）

学習状況調査から 【小学校】学校の授業時間以外に普段（月～金曜日）、
１日あたりどれくらいの時間勉強しますか？

学校と家庭が一体となって取り組みましょう

Q

学校では

●県独自の学習教材「やまぐち学習支援プ
ログラム」を活用します。
●35人学級化、少人数指導など、きめ細か
な指導に取り組みます。

家庭では

家庭でもダウンロードして自主学習に
使える基本問題学習プリントの掲載を
始めました。山口県にゆかりのある題材
で、４つのステップで基礎学力が身に付
くように、山口県の先生方が知恵を出し
あって作った問題です。

山口県では、新学習指導要領を踏まえながら、一人ひとりの夢の実現に向け、
「キャリア教育」「コミュニケーション能力を育む教育」「地域や伝統、文化を踏まえた教育」を教育活動展開に当たっての基軸として取組を進めていきます。

やまぐちっ子
学習プリントを
掲載中！

やまぐちっ子
学習プリントを
掲載中！

新しい学習指導要領は
何をめざすの？

確かな学力 豊かな人間性 健康・体力

学校では
どう取り組むの？ 基礎的・基本的な知識・技能の習得と、思考力・判断力・表現力等を

バランスよく育成するため、教育内容を改善します

外国語教育を充実します
○週１時間の小学校外国語活動の導入(英語に
慣れ親しむ活動を通したコミュニケーション
能力の素地の育成）
○中学校で扱う単語の語数が増加（900語→
1200語） など

理数の力をはぐくみます
○大切な内容の反復学習
○算数（数学）的活動の充実
○観察・実験の充実 など

言語の力をはぐくみます
○話合い活動
○筋道を立てて説明
○報告やレポートの作成
○作品を批評し合う活動
　など

道徳教育を充実します
○自立心や自律性、生命尊重
○集団や社会のきまりを守ること
○法や決まりの意義の理解
○集団における役割と責任 など

体験活動を充実します
○自然の中での集団宿泊活動
○職場体験活動 など

伝統や文化に関する教育を充実します
○古文・漢文の音読
○民謡や長唄、和楽器の学習
○武道 など

教科書が
変わります！

平成２０年度と
比べて

　新しい教科書の特長を生かしながら、教員が創意工夫して、子ども
たちの理解の程度に応じた指導を充実していきます。
　中学校では、２４年度から新しい教科書を使った学習が始まります。

○小学校…１・２年生で週２時間の増加
　　　　　３年生以上で週１時間の増加 
○中学校…平成２４年度から全学年で週１時間の増加 

　つまずきやすい内容の確実な習得や、身に付けた知識や技能を活
用する学習の充実を図ります。

授業時数が増えます！

○小学校社会科では、新たに３・４年で４７都道府
県の名称と位置について、 ５年で世界の主な
国の名称と位置を学習します。

○小学校理科では、６年生で「電気の利用」を学
習します。手回し発電機などを使って電気を
つくりだしたり、発光ダイオードと豆電球の点
灯時間を比較したりします。

○常用漢字表に新たに追加された１９６字を、
平成２４年度から中学校でも学習します。修
了までに「常用漢字の大体を読むこと」をめ
ざします。 なお、これらの漢字は平成２７年
度から高校入試の出題範囲となります。

○中学校数学では、１年で球の表面積や体積
を、３年では二次方程式の解の公式などを
新たに学習します。

たとえばこんな
学習が加わります

4πｒ²、　πｒ³ ・・・

やまぐち総合教育支援サイト
http://shien.ysn21.jp/

　山口市にある国宝「瑠璃光寺五重
塔」の高さを計算で求める問題です。
　図を描いて、辺の長さを測るな
ど、作業や活動をしながら答えを導
き出します。
 キャラクターが吹き出しで解き方の
ヒントを教えてくれます。
　計算では、高さは約31.2㍍とな
り、実際の高さとほぼ一致します。

3
4

山口県

山口県

山口県

山口県

全　国



観光庁長官登録旅行業第　　号

新山口支店
〒754-0014　山口市小郡高砂町3-26　ナガオビル6階
TEL:083-972-5454　FAX:083-972-5464

『東急観光』より社名を変更して４年

応募方法　ご希望の方は、住所、氏名、年
齢、職業､電話番号､「ふれあい夢通信」の感
想・意見を記入し、第１面に示す編集部宛に
はがき･FAX･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かえさせて
いただきます。

ふれあいふれあいふれあい
交 差 点

多くの団体・学校が、国体推奨花の栽培や管理等をとおして、山口国体・山口大会で来県され
る方々をおもてなしの心で歓迎する準備をしています。実施団体のうち19団体が奨励賞を受
賞しました。その一部を紹介します。

多くの県民の皆様と一緒に、県内各
地域で花いっぱい運動の輪を広げて
いきたいと思います。山口国体推奨
花(サルビア、ブルーサルビア、マリー
ゴールドほか)の育て方や花いっぱい
運動の先進事例などを掲載した｢花
いっぱいガイドブック｣（「国体県民運
動」で検索）もご参照ください。

　約700鉢のプランターと７ヶ所の花
壇で花を育てています。夏休みの水
やり当番活動､花殻摘み､除草等の世
話に上級生を中心に取り組み､休日の
水やりは保護者の方もボランティアで
協力してくださいました｡本校は国体
会場のそばにあります｡来年は会場周
辺を花いっぱいにします。

風船を使ってや
ってみよう。座っ
てやると部屋の
中でもできるよ。

おいでませ！山口国体・山口大会
花いっぱい運動

萩市立椿西小学校萩市立椿西小学校
　今年度から学校支援ボランティア 
の協力をいただきながら、種まき・ポッ
ト移植・定植等を一緒に行っていま
す。猛暑だった夏休みも早朝から地
域の方が水やりをしてくださいまし
た。学年花壇や鉢の世話に児童一人
ひとりが積極的に取り組み、きれいな
花を咲かせることができました。

平生町立佐賀小学校　平生町立佐賀小学校　

親子で楽しく運動しよう！～「チャレンジやまぐち」の紹介～
　今年の体育の日に発表された平成21年度体力・運動能力調査の結果を見ると、子どもの体力は向上傾向にあるものの1980
年代に比べると依然低い状況です。これは、外遊びの減少などにも原因がありますが、外遊びに必要な「仲間」「空間」「時間」が
減少している現在、「日本の子どもは、世界で最も運動をしていない」という指摘もあります。県教委では、県のＨＰに、親子や友
達と楽しく取り組める運動を紹介した「チャレンジやまぐち」を公開しています。まずは、親子で楽しく遊んでみましょう。

遊びはテレビゲームばかりだよ
一緒に遊ぶ友達が近くにいないよ
外遊びの場所がないよ
遊ぶ時間がないよ

時間､締切等､詳しい内容については､各施設にお問い合わせください。

2010/12/19（日）女子の部スタート11：00　男子の部スタート12：15
山口県セミナーパーク　クロスカントリーコース

体力の低下

平成23年度入学生を募集します。平成23年度入学生を募集します。県立下関中等教育学校
県立高森みどり中学校
県立下関中等教育学校
県立高森みどり中学校

チャレンジ
やまぐち
運動例

風船キャッチボール
親が馬。子どもが乗
り手。揺れる馬の上で
落ちないようにバラ
ンスをとってみよう。

暴れ馬ロディオ
子どもが親につか
まって、落ちないよ
うに親の体の周り
を回ってみよう。

コアラまわり

○体を動かすことが嫌い
○まっすぐに走れない
○スキップができない
○リズムよく動けない

中高一貫教育を行っている県立下関中等教育学校と県立高森みど
り中学校の生徒を募集します。

・県立下関中等教育学校（下関市）120人
・県立高森みどり中学校（岩国市） 40人

※応募資格や願書の請求方法、本県の中高一貫教育など、詳しくは
下記までお問い合わせください。
県高校教育課
℡083(933)4636

入学
定員 平成23年1月4日

（火）～7日（金）
(消印有効)

出願期間

選考
検査

<実施期日>平成23年１月15日(土)
<検査内容>面接・記述式の課題1･2
<検査会場>志願する学校

県立下関中等教育学校
℡083(266)4100

県立高森みどり中学校
℡0827(82)3234

田布施総合支援学校田布施総合支援学校の生徒が製作した
親子うさぎ土鈴２セット　仲よしうさぎ土鈴１セット

読者
プレゼント

ふれあい掲示板

　本校高等部では､生徒の自立と社会参加､
就労を目指して、産業科･普通科の各コース
教育課程を編成し､作業学習等の様々な学
習をしています。
　窯業班では組み紐(土鈴の飾り紐･ストラ
ップ)や干支､ひな人形等､季節の飾り物づく
りなどを行っています。なかでも､生徒が一
つひとつ心をこめて磨き、着色した干支の土
鈴は、例年11月に行う田布総祭(文化祭)の
販売でもすぐに完売するなど、とても好評で
本校の伝統的な作業種目となっています。

　プレゼントは、来年の干支である｢卯(うさ
ぎ)｣の土鈴で、お正月飾りとしても、置物とし
ても楽しめます。また木工班が土鈴に合わせ
製作した飾り台（焼き杉板）と赤布もついて
います。末永くご愛玩ください。

締切：１月７日（金）必着

イベントカレンダー【2010年１２月～2011年３月】
子どもたちと一緒に参加、見学できるイベント案内

県立山口博物館（山口市）　℡083(922)0294
●歴史常設展示第Ⅲ期「山口県の大正時代｣　　
　会　期  １２/１（水）～Ｈ２３.４／２４（日）　　
●皆既月食を見る会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　開催日  １２/２１（火）17:30～19:00　○対象：一般　○当日自由参加　　　　　　
●サイエンストーク「身近な科学」
　開催日  ２/５（土）13:30～15:30　○対象：小学生以上　○締切：1/26（水）　　　　

十種ヶ峰青少年野外活動センター(山口市)　℡083(958)0033　
●とくさがみね 自然体験プログラム５～雪色の輝きのなかで･･･～
　開催日  １/２２（土）～２３（日）(１泊２日）　○対象:家族　○締切：1/8（土）
秋吉台少年自然の家(美祢市)　℡08396(2)0581
●洞くつ体験シリーズ(中級編)～コウモりとの感動のであい～
　開催日  １/２９（土）～３０（日）(１泊２日）　○対象:小学生(4～6年)　○締切：1/13（木）
●洞くつ体験シリーズ(上級編)～秋芳洞まぼろしの地底湖めざして～
　開催日  ３/１２（土）～１３（日）(１泊２日）　○対象:小学生(4～6年)　○締切：2/24（木）

山口県ふれあいパーク（岩国市）　℡0827(63)1513
●おやこで陶芸　パート２～お茶碗をつくろう～　　　　　　 
　開催日  １/16（日）　○対象：年中～小学2年生とその家族　○募集期間：12/16（木）～12/21（火）
●とことん木工教室　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　開催日  １/22（土）・23（日）　○対象：小学生以上とその家族　○募集期間：12/22（水）～12/26（日）
●とつげき！いちごハンター～いちご狩りに行こう～　　　　　　　　　　　
　開催日  ２/20（日）　○対象：年中、年長とその家族　○募集期間：1/20（木）～1/24（月）
※ふれパクフェスタ（3/12～13）　○当日自由参加
油谷青年の家（長門市）　℡0837（32）1000
●北浦名産かまぼこづくり
　開催日  ３/12（土）・13（日）　○対象:小中学生とその家族　○締切：2月末日予定
やまぐち総合教育支援センター（山口市）　℡083（987）1190　
●天体観測入門－木星と冬の星座を観測しよう－
　開催日  １/６（木）・７（金）　○対象:一般(中学生以下は保護者同伴)　○締切：開催日の1週間前まで
第６３回山口県学校美術展覧会　 　　　　　　　　　　　　　
　本　展　1/25（火）～1/30（日）　山口県立美術館
　巡回展　2/11（金）～2/13（日）　光市文化センター(一部絵画のみ)

※その他、恐竜の化石にさわろう：3/6（日）、みつけよう！早春の生き物たち：3/13（日）を開催します。
　対象はいずれも、幼児・小学生

山口県高校教育課 検索検索

※歴史教室
　2/27（日）13：00～15：00
　○対象：一般　○締切：2/17（木）

私たちは第18回全国中学校駅伝大会を応援しています
広告 広告 広告




