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●特集
　「子どもたちの学力の向上に向けて」
　～平成20年度全国学力・学習状況調査から～
●やまぐち教育応援団シンボルマーク愛称募集
●ふれあい掲示板　～イベントカレンダー～
●朝食づくりに挑戦！
●公立高等学校等卒業者の進路状況

子どもたちの学力の向上に向けて
～平成20年度全国学力・学習状況調査から～

保護者向け 山口県教育広報誌 32号（2008年）

ふれあい夢 信通

納豆チーズ食パン（１人分）

ふれあい掲示板

期日

会場

   学校やＰＴＡなどの子どもたちの活動を支援する県内事業所の登録バンク制度「やまぐち教育応援団」のシン
ボルマークが公募により決定しました！
このシンボルマークにぴったりの愛称を募集します。
　愛称に採用された方には、山口県の特産品（1万円相当）をプレゼントします。また、御応募いただいた方の
中から５名の方に抽選で、田布施農業高校大島分校の生徒たちが丹精込めてつくったジャムをプレゼントします。
　皆様の御応募お待ちしています！

　子どもたちが学校だけではできない社会体験活動などをす
るために御協力いただける県内事業所の登録バンク制度です。
　登録事業所や団体は、学校等の要請
に応じて、社会見学や職場体験の受入
れ、学校への講師派遣などを行います。

＜応募方法＞ハガキ、ＦＡＸ又はＥメール 締切：1月9日㈮必着
〒753-8501 山口市滝町1-1　山口県教育庁 教育政策課教育企画班
ＦＡＸ：083‐933‐4539 　Ｅメール：a501001@pref.yamaguchi.lg.jp

★ご考案いただいた愛称、住所、氏名、年齢、電話番号、「ふれあい夢通信」の感想・意見を記入の上、御応募ください。

やまぐち教育応援団シンボルマークの愛称を募集します！

　田布施農業高校大島分校では、
園芸生活科の生徒たちが、実習
でさまざまな素材を用いてジャ
ム作りをしています。特にマー
マレードは柑橘産地周防大島に
位置する分校ならではの加工品
で、唯一、栽培から加工まで一
貫して取り組んでいます。
　愛称をご考案いただいた方の
中から5名の方に生徒たちが丹
精込めて作ったジャムをセット
にしてプレゼントします。

田布施農業高校大島分校生徒の
作ったジャムセット

〈作り方〉
❶ 納豆にマヨネーズを適量入れ、混ぜ合わせる。　　

❷ 食パンの上に、❶をのせ、その上にとろけるチーズを
のせる。

❸ オーブンでこげ目がつくくらいに焼く。　　 
萩市田万川子どもの生活リズム向上委員会より

朝食づくりに挑戦⑥ 

〈材料〉
●とろけるチーズ……１枚
●納豆…………………１パック
●マヨネーズ…………適量
●食パン………………１枚
（ねぎまたはパセリ少々）

募集愛称 レプ ゼント募集愛称 レプ ゼント

早寝早起き 朝ごはん 読　　書 外 遊 び

子どもの生活リズム向上全国フォーラムやまぐち大会
～早寝早起き朝ごはん　本を読んで外遊び　みんな仲良く今日も元気～

主催／文部科学省　山口県教育委員会　
　　　子どもの生活リズム向上全国フォーラムやまぐち大会実行委員会

平成21年2月22日（日）
9：30～15：30
山口県セミナーパーク

制 作 者：長谷洋一さん（宇部市）
制作意図：夏みかんと山口の山を擬人化。

みかん（未完）で次代を担う子
どもたちの健やかで希望に輝
く笑顔を、子どもを支える山で
地域社会全体での教育支援を
表し、葉と片目の感嘆符で職
場体験等での感動をイメージ。

● 基調講演
● パネルディスカッション
● 子どもの生活リズムに関する事例発表
● 子ども・親子向けイベント
工作、読み聞かせ、まんが教室、科学教室、ロボット教室
ふわふわドーム、バッテリーカーなど（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

手軽で栄養満点。納豆が苦手
な人も、チーズが臭みを消してく
れて食べやすいかも。好みで納豆
にねぎやパセリを散らすとよい。

楽しいイベント
もりだくさん！
ぜひ親子で

おこしください。

やまぐち教育応援団
やまぐち総合教育支援サイトに情報を掲載
http://shien.ysn21.jp/ouendan/

支援内容確認

申請

県内の事業所等

各 学 校 等

教
育
活
動
の
支
援

依
頼

ロゴステッカー
認定証
交　付

イメージ図

「やまぐち教育応援団」とは？

子どもたちが
元気になる名前を
つけてね！

登録事業所
募集中です！

家庭の元気応援キャンペーン



子どもたちの学力の向上に向けて
～平成20年度全国学力・学習状況調査から～

わかった。
③の教科書の
表紙の面積だ！

教科の調査から

小学校・算数「知識」に関する問題から 小学校・国語「知識」に関する問題から

全国に比べて望ましい状況にある項目

「全国学力・学習状況調査」では、小学校6年生、中学校3年生を対象に、国語、算数・数学の調査が実施されました。

生活習慣や学習習慣の調査から 生活習慣や学習習慣等についても児童生徒に聞いています。

次のうち、面積が約150㎠
のものは、どれでしょう。

質問：将来の夢や目標を持っていますか。

質問：近所の人に会ったときは、あいさつをしていますか。

質問：いじめは、どんな理由があってもいけないことだと思いますか。

残念！！
答えは、②の年賀はがき
１枚の面積です。

この問題で正解の②を選
んだ山口県の小学生は
１４.６％でした。

たて15cm、横10cmと
考えると分かりますね。

全体の調査結果

○小学校では、「知識」、「活用」に関する問題
いずれも、全国平均に比べて、正答率が下
回っています。

○中学校では、「知識」に関する問題は、全国
平均を上回っているものの、「活用」に関す
る問題では、国語がやや下回っています。

夢や希望を
もつこと

いじめを
許さない心

近所の人への
あいさつ

家庭での学習時間をみると

授業時間以外に１時間以上学習する子どもの割合
は、全国に比べて低い傾向がみられます。

家庭での学習の様子をみると

家で計画的な学習をしている子どもの割合は、全
国に比べて低い傾向がみられます。

「その日学習した授業
の復習をする」、「苦手
な算数の問題をとく」
など、一人ひとりに
あった計画や目標
をたてて取り組ん
でみましょう！

学校では、子どもたち一人
ひとりの理解度等に応じた
指導を一層充実させ、学力
の向上を図ります。

① 切手１枚

③ 算数の教科書
　 １冊の表紙

② 年賀はがき１枚

④ 教室１部屋のゆか

※調査結果や問題は、文部科学省のHP（http://www.mext.go.jp/）から見ることができます。

（詳しいデータは、左のグラフに掲載）

授業時間以外に１時間以上学習する児童生徒の割合

※Ａが「知識」に関する問題、Ｂが「活用」に関する問題

平均正答率（％）
山口県（全国比）
63.4（－2.0）
47.5（－3.0）
69.2（－3.0）
48.7（－2.9）

全国
65.4
50.5
72.2
51.6

平均正答率（％）
小学校 中学校

国語Ａ
国語Ｂ
算数Ａ
算数Ｂ

国語Ａ
国語Ｂ
数学Ａ
数学Ｂ

山口県（全国比）
74.2（＋0.6）
60.7（－0.1）
63.3（＋0.2）
50.0（＋0.8）

全国
73.6
60.8
63.1
49.2

【　　】に当てはまる漢
字を書き、ポスターに合
う漢字を考える問題です。

アに当てはまるのは
「会場」。ウに当てはまる
のは「開場」ですね。

山口県の小学生で文の

意味に合う「開場」が
正しく書けたのは
３１．６％でした。

漢字が書けるようにただ
練習するだけではなく、
その意味も理解しながら、
学習を進めること
がポイントです。

中学校も、小学校と同様の傾向がみられます。
このような山口県の児童生徒のよさは、家庭・
地域・学校で育まれてきたものであり、
これからも大切にしていきたい
ものです。

☆劇の発表会のお知らせ☆
つゆくさ小学校６年１組一同

　わたしたち６年１組では、劇の発表会をすることになりました。
　〈発表する作品〉『海と鳥』（谷口　進　作）
１　発表の日　：　平成２０年６月４日（水）
２　時　　間　：　午後２時から午後３時まで

（かいじょうは、３０分前）
３　場　　所　：　つゆくさ小学校体育館

－部「かいじょう」を辞書で調べてみたところ、次のように書
いてありました。

ア【　　】会議や集まりなどが行われる場所。

イ【海上】海の上。海面。

ウ【　　】集会や行事などをする場所を開いて人を入れること。

エ【階上】二階以上の建物の上の階。

【ポスターの下書き】

？

？

当てはまる
どちらかといえば、当てはまらない

どちらかといえば、当てはまる
当てはまらない

山口県小学校

全国小学校

68.6 23.8 5.9 1.5

61.2 27.5 8.8 2.4

0 20 40 60 80 100

当てはまる
どちらかといえば、当てはまらない

どちらかといえば、当てはまる
当てはまらない

山口県小学校

全国小学校

78.8 16.9

2.9

1.2

75.7 19.0

3.8

1.3

0 20 40 60 80 100

山口県小学校

全国小学校

72.3 14.5 7.1 6.0

67.6 17.1 8.6 6.7

0 20 40 60 80 100

当てはまる
どちらかといえば、当てはまらない

どちらかといえば、当てはまる
当てはまらない

山口県小学校

全国小学校

山口県中学校

全国中学校

50.6 49.4

56.1 43.9

61.7 38.3

65.4 34.6

0 20 40 60 80 100

1時間以上 1時間未満

家で計画的な学習をしていると答えた児童生徒の割合

山口県小学校

全国小学校

山口県中学校

全国中学校

19.8 28.2 15.836.2

30.321.7 14.833.1

22.810.2 27.039.9

24.010.2 25.640.0

0 20 40 60 80 100

している どちらかといえばしている あまりしていない 全くしていない

家庭学習の定着に向けた３つのポイント

何を勉強するのかな？
内容を確かめよう

どのくらいできるかな？
目標時間を決めよう

どこで勉強するのかな？
学習場所を決めよう



～子どもたちと一緒に参加、
　見学できるイベント案内～

掲載期間▶2009年1月～2009年3月
イベントカレンダー

ふれあい掲示板

学校での授業や家庭での宿題・復習の積み重ねが子ど
もたちの問題を解く力を育んでいきます。県教委では、
一人ひとりの個性や能力にあった学校でのよりよい指導
方法の工夫・改善を行い、学校教育の充実を図ってまい
りますので、保護者の皆様方の教育へのより一層のご理
解とご協力をお願いします。  

ふれあい夢通信編集部より

やまぐち総合教育支援センター（山口市）
（県セミナーパーク内）

「天体観測入門－月や金星を観測しよう－」
 1／29木・30金 （各日18:30～20:00）

●対象：一般（中学生以下は保護者同伴）　●定員：各30人　　
●締切：定員になり次第

☎083（987）1190
http://www.ysn21.jp/

開催日

県立山口図書館（山口市）

「２・３歳のこどものためのおはなしかい」
 1／6火・2／3火 （各日11：00～11：20）

●対象：２・３歳の幼児と保護者　●定員：各２０組　　
●締切：当日参加もＯＫ。できるだけ事前に申込を。

☎083（924）2111
http：//library.pref.yamaguchi.lg.jp/

開催日

県立山口博物館（山口市）

「１００年間で集めたお宝動物たち」 これまでに収集した貴重な動物資料を展示
 2／26火～4／7火 （9:00～16:30）

●休館日：毎週月曜日　●観覧料：一般１３０円、学生８０円（１８歳以下及び７０歳以上の
　方、高等学校・中等教育学校・特別支援学校等に在学する生徒の方は無料）

☎083（922）0294
http：//www.yamahaku.pref.yamaguchi.lg.jp/

開催日

十種ヶ峰青少年野外活動センター（阿東町）

「とくさがみね　冬・物語」 雪遊び、ゲレンデスキー、クラフト、冬山自然観察など
 1／24土～25日  【１泊２日】
●対象：家族　●定員：１２家族５０名　●締切：１月９日（金）

☎083（958）0033
http：//www.journey-k.com/̃tokusagamine/

開催日

大島青年の家（周防大島町）

「ゴックン！大島海の幸に舌鼓！Part１、Part２」 石風呂体験、かまぼこ･鯛めし作り
 Part1） 1／17土・18日 【１泊２日】

 Part2） 1／24土・25日 【１泊２日】
●対象：子どもとその家族（グループ可）　●定員：各４０名
●締切：Part１）１月５日（月）、PART２）２月１３日（火）

☎0820（76）0913
http：//www.genki.gr.jp/oshima-seinen/

開催日

開催日

光青年の家（光市）

「① エキサイト生物実験　② エキサイト物理実験」
 ① 2／15日　② 2／22日
●対象：小学生（低学年）　●定員：各３０人　●締切：１月３１日（土）正午

☎0833（72）5512
http：//www.hikari-seinen.jp/

開催日

油谷青年の家（長門市）

「北浦名産かまぼこづくり」
 3／14土～15日 【１泊２日】
●対象：家族　●定員：３０名　●締切：２月２７日（金）

☎0837（32）1000
http：//member.hot-cha.tv/̃htc11281/

開催日

萩青年の家（萩市）

「作ろう！！キラキラ☆萩ガラス」
 2／14土～15日 【１泊２日】
●対象：家族、グループ、及び個人  　●定員：３０人  　●締切：２月４日（水）

☎0838（22）4730
http：//www．genki．gr．jp/hagisei/

開催日

☎08396（2）0581
http://www.c-able.ne.jp/̃akishoji/

開催日

開催日

秋吉台少年自然の家（美祢市）

「①洞くつ探検シリーズ２」 ～コウモリとの感動の出逢い～
 1／17土～18日 【１泊２日】

「②洞くつ探検シリーズ3」 ～秋芳洞まぼろしの地底湖めざして～
 3／7土～8日 【１泊２日】
●対象：小学生（４～６年生）　●定員：各３０名　●締切：①１月６日（火）、②２月１９日（木）

ふれあいパーク（岩国市）

「とことん木工教室」
 1／24土～25日 【１泊２日】
●定員：１０組　●対象：小学生とその家族　●締切：１２月２７日（土）

☎0827（63）1513
http://www10.ocn.ne.jp/̃furepaku/

開催日

スポーツ交流村（光市）

「★POLISPORTIVO★kids sports club　幼児クラス＆小学生クラス」
 1／12～3／16の毎週月曜日（幼児クラス １６:３０～１７:３０小学生クラス １８:００～１９:３０）
●対象：幼児クラス／年少～年長の幼児とその親（２人１組）、小学生クラス／小学生
●定員：幼児クラス２０組、小学生クラス１０人　●締切：定員になり次第

☎0833（71）1144
http：//www.kouryumura.net/

開催日

古紙配合率100%
白色質100%再生紙を使用しています。

山口県教育庁　教育政策課教育企画班
〒753-8501　山口市滝町１‐１
ＴＥＬ：０８３‐９３３‐４５３０
ＦＡＸ：０８３‐９３３‐４５３９
Ｅメール：a501001@pref.yamaguchi.lg.jp

「ふれあい夢通信」編集部

教育相談はこちらへ…

県立中等教育学校と県立中学校の生徒を募集

月・水・金… 8：30～17：15
火・木 　… 8：30～21：00子どもふれあい

テレホン

相談時間
… 083‐987‐1241

保護者ふれあい
テレホン … 083‐987‐1243教職員ふれあい

テレホン … 083‐987‐1244
ふれあい総合
テレホン … 083‐987‐1240いじめ

１１０番 … 083‐987‐1202
ふれあい
ＦＡＸ … 083‐987‐1258ふれあい

メール … soudan@center.ysn.21.jp

中高一貫教育を行う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。
  ●入学定員
•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

  ●出願期間
　1月13日（火）～16日（金）（消印有効）

  ●試験日　 1月24日（土）  ※応募資格や願書の請求方法など、詳しくは下記までお問い合わせください。
　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
　県高校教育課　　　　　☎083（933）4636

　「世界スカウトジャンボリー」は４年に１回開かれるボーイスカウトの世界最大の祭典で、日
本での開催は４４年ぶりとなります。

　この大会では、山口市きらら浜を主会場に県内各地で様々なプログラム
が実施される予定で、世界217の国と地域か
ら３万人のスカウトの来県が見込まれていま
す。「住み良さ日本一の元気県山口」を国内
外に発信する絶好の機会となります。
　この大会を本県の青少年の健全育成につな
げていくため、スカウトのみならず、多くの
青少年が交流できるネットワークの仕組みを
つくり、ボランティア活動や国際交流活動を通じて、次代を担う青少年の
育成に寄与したいと考えています。

　山口県では、『山口県特別支援教育ビジョン実行計画（第１期）』（平成18～22年度）を平成18年10月
に作成しました。今年度は、この中間年ですので、実行計画を見直し、目標の達成に向けた取組を一層進めて
いきます。
  そこで、『山口県特別支援教育ビジョン実行計画（第１期）見直し（案）』を公表しますので、ご意見をお寄
せください。
  なお、『見直し（案）』は、山口県教育庁特別支援教育推進室のホームページ、県庁情報公開センタ－、各地
方県民相談室でご覧いただくことができます。

様式は任意ですが、ご意見、住所、氏名、電話番号を記入し、郵送、ファックス
または電子メールでお送りください。
平成20年12月17日（水）～平成21年1月16日（金） ＊必着

〒753－8501  山口市滝町1－1  教育庁特別支援教育推進室
TEL／083－933－4615         FAX／083－933－4619
Eメール／tokusibijon@pref.yamaguchi.lg.jp

　山口県公立高等学校（全日制・定時制）及び中等教育学校卒業者（平成20年３月）の
進路状況がまとまりました。

　アルバイト、パート等を含む「その他」の割合は、過去10年間で最も低くなっています。

「第23回世界スカウトジャンボリー（2015年）」
の開催地が山口県に決定！

公立高等学校等卒業者の進路状況

　平成15年度以降上昇傾向にあり､過去
10年間で最高です。また､国公立大学進
学者の割合についても、過去10年間で最
高です。

大学等進学者の割合は
　平成15年度以降上昇傾向にあり、過去
10年間で最高です。なお、就職希望者に
対する就職決定率は、98.4％（私立含
む）です。

就職者の割合は
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【過去10年間の本県（公立のみ）卒業者における進路別割合】

①大学等進学者
　大学・短期大学（通信教育部を含む）や高校の専攻科などに進学した者
②専修学校等進学者
　専修学校や各種学校（予備校を含む）に進学（入学）した者
③公共職業能力開発施設等入学者
　職業能力開発大学校、水産大学校や高等産業技術学校などに入学した者
④就職者
　①～③の各項目に該当しない者で、就職した者
⑤その他
　①～④の各項目に該当しない者（アルバイト、パート等を含む）

国公立大学進学者

『山口県特別支援教育ビジョン実行計画（第１期）
  見直し（案）』に対する意見の募集について




