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家族みんなではじめませんか!!

古紙配合率100%
白色質100%再生紙を使用しています。

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

家庭での教育において
　大切なことは何ですか？

目標を決めて
毎日30分間続けてみませんか！

チャレンジ３０分
（例） 毎朝30分早く起きて朝食を食べる   
　　 毎日30分間本を読む、スポーツをする

朝食欠食0を
　めざしましょう

［早寝早起き］

［朝ごはん］

［読　書］

［外遊び・スポーツ］

「ふれあい夢通信」編集部
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／083-933-4531 ＦＡＸ／083-933-4539
Ｅメール：a501001@pref.yamaguchi.lg.jp

ふれあい夢通信編集部より
　今回は家庭をキーワードに紙面を作成してみましたがいかがだったでしょうか。
いよいよ夏休み。子どもたちとのふれあいの機会もいっそう増えることと思います。
楽しい・充実した夏休みになることを編集部一同、心からお祈りします。
　今後とも、「ふれあい夢通信」をご愛読くださいますようお願いします。

教育情報ステーション教育情報ステーション教育相談のお知らせ教育相談のお知らせ
県教育委員会のホームページ

やまぐち教育情報ステーションをご活用くださいお気軽に何でも早めに御相談ください
　「やまぐち教育情報ステーション」では、県内の学校
や行政機関からのホットな情報をお届けしています。
学校の取組や県内の様々な教育情報を知るために、ぜ
ひ、ご活用下さい。

　
●学校情報では、県内の各学校から発信される様々な
　情報を掲載しています
●ひとことでは、教育関係者のエッセイ「学び舎の窓
　から」を連載中です
●その他、行政情報、募集案内、イベントなどのコーナーがあります

URL http://www.ysn21.jp/e-joho/
※山口県教育委員会のトップ画面からもアクセスできます

　子どもたちを取り巻く環境が変化しています。子どもたち
の心の中も見えにくくなっています。
　子育てに関わる悩み、不安、気になることなど、何でも相
談や情報をお寄せください。

●最寄りの学校や幼稚園
●お住まいの市町の教育委員会
●県教育相談室・・・・・・・・・・・・・・・ ☎083（933）4531
●いじめ１１０番・・・・・・・・・・・・・・・ ☎083（923）2264
●ふれあいテレホン・・・・・・・・・・・・ ☎083（987）1240
●その他の相談窓口
　学校・幼稚園を通じてお配りしている「相談窓口一覧」をご利用ください。
※４月より県内７箇所の教育事務所を廃止しました。教育事務所に設けられていた地域
　教育相談窓口も廃止されましたので、相談は県教育相談室や市町教育委員会などに
　お寄せください。

「やまぐち教育情報ステーション」は、
七つのコーナーから情報をお届けしています。

相談や情報はこちらへ…

二次募集の採択グループが決定しました
　国民文化祭やまぐちで、子どもたちの夢やアイデアを実現する
「子ども夢プロジェクト」の二次募集が行われ、右の１０件のグルー
プの企画が採択されました。
　一次募集で採択された１９件と合わせて、全部で２９グループが
プロジェクトに取り組みますので、皆さん、ご期待ください。

詳細は下記ホームページをごらんください。
http://www.kokubun-yamaguchi.jp/yume/

・小郡幼稚園
・岩国市立岩国小学校６年生
・岩国市立柱野小学校
・田布施町立田布施西小学校６年生
・山口県立聾学校小学部
・周南市立富田中学校生徒会
・山口市立大殿中学校
・美祢市立於福中学校若葉学級
・山口県立華陵高等学校舞台芸術部
・山口県立萩高等学校合唱部

今、がんばってます!
「お客様との会話の楽しさを学びました！」
田村 美穂（田布施町立東田布施小、山口市立大内中学校、県立西京高等学校卒）

　私は現在、地元のガス会社に入社して２年目ですが、事務の仕事内容は幅広く、まだまだ覚える
事ばかりで忙しい毎日を過ごしています。私が事務職を選んだ理由は、高校で学んだ商業に関す
る知識を、最大限生かしていける職だと思ったからです。しかし、実際の会社での仕事は、学校で
勉強してきた事の応用ばかりで、私の考えはとても通用しませんでした。一番大変だったのは、電
話対応です。明るく優しい声で、お客様に安心と信頼を持っていただくような応対をするのが、私
たち事務職の最大の仕事です。初めは敬語を正しく使う事が出来ず、お客様の問い合わせにも満
足に答える事が出来ませんでした。しかし、先輩の指導のもと、電話応対の数をこなしていき、今
ではお客様との会話を楽しむ事が出来るようにまで成長しました。
　ガス会社の仕事は、お客様に安全で快適な暮らしのサポートをする事だと思います。私も、お客
様のために、これからも沢山の事を学んで、会社の窓口として、お客様と接していこうと思います。

～卒業生発～

招 待 券 プ レ ゼ ン ト

　県立山口博物館の企画展「大昆虫展」の招待券
をペアで25組50人の方にプレゼントします。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、はがきでご応募ください。

〒753-8501　山口市滝町１‐１　教育政策課内
「ふれあい夢通信」編集部　「招待券プレゼント」係

　　　 7月31日月必着
※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。

送付先

締切り

～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▶2006年8月～2006年11月
イベントカレンダー
山口県学校安全・体育課（山口市） ☎083（933）4690
山口県スポーツ・レクリエーションフェスティバル
　　　11／19日　　　山口県セミナーパーク（山口市）　 
対象：県民の方 定員：無し 締切：無し（当日参加も可）

開催日 場所

開催日

山口県教育研修所（山口市） ☎083（987）1190
わくわく、どきどきサイエンス
　　　8／22火・8／23水 （各10：00～12：00及び14：00～16：00）
対象：小学校3～6年生（保護者同伴） 定員：各回20人 締切：開催日の１週間前まで

プラネタリウム イン セミナーパーク
　　　8／28月・8／29火 （各10：30～11：30及び13：30～14：30） 
対象：一般（小学生以下は、保護者同伴） 定員：各回40人 締切：開催日の1週間前まで

開催日

山口県立山口図書館 ☎083（924）2111
２・３歳のこどものためのおはなしかい
　　　9／5火・10／3火・11／7火 （11：00～11：20） 
対象：2・3歳の幼児と保護者 定員：各20組 締切：無し（当日参加も可）

開催日

大島青年の家（周防大島町） ☎0820（76）0913
釣って大漁・食べて満足
　　　9／2土～9／3日
対象：親子グループ 定員：30人 締切：8／18金

開催日

油谷青年の家（長門市） ☎0837（32）1000
海のお魚つかまえ隊
　　　10／21土～10／22日
対象：小中学生とその家族 定員：40人 締切：10／6金

開催日

萩青年の家（萩市） ☎0838（22）4730
山の幸遊び 感動★親子で野外活動
　　　10／14土～10／15日
対象/小学生とその家族 定員：12家族 締切：未定（10／2月頃の予定）

開催日

秋吉台少年自然の家（美東町） ☎08396（2）0581
親子で楽しい秋吉台（子育て交流会）
　　　9／16土～9／17日
対象：幼児（4・5歳児）とその家族 定員：10家族（40人程度） 締切：8/31木

開催日

ふれあいパーク（岩国市） ☎0827（63）1513
とことん野鳥ウオッチング
　　　10／29日
対象：小学生以上とその家族 定員：30人 締切：9/29金～10/3火

開催日

開催日

十種ヶ峰青少年野外活動センター（阿東町） ☎083（958）0033
でっかい秋みつけた ～ファミリーアートとりんご狩り～
　　　11／11土～11／12日
対象：家族 定員：50人程度 締切：10/28土

光青年の家（光市） ☎0833（72）5512
手作りそばと陶芸シリーズ（4回シリーズ）
　　　8／20日・11／12日・11／26日・12／17日
対象：一般 定員：40人（4回全てに参加可能な方） 締切：8/6日

開催日

開催日

山口県立山口博物館（山口市） ☎083（922）0294
企画展「大昆虫展」
　　　7／28金～8／27日
休館日：毎週月曜日

考古学教室（第1回）
　　　8／18金 （13：30～16：00） 
対象：小学生以上 定員：18人 締切：8／8火

開催日

詳しい内容については、各施設にお問い合わせください。
ここに掲載したもの以外のイベントや学校情報は、「やま
ぐち教育情報ステーション」に随時、掲載していますので
ご覧ください。

ふれあい掲示板ふれあい交差点
さわやか南工環境教育
　　　～やまぐちエコリーダースクール認証～

　本校は、「さわやか南工」をキャッチフレーズに、工業技術者である前に、一人の心
ある人間としての活動はどうあるべきか考え、自ら判断し行動できる人材の育成に
努め、卒業後も環境学習指導者として、活動できる人材を養成しています。
　応用化学科生徒は、ペットボトルをリサイクルし、本校実習用ペットボトルリサ
イクルプラントにおいて、実習製品である定規と番号札を製造し、学校内外で活用
することにより、リサイクルの重要性をＰＲしています。
　また、南工環境学習指導者として、地域や小学校を訪問し、様々なパフォーマンス
で交流し、地球環境の大切さを教えています。特に、周南市立菊川小学校において

は、昼休みに｢環境クイズ｣を実施して楽しく交流しました。
　平成１８年３月、その取組みが評価され、山口県教育委員会より、やまぐちエコ
リーダースクール高校第一号として認証されました。
　第７８回選抜高等学校野球大会では、やまぐちエコリーダースクールとして、ゴミ
ゼロを目標に応援し、目標を達成しました。
　環境教育を通して豊かな「心」の成長につながる教育が実践できました。これから
もさわやかに続けていきたいと考えています。

県立南陽工業高等学校

「あいさつやお礼を言うこと」

「約束を守ること」

「自分のことは自分ですること」 

「規則正しい起床・就寝」

「朝食等食事をきちんと食べること」

0 20 40 60 80 100
（社団法人日本ＰＴＡ全国協議会
  H17「学校教育改革についての意識調査報告書」）
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脳は朝食を食べて活性化

主食・主菜・副菜を基本にバランスのとれた食事を!

早寝早起きをして朝食をしっかり

朝食を食べない理由
「食欲がない」「時間がない」8～9割

読書習慣は家族の勧めから

学校以外で本を読まない子どもが
多い中、家庭で読書の勧めがある
子どもほど、読書量が
増えています。

外遊び・スポーツで運動の習慣化

体力テスト総合判定（山口県内の小学生）

全国平均以下の子どもの割合
男子34%　女子33%
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ふれあい交差点
今、がんばっています　～卒業生発～
国民文化祭やまぐち「子ども夢プロジェクト」
教育相談のお知らせ
教育情報ステーション
ふれあい掲示板

国
民
文
化
祭
や
ま
ぐ
ち

国
民
文
化
祭
や
ま
ぐ
ち

点

310

290

270

250

朝食と学力の関係

毎日食べる ときどき食べない 食べない

（平成17年度　山口県小・中学校生活調査 ／ 平成17年度　山口県学力調査）
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小学校5年：4教科の合計点の平均／400点満点
中学校2年：5教科の合計点の平均／500点満点

平日の平均就寝時刻と朝食を毎日食べている子どもの割合
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平日の平均就寝時刻 朝食を毎日食べている子どもの割合

（平成17年度　山口県小・中学校生活調査）

　キャンペーン事務局では、このキャンペー
ンを県内各地で推進していくために、協力団
体及び協力事業を募集しています。 
　各ＰＴＡ等の団体で、「早寝早起き」にチャ
レンジしたり、「毎月○冊本を読もう」とい
う呼びかけをするなど、できることからみん
なで始めてみませんか。詳しいことは事務局
までお問い合わせください。 

「家庭の元気応援キャンペーン」事務局
（教育庁社会教育・文化財課　
 TEL 083-933-4661 FAX 083-933-4669）

朝食が子どもの
　学力を支えます

「家庭の元気応援キャンペーン」がスタートしました。
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3

（上位5項目を抜粋）

ゼロ



フィルタリング
ソフト

親と子の約束 

　山口県内の各学校や地域で父親を中心としたおやじの会等の団体が様々な
活動をしています。 5月20日（土）交流の促進や情報交換を行うために「山口県
おやじの会連絡会」が設立されました。現在、41団体が加入しています。                

お父さん
出番ですよ。

［３つの実践を応援します］
　本キャンペーンでは、

 「親と子の約束」  「親と子のふれあい」  「父親の家庭教育への参加」
の３つの実践を提唱しています。
　それぞれの家庭で取り組むことも大切ですが、ＰＴＡ等の団体でみんなで取り組むことが
できれば、継続的な実践が期待できます。一緒に取り組むことで、親同士の連帯感や安心
感が生まれます。　　

「やくそく」を書きます。

できた時には、一緒に色をぬりましょう。

 　子どもの年齢に合わせ、親子で話し合って決めることが
大切です。なかなかできない「やくそく」よりも、少しの努力
でできそうな「やくそく」から始めることが、子どものやる
気を育てることにつながります。
　また、子どもが取り組んだことに対して「賞賛・励ましの
言葉」を書きましょう。褒められることは、子どもにとって
家族に大切にされているという気持ちを育むだけでなく、
そのことが安心感となり、自立を促すことにつながります。 

「やくそく」という言葉に、みなさんはどのような
イメージをお持ちでしょう。人同士の約束ごとに
は責任がともないます。親と子の約束をとおし、
お子さんの心には誇らしさもきっと生まれます。
これは、社会人に近づく一歩です。このやくそく
カレンダーを使うことで、会話のきっかけが生ま
れ、お子さんのさらなる成長につながってほしい
と願っています。

山口県地域家庭教育推進協議会
　会長　　松田信夫
　(山口大学教育学部教授)  

 
基本的生活習慣以外にも必要な「約束」
があります。携帯電話やパソコンの使い
方など、親子で話し合ってみませんか。

山口県教育委員会の「家庭の元気応援キャンペーン」ホームページから
ダウンロードできます。ぜひ御活用ください。
（http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a50400/kateikyouiku/kateinogenki.html)

外に飛び出そ
う 　ちょっと早起きして簡単でおいしい

朝食づくりに親子で挑戦しませんか。
  　　 

①  キャベツは太めのせん切り、小ねぎは小口
切りにする。  

②　ごはん、溶きほぐした卵、小ねぎ、紅しょう
が、白だし、水、キャベツを混ぜたものをサラ
ダ油を熱したフライパンで焼く。

③　②にソースまたは醤油を塗り、花かつお、
のりをちらす。

(萩市田万川生活リズム向上委員会より)

卵 ４個
花かつお 適量
のり 適量

「ごはんのお好み焼き」(4人分)

子どもと話していますか？
●子どもの友達の名前が何人言えますか？
●子どもは何年何組で、担任の先生は誰
　ですか？
●子どもはどんなクラブに入っていますか？
●子どもは日頃、どこでどんな遊びをして
　いますか？
●子どもの将来の夢を知っていますか？  

　親子の絆を深めるには会話が大切で
す。子どもが話したいことはいっぱいです。
しっかり耳を傾けてみましょう。　
　思春期になるとあまり話をしなくなるこ
とも多いものです。一緒に食事をしたり、
家事をしたり、スポーツをしたりするなど
共に時間を過ごすことも大切です。

ちょっと一言

親と子のふれあい 

使い方

利用方法

材　料

手　順

　情報収集・発信にたいへん有効な手段であるインターネット。近年急速に発達し、
ご家庭でも多くの方が利用されていますが、インターネット上には、多くの有害な情
報も掲載されています。子どもたちがこのような有害情報にふれることのないよう
シャットアウトしましょう。

パソコンでの対策 「フィルタリングソフト」
　フィルタリングソフトとは、子どもたちにとって好
ましくないインターネット上の有害情報を自動的に
遮断するソフトです。ソフトには無料のもの、市販の
もの、プロバイダが提供するものなど様々なものがあ
ります。詳しくは下記の（財）インターネット
協会などのホームページをご覧ください

●「フィルタリング情報ページ」 
　http://www.iajapan.org/rating/

携帯電話での対策 「アクセス制限機能の活用」
　各携帯電話会社も「アクセス制限機能」サービスを無料で提供しています。
　手数料や月額利用料も無料ですので、各会社のショップへ問い合わせてください。

●ＮＴＴドコモ（キッズｉモード）
http://www.nttdocomo.co.jp/service/imode/menu_site/kids_imode/

●ＫＤＤＩ（ＥＺ安心アクセスサービス）
　http://www.au.kddi.com/ezweb/anshin_access/
●ボーダフォン（ウェブ利用制限）
　http://www.vodafone.jp/support/safety/web/for_kids.html

●山口県サイバー犯罪相談窓口（山口県警）
　TEL：083-922-8983
　E-mail:cyber.soudan@police.pref.yamaguchi.lg.jp
●山口県消費生活センター（相談専用）
　TEL：083-924-0999

児童生徒のインターネット利用状況調査より
（H17山口県教委調）

暴力・残虐画像を集めたサイト

出会い系サイト

アダルトサイト（ポルノ画像や風俗情報）

犯罪を助長するようなサイト

毒物や麻薬情報を載せたサイト

他人の悪口や誹謗中傷を載せたサイト

もしものときは…

インターネット

インストール

市販ソフト等

「ファミリーキャンプ」のご案内

　家庭や地域の教育力の低下の背景に家庭で父親の存在感が薄いことが指
摘されています。今こそ、お父さんの出番です。父親がもっと子育てに関わ
り、家庭の中での役割を積極的に担っていくことが求められています。

父親の家庭教育への参加 

パソコン又は携帯電話による有害情報閲覧経験有害情報をシャットアウト！！

ごはん ２杯
サラダ油 適量

白だし　小さじ４
(だしと醤油でも可)
ソース又は醤油　適量

小ねぎ ４本
キャベツ ４枚
紅しょうが 適量 

期　　日：平成18年9月9日土～10日日
会　　場：十種ヶ峰少年野外活動センター（阿東町）
募集定員：50名程度
内　　容：夏から秋へと変わっていく季節
　　　　 を感じながら、手軽にできる
　　　　 アウトドアクッキングやテント泊、
　　　　 登山等を楽しみます。

詳しい情報は、各施設のホームページで提供しています。
（http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/gyosei/kyo-shabun/s-kyoiku/youth_institute.htm） 

参加者の感想（昨年度）
　お兄ちゃんはもちろん、3歳の娘もしっかり
　歩いた登山は、家族だけでは経験できない
　貴重なものになった。

　それぞれの家庭において、親子で「約束」を決め、取り組んでみませんか。例えば「毎朝６時に起き
る」、「おはようと大きな声であいさつをする」など、今できたらいいことを親子で相談し実践しま
しょう。 

　子どもに足りないものの一つに「自然体験・生活体験」があげられます。毎月第３日曜日の
「家庭の日」等を利用して、親子でスポーツや登山をしたり、地域の奉仕作業に参加したり、
家族でふれあう時間や機会を持ちませんか？

朝食づくりに
挑戦

ミニ
情報

　父親が家庭や地域で果たす役割について学

び、共に語り合うことをとおして、父親の家庭教

育参加について考えるための研修会を開催し

ています。

　第1回を5月20日㈯に開催し、手品を活用し

た人間関係づくりの手法を学びました。

第2回　平成18年8月開催予定
第3回　平成18年11月開催予定
　家庭や地域でよりよい人間関係を築いてい
くための手法や父親の役割等について、講演
や実技、ワークショップ等を通して研修します。
　詳しい内容については、各PTAやおやじの会
等を通じてお知らせします。

　教育庁社会教育・文化財課
　ＴＥＬ ０８３‐９３３‐４６６１

“おやじの学校”開校

問い合わせ先

12

6

9 3

毎朝6時に
起きます。

「カヌー教室」
(光青年の家)

「ドリーネでごぼう掘り」
(秋吉台少年自然の家)

　県内の社会教育施設では、休日
を利用して親子でいろいろな体験
ができる講座を開催しています。
　ぜひ御活用ください。


