
くりちゃん元気いっぱい運動くりちゃん元気いっぱい運動
～「早ね・早おき・朝ごはん」～～「早ね・早おき・朝ごはん」～

平成１９年１２月１日（土）平成１９年１２月１日（土）
第２分科会：ピアザ淡海「ピアザホール」第２分科会：ピアザ淡海「ピアザホール」

栗東市教育委員会栗東市教育委員会

豊かな学びをささえる「早寝・早おき・朝ごはん」豊かな学びをささえる「早寝・早おき・朝ごはん」



栗東市の位置・特色 1.国道１号・８号の通過、名神高速道路
栗東インターチェンジを設置

2.平成３年、ＪＲ琵琶湖線栗東駅が開設
3.平成１３年１０月１日、滋賀県内８番目

の市として「栗東市」が誕生

市の木・花・鳥



栗東市立小・中学校

本市では、市立小学校 「9校」約4,500名
市立中学校 「3校」約1,800名

合計『12校』を設置 合計『約6,300名』
児童生徒数は、平成19年11月1日現在

本市では、市立保育園・幼稚園・幼児園 「１４園」約2,600名
市内認可法人立保育園 「５園」約 500名

合計『19園』を設置 合計『約3,100名』
乳幼児数は、平成19年11月1日現在

栗東市立園・市内認可法人立保育園



確かな学力向上に関わる
これまでの栗東市の取り組み

年度年度 H16H16 H17H17 H18H18 H19H19

取
り
組
み

取
り
組
み

栗東市学力到達度調査栗東市学力到達度調査

くりちゃん元気いっぱいくりちゃん元気いっぱい
運動運動



学力到達度調査の成果と課題

授業改善は進んだが、
課題の明確化がはかりにくい…

３年間取り組んできて…

子どもの「ふだんの生活習慣」に着目！

くりちゃん元気いっぱい運動

そこで



栗東市教育委員会の取り組み栗東市教育委員会の取り組み



子どもたちの「ふだんの生活習慣」の子どもたちの「ふだんの生活習慣」の
アンケート調査実施アンケート調査実施

??【【趣旨趣旨】】
（１）子どもたちの「ふだんの生活習慣」と「学力（１）子どもたちの「ふだんの生活習慣」と「学力

到達度調査結果」とを比較分析し、到達度調査結果」とを比較分析し、子どもたち子どもたち
の望ましい生活習慣の確立をめざすための望ましい生活習慣の確立をめざすために実に実
態把握する。態把握する。

（２）子どもの学力の定着には、学校生活におけ（２）子どもの学力の定着には、学校生活におけ
る指導だけではなく、る指導だけではなく、家庭生活における生活家庭生活における生活
習慣が大切であることを明確にし習慣が大切であることを明確にし、保護者へ、保護者へ
の啓発や推進に役立てるために実施する。の啓発や推進に役立てるために実施する。



実施方法実施方法

《《調査対象調査対象》》

・・栗東市内小学１年生～中学校３年生栗東市内小学１年生～中学校３年生（悉皆）（悉皆）

《《調査方法調査方法》》

・・各校において時間を設定して実施各校において時間を設定して実施

・１～２年生は、設問（１）～（４）までを・１～２年生は、設問（１）～（４）までを挙手挙手にてにて
集計集計

・３年生以上は、・３年生以上は、アンケート用紙を配布し記入アンケート用紙を配布し記入



調査時期調査時期 平成１８年６月・１２月平成１８年６月・１２月

平成１９年６月・１２月（予定）平成１９年６月・１２月（予定）
調査項目調査項目 ①起床時刻①起床時刻

②就寝時刻②就寝時刻
③毎日の朝ごはん③毎日の朝ごはん

④家族との食事④家族との食事
⑤睡眠時間⑤睡眠時間

⑥テレビ・ビデオ等の視聴時間⑥テレビ・ビデオ等の視聴時間
⑦家庭での学習時間⑦家庭での学習時間
⑧家庭での読書時間⑧家庭での読書時間

「ふだん（月曜日～金曜日）の生活習慣」「ふだん（月曜日～金曜日）の生活習慣」
のアンケート調査の実施のアンケート調査の実施 【【小中学校版小中学校版】】



栗東の子どもの生活実態栗東の子どもの生活実態









栗東版「早ね・早おき・朝ごはん」栗東版「早ね・早おき・朝ごはん」
～～ くりちゃん元気いっぱい運動（啓発チラシ）～くりちゃん元気いっぱい運動（啓発チラシ）～



乳幼児版乳幼児版
啓発チラシ啓発チラシ

幼児課において

アンケート調査の実施

平成18年度 11月実施

平成19年度 10月実施

保護者対象：約3,000名

【アンケートの回収率】

2年目 84％

1年目 73％ 11％



RittoRitto広報「りっとう」平成広報「りっとう」平成1818年年1111月号月号



就学時健康診断での啓発就学時健康診断での啓発

市内９小学校

において実施



「ふれあい健康ひろば」でのチラシ配布「ふれあい健康ひろば」でのチラシ配布

平成１８年１０月７日（土）
「なごやかセンター」

において実施



健康増進課の取り組み健康増進課の取り組み

平成１８年１０月７日（土） 「なごやかセンター」において実施



『『栗東栗東 教育きらりの日教育きらりの日』』
（啓発のぼり旗の設置）（啓発のぼり旗の設置）

▲▲コミュニティーセンターコミュニティーセンター▲▲コミュニティーセンターコミュニティーセンター ▲▲栗東市役所栗東市役所▲▲栗東市役所栗東市役所 ▲▲小学校小学校▲▲小学校小学校

▲▲幼児園幼児園▲▲幼児園幼児園 ▲▲学童保育所学童保育所▲▲学童保育所学童保育所 ▲▲児童館児童館▲▲児童館児童館



びわ湖ホール・ホワイエ展示パネルびわ湖ホール・ホワイエ展示パネル

平成１８年１１月１日（土）



栗東市教育委員会展示パネル栗東市教育委員会展示パネル
（栗東市役所の玄関１階フロアーに展示）（栗東市役所の玄関１階フロアーに展示）



平成１８年１１月１６日（木）



１０，０００人リレーフォーラム１０，０００人リレーフォーラム
（栗東市芸術文化会館「さきら」にて開催）（栗東市芸術文化会館「さきら」にて開催）

平成１９年１月１４日（日）平成１９年１月１４日（日）



栗東市教育委員会展示パネル栗東市教育委員会展示パネル
（栗東市内コミュニティセンター巡回展示）（栗東市内コミュニティセンター巡回展示）

１月１５日（月）１月１５日（月）
～３月１８日（日）～３月１８日（日）

?? ９週間開催９週間開催
市内９コミセンにて巡回展示市内９コミセンにて巡回展示



栗東市学校給食配送車、新車導入！栗東市学校給食配送車、新車導入！

平成平成1919年年44月より、月より、学校給食配送車のコンテナ学校給食配送車のコンテナ
側面に小学校児童の描いた絵を導入し、側面に小学校児童の描いた絵を導入し、楽しい楽しい
給食配送車として各学校に走っています。給食配送車として各学校に走っています。
図案については、図案については、市内各小学校から応募のあっ市内各小学校から応募のあっ
た中から、小学校毎で入選作品を決定し、た中から、小学校毎で入選作品を決定し、44台の台の
コンテナ側面に描いています。コンテナ側面に描いています。



栗東市学校給食配送車、新車導入！栗東市学校給食配送車、新車導入！

後部には、栗東市が取り組後部には、栗東市が取り組
んでいるんでいる「くりちゃん元気いっ「くりちゃん元気いっ
ぱい運動」のぱい運動」の『『早ね・早おき・早ね・早おき・
朝ごはん朝ごはん』』とと 「くりちゃん「くりちゃん
マーク」を入れ「子どもの食マーク」を入れ「子どもの食
育を支援する給食センター」育を支援する給食センター」
として啓発しています。として啓発しています。



教育長への手紙教育長への手紙
～その時子どもが～その時子どもが

“キラッ！”と“きらり”～“キラッ！”と“きらり”～

トピックス・ニューストピックス・ニュース
平成１９年３月号広報平成１９年３月号広報



教育長への手紙教育長への手紙
～その時子どもが“キラッ！”と“きらり”～～その時子どもが“キラッ！”と“きらり”～

▲▲平成１９年１１月号「教育実習生から」平成１９年１１月号「教育実習生から」

▲▲平成１９年７月号「学校から」平成１９年７月号「学校から」

▲▲平成１９年８月号「園から」平成１９年８月号「園から」



RittoRitto広報「りっとう」平成広報「りっとう」平成1919年年1111月号月号



平成１９年１１月１４日（水）



川島隆太教授川島隆太教授
新聞掲載記事新聞掲載記事

平成平成1919年年1111月月1515日日
「毎日新聞「毎日新聞」」



市内小学校市内小学校
の取り組みの取り組み

（例１）（例１）



市内小学校市内小学校
の取り組みの取り組み

（例２）（例２）



市内小学校市内小学校
の取り組みの取り組み

（例３）（例３）



市内小学校の取り組み（例４）市内小学校の取り組み（例４）

児童保健委員会の発表児童保健委員会の発表
学校保健委員会学校保健委員会



市内中学校の取り組み例

学 年 ： １・２年生全員
指導方法 ： 各学年１時間
指導内容 ： 朝食はなぜ必要

なのか？
①体温が上がり体が目覚める
②脳の働きを活発にする

栄養のバランスを主食・主菜

副菜からみてみる。

栄養士さんが、栄養のバラン
スのとれた朝食サンプルを３
種類作ってきていただいた。

栄養士さんより「朝食の大切さ」の指導



学校評価に質問項目を導入！学校評価に質問項目を導入！

質問項目（保護者評価）質問項目（保護者評価） 平成１８年度平成１８年度

「自分の子どもには、よい生活習慣「自分の子どもには、よい生活習慣

（早ね・早おき・朝ごはん）の習慣（早ね・早おき・朝ごはん）の習慣

ががついている。ついている。」」
７９％７９％

「早ね・早おき・朝ごはんができるよ「早ね・早おき・朝ごはんができるよ

うに、親としてうに、親として心がけている。心がけている。」」 ９５％９５％



質問項目（児童・保護者評価）質問項目（児童・保護者評価）

質問項目（児童・保護者）質問項目（児童・保護者） 平成１８年度平成１８年度

「早ね・早おき・朝ごはん」をが「早ね・早おき・朝ごはん」をが
んばっていますか？んばっていますか？ 【【児児 童童】】

８１％８１％

お子さんは、早ね・早おき・朝お子さんは、早ね・早おき・朝
ごはん運動をがんばっていまごはん運動をがんばっていま
すか？すか？ 【【保護者保護者】】

８２％８２％



質問項目（児童評価）質問項目（児童評価）

質問項目（児童）質問項目（児童） 平成１８年度平成１８年度

「早ね」ができていますか？「早ね」ができていますか？ ６７％６７％

「早おき」ができていますか？「早おき」ができていますか？ ８７％８７％

「朝ごはん」を毎日食べていまか？「朝ごはん」を毎日食べていまか？ ９６％９６％



早おき早おき
７時まで７時まで

中学生中学生 ５４％５４％ ５５％５５％ １％１％
小学生小学生 ９０％９０％ ９１％９１％ １％１％

１年目１年目 ２年目２年目 結果結果 アップ率アップ率

早早 ねね
２２時まで２２時まで

中学生中学生 ９％９％ １２％１２％ ３％３％
小学生小学生 ７１％７１％ ７４％７４％ ３％３％

朝ごはん朝ごはん
中学生中学生 ８７％８７％ ８８％８８％ １％１％
小学生小学生 ９４％９４％ ９６％９６％ ２％２％

ふだんの生活習慣アンケート結果
～「早ね」・「朝ごはん」のアップ！～



高学年高学年 ８３％８３％ ８５％８５％ ２％２％

睡眠時間睡眠時間 １年目１年目 ２年目２年目 結結 果果 アップ率アップ率

中学年中学年 ８１％８１％ ８８％８８％ ７％７％

ふだんの生活習慣アンケート結果
～「睡眠時間（８時間以上）」のアップ！～

中学生中学生 ４６％４６％ ４８％４８％ ２％２％



ふだんの生活習慣アンケート結果
～「親子との食事」のアップ！～

親子と食事親子と食事 １年目１年目 ２年目２年目 結結 果果 アップ率アップ率

低学年低学年 ８７％８７％ ８９％８９％ ２％２％

高学年高学年 ８３％８３％ ８５％８５％ ２％２％

中学年中学年 ８３％８３％ ８８％８８％ ５％５％

中学生中学生 ７３％７３％ ７４％７４％ １％１％



ふだんの生活習慣アンケート結果
～「読書時間（30分以上）」のアップ！～

読書時間読書時間 １年目１年目 ２年目２年目 結結 果果 アップ率アップ率

中学年中学年 ７４％７４％ ７８％７８％ ２％２％

高学年高学年 ７０％７０％ ７６％７６％ ６％６％



さらに、「車の両輪」としての
基礎的・基本的な内容の徹底を！

きらりフルチャレンジ！

そこで

くりちゃん元気いっぱい運動の成果

生活習慣の改善が徐々に進んでいる

栗東市教育委員会による
「習得型」のシステムの構築





ご静聴ありがとうございました。ご静聴ありがとうございました。

ホップホップ・・ステップ・ステップ・ジャンプジャンプ


