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ラ イースト ジャパン㈱、シダックス㈱、㈱小学館集英社プロダクション、西洋フード・コンパスグループ㈱、㈱玉川繊維工業所、
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㈲ルーティ、㈱若葉共済会
【公益法人等・個人会員】
（一社）家の光協会、（公財）上廣倫理財団、 ( 認定NPO) おやじ日本、㈻香川栄養学園女子栄養大学、学習塾 みち、（一財）学生サポー
トセンター、( 公財 ) 学校給食研究改善協会、子どもの早起きをすすめる会、( 公財 ) 才能開発教育研究財団、（公財）実務技能
検定協会、（一財）社会通信教育協会、上越教育大学、㈻昭和学院、新宿柏木クラブ、聖徳大学・聖徳大学短期大学部、（公社）
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新年明けましておめでとうございます。
　日頃から「早寝早起き朝ごはん」国民運動に御協力いただき、誠にありがとうござ
います。
　平成18年からスタートしたこの運動は、「早寝早起き朝ごはん」全国協議会を中心
とした取組により、子供たちの基本的な生活習慣を整えることが、学習意欲や体力、
気力を高める上で重要であるという認識が広く定着し、国民運動の成功事例の一つ
として高く評価されています。

　各地域においては、学校とＰＴＡが連携した取組や、地域の団体と教育委員会、保健福祉部局等が連携した取組、企業とのタ
イアップなど、様々な活動が展開されてきており、関係者の皆様の御努力に深く感謝申し上げます。
　この運動の成果として、小学生や幼児を中心に起床時間や就寝時間の改善傾向が見られるようになっています。一方、約22％
の中学３年生が平日午前０時以降に就寝するという調査結果もあり、生活習慣の乱れが様々な問題行動につながる可能性も懸
念されております。中高生については、社会的自立に向け、生活を主体的にコントロールする力の育成が重要です。
　このため文部科学省では、家庭と学校、地域の連携による中高生を中心とした子供の生活習慣改善のための実証研究を実施
し、地域における先進的な取組の効果を検証・分析し、広く周知することで、中高生の生活習慣改善の取組を推進しているところ
です。引き続き協議会と連携し、子供たちの基本的な生活習慣の定着に取り組んでまいります。
　皆様には、今後とも「早寝早起き朝ごはん」国民運動の一層の充実に御尽力いただきますようお願い申し上げます。
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　下記日程で「早寝早起き朝ごはん」国民運動10周年
記念式典及び全国フォーラムを開催いたします。特別講
演の講師には、川島隆太先生をお迎えし「基本的生活習
慣とメディア接触が子供の脳発達に与える影響」につい
てお話しいただくとともに、これまでの10年を振り返り、
「早寝早起き朝ごはん」国民運動のこれからを考える
トークセッションを行います。皆様お誘いあわせの上ぜ
ひご来場ください。

「早寝早起き朝ごはん」国民運動１０周年
記念式典・全国フォーラム開催のお知らせ

日　程
平成29年3月17日（金）13:00～17:00

場　所
国立オリンピック記念青少年総合センター小ホール

謹賀新年

スマートフォンと子育て　～第１回～

　セガトイズが10月14日～16日、インターネットを通じ
て全国の４～８歳の第１子を持つ20～49歳の母親
800人を対象に「スマホを使用した子育て」に関するア
ンケートを実施しました。その結果、63.3％が「子どもを
スマホで遊ばせたことがある」と回答し、そのうち、「よく
ないことだと思う」と「ややよくないことだと思う」が合わ
せて76.3％に上り、「よくないこと」だと認識しつつ使用
しているという実態が見えてきました。
　とはいえ、忙しい毎日の中でスマートフォンに頼って
しまうときもあるでしょう。そこで、各分野の専門家に子
育てにおけるスマートフォンとのつき合い方について
聞いてみようと思います。
　第１回は和洋女子大学人文学群こども発達学類教授
の鈴木みゆき先生に、特に乳児期についてお話を伺い
ました。

　　鈴木みゆき氏（和洋女子大学）

　スマートフォン等の子育てに対する影響としてゲーム
漬けや光刺激を心配する声もありますが、私は乳児期か
らの発達に及ぼす懸念を取り上げたいと思います。
　親（養育者）が授乳をしている間乳児はずっと飲み続
けるわけではありません。乳児は時々乳首を離して周囲
を見渡したりクーイングと呼ばれる声を上げたりします。
その都度親は「どうしたの？」「もうおなか一杯？」と声をか
け、乳児の体を揺すって哺乳を促します。これは親子のコ
ミュニケーションの一種で、乳児は親の応答的なかかわ

りを引き出し「会話」をしているのだと言われています。
　授乳時スマートフォンに気を取られていたら、乳児のサ
インに気づかないかもしれません。幼児や小中学生でも
同様です。朝ごはん時の親子の楽しい会話は元気に登校
（園）するエネルギーを作ると思いま
す。親子共1日を元気にスタートするた
めにも、コミュニケーションを深めるた
めにも、スマートフォンを置いて向き合
い授乳や食事をしませんか。



ここは、「早寝早起き朝ごはん」国民運動に関わっている人同士がつながっていくコーナーです！次はあなたとつながるかも！？

ご所属
山形県教育庁文化財・
生涯学習課生涯学習振興室

お名前

矢作　　誠　さん

「早寝早起き朝ごはん」との関わり

「早寝早起き朝ごはん」を含めた子供の生活習慣の大切
さを改めて痛感しています。山形県の家庭教育支援担当
として、いろんな方々の御支援をいただきながらその推
進に取り組んでいます。

ひとこと♪

「子供の生活習慣を定着させることが子供の
さまざまな力（可能性）を伸ばす土台づくりと
なる」ということを、保護者のみなさんに理解
していただくにはどんな働きかけが有効か、
いつも考えています。

　金魚すくいや体操教室など子供たち
に様々な体験の場を提供し、面白さや
楽しさを感じてもらう恒例の「第7回秋
のキッズフェスタ」で「早寝早起きお朝ご
はん」のPRを行いました。
　「はやねちゃん」や「よふかしおに」と
一緒に楽しくダンスを踊り、日中に思
いっきり体を動かすことの大切さを伝
えました。

第7回秋のキッズフェスタ
　平成28年10月22日㈯

会場：国立オリンピック記念青少年総合センター
　平成28年11月12日㈯10：00～15：00山形県生涯学習セン
ター「遊学館」にて「子どもの生活リズム向上山形県フォーラ
ム」を開催しました。山形県では11月の第２土曜日を「やまが
た教育の日」と定めており、その協賛事業の一環として開催し、
当日は、県内ＰＴＡや学校関係者約270名が集まりました。
　午前中は、県内小・中・高３校のＰＴＡ活動と県立長井高
等学校の食育に関する事例発表を行いました。「家庭クラブ
が、学校の実態から浮かび上がった課題を解決するために、
献立を作成。それを合宿時の食事として提供し、生徒たちにも
好評であったこと」「合宿メニューのレシピを配付し、生徒の
みならず保護者からも反響があったこと」等の実践的な取組
みとその効果について報告がありました。
　午後は、立命館大学教育開発推進機構教授・隂山英男氏を
招き、「常識を破れば子どもは伸びる～生活や学習習慣から
伸びる子供の姿」をテーマに御講演をいただきました。「日本
の子ども、大学生、成人ともに、学力においては世界トップク
ラスであること」「単純なことでも繰り返しやるとさまざまな処
理能力があがること」「寝ること、朝ごはんをとること等の生活

学習意欲の科学的研究に関するプロジェクト
東北大学加齢医学研究所/仙台市教育委員会

子どもの生活リズム向上山形県フォーラム
子どもの生活リズム向上山形県フォーラム実行委員会

こんな活動に取り組みました！ 全国ではこんな活動･取り組みをしています！

データでみる「早寝早起き朝ごはん」つないでいこう♪「早寝早起き朝ごはん」

　リトルリーグ東京連盟は、当協議会
の推進会員でもあり、「早寝早起き朝ご
はん」の普及にとても熱心に取り組ん
でいます。今回は、小学校1～3年生のT
ボール大会にお邪魔してきました。
　ぜひ規則正しい生活リズムを身につ
けて、楽しく野球を続けてもらいたいと
思います。

リトルリーグ東京連盟
秋季Tボール大会開幕式
　平成28年11月3日㈬

会場：多摩川緑地くじら運動公園

　「はやねちゃんかわいい！」聖徳大学
附属の幼稚園児に大人気の「はやね
ちゃん」。子供たちは興味津々の様子で
近寄ってきます。
　第52回聖徳祭では、「はやねちゃん」
の力も借りながら、「早く寝る」大切さ、
「早く寝るためのコツ」のお話をしまし
た。

第52回聖徳祭
　平成28年11月12日㈯

会場：聖徳大学
習慣が学力を支えていること」等について、様々なデータを関
連づけて示してくださり参加者はこれらの話に興味津々だっ
たようで。「隂山先生の話を多くの親に聞いてもらいたい」など
多くの感想をいただきました。
　また、会場には県内13校の小・中・高のＰＴＡ活動と食育推
進活動を紹介したパネルの展示や、「早寝早起き朝ごはん」全
国協議会による展示ブースも設置され、情報共有が図られま
した。

　仙台市教育委員会と東北大学による「学習意欲の科学的研
究に関するプロジェクト」は「平日の通信アプリの使用時間に
応じて学力が低下する」とする調査結果を発表しました。（平
成26年度調査）下記グラフは仙台市標準学力検査（中学生）
数学の平均点と１日あたりの勉強時間、通信アプリの使用時
間との関係について示したものです。
　グラフからは、平日の通信アプリの使用時間が長い生徒は
勉強時間が同じ生徒の中で数学の平均点が低いことがわか
ります。

　つまり、学力が低下する原因は「通信アプリを使用すること
で勉強時間が減ること」だけではないことが示されました。ま
た、平日に２時間以上勉強をしている生徒でも、通信アプリの
使用時間が2時間を超えると平均点が60点を下回る結果とな
りました。
　同プロジェクトでは、「スマートフォンの使用時間は長くても
１時間に抑えるべき」としており保護者の皆様も子供と一緒に
スマートフォンとの付き合い方、子供にとっての望ましい生活リ
ズムについて考えてみてはいかがでしょうか。

やはぎ まこと

「早寝早起き朝ごはん」との関わり

平成26年度早寝早起き朝ごはんフォーラムに参加した
ことがきっかけです。“食育”にどう取組むか途方にくれて
いましたが、参加して目の前の霧が晴れたようにすがす
がしい気持ちになったのを覚えています。それ以降、資料
のダウンロードをはじめ、着ぐるみの借用など、様々な形
で関わっています。
ひとこと♪

　運動をよくして「早寝早起き朝ごはん」、そして排泄！
これは、富士吉田市で食育フェスタを開催した折に、山
梨大学の中村和彦先生から教えていただいた言葉で
す。とかく“朝ごはん”ばかりに目がいきがちですが、この

サイクルに気づき、どこから取り組んでもよいこ
と、そしてしっかりこれを循環させることの大切さ
に気づきました。ひとりでも多くの人がこれを実
践できるよう、さらに働きかけを続けていきます。

ご所属
富士吉田市役所
健康長寿課健康推進担当

お名前

外川　　泉　さん
とがわ いずみ

後列右端が外川氏

出典：学習意欲の科学的研究に関するプロジェクト
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