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「早寝早起き朝ごはん」推進校事業の概要 

「早寝早起き朝ごはん」推進校事業の趣旨 

子供たちの健やかな成長を促していくためには、適切な運動、調和のとれた食事、十

分な休養・睡眠が大切であるが、ライフスタイルの多様化などにより、子供たちの生活

習慣の乱れが、学習意欲や体力、気力の低下の要因の一つとして指摘されている。		

また、文部科学省の全国学力・学習状況調査の結果を見ると約 6 割の中学生が夜 11 時	

以降に就寝している等の現状もある。		

このため、中学生の子供たちの「早寝早起き朝ごはん」といった基本的な生活習慣の

維持・向上、定着を図るための調査研究を実施する。		

「早寝早起き朝ごはん」推進校事業の内容 

 中学生の子供たちの「早寝早起き朝ごはん」といった基本的な生活習慣の維持・向上、	
定着を図るため、その効果的な手法等を開発することとし、「早寝早起き朝ごはん推進

校	(以下「推進校」という。)」を設け、以下により調査研究を実施する。		

なお、事業実施にあたっては、有識者等を活用し、手法の検討、取組の検証を行うと

ともに、得られた効果や実践手法については、都道府県・指定都市教育委員会域におけ

る普及に努める。		

	(1)推進校の選定	

			委託先において、推進校を選定する。	

(2)現状の把握と課題の明確化		

事業の実施に当たっては、具体的な事業を開始する前に、対象生徒へのアンケート

調査等により、就寝・起床時間、朝食摂取の有無などの基本的生活習慣の状況につい

て実態把握を行い、課題を明確にした上で、その課題の解決に向けた取組を検討・実

施する。なお、事業実施前の実態把握は、事業実施後の対象生徒の変容、事業成果の

検証を行う上でも重要であることから、外部有識者等を活用するなどして実態把握す

る項目等について十分検討する。	

	(3)課題解決のための取組の実施	

事業実施前の実態把握等で課題を明確にした上で、その課題解決に向け創意工夫

した取組を実施する。	

【取組例】		

・生徒自ら基本的生活習慣についての目標を設定し、一定期間実践を行い(実践	
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記録を作成)、実践後振り返りを行う取組		

・基本的生活習慣が乱れやすい夏休みの朝に活動(読書や学習等)を行う取組		

・基本的生活習慣に関する意識向上を図るための啓発資料や教材を作成する取組		

・基本的生活習慣の重要性の認識を深めるための、生徒及び保護者を対象とした講演	

会等を行う取組	

	

(4)効果の検証及び実践手法の総括	

事業実施後に対象生徒へのアンケート調査等を行うなどし、事業実施による効果

の把握を行い、事業の評価を適切に実施する。また、実践手法の取りまとめに当た

っては、事業実施過程における準備や企画立案、	調整の状況、実施による成果、課

題、その課題を解決するための方向性を含んだ詳細な記録や、実践する際の留意点

等を盛り込み、他の学校でも実施できることを想定して作成する。	 	

 

（平成 30年度「早寝早起き朝ごはん」推進校事業 公募要領より） 
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事 業 計 画 書 
 
１．事業の題名 

「 
ICT機器を活用した就寝・起床時間に関するPDCAサイクルの確立と啓発資料・

指導計画の作成 
」 

 
２．業務の委託期間 

委託を受けた⽇から平成３１年３⽉８⽇まで 
 
 
３．事業の実施体制 

①構成員 
⽒  名 所 属 ・ 役 職 等 備考欄 

金光 秀雄 北海道教育大学附属函館中学校・校長 

北海道教育大学・教授 

 

金子 信也 北海道教育大学・准教授  
白川  卓 北海道教育大学附属函館中学校・副校長  
郡司 直孝 北海道教育大学附属函館中学校・研究主任  
白石 直美 北海道教育大学附属函館中学校・養護教諭  
金子 智和 北海道教育大学附属函館中学校・情報管理委員長  
   

 
②早寝早起き朝ごはん推進校 
学 校 名 北海道教育大学附属函館中学校  

所 在 地 北海道函館市美原３丁目48番６号  
対 象 学 年 第２学年  
⽣ 徒 数 １０４名  
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４．事業の具体的実施内容及び実施⽅法等 

【事業の具体的な実施内容】 
①ICT機器を活用した就寝・起床時間に関するPDCAサイクルの確立 

 ・ICT機器を活用したクラウド上での就寝・起床時間に関する目標の設定と毎日の就寝・ 

  起床時間の記録 

 ・自分の就寝・起床時間に関する評価と改善（目標の再設定） 

②睡眠科学等の専門家による睡眠が生活や学習等に与える影響に関する講演会の開催や、専

門家の指導による啓発資料の作成 

③生徒の生活環境に大きな変化を与える要因と実際の睡眠時間の変化の傾向の分析とそれ 

 らに基づいた指導計画の検討 
 
【事業の実施⽅法】 
①推進校の生徒全員が所有するノートパソコンを利用し、クラウド上の専用のフォーム上 

 に、就寝・起床時間の目標を設定するとともに、実際の就寝時間と起床時間を毎日記録す 

 る。週始めに１週間の睡眠時間に関する評価を行い、その評価を踏まえた新たな就寝・起 

 床時間の目標を設定する、という就寝・起床時間に関するPDCAサイクルを確立させる。 

②推進校が実施する有識者によるリレー講演会において、睡眠科学等に関する専門家を招へ

いし、睡眠が生活や学習等に与える影響に関する講演を実施する。また、本学函館校養護

教諭特別別科の学生を中心として、睡眠に関する特別授業を実施したり、啓発資料を作成

したりする。 

③①において生徒が記録・蓄積した睡眠に関する情報と、学校行事やテストなど、生徒の生 

 活に変化を与えると考えられる事象との関係を分析し、生徒の睡眠に大きな影響を与える 

 事柄に必要な指導の在り方を検討する。 
 
５．事業の実施により得られることが⾒込まれる成果・効果 

①生徒が自らの睡眠に対して自覚的に行動するとともに、自らの生活習慣を自ら調整しよう 

 とする態度が育成される。 

 ・生徒が自らの睡眠に関する時間をデジタルデータとしてクラウド上に記録し続け、それ 

  らに基づいた評価・改善を継続して取り組むことによる。 

 ・デジタルデータは蓄積と処理が容易であり、グラフ化など生徒が自らの睡眠に関する情 

  報を的確に把握する情報として示しやすいことによる。 

 ・講演会や啓発資料によって睡眠に関する正しい知識や理解等を生徒が理解することによ 

  る。 

②年間を見通した睡眠に関する指導計画について、その時期や内容等を明らかにすることが 

 できる。 

 ・生徒の就寝・起床時間に変化が生じる時期と事象を関連させて分析することによる。 
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６．事業の実施体制（再委託先まで含めた事業実施体制について図⽰すること。） 
 

 
 
７．事業実施スケジュール 

 
４ 

⽉ 

５ 

⽉ 

６ 

⽉ 

７ 

⽉ 

８ 

⽉ 

９ 

⽉ 

１０ 

⽉ 

１１ 

⽉ 

１２ 

⽉ 

１ 

⽉ 

２ 

⽉ 

３ 

⽉ 

研究推進委員
会 

 
 
 

研究部  
 
 
 
 

情報管理委員  
 
 
 

養護教諭  
 
 

特別別科  
 

I C

T

C

第１回会

議（４月） 

第２回会

議（８月） 

第３回会

議（12 月） 

第４回会

議（２月） 

蓄積記録等の分
析による指導の在
り方 検討 （７ 〜８
月） 

蓄積記録の管理（通年） 

ICT 機器の管理（通年） 

特別授業
の検討・実
施（８〜10

月 

詳細計画
の立案 
（４月） 

蓄積記録等の分
析による指導の在
り方検討（12・１月） 

事業評価（２・３月）
月） 

啓発資料
の検討・

作成 
（６・７月） 

啓発資料
の検討・

作成 
（10・11 月） 

フ ォ ー

ム作成 

（４月） 

ア ンケ

ート 

作 成 ・

実施 

（４月） 

アンケート
実施 
（２月） 

講演会企
画 ・ 実 施
（10・11 月） 

事業評価（２・３月）
月） 
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８．事業の評価にかかる項⽬ 
（評価体制、評価⼿法等を成果指標も含め、できるだけ具体的に記載すること。） 

①「ICT機器を活用した就寝・起床時間に関するPDCAサイクルの確立」について 

＜ICT機器を活用したクラウド上での就寝・起床時間に関する目標の設定と毎日の就寝・起 

 床時間の記録＞に関わって 

【評価体制】対象学年の学級担任が確認・評価を行い、研究部を経由して研究推進委員会に 

      て報告・検討する。 

【評価方法】クラウド上のフォームに目標や毎日の就寝・起床時間が入力されているかを確 

      認・評価する。 

【成果指標】１学期終了までに６割、２学期終了までに７割、年度終了時に８割の生徒が、 

      自らの就寝・起床時間に関する目標設定と記録を自律的に取り組むことができ 

      る。 

 

＜自分の就寝・起床時間に関する評価と改善（目標の再設定）＞に関わって 

【評価体制】養護教諭及び特別別科担当教員が行い、研究推進委員会にて報告・検討する。 

【評価方法】平成30年４月と平成31年２月に実施する生徒を対象としたアンケートへの回 

      答状況から評価する。 

【成果指標】年度終了時に８割の生徒が、自らが睡眠に対して自覚的に行動するとともに、 

      自らの生活習慣を自ら調整しようとする態度を有していると回答することが 

      できる。 

 

②「睡眠が生活や学習等に与える影響に関する講演会の開催や啓発資料の作成」について 

【評価体制】研究部、養護教諭、特別別科担当教員が行い、研究推進委員会にて報告・検討 

      する。 

【評価方法】講演会や特別授業、啓発資料について、その都度実施する生徒を対象としたア 

      ンケートから評価する。また、また、目標の再設定時にその理由や根拠等に関 

      する回答（１か月に１回程度）から評価する。 

【評価指標】１学期終了までに６割、２学期終了までに７割、年度終了時に８割の生徒が、 

      講演会や特別授業、啓発資料等から得た知識等を根拠として、自らの就寝・起 

      床時間を設定することができる。 

 

③「生徒の生活環境に大きな変化を与える要因と実際の睡眠時間の変化の傾向の分析とそれ 

 らに基づいた指導の在り方の検討」について 

【評価体制】研究部が行い、研究推進委員会にて報告・検討する。 

【評価方法】作成した年間を見通した睡眠に関する指導計画（時期及び内容等）に対して、 

      本学教員や近隣公立学校、教育委員会等（以下、「本学教員等」とする）からヒ 

      アリング等を実施する。 

【成果指標】年度終了までに８割の本学教員等から、指導計画がおおむね満足できるもので 

      あるという回答を得ることができる。 

 

 



2018年度 北海道教育大学附属函館中学校
文部科学省「早寝早起き朝ごはん推進校事業」

に関する取組について
本校は文部科学省より「早寝早起き朝ごはん推進校」の指定を受け、とくに中学生が自ら十分な睡眠時間
を確保することができるための取組の在り方について研究を行います。

��� ICT機器を活用した就寝・起床時間に関するPDCAサイクルの確立と
啓発資料・指導計画の作成

�� 北海道教育大学附属函館中学校 第２学年生徒（１０４名）
�� ２０１８年７月～２０１９年３月

�	 ①ICT機器を活用した就寝・起床時間に関するPDCAサイクルの確立

・毎日の就寝時間（ベッドや布団に入った時刻）と起床時間（ベット
や布団から出た時刻）を、用紙に記録します。

・毎週月曜日の朝の会前に、前の週の月曜日から日曜日までの就寝時
間と起床時間をgoogleフォームで入力します。

・前の週の就寝時間と起床時間を振り返り、新たに始まる週の就寝時
間と起床時間の目標を設定します。

皆さんに取り組んでほしいこと

②睡眠に関する専門家による講演会や授業の実施、啓発資料の作成

・講演会は、第３回ツキイチプロジェクトとして、11月19日（月）に
江戸川大学 睡眠研究所長の福田一彦先生をお招きして開催します。

・講演会や授業、啓発資料を受けての感想や意見を教えてください。

皆さんに取り組んでほしいこと

③ ①の結果を分析して睡眠に関する指導が大切な時期の傾向把握
・①で皆さんが回答したデータを活用して、どのような時期に皆さん
の睡眠時間が変化するのかを分析し、ほかの学校で睡眠に関する指導
を大切にするべき時期を把握します。

皆さんが入力した就寝や起床の時間に関しては、原則として本研究に関する資料として
のみ活用します。基本的に「誰が何時に寝て、起きているか」については本研究の研究推
進委員会委員のみが把握するものとし、委員以外には公表しません。
しかし、以下の場合を除きます。なお、以下のいずれについても学校長及び副校長の承

諾を得て行うものとします。

・法令で定める場合 ・個人を特定できない形式に加工した場合
・明らかに生活上の指導に必要な情報である場合

この研究について、次のことを生徒の皆さんに約束します

文部科学省「早寝早起き朝ごはん推進校事業」研究推進委員会
委員：金光秀雄（北海道教育大学教授）・金子信也（北海道教育大学准教授）・白川卓（本校副校長）

郡司直孝（本校研究主任）・松下賢（本校情報化推進主任）・白石直美（本校養護教諭）
問い合わせ先：gunji.naotaka@h.hokkyodai.ac.jp（郡司）

gunji
タイプライターテキスト

gunji
タイプライターテキスト

gunji
タイプライターテキスト
7

gunji
タイプライターテキスト
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事業の具体的な実施内容① 

 
 
 
 
 
【具体的な取組】 

 推進校では、平成 30年９月から、保護者がコンピュータ端末を購入し、大学がアクセスポイントの設
置等による Wi-fi 環境の整備等に取り組むことで、生徒が一人一台、自身のコンピュータ端末を常時所

有する環境（BYOD：Bring	Your	Own	Devise）の下で教育活動を展開している。推進校では、Google 社の

Chrome	OS を搭載したノートパソコンである Chromebook を選択・導入している。また、教育関係者が無

料で利用できる統合型オフィスアプリである G	suite	for	education を活用している。この中の「Google

フォーム」は、容易にアンケートフォームを作成することができるアプリであり、「ICT 機器を活用した

毎日の就寝・起床時刻の記録」はこの機能を活用して実施した（図１）。また、「Google フォーム」での

回答結果は、自動的に表計算ソフト「Google スプレッドシート」に反映されることとなっており、容易

にデータの加工や分析が可能なものとなっている（図２）。さらに、これらの情報はすべて「Google ドラ

イブ」としてクラウド上に蓄積されるため、アクセス権を有する教員が場所や時間を問わずに閲覧・編

集・分析等を実施することができる。	

	 本事業における実施内容①では、「Google フォーム」を活用して具体的に以下のようなアンケートフォ

ームを作成し、生徒に毎日の就寝・起床時刻を入力させることとした。また、記録と同様に、目標の設定

や就寝・起床時刻に関わる目標の設定についても、「Google フォーム」を活用して実施した（図３）。	

	 また、入力については、研究推進委員会での協議に基づいて、３週間（長期休業はその期間）経過後に

入力を行うこととした。さらに、自らの睡眠を振り返るための具体的な手立てとして、「睡眠に影響を与

えた出来事」も入力させることとした。 
 
図１ 推進校で取り組んだ調査のフォーム例  図２ 自動的に反映された表計算ソフトのシート（例） 

 
 
 
 
 

 図３ 就寝・起床時刻に関わる目標の設定  

 

 

 

 

※図２・３ともに黒塗りは生徒氏名 

ICT 機器を活用した就寝・起床時刻に関する PDCA サイクルの確立 

・ICT 機器を活用したクラウド上での就寝・起床時刻に関する目標の設定と毎日の就寝・起床時

刻の記録 

・自分の就寝・起床時刻に関する評価と改善（目標の再設定） 
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【実施方法】 

	 就寝・起床時刻を入力する「Google フォーム」の作成・管理と入力に関する生徒への周知は、推進校

情報化担当部（前・情報管理委員会）が担当して実施した。生徒は、先述の通り、３週間（長期休業はそ

の期間）経過後に入力を行った。入力データの分析については、推進校研究部が担当して実施した。	

 

【成果と課題】 

＜成果＞ 

・生徒が自らの睡眠に関する時刻を入力することによって、およそ 56％の生徒が、自らの睡眠の状態を	

客観的に振り返る機会とすることができた（図４）。また、およそ 60％の生徒が、自分の睡眠を見直す	

きっかけとすることができた（図５）。	

	

図４ 自分の睡眠を振り返るきっかけとなったか。  図５ 自分の睡眠を見直すきっかけとなったか。	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

・「Google フォーム」および「Google スプレッドシート」を活用することによって、質問紙による調査よ	

りもデータの収集・管理・加工に要する時間を大幅に短縮することができた。この簡便さによって、デ	

ータを収集する頻度を、「毎日」とすることができた。	

	

＜課題＞ 

・７月２１日（土）から１月１４日（月・祝）までのデータ収集の期間の全てにおいて、就寝・起床時刻	

を入力した生徒は、２１名（20.2％）であった。そのため、継続的に入力するための指導や手立てが必	

要である。なお、時期による入力生徒数は、以下のような変化が見られた。	

時期	 7/21〜

8/19	

8/20〜

9/9	

9/10〜

9/24	

9/25〜

10/8	

10/9〜

10/28	

10/29 〜

11/18	

11/19 〜

12/9	

12/10 〜

12/21	

12/22 〜

1/14	

入力数	 99	 74	 85	 55	 64	 64	 56	 74	 74	

	

・生徒が自らの就寝・起床時刻を入力する機会を３週間ごととして設定したため、自らの就寝・起床時	

刻に対する評価を行う時間を十分に設定することができなかった。そのため、目標となる時刻をそれ	

ぞれ設定しているものの、その根拠や理由を検討させたり、明らかにさせたりする場を設けてはいな	

いため、PDCA サイクルのうちの「C（評価）」と「A（改善）」を十分に機能させることはできていなか	

とても
なった。

14%

少しなっ
た。
42%

あまりな
らなかっ

た。
33%

全くなら
なかっ
た。
11%

よくあっ
た。
18%

少しあっ
た。
42%

あまりな
かった。

28%

全くな
かった。

12%
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った。	

・成果指標として設定したうち、「１学期終了までに６割、２学期終了までに７割、年度終了時に８割	

の生徒が、自らの就寝・起床時刻に関する目標設定と記録を自律的に取り組むことができる。」につ	

いては、本事業を夏季休業期間から実施したため、１学期については検討することができていない。	

また、２学期終了時点で７割の記録は達成できているものの、その期間の一部（例えば、9/25〜10/8	

や 11/19〜12/9）では、６割に達していない時期もあるため、今後、「どうすれば生徒が自らの就寝・

起床時刻を入力し続けることができるのか」を検討し、その改善のための具体的な手立てを立案する

ことが求められる。また、本実践は本事業の成果等の整理・分析の関係上、1/14でデータ収集を終え

ているため、検討することができていない。	

一方、「年度終了時に８割の生徒が、自らの睡眠に対して自覚的に行動するとともに、自らの生活習

慣を自ら調整しようとする態度を有していると回答することができる。」については、実際に「自分

の睡眠を変えた」と回答した生徒は、約 48％に止まり、実際に自らの睡眠に関する習慣を調整する態

度を育成することはできなかった（図６）。	

	

図６ 自分の睡眠を変えたか。	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

【今後に向けて】 

・前頁に示したように、今年度は生徒の睡眠に関する客観的なデータ収集を目的としたため、収集した	

データを教育相談等の場面で利用することはなかった。しかし、就寝・起床時刻に課題を有する生徒	

が明らかとなったため、次年度は収集したデータを教育相談等で活用し、よりよい生活習慣の形成の	

ために生徒へフィードバックする取組を展開していく。また、このことによって、生徒自身が「入力	

することによって、自分自身に適切なアドバイスを受けることができる」など、入力・記録すること	

の利点を実感することを通して、自律的な入力の割合を高めることができるのではないかと考えてい	

る。	

よくあっ
た。
13%

少しあっ
た。
35%

あまりな
かった。

35%

全くな
かった。

17%
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事業の具体的な実施内容② 

 
 
 
【具体的な取組】 

	 推進校では、平成 29 年度から総合的な学習の時間において、「探究的な学びを創るためのリレー講演

会：ツキイチプロジェクト」を実施している。これは、北海道教育大学教員等を招聘した各専門分野に関

する講演会を継続的に開催することで、探究的な学びに欠かすことできない事象に対する興味・関心や

知的好奇心を高め広げるとともに、探究の専門家としての大学教員の真理を追究する姿勢からロールモ

デルとして学ぶ機会として開催しているものである。	

	 推進校では、睡眠科学等の専門家による睡眠が生活や学習等に与える影響に関する講演会を、この「ツ

キイチプロジェクト」の一環として開催した。本講演会では、江戸川大学社会学部人間心理学科		

福田一彦教授を講師としてお招きし、全校生徒を対象に 90 分間ご講演いただいた（本講演会の資料：１

３〜２５ページ）。	

また、「ツキイチプロジェクト」は、保護者や地域の方々等の参加を積極的に受け入れており、本講演

会においても近隣校の養護教諭等およそ 10 名程度が参加した。本講演会終了後の生徒の感想（一部）を

以下に示す。	

	

・日本人は外国人に比べて、睡眠時間が短いことがわかった。私も、テスト前とかになると夜更かしをして、授 

業に集中できないことがあるので、まずは 1 週間、早寝早起きを心がけてみたいと思います。 

・寝る時間よりも勉強時間を優先していたから、勉強を集中して終わらせようと思った。 

・自分の普段の生活を見直していかなければならないなと感じた。 仮眠が睡眠に与えている影響は大きく、ま 

た自分で寝ているという自覚を持つことが大切なんだと思った。 

・今後の睡眠時間について、家に帰っても昼寝をせず、勉強に専念するために昼に勉強をして夜はしっかり寝 

て学校の授業の内容をしっかり分かるようにする。寝る時間は遅いと思うので睡眠時間を確保できるように、

生活習慣を見直す。 

・私の母はよく休みの日に眠りの負担を解消しているので、今回知った事そしてそれは良くない、と言うことを 

母に伝えたいと思いました。また睡眠がとても必要不可欠な事がわかりましたので、今後は睡眠に気をつけ 

ながら先生の言っていたように１週間くらい早くねることを実施してみたいと思いました。そしてネットに書いて 

いることが絶対ではないこと、間違いもあるので気をつけなけれないけない。今回は知らないことをたくさん知 

ることができとても有意義な時間になったと思います。 
	

	 また、推進校では毎年８月から９月の１か月間、本学学生の教育実習を受け入れている。特に本学函

館校は、「大学入学資格を有し、看護師免許を有する人を対象にした養護教諭の養成機関」である「養

護教諭特別別科」を有している。この特別別科学生も教育実習を受けている。	

	 本事業では、本特別別科の教育実習生による睡眠に関する特別授業を開発・実施した（特別授業学習

指導案等：２６〜３５ページ）。また、睡眠に関する啓発資料についても、本別科学生が作成を行った

睡眠科学等の専門家による睡眠が生活や学習等に与える影響に関する講演会や、専門家

の指導による啓発資料の作成 
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（啓発資料：３６〜４１〜ページ）。なお、この授業開発・実践や啓発資料の作成にあたっては、推進

校養護教諭および特別別科担当の大学教員による指導・助言を行った。	

【実施方法】 

	 睡眠が生活や学習等に与える影響に関する講演会に講師としてお招きする睡眠科学等の専門家につい

ては、推進校研究部及び推進校養護教諭が選定を行い、研究部が依頼等を行った。また、本特別別科の

教育実習生による睡眠に関する特別授業については、推進校養護教諭及び特別別科担当の大学教員が指

導・助言を行い、本学教育実習生（特別別科学生）が授業を実施した。	

【成果と課題】 

＜成果＞ 

・睡眠科学等の専門家による睡眠が生活や学習等に与える影響に関する講演会は、生徒にとって睡眠に	

関する正しい知識を得る上で大変効果的であった。これは、生徒を対象にしたアンケート調査での「睡	

眠に関する知識を得られた取組」として、「ツキイチプロジェクト（福田一彦先生）での睡眠に関する	

講演会」を選択した生徒が 84.3％であったことからも明らかである。	

＜課題＞ 

・一方、生徒を対象にしたアンケート調査での「睡眠に関する知識を得られた取組」として、「ツキイチ	

教育実習生による睡眠に関する特別授業」を選択した生徒は、28.9％と低い回答率であった。	

・睡眠に関する取組は、生徒本人だけではなく、家庭生活の状況が与える影響も大きいと考えられる。そ	

のように考えた時、外部有識者による講演会や特別授業等について、より多くの保護者が参加できる	

ような方策を講じていくことが必要であると考える。具体的には、PTA活動の一環としての位置付けを	

図ることによって展開していくことを検討したい。	

＜今後に向けて＞ 

・外部有識者をお招きして実施する講演会を継続的に実施することは難しいため、睡眠に関する授業が

通常の授業において意図的・計画的に展開されていくことが望ましい。そういった意味では、睡眠に関

する授業を継続的に学校教育において展開していくのかを検討する必要がある。	
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事業の具体的な実施内容③ 

 
 
 
【具体的な取組】 

・実施内容①で述べたとおり、「Google フォーム」を活用して生徒に入力させた毎日の就寝・起床時刻に	

関するデータを蓄積し、学校行事やテストなど、生徒の睡眠に関する時刻に変化を与える事象との関	

連を分析した。なお、実施内容③で分析の対象とした生徒は、７月２１日（土）から１月１４日（月・	

祝）までのデータ収集の期間の全てにおいて、就寝・起床時刻を入力した２１名（20.2％）である。	

・本事業において明らかとなったのは以下の８点である。	

就寝時刻に関して 

1) 平均就寝時刻は、全日が２３時１４分、平日夜が２３時１３分、休日前夜が２３時１４分、休日 

最終夜が２３時１５分であり、平日や休日による大きな変化が見られなかった。 

2) 月別の平均就寝時刻は、８月が２３時１０分、９月が２３時０５分、１０月が２３時１８分、１

１月が２３時２２分、１２月が２３時１９分、１月が２３時１５分であった。１月が冬季休業期

間であることを考慮した時、休業期間外では徐々に就寝時刻が遅くなる傾向が見られた。 

3) 定期テスト前の平均就寝時刻は、前期期末テスト（8/23.24）２週間前が２３時０４分、前期期

末テスト１週間前が２３時２７分であり、後期中間テスト（11/12）２週間前が２３時１８分、

後期中間テスト１週間前が２３時２９分であった。定期テスト１週間前から就寝時刻が遅くなる

傾向が見られた。 

4) 調査期間のうち、平均就寝時刻が最も遅かったのは、大晦日（12/31）夜の２５時０７分であっ

た。 

5) 調査期間中の実施された学校行事（学校祭）に関する平均就寝時刻は、前日（9/15）が２２時５

３分、１日目（9/16）が２２時４３分、２日目（9/17）が２２時５２分であった。この期間につ

いては、９月の平均就寝時刻よりも早い時間に就寝する傾向が見られた。 

6) 調査期間中に発生した北海道胆振東部地震（9/6）の夜は、北海道全域での停電が続いていた。

この夜の平均就寝時刻は２２時２６分であり、９月の平均就寝時刻よりも３０分以上早い時刻と

なった。 

 

起床時刻に関して 

7) 平均起床時刻は、全日が７時１１分、平日朝が６時３７分、休日朝が７時４４分であり、休日が

平日に比べておよそ５３分遅い起床となっていた。 

 

睡眠時間に関して 

8) 平均就寝時刻と平均起床時刻から計算した平均睡眠時間は、全日が７時間５７分、平日が７時間

２３分、休日が８時間３０分であった。 

	

生徒の生活環境に大きな変化を与える要因と実際の睡眠時間の変化の傾向の分析とそれ

らに基づいた指導計画の検討 
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・以上の結果から、睡眠に関する指導の要点は以下の５点であると考える。	

通年を通して 

1) 望ましい睡眠時間として示されている時間数は、６〜１３歳で９〜１１時間、１４〜１７歳で８

〜１０時間である（2015 米国国立睡眠財団）。本事業では、中学校２年生を対象としており、８

時間の睡眠時間を確保するためには、６時３０分に起床することを想定した場合、２２時３０分

の就寝が必要となる。この点については、生徒が自らの生活習慣を省みる取組を通して、具体的

に必要な時間数等を指導することが必要である。また、年に１回ではなく、できるかぎり定期的

にその取組を複数回実施することが必要である。 

2) 平均就寝時刻に大きな差は見られなかったものの、平均起床時刻について平日と休日の差が１時

間程度見られることは大きな課題である。睡眠に関す時刻や時間は、平日や休日による変化をで

きるだけ小さくことの必要性を示す指導が必要である。 

 

学校行事および定期テストの時期に 

3) 学校行事（学校祭）では、心身の負担が大きくなる時期でもあり、積極的に早めに就寝しようと

する傾向が見られた。学級等における指導や声がけでもそれらを推奨することが必要である。ま

た一方で指導者は、就寝時刻が明らかに早まる時期であることを鑑み、あまりにも負荷が大きく

なりすぎないように配慮することが求められる。 

4) 定期テスト前はおよそ１週間前から就寝時刻が遅くなる傾向が見られる。そのため、テスト前の

学習計画等を立案させる場合には、就寝時刻を記入させる欄を設けるとともに、極端に短い就寝

時刻では学習にも影響を与えることを科学的な根拠を活用しながら指導に当たることが必要で

ある。 

 

その他 

5) 長期休業期間中の睡眠に関する時刻や時間については、各家庭への啓発資料を作成・配布するな

どした取組が必要である。 

	

【実施方法】 

	 実施内容①に基づいて収集した生徒の睡眠に関するデータについて、研究部が分析を行った。また、

分析に基づいた睡眠に関する指導の要点については、研究部が検討を行った。	

	

【成果と課題】 

＜成果＞ 

・平均睡眠時間の不足や平日と休日による起床時刻の大きな差、定期テスト１週間前からの睡眠時間の	

減少など、本校生徒の睡眠に関する課題を明らかにすることができた。また、そのような本校生徒の実	

態に応じた指導を検討することができた。	

	

＜課題＞ 

・検討の対象となった生徒数が 21 名であったため、学年生徒全体の実態を踏まえた分析や指導の要点考	
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察とはなっていない。また、当該生徒の平均値での考察となっているため、一人一人の状況に応じた指	

導の要点とはなっていない。	

	

＜今後に向けて＞ 

・実施内容①で述べたような手立てを講じることを通して、より多くの生徒のデータの収集を目指すと	

ともに、一人一人の睡眠に関する状況に応じて教育相談等を活用して睡眠に関する指導の展開できる	

ような体制の構築を目指していく必要がある。	
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