
追加調査のご案内
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エコチルどすえかわら版  はエコチル調査京都ユニットセンターと京都・長浜・木津川の参加者の皆さまを繋ぐ会報誌です

住所や電話番号などが変更になった場合、お手持ちの
「登録内容変更届」にご記入いただき、質問票などと
一緒にご返送ください。または、京都ユニットセンター

（木津川地区の方は同志社大学サブユニットセンター
TEL︓0774-65-6066 ）までご連絡ください。

変更はありませんか？

　小学 2 年生を対象とした学童期検査が始まり、

早 3年が経過しようとしています。これまでに検

査にお越しくださったみなさま、ありがとうござ

います。京都地区、長浜地区の学童期検査では、

当日お子さんが検査を受けられている間に、お母

様にアンケートのご記入をお願いしています。女

性の就労と子育てに関するアンケートなのです

が、これが私の主宰する「追加調査」です。「追加

調査」とは、エコチル調査本体との直接の関係は

なく、京都ユニットセンター独自で追加的に行っ

ている調査です。

　さて、「M 字カーブ」という言葉をご存知でしょ

うか。女性の年齢階級別労働力率を示したグラフ

が、M の形を描いていることを象徴的に表した

言葉です。少し前までは、日本女性の多くは20 代

後半から30代でいったん仕事をやめ、再び30 代

後半から 40 代にかけて再就職していたというこ

とが、このグラフから分かります。

　カーブの時期から考えて、結婚や出産が

女性の労働力率の低下に影響していたのでは

ないかと推察されます。しかしながら、このカーブ

の変化は近年著しく、特にエコチルキッズが生まれ

てからのこの 10 年ほどの間に、働く女性がかなり

のスピードで増加していることが分かっています。

就労の有無にかかわらず、この時期に子育てに奮闘

してきたエコチルママのみなさまお一人おひとりの

声を、本研究では形にしていきたいと考えています。

　現在、京都ユニットセンターでは 4つの追加調査

を実施しています。京都地区と長浜地区の検査会場

で実施しているのは、上でご説明した女性の就労と

子育てに関する認識についてと、骨密度の測定です。

木津川地区の検査会場では、学童期の睡眠調査と

学童期の聴覚︓選択的聴取の発達を実施しています。

　どの調査も多くのみなさまのご参加をいただき、

順調に進めることができています。研究成果をお届

けできるのはもう少し先になりますが、調査の実施

概要についてはホームページにも掲載していますの

　　　で、よろしければご覧ください。引き続き、

　　　　学童期検査と追加調査へのご協力をどうぞ

　　　　よろしくお願い申し上げます。

mail: info@ecochil-kyoto.jp
Tel︓075-366-7400

https://ecochil-kyoto.jp/
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身体測定の記録について

京都大学大学院 医学研究科 エコチル調査京都ユニットセンター 特定助教　社会学
平林 今日子（ひらばやし　きょうこ）

https://ecochil-kyoto.jp/about2/（備考）１︓総務省「労働力調査（基本集計）」より作成。
　　　　２︓労働力率は「労働力人口（就業者＋完全失業者）」/「15 歳以上人口」×100

女性の年齢階級別労働力率の推移

追　加　調　査

京都ユニットセンターオリジナル企画として、
対象の質問票を全てご提出くださった方に感謝
　をこめてプレゼントをお贈りしてきました。
　８歳のキャンペーンからは、さらにお手軽に
　 チャレンジ しやすく、たった１冊でも
　　プレゼントの対象になりました︕

メルマガに

登録しませんか？
質問票返送キャンペーン

詳しくはHPをご覧ください

ecochil-kyoto@wadm.jp

小学4年生対象 乳歯調査

現在小学 4 年生児童の保護者のみなさまへ 
たくさんの方より乳歯をご提供いただいており
ます。ご協力ありがとうございました。未返送
の方は、お子様の乳歯が抜けましたら、お届け
済の乳歯回収キットにてご返送ください。
小学3年生児童の保護者のみなさまへ 
乳歯調査参加へご同意済のみなさま
には2022年夏ごろに乳歯回収キット
をお届け予定です。乳歯のご返送を、
どうぞよろしくお願いいたします。

 毎月２回程度、京都ユニットセンターよりお送り
するメルマガ会員になりませんか。医師や専門家
によるコラム「子育て情報」と、エコチルスタッフ
によるコラム「ほっとひと息」をお届けしています。
新規ご登録の方、アドレス変更のため再登録をご
希望の方は空メールを送信してください。氏名のご
登録は不要です。次回の配信よりお届けします。

お子さまの乳歯ご提供に
　 ご同意いただいた
  保護者のみなさまへ

乳歯調査参加にご同意いただき、
ありがとうございます。 

出典︓男女共同参画局 HP　男女共同参画白書令和 3 年度版より
https://www.gender.go.jp/about_danjo/whitepaper/r03/zentai/html/zuhyo/zuhyo01-02-04.html

9歳

8歳

10歳

ポンキーペンシル 8色セット
　    対象：8歳質問票 1冊

消せる色えんぴつ５色セット
　   対象：９歳質問票 1冊 

シャーペン＆エコノート
 対象：10歳質問票 1冊

→バツとご記入ください。
月

※　　 のご記入が無い場合は
確認のお電話を差し上げます。

　　学校からの身体記録に
測定月の記載がありません！

学校からの身体測定記録の返却を待っている
ので、質問票をすぐに返送できません！

たいへんお手数ですが学校からの身体測定記録が
お手元に届きましたら、学校へご返却される前に
メモ・写真などで測定値の保管をお願いいたします。

身体測定の記録は測定日を含め重要な情報です。

→次の学年質問票に前学年分をご記入いただけ
　るよう、身体測定の記載欄を設けています。
　欄に     の上、まずは質問票をご返送ください。

●年生

回答できない場合、以下の回答できない理由を選択ください。

身体測定を
受けていない
身体測定記録が
手元にない

1 学期（前期）

20 年

月

身体測定の
測定日

身長

体重
cm.

kg.

全国共通のエコチル調査コールセンターでは、
調査についてのお問い合わせや、　育児相談を
承っています。看護師、保健師、栄養士など
実務経験豊かなスタッフが親身になって
対応いたします。

エコチル調査コールセンター全国
 フリーダイヤル・年中無休　9︓00 ～22︓00 

0120－53－5252
新型コロナウイルス感染症拡大の影響により中止・変更の
場合があります。ホームページにて事前にご確認ください。

Q1

Q2

次回質問票に備えて‥‥︕

お知らせ

学年質問票

（平日 9:00～17:00）   
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発達健康相談webアンケートより

保護者の方の年齢は？

１︓エコチル発達健康相談をご存知でしたか︖ ２︓利用したいと思いますか︖

　４︓発達健康相談は個別相談です。もし、あなたがご利用を希望

される場合、子どものどのような内容についてご相談されたいですか︖

６︓上記設問でご希望のテーマは︖

7︓ご意見やご要望があればお知らせください。

３︓あなたが利用しやすい方法を選んでください。
ご意見
ご感想

京都ユニットセンターでは、2014年度より小児科医が無料で
個別に相談にのる発達健康相談を行っています。みなさまによ

り良くご活用いただくために、2021年7~８月にwebアンケー

ト調査を実施したところ、37名の方がご回答くださいました。
貴重なご意見をお寄せいただき、ありがとうございました。

遅くなりましたが、ここにアンケート結果をご報告し、いただ

いたご意見に回答させていただきます。

・不登校
・親子で発達障害がある
・発達障害について（３名）

25名 (67.6％)

1７名 (45.9％)

1名 (2.7％)

７名 (18.9％)

５ 10 15 20 25 30

1７名 (45.9％)

13名 (35.1％)

11名 (29.7％)

32名 (86.5％)

５ 10 15 20 25 30 35

・健康に関すること

・発達に関すること

・生活に関すること

・学習に関すること

・今のままで良い
　（対面・web）

子どもがイライラしたり、感情がコントロールで
きず、荒れている。親ではないのですが、子ども
自身が相談という堅苦しいものではなく、気軽に
ちょっとしたお話ができたら…と思っているので、
そういった機会も検討していただきたいです。
　　　　　　　　（長浜地区・小４男子の保護者）

相談したいことがありますが、登録して
いる子ではなく、登録児の兄弟について
も相談できるのでしょうか？
　　　　（京都地区・小３女子の保護者）

いつでも相談できると思うと安心する。
時々「利用してください」って書いて
くれると、思い出して、そうだ！相談
しようと思う。
　　　（京都地区・小２女子の保護者）

困った時は助けていただきたいんだろうなぁ
と思いますが、子どもが元気で困ってない時
は必要としないです…勝手です (*_*)
　　　　　  （長浜地区・小１女子の保護者）

ご登録地区は？

知らなかった。

2名 (5.4)%

 22名
(59.5)%

13名 (35.1)%

知っていたし、利用したことがある。

知っていたが、
利用したことはない。

よりユニット
セン

ター

よりユニット
セン

ター

(複数回答可)

(複数回答可) (複数回答可)

(複数回答可)

(自由回答)

エコチルキッズの性別は？エコチルキッズの学年は？

32名 (86.5)%

3名 (8.1)%

機会があれば
利用したい

どちらでもない

2名 (5.4)%
利用したいと思わない

16名
(43.2)%

10名
 (27)%

11名
(29.7)%

機会があれば
参加してみたい

わからない

参加は
希望しない京都

長浜

木津川
女性男性

京都大学大学院医学研究科 エコチル調査京都ユニットセンター 特定准教授 / 小児科医
丹羽 房子（にわ ふさこ）

６名６名

３年生

４年生１年生

２年生12名
不明 1名

7名

19名
10名 13名

19名18 名
30代 40代

50代
1名

21名15名

　京都ユニットセンターでは、ご相談いただく際のみなさまとの対話を大切にしたい、と考えています。
新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、2020 年 9 月から従来の対面での相談に加え、オンライン

（Zoom アプリ使用）相談も開始しました。画面越しではありますが、お顔を見ながらお話をお伺いできること
を楽しみにしています。けれど、オンライン方式は少し苦手、接続に不安がある…という方もおられるかも
しれませんね。そこで、今回のアンケート結果を踏まえ、まずは電話相談を開始いたしました。様々な利用
方法の中から、みなさまがよりご相談しやすい方法をスタッフが調整させていただきますので、ご相談をご
検討の方は、どうぞお気軽にお問合せください。

５︓個別相談とは別に、小児科医を交え様々なテーマをもとに

複数名で意見交換を行う交流の場があれば参加したいですか︖

・睡眠について。睡眠時間や、寝ている
　間の呼吸など
・発達障害の子どもへの親の接し方
・グレーゾーンの子どもへの関わり方

 ユニットセンターの発達健康相談は、保護者の方
だけではなく、キッズご自身もご参加いただけます。

「少しお話だけ」「家族以外の大人と話す経験に‥‥」
などといった理由でも大歓迎です。ぜひお気軽に
お申込みください。また、エコチル調査コアセンター

（全国）では、昨年より子どものためのコールセンター
を開設しています。ぜひご活用ください。

原則、エコチルキッズに関するご相談を基本として
います。ご希望に沿うことができず、申し訳ありま
せん。ご兄弟同士の関係など、お伺いできることも
ありますので、よろしければご連絡ください。

　エコチルキッズが全員小学生となり、
病院へ連れていくことがめっきり減っ
た方も多いかもしれません。そのこと
により、ちょっとした心配事を相談す
る先が無く、悩まれている方もいらっ
しゃるのではないでしょうか。
　4の回答からは、健康面、発達、生活面、
学習面など様々な内容の相談を希望
されていることがわかりました。

　集団での意見交換の場については
「機会があれば参加したい」とのご意
見を半数弱の方からいただきました。
また、発達障害に関する内容のご希
望を多くいただきました。
　従来より、各地区の対面イベント
などで座談会形式による交流の場を
設けてきましたが、コロナ禍では開
催が難しいため、web 座談会へと移
行中です。みなさまのご参加を
  お待ちしています。

嬉しいメッセージをありがとうございます。ふとし
た時に、みなさまのお力になれるユニットセンター
でありたいと思っています。3地区合わせると、月に
4、5 回相談日がありますので、ぜひご活用ください。

　おっしゃる通りです︕エコチルキッズのみなさんが元気
で過ごしておられるとのお知らせ、　私たちも嬉しく感じ
ています。今後の検査などでみなさんの元気な姿を拝見
できることを楽しみにしています。

アンケート配布日：2021 年 7月上旬
配布方法：郵送（かわら版 20号に同梱）
回答方法：web（匿名）

（名）

（名）

よりユニット
セン

ター

より
ユニット

セン
ター

エコチル調査　子どもコールセンター
フリーダイヤル︓0120-278-328

（平日 9:00 ～ 16:45 土日祝 10:00 ～ 16:45）

(18.9)%

(27)%

(2.7)% (2.7)%

(51.4)% (56.8)%

(16.2)%(16.2)%

(35.1)%
(51.4)% (48.6)%

(32.4)%
(40.5)%

全国

発達・健康相談のご案内要予約 5 ページへ

京都ユニットセンターに登録されたエコチル調査参加者の方を
　対象に小児科医が無料で個別に面談し、相談にのります。
　　調査に参加しているお子さんの発達や健康に関して
　　　心配なこと、気がかりなことなどがありましたら、
　　　　　　　　お気軽にご相談ください。
　　　　　　　　　　　 ※薬や診断書は出ません。

ご利用のご案内と
webアンケートのお願い

エコチル京都発達健康相談

・電話

・LINE

・メール
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　みなさん、いかがお過ごしですか。私は新版K式発達検査といって京都で開発された検査を担当しました。子ども

が興味を持つような道具を使い、その時の子どもの発達の状態をみるものです。初めての場所に連れてこられて、

お父さん、お母さんにしがみついていた子どもさんも、穴のあいた箱に丸い棒をポトンと落として見せると、チラ

ッと穴を見て少し興味を示してくれます。積み木を積んだり、○や△や□の穴の空いた板に同じ形の板をはめても

らったり、二つのコップの一方に子犬の人形を隠して「ワンワンどこだ？」と言ってコップを開けて子犬を見つけて

もらったり、遊んでいるうちに検査は終ります。

　2歳で検査を受けた子どもさんたちが4歳になった2017年からも、同じ発達検査を受けてもらいました。

（私は全国の検査者のサポートに回ったので、現場の検査は同じグループの別の検査者に代わっていただきましたが）

2歳で泣いていた子どもさんも、4歳になるとしっかりしてきて、椅子に座って検査を受けてくれるようになります。

課題も○を書いたり十字を書いたりと年齢によって少しずつ難しくなりますが、幼稚園、保育園に通っているお子

さんが多いせいか、検査に取り組む姿勢がしっかりしてきます。言葉もたくさん出て、おしゃべりができるので、

こちらの質問に答えてくれますし、お話もしてくれるようになります。このように、子どもの発達には目を見張る

ものがあります。

　中には気分が乗らなくて何もしてくれなかったり、何も答えてくれなかったりする子どもさんもいますが、無理に

させようとしないで、散歩をしたり、絵本やおもちゃでしばらく遊んで気分転換をしたり、その場に慣れてから少

しずつ興味を引き出していきます。無理強いは禁物です。検査をするのを他の日にしてもいいと思います。

　子どもさんがたまにパニックになったり、怒ったりすることがありますが、それには必ず原因があります。毎日

の自分の行動が急に変更になったりすると、どうしたらいいか分からなくなるのでパニックになるのです。丁寧に

説明をしてあげる必要があります。一番困っているのは本人なのです。小さい頃は表現のしかたが分からないので

泣いたり怒ったりしますが、学童期になってくるとある程度自分の気持ちをおさえたり、コントロールできるよう

になってきます。本人が一番気持ちを落ち着けられる場所（空間）を作ってあげる必要があります。

　2歳で泣きじゃくっていた子どもさんが、この春に2年生・3年生になると思うと、感慨深いものがあります。

8歳からはパソコンを使った検査をしているそうですね。

           　みなさん元気に学校に通っていますか？コロナ禍の中マスクでの授業、お友達とワイワイ言いながら

　　　　　　食べるのが楽しい給食も、みんな同じ方向を向いて黙って食べている映像を見ると胸がつまされます。

　　　　　　　早くお友達と一緒に遊んだり、おしゃべりしたりしながら給食を食べられるようになるといいですね。

　　　　　　　　2023年からは、10歳になった子どもさんから順に別の種類の発達検査を受けることになっている

　　　　　　　　　そうですね。

　　　　　　　　　　学校に行きながら、習いごとや塾など忙しいと思いますが、嫌がらず参加してくださいね。

大東　美智子（おおひがし　みちこ）
新版K式発達検査グループ　　童心会

エコチル調査では質問票の返送を主とした全体調査に加え、一部
の参加者のみなさまには詳細調査（医学的検査や精神神経発達検
査、訪問調査など）にもご協力をいただいております。京都地区
で2015年4月から2歳児を対象とした精神神経発達検査を担当し
てくださった大東美智子先生からのメッセージをご紹介します。

最後になりましたが、コロナ禍の中、丹羽先生はじめエコチル調査を進めながら

かわら版を毎年発行してくださったスタッフの皆さん、これまでお世話になった

小西郁生先生、小西行郎先生、呉先生、平林先生方に深く感謝申し上げます。

グリーティング・レター

 京都ユニットセンターに登録されているエコチル調査参加者の方を対象に、小児科医が個別に無料で面談して相談に
のります。お子さんの健康や発達に関して心配なこと、気がかりなことがありましたら、お気軽にご相談ください。

発達・健康相談のご案内

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により中止・変更の
場合があります。ホームページにて事前にご確認ください。

・薬や診断書は出ませんので、ご了承ください。
・前日までにお電話にてお申し込みください。
　折り返し詳細をご案内いたします。
・HP のお申し込みフォームもご利用ください。

木津川地区︓0774-65-6066（平日10︓00～16︓00）
京都・長浜地区︓075-366-7402（平日９︓00～16︓00）

会場︓同志社大学赤ちゃん学研究センター
担当︓渡部 基信　開催日時︓主に第４金曜日

■木津川地区 web＆対面

web＆対面
会場︓京都大学
担当︓丹羽 房子　開催日時︓主に水曜日

■京都地区

担当︓丹羽 房子　開催日時︓主に水曜日
■長浜地区

お問合せ

要予約

https://ecochil-kyoto.jp/soudan/

web

ほっと栄養レシピ

　　　京都大学医学部附属病院
疾患栄養治療部

管理栄養士　嶋田 義仁

材料 大人3~４人分
鶏もも肉　1枚（約250g）
キャベツ   1/4玉
塩　　　　ひとつまみ
こしょう　少々
水　　　　100ml

❶鶏もも肉はひと口大に切る。（唐揚げ用に切られている鶏肉でも代用可）
❷ボウルに鶏もも肉を移し、塩、こしょうを揉みこむ。
❸キャベツは食べやすい大きさに、くし切りにする。
❹鶏肉やキャベツが重ならないようにフライパンに敷き詰め、水を加える。
　蓋をして、沸騰したら弱火で10分加熱し火を止める。蓋をしたまま5分待つ。
❺白ねぎをみじん切りにして耐熱容器に入れ、しょうゆ、ごま油、砂糖を加え、
　ラップをして電子レンジ500Wで40秒加熱し、ネギだれを作る。
❻鶏肉に火が通っていることを確認し、盛り付け、上からネギだれをかけて完成。

寒さが続き、春が待ち遠しいですね。寒く乾燥する季節には体調管理には
十分気を付けたいものです。一方で、昨年に生まれた我が子は露知らず。
肌着は嫌がり、布団は蹴とばす･･･等々、手を焼いている毎日です。
それはさておき、今回は旬のキャベツを使った献立をご紹介します。

お
好
み
に
よ
っ
て

ネ
ギ
だ
れ
に
「
お
ろ
し
生
姜
」
や

「
お
ろ
し
ニ
ン
ニ
ク
」
な
ど
を

　

加
え
て
も
美
味
し
い
で
す

-----　　ネギだれ -------

キャベツにはビタミン類が豊富に含まれており、
特にビタミンCが豊富です。ビタミンCには免疫
力を高め、皮膚や細胞などを構成するコラーゲ
ンの質を向上させる働きがあります。そのため、
コラーゲンを多く含む鶏肉との相性もよいです。
また、ビタミンUという成分も含みます。ビタミンUには荒れた
胃の粘膜を整える、胃酸の分泌を抑えるといった、胃腸の健康
を守る働きがあり、胃腸薬の成分としても使われています。

キャベツの栄養成分

　旬は3月～5月で
葉が柔らかいので
サラダなどの生食
に向いています。

通年出回っていますが
旬は1月～3月です。
葉が固めで煮崩れ
しにくいため今回の
レシピのような煮物や
炒め物に適しています。

白ねぎ　　10cm
しょうゆ　大さじ1
ごま油　　大さじ1
砂糖　　　小さじ2
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それゆけ！エコチルキッズ

https://ecochil-kyoto.jp/ecochilkids/

ご投
稿はこちらから！

返信用封筒 エコチル調査へ

オリジナルシャーペン&エコノート

注目！

　ちょう さ　へん  しん よう ふう とう

おうちの人にも質問票の
回答をおねがいしています。

　しつもんひょう

かいとう

あなたのこたえをまもります。
おうちの人にも、みえません。

かきおわったら
　いれよう！

　みらい　　こ

　たいせつ つか

あなたのこたえは

未来の子どもたちのために

大切に使わせてもらうよ！

　ちょうさ　 きょうりょく

こんかい　　　　　　　　ばん

こうつうあんぜん

だい

つか

かんそう

　つか　 かた　　れい　　 だいぼしゅう

じぶんで
こたえる
アンケート

https://ecochil-kyoto.jp/campaign2020/

し も ひょ へ そつ ん ん うう

「10歳質問票（保護者用）」「10歳子どもアンケート」を返送して
くれたみなさんに、ステキなプレゼントをおとどけするよ！
シャーペンデビューにもピッタリ。

ちょっと大人になった気分で使ってね！

さいしつもんひょう　ほごしゃよう　　　　　　さい 　 へんそう

おとな　　　　　　　　き ぶん　　つか

ちゅうもく

エコチルキッズのみなさん、こんにちは。うさPです。

10歳になると、自分で答える「子どもアンケート」への協力を

お願いしているんだ。10歳のお誕生日ごろに質問票といっしょ

にお届けします。4年生の中には、もうこのアンケートに答えて

くれた人がいるかもしれないね。

子どもアンケートでは、普段の生活のようすや感じていること

など、あなた自身にしかわからないことを教えてもらいたいと

　　　　思っているんだ。みなさんのご協力をお願いします！

子どもアンケートへご協力いただくかどうかは自由です。回答しなくても不利益になることはありません。また、アンケートは
保護者の方にご了承いただいた上で、お子さまへお渡しください。詳細は10歳質問票に同封の説明書でご確認をお願いします。

いつもエコチル調査に協力してくれて

ありがとう。今回のかわら版は

うさまろの交通安全ステッカーと

オリジナルエコ★クリアファイルの、

2大ふろくつきだよ。

あなたなら、どんなふうに使う？

ホームページでは、あなたの感想や

かっこいい使い方の例を大募集！

ぜひ、おしえてね！

こうぶつ          にほんしゅ しゅみ しぜんかんさつ うたよ

きょうと

とおさ
ないわ！

京都ユニットセンター
オリジナルキャラクター

好物：カレー、日本酒　　趣味：自然観察、歌詠み　

　　 さい　　　　　　　　　  じ ぶん　　こた             　                                       きょうりょく

　　ねが　　　　　　　　　　　　　　　　　　 さい        たんじょうび　　　　　 しつもんひょう

　　    とど　　　　　　　　　　　ねんせい　　 なか　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 こた

　　　　　　ひと

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ふだん　　せい かつ                     かん

　　　　　　　　　　　　 じ しん                                            おし

                おも　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　きょうりょく　　　ねが　

　せん ぞ　　  へいあん じ　だい

しょう　 だいじん

保護者の
皆さまへ

ゆびぬき
が２
つ！

　　　きみどりいろのふうとうに
いれただけで、ポストにいれないでね！子ども用

京
都
大
学
大
学
院
医
学
研
究
科

エ
コ
チ
ル
調
査
京
都
ユ
ニ
ッ
ト
セ
ン
タ
ー　

行

京
都
市
左
京
区
吉
田
近
衛
町

６０６ ８ ７９０

差出有効期間
令和５年

6月30日まで
（切手不要）

料金受取人払郵便

左京局
承　認

3035

子どもアンケート回収封筒

お子さんの名前（保護者の方がご記入ください）

【お子さんへ】
答え終わったアンケートは、この封筒
に入れて、封筒のテープをはがして
しっかり閉じてからおうちの人に渡し
てください。

【保護者の方へ】
この封筒を保護者の方が記入された
質問票と一緒に返信用封筒に入れて
ポストに投函してください。

保護者の
皆さまへ

エコチル調査京都ユニットセンターのホームページ内、それゆけエコチル
キッズは、調査にご参加されているみなさまやエコチルスタッフの投稿コー
ナーです。日々の写真やイラスト、コメントのご投稿をお待ちしてます︕

子どもアンケート
　　 10歳

＋
ふうとう

きみどりいろの封筒
（プライバシー封筒） エコチルまで、とどかないよ̃

どもアンケート
　　 10歳

10歳・子どもアンケートさい

ばん

かわら版21号 とくべつ付録
ごう

ふ　ろく

よう

おとな用
よう

２つを

茶色の封筒にいれて
ポストイン！

ちゃいろ　 ふうとう

1

2

めいろにチャレンジ

エコ★クリアファイ
ル

交通安全ステッ
カーこう あんぜんつう

うさま
ろの

　　 みんなの

　 交通安全が
　うさまろの
 ねがいなのじゃ̃

うさみの先祖。平安時代からやってきた

エコチル省の大臣。

スタート

こうつうあんぜん

　うさみの家から

ワシのおやしきまで

たどりつけるかなぁ̃

いえ

オリジナ
ル

ゴール



追加調査のご案内
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エコチルどすえかわら版  はエコチル調査京都ユニットセンターと京都・長浜・木津川の参加者の皆さまを繋ぐ会報誌です

住所や電話番号などが変更になった場合、お手持ちの
「登録内容変更届」にご記入いただき、質問票などと
一緒にご返送ください。または、京都ユニットセンター

（木津川地区の方は同志社大学サブユニットセンター
TEL︓0774-65-6066 ）までご連絡ください。

変更はありませんか？

　小学 2 年生を対象とした学童期検査が始まり、

早 3年が経過しようとしています。これまでに検

査にお越しくださったみなさま、ありがとうござ

います。京都地区、長浜地区の学童期検査では、

当日お子さんが検査を受けられている間に、お母

様にアンケートのご記入をお願いしています。女

性の就労と子育てに関するアンケートなのです

が、これが私の主宰する「追加調査」です。「追加

調査」とは、エコチル調査本体との直接の関係は

なく、京都ユニットセンター独自で追加的に行っ

ている調査です。

　さて、「M 字カーブ」という言葉をご存知でしょ

うか。女性の年齢階級別労働力率を示したグラフ

が、M の形を描いていることを象徴的に表した

言葉です。少し前までは、日本女性の多くは20 代

後半から30代でいったん仕事をやめ、再び30 代

後半から 40 代にかけて再就職していたというこ

とが、このグラフから分かります。

　カーブの時期から考えて、結婚や出産が

女性の労働力率の低下に影響していたのでは

ないかと推察されます。しかしながら、このカーブ

の変化は近年著しく、特にエコチルキッズが生まれ

てからのこの 10 年ほどの間に、働く女性がかなり

のスピードで増加していることが分かっています。

就労の有無にかかわらず、この時期に子育てに奮闘

してきたエコチルママのみなさまお一人おひとりの

声を、本研究では形にしていきたいと考えています。

　現在、京都ユニットセンターでは 4つの追加調査

を実施しています。京都地区と長浜地区の検査会場

で実施しているのは、上でご説明した女性の就労と

子育てに関する認識についてと、骨密度の測定です。

木津川地区の検査会場では、学童期の睡眠調査と

学童期の聴覚︓選択的聴取の発達を実施しています。

　どの調査も多くのみなさまのご参加をいただき、

順調に進めることができています。研究成果をお届

けできるのはもう少し先になりますが、調査の実施

概要についてはホームページにも掲載していますの

　　　で、よろしければご覧ください。引き続き、

　　　　学童期検査と追加調査へのご協力をどうぞ

　　　　よろしくお願い申し上げます。

mail: info@ecochil-kyoto.jp
Tel︓075-366-7400

https://ecochil-kyoto.jp/

令和4年2月14日 発行
発行　京都大学大学院医学研究科エコチル調査京都ユニットセンター
〒606-8507 京都市左京区聖護院川原町53 分子生物実験研究棟117号室

0120-858508

身体測定の記録について

京都大学大学院 医学研究科 エコチル調査京都ユニットセンター 特定助教　社会学
平林 今日子（ひらばやし　きょうこ）

https://ecochil-kyoto.jp/about2/（備考）１︓総務省「労働力調査（基本集計）」より作成。
　　　　２︓労働力率は「労働力人口（就業者＋完全失業者）」/「15 歳以上人口」×100

女性の年齢階級別労働力率の推移

追　加　調　査

京都ユニットセンターオリジナル企画として、
対象の質問票を全てご提出くださった方に感謝
　をこめてプレゼントをお贈りしてきました。
　８歳のキャンペーンからは、さらにお手軽に
　 チャレンジ しやすく、たった１冊でも
　　プレゼントの対象になりました︕

メルマガに

登録しませんか？
質問票返送キャンペーン

詳しくはHPをご覧ください

ecochil-kyoto@wadm.jp

小学4年生対象 乳歯調査

現在小学 4 年生児童の保護者のみなさまへ 
たくさんの方より乳歯をご提供いただいており
ます。ご協力ありがとうございました。未返送
の方は、お子様の乳歯が抜けましたら、お届け
済の乳歯回収キットにてご返送ください。
小学3年生児童の保護者のみなさまへ 
乳歯調査参加へご同意済のみなさま
には2022年夏ごろに乳歯回収キット
をお届け予定です。乳歯のご返送を、
どうぞよろしくお願いいたします。

 毎月２回程度、京都ユニットセンターよりお送り
するメルマガ会員になりませんか。医師や専門家
によるコラム「子育て情報」と、エコチルスタッフ
によるコラム「ほっとひと息」をお届けしています。
新規ご登録の方、アドレス変更のため再登録をご
希望の方は空メールを送信してください。氏名のご
登録は不要です。次回の配信よりお届けします。

お子さまの乳歯ご提供に
　 ご同意いただいた
  保護者のみなさまへ

乳歯調査参加にご同意いただき、
ありがとうございます。 

出典︓男女共同参画局 HP　男女共同参画白書令和 3 年度版より
https://www.gender.go.jp/about_danjo/whitepaper/r03/zentai/html/zuhyo/zuhyo01-02-04.html

9歳

8歳

10歳

ポンキーペンシル 8色セット
　    対象：8歳質問票 1冊

消せる色えんぴつ５色セット
　   対象：９歳質問票 1冊 

シャーペン＆エコノート
 対象：10歳質問票 1冊

→バツとご記入ください。
月

※　　 のご記入が無い場合は
確認のお電話を差し上げます。

　　学校からの身体記録に
測定月の記載がありません！

学校からの身体測定記録の返却を待っている
ので、質問票をすぐに返送できません！

たいへんお手数ですが学校からの身体測定記録が
お手元に届きましたら、学校へご返却される前に
メモ・写真などで測定値の保管をお願いいたします。

身体測定の記録は測定日を含め重要な情報です。

→次の学年質問票に前学年分をご記入いただけ
　るよう、身体測定の記載欄を設けています。
　欄に     の上、まずは質問票をご返送ください。

●年生

回答できない場合、以下の回答できない理由を選択ください。

身体測定を
受けていない
身体測定記録が
手元にない

1 学期（前期）

20 年

月

身体測定の
測定日

身長

体重
cm.

kg.

全国共通のエコチル調査コールセンターでは、
調査についてのお問い合わせや、　育児相談を
承っています。看護師、保健師、栄養士など
実務経験豊かなスタッフが親身になって
対応いたします。

エコチル調査コールセンター全国
 フリーダイヤル・年中無休　9︓00 ～22︓00 

0120－53－5252
新型コロナウイルス感染症拡大の影響により中止・変更の
場合があります。ホームページにて事前にご確認ください。

Q1

Q2

次回質問票に備えて‥‥︕

お知らせ

学年質問票

（平日 9:00～17:00）   




