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個人情報の取り扱いについては「滋賀県個人情報保護条例」に基づき、適正に行います。

滋賀県教育委員会事務局
教育総務課
〒520-8577　大津市京町四丁目1-1
☎077-528-4512　　Ｖ077-528-4950
Ｐedu＠pref.shiga.lg.jp
滋賀県教育委員会ホームページ
http://www.pref.shiga.lg.jp/edu/

編集発行

アンケート

応募方法

締 め 切り
当 選 発 表

送　付　先

❶ 今回の紙面でいちばんよかった記事とその理由
❷ 紙面に対する感想と、今後取り上げてほしい内容

　次の事項を必ず明記のうえ、はがき、または「しがネット受
付サービス」で応募してください。
　アンケートの回答・御希望のプレゼント名・郵便番号・住所・氏名

　お寄せいただいた御意見・御感想は、今後の「教育しが」作成の参考にさせて
いただくほか、誌上への掲載や関係機関等と共有させていただくことがあります。

平成30年 2 月15日（木）　※当日消印有効
当選発表は、プレゼントの発送をもって代えさ
せていただきます。

（はがき） 〒520-8577（住所不要）
 教育総務課「教育しが」プレゼント係

（しがネット受付サービス）
※滋賀県ホームページ、携帯版「しがネット受付
　サービス」からも応募できます。
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PRESENTPRESENT ●滋賀県立アイスアリーナ
ペア入場引換券
プリンスアイスワールド2018滋賀大津公演開催
2018年5月19日（土）、20日（日）
（滋賀県立アイスアリーナ提供）

●琵琶湖博物館 常設展示ペア招待券
（琵琶湖博物館提供）

●安土城考古博物館 企画展ペア招待券
（安土城考古博物館提供）

●滋賀県立アイスアリーナ
ペア入場引換券
プリンスアイスワールド2018滋賀大津公演開催
2018年5月19日（土）、20日（日）
（滋賀県立アイスアリーナ提供）

●琵琶湖博物館 常設展示ペア招待券
（琵琶湖博物館提供）

●安土城考古博物館 企画展ペア招待券
（安土城考古博物館提供）

　「子ども・子育て応援センター（通称：こころんだいやる）」では、子育てやいじめ、不
登校、進路、非行など子どもに関する相談なら、何でも受け付けています。
　ひとりで悩まず、困ったときはまずお電話ください。

は「こころんだいやる」「こころんだいやる」 あなたの子育てを応援します

24時間子供SOSダイヤル

0120-0-78310☎077-524-2030
（12/29～1/3を除く午前9時～午後9時）

ふ077-528-4855

相談をお受けしています。発達障害等 の

滋賀県総合教育センター
（特別支援教育相談）

☎077-588-2505
9：00～12：30　13：30～16：30

月～金曜日（祝日・年末年始等を除く）

問合せ先
「どうして、みんなと一緒にできないの？」
学習のことでも、遊びのことでも、よくあ
る心配です。
学び方や人との関わり方など、いろいろな
要因が考えられます。
お子さまの状態に合った対応の仕方を一緒
に考えていきます。

☎077-567-5404

　「学校に行きにくそう」「最近学校を休みがち」そんな子どもたち
には一日でも早い対応が必要です。まずは、お電話ください。

☎077-524-8125

不登校や行きしぶりの相談は
滋賀県心の教育相談センターへ

9 時～17 時　土・日・祝日・年末年始等を除く

滋賀県心の教育相談セン
ターは、平成30年4月1日よ
り滋賀県総合教育センター
内に移転します。詳しくは、
教育しが4月号やWebサイト
等でお知らせします。

いじめなどで困っているあなたへ
「いじめで悩む子ども相談電話」

まずは、
お電話を！

滋賀県立びわ湖フローティングスクール　☎077-524-8225問合せ先 文化振興課　☎077-528-3340問合せ先

滋賀県立図書館　☎077-548-9691問合せ先

文化財保護課　☎077-528-4675問合せ先

滋賀県平和祈念館　☎0749-46-0300問合せ先

情報コーナー

　滋賀県内小学5年生を中心に、35年間にわたる安全な航海と、
びわ湖を舞台に多くの学びを提供し続けてくれた学習船「うみのこ」
に感謝の気持ちを伝えませんか。

●開 催 日　 3 月11日（日）
＜お別れ見学会＞
●時　　間　 9 ：30～11：00（受付 9 ：15～　受付終了10：30）
●開催場所　大津港停泊中の学習船「うみのこ」船内
●参加条件　特になし（当日、直接大津港にお越しください）
※小学生以下の場合は要保護者同伴（参加多数の場合は入場制

限を行うことがあります。15分程度の船内見学となります。）
＜初代「うみのこ」引退セレモニー＞
●時　　間　13：30～16：00（受付13：00～）
●開催場所　大津港ミシガン桟橋および大津港停泊中の学習船「うみのこ」船内
●参加条件　滋賀県ホームページしがネット受付サービスから応募
※詳細は「しがネット受付サービス」で検索ください。

～アール・ブリュットとは？～
　「生（き）のままの芸術」という意味のフランス語です。これまでの
美術や教育の流れからはみ出し、美術的なスタイルからは何の影響も
受けていない、全く個人的かつ独創的な方法でつくられた絵画や造形
のことをいいます。
☆アール・ブリュットネットワーク会員募集☆
　美術、福祉、医療、研究機関、行政等各分野の関係者間の交流を促
進し、アール・ブリュットを支える環境全体の底上げを図るため、ア
ール・ブリュットネットワークを運営しています。
◎ネットワークに入会するとこんなメリットがあります！
★フォーラムや交流会など、ネットワークが主催する会員向けの催し

に参加することができます。
★メールアドレスを登録された方には、アール・ブリュットの最新情

報をメールマガジンでお届けします。
※詳しくはホームページ「アール・ブリュットネットワーク」を御覧ください。
　ほhttp://www.pref.shiga.lg.jp/a/kikaku/art-brut/network.html

「うみのこ」お別れ見学会および
引退セレモニーの御案内

滋賀県が誇るアール・ブリュット作品を県内各地で展示しています。
ぜひその魅力を体感してください！

　滋賀県では、 2 月 4 日から10日を「滋賀県がんと向き合う週間」と定め、がんの予防や
早期発見の啓発活動に取り組んでいます。滋賀県立図書館でも、がんについての知識を深
めてもらうために、資料展示を行います。
●日時　 2 月 3 日（土）～18日（日）　開館時間中　　●場所　滋賀県立図書館　参考資料室

　子どもたちが描いた土器や瓦、埴輪の絵画の展覧会を開催します。
みなさんのお越しをお待ちしております！
●会期　 2 月10日（土）～12日（月・休）　9：00～16：30
●会場　びわこ文化公園内滋賀県埋蔵文化財センター
　　　　（大津市瀬田南大萱町1732-2）

　今年度、マザーレイク滋賀応援寄附金を活用して収蔵品の徳川家康画
像、織田信忠画像の修復を行いました。その修復された姿を初公開するほ
か、収蔵品のなかから選りすぐった優品を展示します。
●会　期　 2 月24日（土）～ 4 月 8 日（日）
●休館日　月曜日（月曜日が祝日・振替休日の場合は翌日）
●入館料　大人500（400）円、高大生300（240）円、小中生・県内高齢者（65歳以上）・障害のある方無料
　　　　　※（　　）内は団体20名以上の料金

が ん 情 報 資 料 展

文化財をアートする！
「びわこMyぶん祭」の開催

　 3 月17日の開館記念日にあわせて当館の活動を広く県民の皆さんに知ってもらうとともに、戦時
のことを知り、平和への思いを深めるきっかけとして、毎年 3 月に周年事業を開催しております。
詳しくは滋賀県平和祈念館のホームページを御覧ください。

開 館 6 周 年 事 業滋賀県平和祈念館

開催日時 内　　　　　容

3 月11日（日）
10：00～16：40

午前

午後

新作DVD「戦争証言2017」上映会、活動報告会（当館職員）
戦争体験を聞く会（早瀬允人さん）、ピーススクール生からの活動報告
ボランティアグループの活動発表（戦時食の提供、劇・紙芝居の発表）、等

詳しくは…

滋賀県立安土城考古博物館　☎0748-46-2424問合せ先

開館25周年記念
第57回企画展「収蔵品で語る城郭と考古」
安土城考古博物館

　琵琶湖博物館ハンドブックの発行を記念し、各号の著者によるセミナーを行います。
　　　　 2 月25日（日）　13：30～16：00　 1 日 2 講演
　　　　テーマ「知っているようで知らない琵琶湖や田んぼの生き物研究」
　　　　 3 月24日（土）　13：30～16：00　 1 日 2 講演
　　　　テーマ「琵琶湖の魚と私たちの関わりを科学する」
●場所　琵琶湖博物館セミナー室　　●定員　各回70名　　●対象　高校生以上
●申込み方法　「しがネット受付サービス」または「往復はがき（名前と電話番号を明記）」
※詳しくは滋賀県立琵琶湖博物館のホームページを御覧ください。

滋賀県立琵琶湖博物館　〒525-0001　滋賀県草津市下物町1091　☎077-568-4811問合せ先

新琵琶湖学セミナー琵琶湖博物館滋賀県立図書館

文化財保護課

会費無料

参加無料

入館無料

絵画制作の様子

尾上温泉旅館紅鮎旅館内

生涯学習課　☎077-528-4654問合せ先

　未来を担う子どもたちを育てる大切な営みを、社会全体で支えあうため、企
業・事業所と滋賀県教育委員会が協定を結び、家庭教育について学ぶ機会を設けたり、子
どもたちの体験活動を受け入れたりするなどの取組を推進しています。

【新たに協定を締結した企業・事業所】
　●株式会社内田組　　●東京海上日動火災保険株式会社滋賀支店　　●株式会社ＨＩＲＯＴＡ
　（五十音順） 検索におねっと

1,438の
事業所と協定を締結

（平成30年 1 月15日現在）
家庭の教育に企業の力を！
（滋賀県家庭教育協力企業協定制度）を推進しています
家庭の教育に企業の力を！
（滋賀県家庭教育協力企業協定制度）を推進しています

滋賀銀行本店営業部1階ロビー

第 2 回

第 3 回

検索滋賀県平和祈念館

徳川家康画像（当館蔵）

※実際の展示作品と異なる場合があります。

　中学生チャレンジウィークは、生徒が将来、社会人・職業人として
自立していく力を身に付けられるよう、地域の事業所で5日間の職場体
験を実施するものです。学校と地域（事業所等）が連携することにより、学校では学べない豊かな体験が展開されています。
　また、事前事後の学習を充実させることにより、体験後の報告会の自主的な運営や地域の施設・行事でのボランティア活
動への参加など、生徒が主体的に地域社会で取り組む姿勢につながっています。

小学校においても、地域
の達人から学ぶ授業を行
い、仕事に関心を持たせ
るなどキャリア教育の充実
に尽力されています。

　協力いただいた事業
所名を県教育委員会の
ホームページに掲載し
ています。ぜひ御覧く
ださい。
　チャレンジウィーク
の趣旨に賛同いただけ
る事業所は、お近くの
中学校や教育委員会に
御連絡ください。

平成29年度

協力いただいた事業所を公表しています

検索中学生チャレンジウィーク

キャリア教育優良学校
文部科学大臣表彰
キャリア教育優良学校
文部科学大臣表彰
大津市立

真野北小学校
大津市立

真野北小学校
※いずれも平成17～28年度の合計

これまでに体験した生徒数　 148,672人　　
お世話になった事業所数　のべ49,390事業所

　自分に与えられた仕事だ
けでなく、他の事も積極的
にやる大切さを学びました。
（生徒の感想より）

　世の中にはいろんな職業が存在
し、やりがいや楽しさを感じなが
ら働いている方々がいるこ
とを知り、進路を考えるこ
とも楽しくなってきたよう
です。（保護者の感想より）

中学生チャレンジウィーク

幼小中教育課　☎077-528-4665問合せ先

保健体育課　☎077-528-4627問合せ先

たくさんの事業所の皆様に支えられています

平成19年度から県内全ての公立中学校2年生で実施

2024年滋賀国体・
全国障害者スポーツ大会
マスコットキャラクター
チャッフィー

ひざは
緩める

足裏全体で着地
（３点歩行）

体の重心は
やや前にひざを

いつもより
１～２㎝
高く上げる

背筋を伸ばす
姿勢は背筋力
を強くするよ。

❶

くも じEDUCATION SHIGA

教育しが保

護者
向け情報誌
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滋賀県教育委員会

滋賀 教育の日 11月1日滋賀 教育の日 11月1日
しし がが

緊張や不安の中、
新しい環境に出会
う

仕事の流れがわか
り与えられた仕事
ができる

仕事に慣れてわか
らないことが聞け
るようになる

つまずきながらも
創意工夫や自分な
りの努力をする

職場の方との人間
関係が深まり達成
感が得られる

社会における自分の役割や
将来の生き方、働き方を考える 達成感・成就感が得られる5日間の職場体験

仕事を覚える
2日目

緊張の
1日目

仕事に慣れる
3日目

創意工夫の
4日目

感動の
5日目

滋賀県教育委員会 検 索
●滋賀県の教育情報は… 情報コーナー

相談窓口
プレゼントコーナー

特集 元気な湖っ子　運動しっかり体力貯金!!
　　 ～生涯にわたって活力ある生活を送るためには、子どものころから蓄えた体力が大切です～
中学生チャレンジウィーク

特別支援教育  「交流及び共同学習」を通して、心のバリアフリー化を推進します！
子ども読書活動　高校生読書率向上プロジェクト
びわ湖ホールの音楽会へ出かけよう！
輝く滋賀の子どもたち！
第2回滋賀県特別支援学校文化的行事「うみなフェスタ」展示作品

スマートフォンとのつきあい方を考えよう！
幼 児 教 育 小学校入学は、大きな節目です
学 ぶ 力 向 上  地域に根ざした特色ある学びの機会の充実
人 権 教 育「いのちの実感」

親子で楽しむ文化財～戦国の城を見に行こう！～

4面

3面

2面

1面

事前学習 事後学習

滋賀大学大学院
教育学研究科　教授　辻　延浩

通学時の歩き方を少し変えて体力貯金

　身体活動は、体力の向上だけでなく、肥満
の予防や骨密度の増加など、子どもの健康な

体の発育に対して不可欠です。世界保健機構（WHO）は、
子どもが毎日少なくとも合計60分間の中・高強度の身体活動
を実施することを推奨しています。しかし、実際にはその推奨
レベルまで達していない子どもは多く存在します。幼児期で
は、幼児の興味や関心、意欲など体を動かす活動に取り組ん
でいく過程を重視しながら、小学校以降に運動やスポーツを楽
しむことのできる基盤を育てることが大切です。幼児期の運動
習慣や運動技能の獲得は小学校期の運動習慣、体力、スポー
ツクラブへの参加率に関係し、自己効力感にも影響を与えると
言われています。また、中学生の身体活動ガイドライン（毎日
60分以上）の達成要因を検討した研究では、運動部活動、正
課での活動、女子では体脂肪率が関連していることが報告さ
れています。幼小中期においては、保護者、保育者、教員、
クラブ活動指導者が連携し、子どもの運動意欲を途切らせるこ
となく、体力の向上や技能の習得を目指して、子どもたちが継
続的に身体活動に取り組める実践の工夫が求められています。

　「体力」は、人間の活動の源と言われています。生涯にわたって活力ある生活を送るためには、子どものころからしっかり体を使って運動し、体力を貯めていくことが大切です。
そこで、県内小学校では子どもの体力を高めるため、特色ある取組をしています。
　このような取組が家庭や地域ともつながり、子どもの運動する機会やきっかけがどんどん広がっていくことを期待して
います。ときには大人も一緒になって体を動かし、子どもの体力貯金を肌で感じてみるのもいいかもしれませんね。

東近江市立箕作小学校の子どもたち
みつくりみつくり おうさかおうさか

大津市立逢坂小学校の子どもたち

学校での休み時間に汗をかく
まで運動遊びをしている子ど
もたち、すごいね!!

※【チャレンジタイム】
箕作小は、休み時間以外にも10分間の
体力づくりに取り組んでいます。

　チャレンジタイム※で登り棒をしました。
休み時間にも友だちと登り棒遊びをして、
どんどん上まで登れるようになりました。

　「55ｍでGOGOGO！」から
帰ってくると、「〇〇先生と
走ったよ。」とうれしそうに
話してくれました。「次は、校
長先生と走りたい。」とも言っ
ていました。全校の子どもた
ちやたくさんの先生方と一緒
に走れるこの取組は、とても
素敵ですね。

　体力向上に関わる取組がた
くさんあるのは、低学年の子
どもたちの励みになります。
はじめは、取組にとまどって
いても、体つくり委員会のお
兄さんやお姉さんが優しく教
えてくれ、すぐに慣れること
ができました。なわとびオリ
ンピックの掲示を見て、「やっ
たあ、2位やあ。」「〇〇くん、
すごいなあ。」「おしい、もう
ちょっと。次、頑張ろう。」な
ど、うれしそうに話していま
す。

　「うんてい」では、今まで半分くらいし
かいけませんでした。でも、友だちといっ
しょに競争しながら練習していると、最後
までいけました。一つとばしも、練習をし
て少しずつできるようになってきたことが
うれしかったです。

少し長めの距離を走りきる
「55mでGOGOGO!」

体育の学習のまとめ
「リレーフェスティバル!」

※逢坂小は、1年間を通して体育の学習
と関連付けて体力づくりに取り組んで
います。

「なわとびオリンピックの結果！」

元気な湖っ子 運動しっかり体力貯金!!元気な湖っ子 運動しっかり体力貯金!!
～生涯にわたって活力ある生活を送るためには、子どものころから蓄えた体力が大切です～

児童 の 声

保護者 の 声

先生 の 声

うみ

体育で学んだことを
休み時間にも挑戦!!

体を揺らして前へ、前へ!!

高く登るコツをつかんだね!!
見事な体の柔らかさ!!

スポーツを『する、みる、支える!!』
平成29年度全国中学校体育大会  第25回全国中学校駅伝大会

平成29年12月17日（日）　滋賀県希望が丘文化公園芝生ランド

スポーツを『する、みる、支える!!』
平成29年度全国中学校体育大会  第25回全国中学校駅伝大会

平成29年12月17日（日）　滋賀県希望が丘文化公園芝生ランド

笑顔でおもてなし♫
選手の荷物を
気持ちよく運搬♫

選手のユニフォームを
責任を持ってチェック♫

　生涯スポーツの実現に向けて、「する、みる、支える」といったスポーツとの多様
な関わりが求められる中、昨年12月に湖国滋賀で行われた第25回全国中学校駅伝大
会では、地元の中学生のみなさんが生徒役員として大会を支え、全国から訪れた選
手や応援する方々を心温かくお迎えするなど、様々に活躍する姿が見られました。

　一人ひとりに丁寧に対応するのはとても大変で
したが、忙しくてもお客様を思いやり、丁寧に対
応すると相手も自分も良い気持ちになりました。
全国からたくさんの人が滋賀に来られて、笑顔に
なって帰っていかれるかと思うと、とてもうれし
かったです。

　最初は荷物とかが重くてしんどかったけど、出場
している選手たちの頑張っている姿を見て、選手
たちがスムーズに行動できるようにと思い、荷物
の番号を見やすく取りやすいように置くように心が
けました。来年もこの大会で滋賀県に行きたいと
思ってもらえるような仕事ができたと思います。

　最初は選手のユニフォームのロゴマーク
を隠すためにシールを貼るのがしんどく、
待っているときはとても寒さを感じていま
したが、選手が頑張って走っている姿を目
の前で見ると、自分も来年はこの大会に出
場できるように頑張りたいと思いました。

生徒の声 （湖南市立甲西中学校） 生徒の声 （竜王町立竜王中学校）生徒の声 （野洲市立中主中学校）

幼小中期における身体活動の奨励


