
　発達障害等のある子どもは、そうでない子どもに比べ、ちょっとしたことがつまず
きとなりがちです。けれども、決してその子の努力が足りないわけではありません。
その子に合った道具を使うことで、問題が解決する場合もあります。
　子どもたち一人ひとりが、できる喜びを感じ、自信を持てるように、日々の生活や
学習に役立つ道具等の活用について考えてみましょう。

統計課（滋賀県統計協会）　☎077-528-3393問合せ先

発達障害等のある
子どもの「困った」に役立つ道具

　年の暮れがせまってくると、「干支」が気になりますね。
安土城考古博物館では、12月12日（火）から来年の 2 月
12日（月・祝）まで特別陳列「トリからイヌへ―干支の文
化財―」を開催します。平成29年の干支は「酉」、30年
は「戌」ですから、鳥や犬をかたどった文化財を展示
して、歴史に思いをはせながら楽しく新年をお迎えい
ただく準備をしています。
　写真は、佐和山城跡から発掘された「犬形土製品」
です。とてもかわいいですね。大きさは高さ4.1㎝、長
さ4.9㎝とミニチュアサイズで、大人の手のひらにすっ
ぽりと収まります。実際の犬と比べて脚が短く、耳が
垂れてしっぽもお尻に巻きつき、愛きょうたっぷりに
表現されています。子犬がモデルかもしれませんね。
　作られた時代は16世紀末から17世紀初頭、石田三成

が佐和山城主であった時代と重なります。出土地点は佐
和山の東のふもと、家臣たちの屋敷があったと考えられ
る場所です。同じような「犬形土製品」が大坂城三の丸
跡から大量に発見されていることから、大坂で作られ全
国へ広がったと考える説があります。石田三成は豊臣五
奉行の一人として普段は大坂城で活躍していましたか
ら、主君のもとへ出張した家臣が「大坂みやげ」として
家族に買ってきたものか
も知れませんね。
　親子で「犬形土製品」
に会いにきませんか。年
末年始、安土城考古博物
館では、他にもさまざま
な展示や催しがありま
す。ぜひ、博物館で文化
財に親しんでください。

親子で楽しむ文化財
～ 年末年始は、安土城考古博物館へ！ ～
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親子で楽しむ文化財
～ 年末年始は、安土城考古博物館へ！ ～

●特別陳列（望楼下）
　トリからイヌへ―干支の文化財―

12月12日（火）～ 2 月12日（月・祝）
＊ギャラリートーク…………………………………
１月 6 日（土）　①13：30～　②15：00～
　御案内：福西貴彦氏（学芸員）

●開館25周年記念　第57回企画展
　収蔵品で語る城郭と考古

2 月24日（土）～ 4 月 8 日（日）
＊肖像画修理再生フォーラム……………………
　基調講演「戦国武将の肖像画」等
　3 月25日（日）　13：30～16：30

●もっと楽しむ博物館
お正月飾りを作ろう…………………………………
12月17日（日）　①13：30～　②14：15～

●体験博物館
忍者になってみよう　 3 月18日（日）　13：30～… 申込必要

申込必要

当日先着順

申込不要

文化財保護課　☎077-528-4672問合せ先 検索安土城考古博物館詳細は・・・・

検索 教材・教具データベース

“自然を体と五感で満喫しよう”
幼児教育 幼児期は、「生きる力」の基礎となる根っこを育てる重要な時期です。

特別支援教育

犬形土製品（佐和山城跡出土）
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12月～2月

安土城考古博物館の催し情報安土城考古博物館の催し情報

【参考】 国立特別支援教育総合研究所
　　　　 発達障害教育推進センター

＊今回掲載したものを含め、多くの教
材・教具が紹介されており、保護者
向けの子育てに関する情報も発信さ
れています。

「感情表現ツール」「感情表現ツール」

★へんとつくりが
書かれたカード
を組み合わせて
漢字を作るカー
ドゲームです。
　

★絵カードやシート、
シール等にいろい
ろな表情が描かれ
ています。
　自分の気持ちが
どれに当てはまる
かを考えたり、感
情を表す言葉を学
んだりするなど、
いろいろな場面で
活用できます。

「漢字学習
支援ゲーム」
「漢字学習
支援ゲーム」

★周囲の音に過敏で、混乱
してしまう子どもがいます。
　　騒音をカットし、落ち着
いて集中しやすいように手
助けします。

音に過敏な子に

「ノイズキャンセリング
ヘッドフォン」
「ノイズキャンセリング
ヘッドフォン」

★紙の上で定規が滑らないので、ずれを気にせず、
線がまっすぐ引けます。

手先の不器用な子に

「滑りにくい
定規」
「滑りにくい
定規」

気持ちをうまく伝えられない子に
（小学3・4年生）〈第2部〉 （中学生）〈第4部〉

漢字の学習が苦手な子に

❸
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滋賀大学教育学部附属中学校
3年　松村 悠加さん

まつ むら か
甲賀市立貴生川小学校
4年　瀬川 彩乃さん

がわ あや のせ

〈第 1 部〉(小学 1・2 年生) 竜王町立竜王西小学校 2 年　齊内 心透さん
〈第 3 部〉(小学 5・6 年生) 甲賀市立甲南第一小学校 5 年　田中 緋音さん
〈パソコン統計グラフの部〉  滋賀大学教育学部附属中学校 2 年　西尾 亜子さん
その他の作品は　ほhttp://www.pref.shiga.lg.jp/c/toukei/graph2017/graph2017_1.html

このコーナーでは、県内の園児・児童・生徒の作品や活動などを紹介していきます。

第67回滋賀県統計グラフコンクール特選作品第67回滋賀県統計グラフコンクール特選作品

輝く滋賀の子どもたち！輝く滋賀の子どもたち！

　子どもたちは自然の中で遊ぶのが大好きです。その季節ならではの遊びを存
分に楽しみ、年齢や成長に合わせ、いろいろな発見をし、探究心や自然への感
謝の心が育ちます。
　「どうして？」と好奇心を持ち、「何これ？」と自然の多様性の発見をし、

「あっ動いた！ドキドキする。」と目を見張らせて観察し、「じゃあ、葉っぱを
集めてきて入れよう」などと考えます。その過程で子どもは大人にいっぱい質
問し、一緒に行動してほしがります。その姿を認めることにより、人や物との
触れ合い方、生活の仕方、自然の姿をもっとよく見るようになり、それは物事
を深く考える姿勢へとつながります。乳幼児期には体と五感を精一杯使うこと
のできる力を育みたいものです。子どもと一緒に好奇心を持ち、一緒に考えま
しょう。ワクワクしながらその時に教えてもらったこと、体で感じたことは子
どもの頭に残ります。

子ども・青少年局　☎077-528-3553問合せ先

特別支援教育課　☎077-528-4641問合せ先

赤ちゃんバッタ
見つけたね！

ここに　かたつむりが
寝てるの

大根ってメッチャ
小さい種だね！
お水をいっぱい
あげよう

あっちに
跳んだよ

聞いたことは忘れてしまいます。
見たことは覚えています。
したことは理解できます。

聞いたことは忘れてしまいます。
見たことは覚えています。
したことは理解できます。

“園でも”さまざまな体験を
豊かにすることを
大切にしています。

“園でも”さまざまな体験を
豊かにすることを
大切にしています。

ウーン…

健やかな体

保健体育課　☎077-528-4614問合せ先

　「滋賀県学校歯科保健優良校表彰」は昭和49年から続いており、
21世紀を豊かに生きることができる子どもたちを育成するため、
歯・口の健康づくり諸活動を推進された学校を表彰しています。今
回、小学校13学級以上の部で優秀校を受賞された草津市立玉川小学
校の取組を紹介します。

　学校では、児童会の保健委員の児童が低学年の児童に歯の健康について説明する紙
芝居の読み聞かせや、正しい歯みがきの方法の紹介などを行っています。
　ＰＴＡの活動では、夏休みに歯みがきカレンダーを配布し、1 日 3 回みがけている
か等の集計結果を「厚生部だより」に掲載しています。また児童
会の保健委員会とＰＴＡが連携し、健康な生活を意識するために

「ノージュースデー」を 3 日間設け、各家庭の冷蔵庫に貼る「のど
がかわいたらお茶や水を飲もう」のステッカーを作成しました。
　子どもたちが冷蔵庫を開るたびに、このステッカーが目に入り、
子どもたち自身が健康を意識する活動になっています。

　このような取組は、県内の幼稚
園から高等学校、特別支援学校ま
で各校の実態や発達段階に応じて
実施されており、一人平均う歯数
は減少が続いています。生活環境
の変化により、食習慣や運動習慣
が見直される中で、健康な生活を
目指したさまざまな取組が各地域
で広がっています。
※う歯…虫歯のこと

平成29年度　滋賀県学校歯科保健優良校 草津市立玉川小学校

～健康な心、健康な体、
　健康な歯を育てよう～

一人平均う歯数　推移（中学校１年生：滋賀県）
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取組紹介


