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情報コーナー

検索「しがこども体験学校」で またはQRコードからアクセスしてください。➡

滋賀県立図書館

　「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。

☎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・祝日を除く

相談をお受けしています。
●ある特定のことが苦手
●コミュニケーションが苦手
●読み書きに独特のくせがある
●落ち着きがない　　など
具体的な支援など、
　　　一緒に考えます。

発達障害等 の

は

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

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

PRESENTPRESENT
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

平成29年10月17日（火）　※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。

10
名様

5
組様

「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

一歩踏み出すきっかけづ
くりをお手伝いします。
まずはお電話を！

―保護者も学校も含めて
周りが元気になれば、
子どもも元気になる。

『通常学級ユニバーサルデザインⅡ』―

特別支援教育課　☎077-528-4643問合せ先

平成30年度滋賀県立高等養護学校入学者選考についてお知らせします。 戦 争 体 験 を 聞 く 会

滋賀県高等学校文化連盟事務局　☎0749-28-2231問合せ先

滋賀県高等学校総合文化祭　総合開会式

平成30年度使用『滋賀県交通安全スローガン』募集！

交通戦略課　☎077-528-3682問合せ先

「滋賀県交通安全フェア」の開催 ～たのしく交通安全を学ぼう！！～

子ども・青少年局　☎077-528-3561問合せ先

（公財）びわ湖芸術文化財団　☎077-523-7146問合せ先

「しがこども体験学校」県ホームページにて
秋・冬の体験プログラムなどを情報配信中！

滋賀県立安土城考古博物館

大岩山出土銅鐸
【重要文化財】（当館蔵）

講座の一場面

　詳細は、県教育委員会特別支援教育課ホームページに掲載しております入学者選考要項を
御確認ください。

滋賀県平和祈念館　☎0749-46-0300問合せ先

　平和な時代が続く中、戦争の悲惨さ、空しさなど貴重な体験を伝えてくださる方々が年々少なくなっ
てきています。そうした中、当時の体験を語ってくださる機会はたいへん貴重なものとなっています。
滋賀県平和祈念館では、毎月、戦争体験を聞く会を開催しております。今一度、平和の意味を考えていた
だくきっかけとしてぜひ御来館ください。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。

文化の日　図書館地下書庫探検隊

滋賀県立図書館　☎077-548-9691問合せ先

　図書館の地下書庫探検を、今年も「文化の日」に開催します。あわせて、
図書館が所蔵している貴重な資料も御紹介します。
●日時　11月 3 日（金・祝）11：00～　14：00～　　●場所　滋賀県立図書館
●参加　各回30分前より地下1階大会議室前にて先着順受付。
　　　　定員に達し次第、締切りとさせていただきます。参加費不要。

淡海フラワーフェスティバル in 近鉄  開催します

農業経営課　☎077-528-3834問合せ先

●親子寄せ植え教室　11月 4 日（土）　①11：00～　②14：00～
　（長浜農業高等学校協力）【各回45分程度】【各回定員20組40名様】【参加費500円】
●親子フラワーアレンジメント教室　11月 5 日（日）　①11：00～　②13：30～　③14：45～
　（湖南農業高等学校協力）【各回45分程度】【各回定員15組30名様】【参加費500円】
※近鉄百貨店草津店 5 階にて、各日朝10：00より、当日各回分の参加申込を受け付けいたします。

定員になり次第、受付終了となります。

生涯学習課　☎077-528-4654問合せ先

　滋賀県家庭教育協力企業協定制度の締結企業・事業所にお
いて、子育てや家庭教育についての学びを支援する事業です。
学習講座の講師謝金・旅費を県生涯学習課が負担します。
　職場の仲間と子育てや家庭教育について学んでみませんか。

開館25周年記念　平成29年秋季特別展
「青銅の鐸と武器 －近江の弥生時代とその周辺－」

滋賀県立安土城考古博物館　☎0748-46-2424
ほhttp：//www.azuchi-museum.or.jp/

問合せ先

　青銅器や鋳造関係遺物から、近江の弥生時代の特徴に迫ります。
●会　期　10月21日（土）～12月 3 日（日）　※休館日：月曜日
　　　　　午前 9 時～午後 5 時（入館は午後 4 時30分まで）
●入館料　大人890円、高大生630円、小中生410円、県内高齢者（65歳以上）450円

●日時　10月22日（日）　13：00～16：00
●場所　栗東芸術文化会館さきら（栗東市綣 2 丁目 1 -28）
　県内高校生のさまざまな文化芸術活動を御覧いただけ
ます。当日は、ステージ発表と作品展示、実演も行いま
す。どなたでも自由に見ていただけます。

●目　　的　交通事故のない安全で住みよい湖国滋賀を築くために、交通安全キャンペー
ン等に使用する「滋賀県交通安全スローガン」を広く県民のみなさんから募集します！

●テ ー マ　①交通安全部門：県民みんなで、交通安全をすすめる雰囲気があふれる、滋
賀県らしい特徴のあるもの。②自転車条例部門：「滋賀県自転車の安全で適正な利用の促
進に関する条例」の内容を広く訴えるもの。

●期　　間　9月1日（金）～10月31日（火）
●応募資格　滋賀県に在住、勤務（通学）している方。
●応募方法　ハガキ、封書、ＦＡＸ、メールで。応募部門、郵便番号、住所、氏名、年齢
（学校名・学年）、電話番号、を明記。

●応 募 先　〒520-8577 大津市京町四丁目1番1号　滋賀県庁交通戦略課内　滋賀県交通対
策協議会事務局　☎077-528-3682　ふ077-528-4837　めhc0001@pref.shiga.lg.jp

●開催日時　10月14日（土）10：00～16：00 
●場　　所　竜王町総合運動公園（ドラゴンハット）
●開催内容　●県警音楽隊コンサート、「宇宙戦隊キュウレンジャー」ショー
　　　　　　●白バイ隊のイベント走行、パリダカ出場車両展示、パトカー等の特殊車両展示
　そのほか、大人から子どもまで交通安全について楽しく学べるブースが20以上あります！ぜひ家
族そろってお越しください。（お楽しみ抽選会の商品は、「 2 泊 3 日ペア・グアム旅行」等です！！）

　「地域が学校、住民が先生」という考えのもと、自然・人・文化等に直接触れる「しがこども
体験学校」の体験プログラムを県ホームページより発信しています。秋や冬に
チャレンジできるプログラムなど、多数掲載していますのでぜひ御活用ください。

　本格的なアートやものづくりの魅力を、親子で気軽に体感できる
ワークショップが満載のフェスティバルです。
●開催日時　11月 3 日（金・祝）10：00～16：00

●会　　場　成安造形大学（大津市仰木の里東）
　※大学内には駐車できません。おごと温泉駅等からシャトルバスを
　　御利用ください。

検索滋賀県平和祈念館

滋賀県平和祈念館

開催月日・時刻
10月15日（日）13：30～
11月12日（日）13：30～

語り部のお名前
田中　修さん
山中隆一さん

タイトル
一式陸攻操縦士として要務飛行に携わり…
ウルップ島から北サハリン・オハ捕虜収容所へ

選考の日程 選　　考
平成29年12月 9 日（土）

入学許可予定者発表
平成29年12月15日（金）

観覧無料
申込み不要

定員　各回30名

入場
無料

お楽しみ抽選会もあります！

「美の糸口－アートにどぼん！2017」を開催します 入場料無料
（一部講座は要参加費）

本展覧会のペア招待券プレゼント
詳しくはプレゼントコーナーを御覧ください。

検索におねっと

1,424の
事業所と協定を締結

（平成29年 9 月 1 日現在）
家庭の教育に企業の力を！【企業内家庭教育学習講座】
企業・事業所へ県から講師を派遣します！
家庭の教育に企業の力を！【企業内家庭教育学習講座】
企業・事業所へ県から講師を派遣します！

ブルーメの丘ペア招待券
「特設遊具アトラクション」が登場！
ボルダリング、ジップライン、バンジージャンプで
挑戦しよう！！（10/9まで）

ブルーメの丘ペア招待券
「特設遊具アトラクション」が登場！
ボルダリング、ジップライン、バンジージャンプで
挑戦しよう！！（10/9まで）

5
組様

安土城考古博物館
特別展ペア
招待券

安土城考古博物館
特別展ペア
招待券

滋賀の
埋蔵文化財
パンフレット

滋賀の
埋蔵文化財
パンフレット

問合せ先 人権教育課　☎077-528-4592

●話を聞いてもらうだ
けで子どもは安心し
ます。

●話をすることで問題
を整理することがで
き、解決方法を見つ
けることができます。

（例）「生まれてきてくれて、ありがとう！」
　　「できる、できないは関係ない。
　　ありのままのあなたが大切。」

●愛されている、大切にされて
いる感覚が、安心感につなが
ります。

●自分自身が必要とされている
実感を持つことができます。

●「ありがとう」「あなたのおか
げ」子どもを認める機会にな
ります。

　自尊感情とは、「生まれて
きてよかった」、「できるこ
とがある」、「必要とされて
いる」等、自分自身を肯定
的に捉える感情です。
　自尊感情が高まると、何
事に対しても積極的に取り
組み、自分を受け入れ、他
者も大切にしていくことが
できるようになります。
　「見守られている」「支え
られている」「大切にされて
いる」と感じられる人との関
わりが重要です。

　無視、虐待、どなりつける、
不安をあおる等の行為は、
自尊感情を損ないます。

家 

庭 

で 

は
（例）「ずいぶん一生懸命やったのがわかるよ。

うまくできたね。」
　　「がんばっているのを見てうれしかったよ。」
　　「最後まであきらめなかったことが、次につ
ながるよ。」

●認めてくれる人の存在が、子どものやる気に
つながります。

日　時：11月18（土）
　　　　14:00～（13:30受付開始）
会　場：ピアザ淡海（ピアザホール）
内　容：オープニング
　　　　式典（表彰式）
　　　　講演（講師：野村正育氏）
　　　　部活動発表
　　　　意見交換・質疑応答
申込み：詳細が決まり次第、滋賀県教育

委員会ホームページでお知らせ
します。

ＮＨＫエグゼクティブアナウンサー
略歴
滋賀県立膳所高等学校卒業
京都大学卒業
1986年ＮＨＫ入局

野村 正育氏

「滋賀 教育の日」推進フォーラム
２０１７を開催します！

「滋賀 教育の日」推進フォーラム
２０１７を開催します！

入場無料入場無料

❶

くも じEDUCATION SHIGA

教育しが保

護者
向け情報誌
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10月号
No.

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

滋賀県教育委員会 検 索
●滋賀県の教育情報は…

子どもの自尊感情を育みましょう！子どもの自尊感情を育みましょう！
～自分も他者も大切にできる子どもを育てるために～～自分も他者も大切にできる子どもを育てるために～

ミニチュア制作・デザイン協力　水口東高等学校美術部

人と人との関係の中で育まれる自尊感情学校・園・所ではこのような取組を進めています
学校・園・所で…

主体性・多様性・持ち味が発揮できる
学校・園・所

家庭で…
●あなたが大切
●家族で体験、感情の共有

地域で…
●子どもは地域の宝物
●世代を超えた交流

つ 

な 

が 

り

つ 

な 

が 

り

仲間がいる仲間がいる

安心できる安心できる
居場所と
　出番がある
居場所と
　出番がある

かけがえの
ない存在

かけがえの
ない存在

信頼できる
大人がいる
信頼できる
大人がいる

できることが
ある

できることが
ある

認められ
ている

認められ
ている

よいところ
がある

よいところ
がある

役に
立っている

役に
立っている

ひひ とと

●一緒にした、見た、楽しんだ、感動した…
心が通い合った体験の積み重ねが、心の
土台になります。

特集 子どもの自尊感情を育みましょう！
　　 ～自分も他者も大切にできる子どもを育てるために～
滋賀 教育の日

小学校英語教育 「聞くこと」や「話すこと」を中心に活動を通して学びます

　　　　　　　「通級による指導（通級指導教室）」の充実に向けて
　　　　　　　幼児期の終わりまでに育ってほしい姿
親子で楽しむ文化財～埋蔵文化財編～

不登校の子どもへの対応
　　　　　　　

輝く滋賀の子どもたち！
平成30年度滋賀県立高等学校入学者選抜
第61回滋賀県人権教育研究大会（野洲大会）について

情報コーナー
相談窓口
プレゼントコーナー

●一人ひとりが大切にされる保育・授業
●どの子にも出番のある授業づくり

●子どもが企画、参画
　する活動の充実

●仲間づくり
　（たてわり活動
　異校種交流）

●子どもが安心し
て過ごせる居場
所づくり

●子どもの個性や
感性を生かした
環境づくり

●学校・園・所、
地域・家庭との
連携強化

●地域行事への参
画

自尊感情を育む
4づくり

子どもの話に
耳をかたむけ
ましょう！

子どもにも家事を
分担しましょう！

子どもが努力した過程を認めましょう！

「あなたが大切！」の思いを伝えましょう！

子どもとの時間を大切にしましょう！

つ な が り

子どもの自尊感情を育みましょう！

学校と地域の連携・協働   におねっと

幼 児 教 育
特別支援教育

学 ぶ 力 向 上  未来の創り手となるために必要な資質・能力を育むために　　　　　　　　　　

4面

3面

2面

1面

保育・授業づくり 環境づくり

仲間づくり 地域づくり

「滋賀 教育の日」推進フォーラム2017・滋賀教育月間の関連行事に関する詳しいことは… 教育総務課　☎077-528-4512問合せ先検索滋賀 教育の日

滋賀の教育について、みんなで考えよう！
～ 11月１日は「滋賀 教育の日」
　 10月、11月は「滋賀教育月間」です～
～ 11月１日は「滋賀 教育の日」
　 10月、11月は「滋賀教育月間」です～

　みなさんは、毎年11月１日が「滋賀 教育の日」に定められていることを御存知ですか？
　滋賀県では、県民のみなさんと一緒に、滋賀の教育について考え、社会全体で子ども
の育ちを支える環境づくりを促進することを目的に、11月１日を「滋賀 教育の日」、10
月・11月の２か月間を「滋賀教育月間」と定めています。
　「滋賀教育月間」には、「滋賀 教育の日」推進フォーラム2017をはじめ、授業公開や
文化祭など、教育に関する様々な関連行事が実施されます。
　みなさんもぜひ、これらの行事に御参加ください！


