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情報コーナー

下記の「スマイルカード」を切り取ってお持ちください。
県立施設を無料開放しています！県立施設を無料開放しています！

無料開放の対象日や対象者に注意してね！

中学生以下の児童・生徒は、
いつでも常設展示入館（場）無料だよ！

問合せ先 子ども・青少年局　☎077-528-3557

　いじめなどで悩んだり、困ったりしている子どもの気持ちを受け止め、子どもの目線
に立ち、その子どもを取り巻く関係を調整するなどして、子ども自身による解決を手助
けします。保護者の方からの相談も受け付けます。その場合もお子様の気持ちや話を
聴かせていただきながら、解決に向けていっしょに活動していきたいと考えています。

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員」が解決に向けていっしょに活動します～

月～金 9：30～18：00（祝日・年末年始は除く）

県立学校および市町立小
中学校でのいじめ相談　

☎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

「しがネット受付」
ＱＲコード

PRESENTPRESENT

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。

　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ただいています。

生涯学習課　☎077-528-4654問合せ先 検索におねっと

新たに協定を締結した企業・事業所

1,424の
事業所と協定を締結

（平成29年 3 月 1 日現在）

●株式会社伊藤佑　●滋賀自動車工業株式会社　●西村建設株式会社　●有限会社平井百貨店
●有限会社フジイスポーツ　●有限会社文平堂　●株式会社ホンダオートフクナガ　●有限会社八百亀

（五十音順）

家庭の教育に企業の力を！
しがふぁみ（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！
しがふぁみ（滋賀県家庭教育協力企業協定制度）を推進しています

検索安土城考古博物館

申込開始時期な
ど、詳しくは…

検索琵琶湖博物館　イベント
詳しくは…

検索滋賀のアール・ブリュット詳しくは…

本展覧会のペア招待券・図録プレゼント
詳しくはプレゼントコーナーをご覧ください。滋賀県立安土城考古博物館　☎0748-46-2424　問合せ先

開館25周年記念春季特別展「信長のプロフィール」 

ビアンカで琵琶湖に触れてみよう！ ～琵琶湖周航の歌100周年記念イベント～

観に行こう！滋賀のアール・ブリュット

滋賀県立安土城考古博物館

　歴史上の人物で人気の高い信長の実像とは。その生き方や歩んできた道を古
文書などから紹介します。
●開催日時　 4 月29日（土・祝）～ 6 月 4 日（日）　9：00～17：00（入館は16：30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

■試験に関する詳しい情報　文部科学省ホームページをご覧になるか、同省に電話でお問い合わせください。
※出願先は文部科学省です。県教育委員会では受付できませんのでご注意ください。

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

文化プログラムフェスティバル事業実行委員会　☎077-523-7146問合せ・申込み先

文化振興課　☎077-528-3340問合せ先滋賀県立近代美術館　☎077-543-2111問合せ先

「バイカルアザラシのことを知ってみよう」琵琶湖博物館

　大型水槽の前で、楽しいトークをお聞きいただきます。子どもから
大人まで大人気のバイカルアザラシの魅力がますます身近に！
●開催日時　 4 月29日（土・祝）13：15～13：45
●場　　所　琵琶湖博物館　　●事前申し込み　不要（当日受付）　　
●参 加 費　常設展示観覧券が必要（中学生以下は無料）
●参加資格　どなたでも（小学生以下は保護者同伴）

リニューアル工事と休館のお知らせ近代美術館

滋賀県立近代美術館は、改修・増築工事のため平成29年 4 月から休館します。

　 5 月13日「タンポポ調査に出かけよう！」実習室 2・屋外展示
　 6 月10日「ドキ土器！おしゃれもようを楽しもう！」実習室 2 ・展示室
　●時　　間　13：30～15：00　●事前申し込み　不要（当日受付13：00～13：30）　●定員 30名
　●参 加 費　無料　※「ドキ土器！」は常設展示観覧券が必要（中学生以下は無料）
　●参加資格　どなたでも（小学 4 年生以下は保護者同伴）

　今年で誕生から100年を迎える「琵琶湖周航の歌」の魅力を感じる船旅に参加しませんか？
●日時　 6 月24日（土）13：00～17：15　　●参加料　無料（事前申込制）
●場所　【第 1 部】高島市民会館　13：00～14：45

　　　　【第 2 部】ビアンカ船内（今津港発着）　15:15～17:15
●内容　第 1 部では琵琶湖周航の歌の合唱や講演。
　　　　第 2 部のビアンカ船上ではミニコンサートやワークショップなど
　　　　楽しい催しがいっぱいです。（予定）

織田信長画像
（近江八幡市摠見寺蔵）

写真：龍谷大学瀬田キャンパス

アール・ブリュット作品を県内各地で展示しています。
心が揺さぶられるその魅力を体感してみませんか？
～アール・ブリュットとは？～
日本語では「生（き）の芸術」と訳される。美術的なスタイルからは何の影
響も受けていない方が、湧きあがる衝動をそのまま表現した作品のこと。

　緑豊かなびわこ文化公園の中で、過去から現在までの滋賀
ならではの多彩な美の魅力を発信し、子どもから大人まで多
くの皆さんに楽しんでいただけるよう、平成32（2020）年春の
オープンをめざして美術館の再整備を進めています。
　未来へのタネとワクワクが詰まった「美の滋賀」の拠点と
して生まれ変わる美術館に、どうぞ御期待ください。

公開講座「天体観望会」参加者募集中！

滋賀県総合教育センター　科学教育係　☎077-588-2311　ほhttp://www.shiga-ec.ed.jp問合せ先

各回定員80名
参加無料

※詳細につきましては、滋賀県総合教育センターのホームページをご覧ください。

第1回

第2回

第3回

6 月23日（金）
 19：30～21：00

10月20日（金）
 18：30～20：30

2 月23日（金）
18：30～20：30

夏の大三角
さそり座
秋の大四辺形
くじら座
冬の大三角
北斗七星

天体
観望
天体
観望
天体
観望

プラネタリウム

プラネタリウム

プラネタリウム

木星
土星
土星
すばる

月の模様

書庫探検・チェンソーアートライブ

滋賀県立図書館　☎077-548-9691問合せ先

　みどりの日に、図書館の書庫を探検していただき、貴重資料も見て
いただきます。また、館外ではチェンソーアートライブを開催します。
●日時： 5 月 4 日（木・祝）　11：00～、14：00～　
　書庫探検　11：00～、14：00～　当日先着順　各回30人　入場無料
　チェンソーアートライブ　10：30～、14：00～　参加自由　入場無料

滋賀県立図書館

滋賀県総合教育センター

　戦後72年、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滋賀県平和祈念館にぜひご来館ください。
詳しくは、滋賀県平和祈念館のホームページをご覧ください。 検索滋賀県平和祈念館

開催月日・時刻 語り部のお名前 タイトル
4 月16日（日）13：30～
5 月14日（日）13：30～
6 月11日（日）13：30～

小　森　章　次さん
藤　川　誠一郎さん
水　波　　　堯さん

第 1 回試験

第 2 回試験

試験日程：平成29年 8 月 2 日（水）・3 日（木）
試験会場：ピアザ淡海　滋賀県立県民交流センター（大津市におの浜一丁目 1 番20号）
出願期間：平成29年 4 月21日（金）～ 5 月10日（水）　【消印有効】
試験日程：平成29年11月11日（土）・12日（日）
試験会場：国立大学法人滋賀医科大学（大津市瀬田月輪町）
出願期間：平成29年 8 月31日（木）～ 9 月14日（木）　【消印有効】

滋賀県平和祈念館　東近江市下中野町431番地　☎0749-46-0300問合せ先

文部科学省生涯学習政策局生涯学習推進課　認定試験第一係、第二係
☎03-5253-4111（内線2024または2643）

問合せ先

「戦 争 体 験 を 聞 く 会」平和祈念館

平成29年度高等学校卒業程度認定試験のご案内

完成イメージ図

（対象：県内にお住まいの18歳未満のお子さまと同伴の保護者）
※当日は県内在住を証明できるものを持参・提示

ください。

●5月5日「こどもの日」にも
　「児童福祉月間」の一環として
　県立施設の無料開放を行います！

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

ご意見・ご感想をお待ちしています。

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・ご希望の
プレゼント名・郵便番号・住所
・氏名

　平成29年 4 月24日（月）　※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。

アンケート

締め切り

当選発表

応募方法

送 付 先

5
名様5

名様

5
名様

（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。

びわ湖 ミシガンクルーズ 乗船引換券
〈琵琶湖汽船株式会社 提供〉
外輪船ミシガンは今年で就航35周年！
美味しいお食事と楽しいイベントで、
浪漫感じるときめきのクルーズタイムをお届けします。

びわ湖 ミシガンクルーズ 乗船引換券
〈琵琶湖汽船株式会社 提供〉
外輪船ミシガンは今年で就航35周年！
美味しいお食事と楽しいイベントで、
浪漫感じるときめきのクルーズタイムをお届けします。

安土城考古博物館
春季特別展「信長のプロフィール」
４月２９日（土・祝）～６月４日（日）
　 ●ペア招待券　　　　●春季特別展 図録

安土城考古博物館
春季特別展「信長のプロフィール」
４月２９日（土・祝）～６月４日（日）
　 ●ペア招待券　　　　●春季特別展 図録

春本番！
滋賀の自然や歴史を
学びにでかけませんか

春本番！
滋賀の自然や歴史を
学びにでかけませんか

八日市飛行場とともに・・・
農業・農村から見る滋賀の銃後
内湖干拓の勤労動員を経て予科練へ

第 2 土曜日には、子ども向け体験プログラムを毎月開催しています。
お気軽にご参加ください。「わくわく探検隊」毎月開催！

定員30名

（詳しくは情報コーナーをご覧ください。）

さらに詳しいことや、その他の取組については、「平成29年度学校教育の指針」や「平成29年度教育行政重点施策」をご覧ください。

未来を拓く心豊かでたくましい人づくり ～学び合い支え合う「共に育つ」滋賀の教育～未来を拓く心豊かでたくましい人づくり ～学び合い支え合う「共に育つ」滋賀の教育～

平成29年度  こ れら の ことに 重 点 的 に 取り組 み ます！平成29年度  こ れら の ことに 重 点 的 に 取り組 み ます！

　新学習指導要領で重点としている「主体的・対話的で
深い学び（アクティブ・ラーニング）」の視点からの保育
や授業の改善を進めます。

❶

くも じEDUCATION SHIGA

教育しが保

護者
向け情報誌

62
平成29年（2017年）

4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

中学校で支援スタッフとして
医療的ケアを行う看護師

しがしごと検定（接客）

高校生就業体験

中学生チャレンジウィーク

高校生海外体験プログラム

外国語活動授業風景
（小学校）

幼稚園の学び

小学校授業風景（理科）

●より高度な言語活動を中心にした授業（発表、討論・討議など）
●英語で行う授業
●高校生海外体験プログラム
　　英語教育の長い歴史と伝統があるイギリスに高校生を派遣し、
海外生活体験および語学学校における研修を行います。

●県内の学校園を指定して研究実践を進め、成果を県内の学校
園へ広めます。
●幼稚園・保育所・認定こども園、小学校低学年担当の教員を
対象に、幼児教育と小学校教育のよりよい連携や接続の方法
について研修を行います。
●教科指導の中心となる教員を「コアティーチャー」として選
出し、授業を公開したり、他の学校に行ってよりよい授業方
法について伝えたりすることで、新学習指導要領に対応した
学習指導ができるよう教員の授業力を高めます。
●小・中学校では、一人ひとりの子どもが、「学び確認テスト」
を通して学習の得意なところや苦手なところを知り、「学び直
しプリント（ガッテンプリント）」を使って、苦手な部分を学
習できるようにします。
●高等学校では、これまでの講義型の授業だけでなく、得た知
識を活用することや、グループディスカッションやディベート
などを通して、より深く学んでいく授業へと「学びの変革」
を推進します。

　滋賀県では、「滋賀の教育大綱（第2期滋賀県教育
振興基本計画）」に基づき、基本目標である「未来を
拓く心豊かでたくましい人づくり」の実現に向け、3つ
の柱のもと、新学習指導要領に対応する指導ができる
よう、平成29年度は、次のことに重点的に取り組んで
いきます。
　保護者や地域のみなさまも「滋賀の教育」について、
さらに知っていただき、共に子どもたちを育んでいき
ましょう。

　滋賀県では、「滋賀の教育大綱（第2期滋賀県教育
振興基本計画）」に基づき、基本目標である「未来を
拓く心豊かでたくましい人づくり」の実現に向け、3つ
の柱のもと、新学習指導要領に対応する指導ができる
よう、平成29年度は、次のことに重点的に取り組んで
いきます。
　保護者や地域のみなさまも「滋賀の教育」について、
さらに知っていただき、共に子どもたちを育んでいき
ましょう。

●英語による言語活動を中心にした授業
　（教科書を読み、その内容について話し合うなど）
●授業での教員の英語使用を促進
●校区内の小・中学校の交流による小中連携の強化

　新学習指導要領で実施される小学校3年生からの外国語活動や
5年生からの英語の教科化に対応できるよう、授業改善や教員の
指導力向上により、児童生徒の英語力を育みます。
●「聞く」「話す」を中心とした外国語活動の充実
●英語専科指導教員を配置しての学習プログラムの研究開発
●教員の指導力の向上や英語教材の開発
　➡平成30年度からの小学校外国語の先行実施に備えます。

　●地元企業等での就業体験
　●自分の将来について考えるライフプランの作成
　●課題解決型インターンシップ
　●大学、関係行政機関や産業界との連携

滋賀の教育の基本目標 未来を拓く心豊かでたくましい人づくり
～学び合い支え合う「共に育つ」滋賀の教育～

子どもの
たくましく生きる力を育む

子どもの
たくましく生きる力を育む

柱❶柱❶

子どもの育ちを支える
環境をつくる

子どもの育ちを支える
環境をつくる

柱❷柱❷
すべての人が共に育ち、
社会を創る生涯学習

を振興する

すべての人が共に育ち、
社会を創る生涯学習

を振興する

柱❸柱❸

●生徒の就労に対する意欲や興味関心を高め、就職をめざす生徒の
育成を図るため、技能検定制度「しがしごと検定」を実施します。
●職業教育を応援する企業の登録制度「しがしごと応援団」を活用し、学校が登録企業と連
携した取組を進めることで、作業学習や実習等の更なる充実を図ります。

滋賀県教育委員会 検 索
●滋賀県の教育情報は…

問合せ先 教育総務課　☎077-528-4512

特集 未来を拓く心豊かでたくましい人づくり
～学び合い支え合う「共に育つ」滋賀の教育～

児童生徒が主人公となる学校づくり～ 『いじめ』をなくすために ～

「教育の力」発信事業「湖国の親子へ贈る言葉」
 「いろいろ」

 “子どもの心”を豊かにするには
　　　　　　　学ぶ力を高めるためによいスタートをきろう
高校や大学等の支援制度をご案内します
知ってほしいな発達障害のこと
発達障害等の相談をお受けしています
親子で楽しむ文化財～まつりのミカタ～

情報コーナー
プレゼントコーナー
県内施設を無料開放しています！

●特別支援学校
　卒業後の社会的・職業的自立をめざした職業教育の充実
　に取り組みます。

●教員の専門性の向上や個別の指導計画・教育支援計画の作成・
活用を促進するため、県立高等学校へ巡回指導員を派遣します。
●県立高等学校に生活介助や学習支援を行う支援員を配置します。

●高等学校
　特別な支援を必要とする生徒への指導や支援に取り組みます。

●「地域で学ぶ」ための仕組み（副次的な学籍や特別支援学校分教
室）づくりや発達障害のある子どもの障害特性に応じた支援に
ついて、市町との共同研究に取り組みます。
●小・中学校に支援員や看護師を配置する市町への支援を行います。

●小学校・中学校
　障害のある子どもが「地域で学ぶ」ための取組を進めます。

●高等学校

●中学校

●小学校

●生涯にわたる多様なキャリア形成に必要な能力や態度を身に付ける。
●勤労観・職業観等を自ら形成・確立する。

●特別活動等を通じて目標を立て、計画的に取り組む態度を身に付ける。
●社会における自分の役割や将来の生き方・働き方等を考える。
　●中学生チャレンジウィーク
　　県内全ての公立中学2年生が5日間の職場体験
　●職業調べ
　●ボランティア体験　

●身のまわりの仕事や環境への関心を高め、夢や希望をもつ。
●社会性、自主性・自律性を身に付ける。

●人とかかわることの楽しさや人の
　役に立つ喜びを味わう。
●自発的・主体的に活動する。

　●「やまのこ」森林環境学習、「たんぼのこ」農業体験学習
　　「湖の子」体験学習
　●社会見学
　

生活や
遊びの中で

地域社会・
 家庭との
連携・協力

子ども一人ひとりの「学ぶ力」を高めます
基礎的基本的な知識・技能の習得とこれらを活用する思考力・判断力の育成
子ども一人ひとりの「学ぶ力」を高めます

基礎的基本的な知識・技能の習得とこれらを活用する思考力・判断力の育成
「地域で共に生きる」特別支援教育

インクルーシブ教育システムの構築と障害のある子どもの職業的自立と社会参加の推進
「地域で共に生きる」特別支援教育

インクルーシブ教育システムの構築と障害のある子どもの職業的自立と社会参加の推進

外国語（英語）教育を進めます外国語（英語）教育を進めます
豊かな語学力、コミュニケーション能力、

異文化理解力を身につけたグローバル人材の育成
豊かな語学力、コミュニケーション能力、

異文化理解力を身につけたグローバル人材の育成

確かな自己実現を目指す系統的なキャリア教育を進めます確かな自己実現を目指す系統的なキャリア教育を進めます
社会人・職業人として自立し、時代の変化に柔軟に対応できる力の育成社会人・職業人として自立し、時代の変化に柔軟に対応できる力の育成

「平成29年度学校教育の指針」… 検索滋賀県 学校教育の指針 「平成29年度教育行政重点施策」… 検索滋賀県 教育行政

障害のある子どもと障
害のない子どもが可能
な限り共に学ぶ仕組み。

？ インクルーシブ
教育システム

一人ひとりが社会人・
職業人として自立する
ために必要な能力や態
度を育てるための教育。

？ キャリア教育

子どもが自ら課題を見つ
け、意見を出し合い、考
えを深め、解決していく
学習。

？ 主体的・対話的で
深い学び

教育しが2月号2面
「ここが変わります 
英語教育」もご覧
ください。

検索教育しが

高
校
生

中
学
生

小
学
生

幼
児

全国どの地域で教育を受けて
も、一定水準の教育を受けら
れるようにするための教育課
程（カリキュラム）の基準。小
学校、中学校、高等学校等ご
とに、それぞれの教科等の目
標や大まかな教育内容を定め
ている。

？ 学習指導要領

幼 児 教 育

学ぶ力向上

人 権 教 育

4面

3面

2面

1面


