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文化財保護課　☎077-528-4674問合せ先

情報コーナー

開催日時・時刻 語り部のお名前 タ　イ　ト　ル
12月18日（日） 13：30～ 

１月22日（日） 13：30～

奥村早智子さん、他 3 名

磯田英夫さん

座談会　－戦時中に描いた「学級日誌」－

2度の魚雷攻撃を乗り越えて　－フィリピン回顧録－

滋賀県立安土城考古博物館　☎0748-46-2424問合せ先

全国中学校駅伝大会滋賀県実行委員会事務局　☎077-535-9080問合せ先

学校支援課　☎077-528-4643問合せ先

特別陳列 「トリにまつわる考古資料」

平成28年度 第24回全国中学校駅伝大会平成29年度滋賀県立特別支援学校入学者選考
（幼稚部および高等部、高等部分教室）についてお知らせします。

「地域づくり型生涯カレッジ」実践フォーラム

安土城考古博物館

　平成29年の干支「酉」にちなんだ迎春企画です。滋賀県内の遺跡から見つか
った鳥の形のハニワや木製品などを展示しますので、ぜひご覧ください。
●会　　期　平成29年 1 月 7 日（土）～ 2 月 5 日（日）
●開催日時　 9 ：00～17：00（入館は16：30まで）
●入 館 料　大人450円／高大生300円／小中生無料

　「地域づくり型生涯カレッジ」の事例発表や講演をとおして、「学び」を生かした地域づくりに
関わる関係者の学びを深めます。
●開催日時　平成29年 1 月28日（土）　13：30～16：10
●会　　場　滋賀県立男女共同参画センター（近江八幡市鷹飼町80-4）
●講　　演　「生涯学習と地域づくり～コミュニティデザインによる地域課題解決～」
●講　　師　醍醐孝典氏（ｓｔｕｄｉｏ-Ｌディレクター、東北芸術工科大学 コミュニティデザイン学科准教授）

高島市妙見山古墳群
出土　鳥形埴輪

応援よろしく
お願いします

●女子スタート　11：00（ 5 区間：12㎞）
●男子スタート　12：15（ 6 区間：18㎞）
●参加は、都道府県代表男女各47チームと開催地代表男女各１チーム　計96チーム
※いずれの日も来場には、JR野洲駅北口からのシャトルバスをご利用ください。(片道300円)

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

12月17日（土）開会式　野洲市総合体育館　15：00～
12月18日（日）競　技　希望が丘文化公園スポーツゾーン

検索特別支援教育室 滋賀

生涯学習課　☎077-528-4652問合せ先 検索におねっと

選考
平成29年 3 月 8 日（水）

選考結果の発表
平成29年 3 月15日（水）

選考の日程

土曜サロン メサイア合唱団クリスマスコンサート

滋賀県立図書館　〒520-2122　大津市瀬田南大萱町1740-1　☎077-548-9691問合せ先

滋賀県立図書館

　毎年恒例、閉館後の図書館で開かれるクリスマスコンサート。大人も子ど
もも楽しめるクリスマスソングがいっぱいです。お気軽にお越しください。
●日時　12月10日（土）　17：00～
●場所　滋賀県立図書館　１階ロビー
●演目　クリスマス・オラトリオ（J.S.バッハ）ほか

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

琵琶湖博物館 親子で楽しめるカルタイベント

検索琵琶湖博物館 イベント詳しくは…

入場無料
参加申し込み不要

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
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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。

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

（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。

　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

送　付　先

当 選 発 表

締 め 切り

締 め 切り

応募方法

締 め 切り

「しがネット受付」
ＱＲコード

平成28年12月19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。

スキー場共通リフト
一日優待券
マキノ高原マキノスキー場、国境高原スノーパーク 
箱館山スキー場、朽木スキー場 

（高島市スキー場協議会提供・高島市観光振興課 協力）

スキー場共通リフト
一日優待券
マキノ高原マキノスキー場、国境高原スノーパーク 
箱館山スキー場、朽木スキー場 

（高島市スキー場協議会提供・高島市観光振興課 協力）

☎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
　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。

　「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。

～「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～

受付時間：平日9：30～18：00（ただし年末年始を除く）

県立学校および市町立小中学校でのいじめ相談

☎077-567-5404

いじめなどで困っているあなたへ

この冬は、県内でスキー、スケートをしませんか！この冬は、県内でスキー、スケートをしませんか！

滋賀県立アイスアリーナ
ペア入場引換券 （滋賀県体育協会提供）
スケート教室、アイスホッケー教室を開催中
です。ご参加お待ちしています。　

滋賀県立アイスアリーナ
ペア入場引換券 （滋賀県体育協会提供）
スケート教室、アイスホッケー教室を開催中
です。ご参加お待ちしています。　

親子で楽しむ文化財
～名勝庭園のミカタ～

親子で楽しむ文化財
～名勝庭園のミカタ～

親子で楽しむ文化財
～名勝庭園のミカタ～

滋賀県平和祈念館　東近江市下中野町431番地　☎0749-46-0300
検索滋賀県平和祈念館詳しくは、滋賀県平和祈念館のホームページをご覧ください。

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。ぜひご来館ください。

「戦 争 体 験 を 聞 く 会」滋賀県平和祈念館

家庭の教育に企業の力を！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）締結企業・事
業所において、勤務時間内外に子育てや家庭の教育について学ん

でいただこうと、今年度も企業内家庭教育学習講座の開催を支援します。
　講師謝金・旅費は、県生涯学習課が負担します。開催を希望される企業・事
業所は県生涯学習課までお問合せください。

生涯学習課　☎077-528-4654問合せ先 【講座の一場面】検索におねっと

　企画展示「びわ博カルタ」にあわせ、親子で楽しめるカルタイベントを連続開催します。
１月 2 日（月）～ 9 日（月）…伝統的なカルタ「貝覆い」づくり体験、または親子で楽しめるミニカルタ
　　　　　　　　　　　　大会を毎日開催。
１月15日（日）…競技かるたの模擬試合、百人一首ミニ講座などが体験できる、新春かるた大会。
●時　　間　13：30～15：00＜予定＞（受付：13：00～）事前申し込み不要
●場　　所　企画展示室　　●参加資格　どなたでも
●参 加 費　企画展示観覧料が必要（大人200円、高・大学生160円、小・中学生100円）

【県から講師を派遣します！企業内家庭教育学習講座】

1,412の事業所と協定を締結（平成28年11月1日現在）

PRESENTPRESENT

　滋賀県教育委員会では、高校に入学するすべての子どもたちが、充実した学校生活を送る中で希望する進路の実現を
図れるように、平成24年12月策定の滋賀県立高等学校再編計画に基づき、魅力と活力ある学校づくりを推進しています。

　学園祭は、1年翔西館、2・3年彦根西・彦根翔陽の3校が
一緒です。盛り上がりも楽しい気持ちも3倍。先輩、後輩が
仲良くつながりとても楽しい学園祭でした。

　彦根西高校と彦根翔陽高校の良い面が融合して、先輩と後
輩が仲良く学校生活ができる良い環境だと思います。

　1年生は８クラスもあるため友人がたく
さんできました。参加型の授業が多く、
学んでいるという実感があります。3年生
になって、新しい校舎に入れることを楽
しみにしています。

❶

くも じEDUCATION SHIGA

教育しが保

護者
向け情報誌

60
平成28年（2016年）

12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

～滋賀県立高等学校再編計画により設置された高校の特色を紹介します～

　劇表現の授業で、背中を合わせて手を使わずに
立ち上がる活動をしました。お互いを信じないと
立てないし身を任せられない、信頼関係の大切
さを感じました。
台詞や動き、立
ち方にも意味が
あり、それを考
えて演じないと
芝居が成り立た
なくなります。

　彦根西高校と彦根翔陽高校の歴史、伝統、教育実践を融合
し、今春、新たにスポーツ科学、家庭科学など5系列の総合学
科高校として、彦根翔西館高校がスタートしました。新しく完
成した特別教室棟には400名収容の大講堂があり、総合学科の
成果発表会などに活用しています。
　3校合同での学園祭は、1学年9学級ずつの計27学級の力を
合わせて行うため、とても活気あるものになっています。
　スポーツ科学系列では、陸上、ハンドボール、野球などの専
攻スポーツの授業もあります。滋賀国体も見据えて、全国大会出場を目指す部もあり、活動は活発です。

　滋賀県の高校で初めての全日制と定時制昼間部・
夜間部の3つの課程をもつ高校として、平成26年度
に新しくスタートしています。生徒一人ひとりの学
ぶ目的やライフスタイルに対応しつつ、進路希望を
実現するために、柔軟な学習システムを取り入れてい
ます。全日制と定時制の生徒が、授業、学校行事、
部活動を合同で行う取組もあります。

　独自教科『表現』では、「劇表現」、「国際理解」、
「映像と表現」の3つの科目の授業があり、自己を表
現し感性を高めることをねらいとした活動を取り入
れています。

　全日制と昼間部は能輝祭として合同で取り組み、
課程を越えたつながりが生まれます。夜間部は能夜
祭として生徒と教員が協力して模擬店やイルミネー
ションに取り組み、部活動を終えた全日制の生徒も
参加して賑やかで楽しい夜となりました。

滋賀県教育委員会 検 索
●滋賀県の教育情報は…

問合せ先 上記記事については…………学校支援課　☎077-528-4641
「夢の設計図」については…高校教育課　☎077-528-4571検索夢の設計図 滋賀

特集 魅力と活力ある学校づくり！
～滋賀県立高等学校再編計画により設置された高校の特色を紹介します～
小中連携を生かして子どもたちの「学ぶ力」を高めよう！
 “お手伝い”って楽しいなあ
 派遣実習（デュアルシステム）に取り組んでいます！
 『こころの扉』
 職業的自立と社会参加をめざして
 「しがしごと検定」に取り組んでいます
 あそび！お手伝い！家族のふれあい！
 　　　　親子で考える防災のこと

「教育の力」発信事業「湖国の親子へ贈る言葉」
平成28年度滋賀県いじめ問題生徒会サミット
発達障害等の相談をお受けしています。
情報コーナー
親子で楽しむ文化財～名勝庭園のミカタ～
プレゼントコーナー

総合単位制高等学校

能 登 川 高 等 学 校能 登 川 高 等 学 校

新しい仲間！

　新しい校舎！

新しい仲間！

　新しい校舎！

　長浜高校と長浜北高校を統合して、今年度4月に開校
しました。滋賀県の高校で初めてコミュニティ・スクー
ルの指定を受けています。生徒自ら「考え」「発信」で
きる授業に取り組むとともに、高校生の地域づくりへの
参画・貢献を通して、地域社会との関わりの中で育っていく学習に取り組んでいます。

　特に英語教育に力を入れており、すべて英語（Aｌｌ English）
で行う「ACTIVE English」という科目では、活発なコミュ
ニケーション活動を通して、楽しく学んでいます。
　3校合同の学校生活では、学園祭や球技大会など生徒会が
中心となり、生徒が主人公となる行事がたくさんあります。
長浜バイオ大学ドームで体育祭を実施し、大いに盛り上がり
ました。

統合新校

「いきいき・のびのび」学校生活

　　「わくわく・どきどき」学習活動

「いきいき・のびのび」学校生活

　　「わくわく・どきどき」学習活動

“Think　Globally Act　Locally”が

合言葉

“Think　Globally Act　Locally”が

合言葉

校舎完成イメージ図（平成28年12月完成）

校舎完成イメージ図（平成30年度新校舎へ移転）

魅力と活力ある学校づくり！魅力と活力ある学校づくり！

統合新校

＜全日制と定時制の合同授業＞

＜学園祭＞

彦根翔西館高等学校
彦根西高等学校
彦根翔陽高等学校

彦根翔西館高等学校
彦根西高等学校
彦根翔陽高等学校

生徒の声 3年生

生徒の声 1年生

生 徒 の 声

生 徒 の 声

（新校）長浜北高等学校
　　　　長浜高等学校
　　　　長浜北高等学校

（新校）長浜北高等学校
　　　　長浜高等学校
　　　　長浜北高等学校

劇表現の授業劇表現の授業

全日制と定時制（昼間部）合同の学園祭全日制と定時制（昼間部）合同の学園祭

コミュニケーション英語の授業コミュニケーション英語の授業
３校合同の体育祭３校合同の体育祭

３校合同の文化祭３校合同の文化祭

総合学科  成果発表会総合学科  成果発表会

幼 児 教 育

人 権 教 育

特別支援教育

健 や か な 体

高 校 教 育　

学校と地域の連携・協働

4面

3面

2面

1面

　滋賀県教育委員会ホームページにすべての県立高等学校・県立高等養護学校・県立特別支援学校高
等部の特色紹介「夢の設計図」を掲載しています。ぜひ、ご覧ください。

　文化財のなかに史跡名勝天然記念物というジャンルがあります。
今回はそのうち名勝についてお話しします。名勝とは「庭園、
橋梁、峡谷、海浜、山岳その他の名勝地で我が国にとつて芸術
上又は観賞上価値の高いもの」として国が指定したものです。
日本各地には、その地域を現す素晴らしい景色が数多くありま
す。景色には、地球が生み出
した自然と、その時代を生き
た人々が様々な思いで作った
人為的な景色とがあります。
人為的な景色の代表が「庭園」
です。庭園は城や寺社や個人
の邸宅の中で見ることができ
ます。県内には18件の名勝が

あり、これは全国で2番目の数です。それではこれから庭園の
見方についてお話しします。庭園は各時代の文化や信仰を取り
入れ、自然を意味のある世界として表現しています。たとえば、
古代東アジアを模した「飛

あ す か

鳥京
きょう

苑
えん

池
ち

」（奈良時代）、仏教の極楽
浄土を示した「浄土庭園」、貴族の遊び場である「寝

しん

殿
でん

造
づくり

庭園」（平
安時代）、仙人の住む山を現した「神

しん

仙
せん

庭園」（平安時代）、武士
の間で流行した修行の場である「禅宗庭園」（鎌倉時代）、住居
から見るための「書

しょ

院
いん

造
づくり

庭園」（室町時代）、すべての要素を取
り込み完成させた「大名庭園」（江戸時代）などです。形には、
池があり散策や舟遊びができる「池

ち

泉
せん

回
かい

遊
ゆう

式
しき

庭園」や、庭から
水と木を可能な限り無くし、
石や砂や苔だけで自然を芸術
的に表現した「枯

かれ

山
さん

水
すい

庭園」、
茶室のための「茶

ちゃてい

庭」などが
あります。また、庭園の細部
には、水や滝、砂浜を石敷で
表現したり、外の景色を背
景として取り入れた「借

しゃっけい

景」、

石や岩で仏や山、動物を
表したり、短歌や物語、
他国の景色を縮小して再
現する「見立て」など、
様々な仕掛けや工夫がな
されています。庭園はそ
こにいて木々の緑や水の
流れを眺めているだけで
も心安らぐ空間ですが、

少し見方が変わると、ひとりひとりに違った景色として映り、
心に訴えかけてくるものがありとても素晴らしい空間となります。
　さあ、みなさんも、庭園を訪れ、当時の人々の気持ちに自ら
を映して眺めてみませんか、そして、見たままの自由な発想で、
あれは何、これは何と、思い思いのイメージを語り合い、想像
を膨らませながら鑑賞してはいかがでしょうか。また、あたら
しい文化財への発見があるかもしれません。

池泉回遊式庭園（名勝玄宮楽々園） 玉石で滝を現す（名勝玄宮楽々園）

砂利で洲浜を現す（名勝玄宮楽々園）


