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この広報誌は毎回228,000部作成し、県内の保育園・幼稚園・認定こども園・小学校・中学校・高等学校・特別支援学校の保護者に配布しています。経費は、１部あたり約4.3円です。（発行部数1,368,000部 印刷､ 配送費等 5,929,200円）

情報コーナー 平和祈念館　子ども向け体験学習イベント

奨学のための給付金（高校生等奨学給付金）のご案内

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

問合せ先

（国公立）教育総務課　☎077-528-4587
（私　立）私学・大学振興課　☎077-528-3271

問合せ先

文化財保護課　☎077-528-4672問合せ先

新たな協定締結企業・事業所
■坂口テレビサービス株式会社
　滋賀県家庭教育啓発ポスターを社内に掲示し、啓発活動をしていただいています。
中学生チャレンジウィークでは、中学２年生の職場体験を受け入れていただいています。

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
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

　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。

県家庭教育啓発ポスター

1,366の事業所と協定を締結
（平成28年5月1日現在）

　授業料以外の教育費負担を軽減するため、平成26年 4 月以降に高等学校等に入
学した高校生等のいる低所得世帯に「奨学のための給付金」を支給します。
●対象となる世帯（平成28年 7 月 1 日現在で以下の全てに該当する世帯）
　●生活保護世帯または保護者等の市町村民税所得割額が非課税であること。
　●高等学校等就学支援金の支給対象校に在学している高校生等がいること。
　●保護者等が滋賀県内に居住していること。
●支給額（年額） 国公立 32,300円～129,700円、私立 52,600円～138,000円
 通信制 32,300円～52,600円
※国公私立、通信制、扶養されている子どもの人数等により支給額が異なります。

★対象者は、7 月 1 日以降に学校へ申請が必要です。（詳しくは学校からご案内します）

滋賀県平和祈念館　☎0749-46-0300問合せ先

滋賀県障害者スポーツ協会　☎077-522-6000　ふ077-521-8118
めinfo@shigassk.net　ほhttp://www.sigassk.net
　https://www.facebook.com/shigassk

問合せ先

問合せ・申込先

生涯学習課　☎077-528-4654問合せ先

　びわ湖フローティングスクールの学習船「うみのこ」も登場す
る映画が、6月4日より県内先行上映されます！

県 立 図 書 館
埋蔵文化財センター
東 大 津 高 校

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

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。

アンケート

　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

応募方法

送　付　先

締 め 切り

当 選 発 表

「しがネット受付」
ＱＲコード

平成28年 6 月27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。

　滋賀県は仏像の宝庫で、県内各地に優れた仏像が伝えら
れています。これから仏像を鑑賞する方のために、ぜひ
知っておいていただきたい予備知識を説明します。
　仏像の種類はとても多いのですが、
大きく 4 つのグループに分けられます。
仏像鑑賞を始めるにあたって、まずこ
の分類を知っておいてください。
①如来　「真理に到達した人」の意味で、
悟りを開いた仏陀のことです。出家後
のお釈迦様がモデルとなっており、衲
衣と呼ばれる一枚の衣のみをまとい、
装飾品を身に着けません。仏教の開祖
である釈迦如来のほか、薬師如来、阿
弥陀如来などがあげられます。

②菩薩　「悟りを求める人」の意味で、
自らが悟りを求めるとともに衆生を救
うために修行する聖者です。出家前の
お釈迦様がモデルとなっており、髪を
高く結い上げ、きらびやかな装飾品を
身に着けています。現世利益の仏とし
てひろく信仰される観音菩薩（十一面
観音、千手観音など）のほか、地蔵菩
薩や文殊菩薩などがあげられます。
③明王　如来の化身として仏の教えに
従わない衆生を屈服させ、悟りへと導
く役割を担います。恐ろしい忿怒の姿
で表され、さまざまな武器を手にして
います。天台宗や真言宗など密教の宗
派であつく信仰される不動明王のほ
か、軍荼利明王、愛染明王などがあげ
られます。
④天　もとは古代インドで信仰されて
いた神々でしたが、仏教が誕生した後、

仏教の守護神として取り入れられました。その性格上、顔
の表情や服装、持ち物などはさまざまです。天の数はとて
も多く、代表的なものとして帝釈天、毘沙門天、弁才天、
金剛力士（仁王）などがあげられます。
　以上の予備知識を頭の片隅に入れていただき、早速、実
物を眺めてください。見終えた後は、自分が気付いたこ
と、感じたことを率直に述べることをお勧めします。ある
程度の数を見たならば、他の仏像と比べてみてください。
どこがどう違うのか、比較することで自分の目が養われ、
感性が研ぎ澄まされます。
　これを続けていくことで、仏像の手の組み方や持ち物の意
味、作者や地域、時代、材質に関する専門的な知識も徐々
に増えていきます。結局のところ、仏像に限らず、絵画や工
芸品など美術作品を鑑賞するには感性と知性が不可欠です。
こうした経験を重ねていくと、自分自身の中に仏像を見るう
えでのモノサシが形成され、鑑賞がより楽しくなります。

釈迦如来像
（誕生釈迦仏）
湖南市・善水寺

軍荼利明王像
栗東市・金勝寺

十一面観音菩薩像
甲賀市・櫟野寺

あの日　僕らが見たものは　真実か、幻か―。

映画「Mother Lake」に
ついての詳しいことは…

受講費は無料（但し☆保険代20円　★材料費500円　※入館料120円必要）
各講座　応募は開催日5日前まで　募集定員に達し次第申込み受付は終了。

●プログラム内容

●日　時　7 月29日（金）　 8 :30～12:00、13:00～16:30
●その他　参加費30円程度（傷害保険料）　定員各回30名　事前申込み必要

「平和の学校あかり・ピーススクール」
定員に達し次第申込受付終了 各講座申込受付中

●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
●短時間しか集中できず、
　落ち着きがない　など

具体的な支援などを、
　　一緒に考えます。

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・休館日を除く）

問合せ先

第３回
第４回
第５回
第６回
第７回
第８回
第９回

7月28日（木）
7月31日（日）
8月１日（月）
8月6日（土）
8月7日（日）
8月9日（火）
8月10日（水）

滋賀戦跡めぐりⅠ（八日市・米原）
戦時食（すいとん）作り
子ども映画会
戦争体験お話会
エコキャンドル作り
歴史学習＆創造力アップ講座
滋賀戦跡めぐりⅡ（大津方面）

［25名］☆
［20名］☆
［80名］
［40名］
［30名］★
［15名］
［25名］☆※

地下書庫探検
展覧会探検
水ロケットとばし

近 代 美 術 館

文化公園管理事務所

アートな
　たからさがし
アースアート

　県では、平成36年に滋賀県で開催される全国障害者スポーツ大会に向けて、障害がある多くの方のス
ポーツへの参加を推進しており、滋賀県障害者スポーツ大会を開催しています。種目は、陸上・水泳な
どの個人競技、ソフトボール・サッカーなどの団体競技があります。
　この大会は「スポーツをしたことがない！」「自分にはできない！」そう思っ
ているスポーツ初心者の方でも参加しやすい大会となっています。会場には
素敵な笑顔があふれ、たくさんの仲間が待っています。一緒にスポーツを楽
しみましょう。
　まずは見学からでも構いません。興味のある方は下記までお問合せください。

チャレンジしよう！滋賀県障害者スポーツ大会！

滋賀の文化財講座「打出のコヅチ」

●時　間　毎回午後 1 時30分より午後 3 時まで（受付開始午後 1 時15分から）
●会　場　コラボしが21（大津市打出浜 2 - 1 ）3 階　大会議室

❶
❷
❸
❹
❺

親子で楽しむ文化財
～仏像のミカタ～

親子で楽しむ文化財
～仏像のミカタ～

親子で楽しむ文化財
～仏像のミカタ～

滋賀県立琵琶湖文化館　☎077-522-8179　ふ077-522-9634
めbiwakobunkakan@yacht.ocn.ne.jp.ocn.ne.jp

検索滋賀県平和祈念館

文化財保護課

　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～

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

　「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

夏休み文化ゾーン子ども探検隊

聴講料　無料

5
名様

10
名様

おかげさまで、近江鉄道は創立120周年を迎えました。
これからも地域とともに走りつづけます。

滋賀の自然や
　　歴史を学びに
　　　　出かけませんか！

滋賀の自然や
　　歴史を学びに
　　　　出かけませんか！

3
名様

「1冊でわかる滋賀の仏像」「1冊でわかる滋賀の仏像」

5 月19日（木）　（終了しました。）「来迎図・神像・懸仏－平成27年度滋賀県新指定文化財より－」
6 月16日（木）　「信長文書の世界」
7 月14日（木）　「近江の神仏習合－琵琶湖文化館収蔵品を中心に－」
8 月17日（水）　「近江の奇祭―中山の芋競べ祭り－」
9 月15日（木）　「琵琶湖文化館蔵『琵琶湖図』の構図を読み解く」

　近江鉄道
　「1デイスマイルチケット」
　引換券（近江鉄道株式会社  提供）

※金曜・土曜・日曜・祝日利用可能。
　近江鉄道全線１日乗り放題
　

　近江鉄道
　「1デイスマイルチケット」
　引換券（近江鉄道株式会社  提供）

※金曜・土曜・日曜・祝日利用可能。
　近江鉄道全線１日乗り放題
　

文化財鑑賞ハンドブック　「1冊でわかる滋賀の仏像」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。）

琵琶湖博物館常設展示
ペア招待券（琵琶湖博物館 提供）
7月14日 リニューアルオープン（水族展示・Ｃ展示室）

琵琶湖博物館常設展示
ペア招待券（琵琶湖博物館 提供）
7月14日 リニューアルオープン（水族展示・Ｃ展示室）

まずは
お電話を！

え ぐん だ り あい ぜん
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検索映画 マザーレイク

　滋賀県内の高等学校・高等養護学校では、それぞれの学校の特色や
生徒の実態を踏まえた、様々な取組を通して、魅力と活力ある学校づ
くりに取り組んでいます。学校の仲間や先生、地域の方々と「共に育つ」
滋賀の高校生の学び合い、支え合う姿を紹介します。

❶

くも じ

4面

3面

2面

1面

EDUCATION SHIGA

教育しが保

護者
向け情報誌
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平成28年（2016年）

6月号
No.

滋賀県教育委員会

幼 児 教 育

人 権 教 育

特別支援教育

学ぶ力向上　

交 通 安 全
学校と地域の連携・協働

滋賀 教育の日 11月1日滋賀 教育の日 11月1日
しし がが

特集 魅力と活力ある学校づくり！
　　～「共に育つ」滋賀の高校生～
平成28年度　中学生の高等学校等体験入学のお知らせ

「教育の力」発信事業「湖国の親子へ贈る言葉」
「障害者差別解消法」をご存知ですか?

　　　　　　　「あたりまえ」にありがとう
　　　　　　　幼児は、遊びの中で試行錯誤しながら学びを
　　　　　　　深めています
　　　　　　　学ぶ力向上を育む学級会活動
　　　　　　　　～話し合い活動で生き生き学級つくり～
　　　　　　　「地域で共に生きていくための力」を育てる！
　　　　　　　交通ルールを守って、安全な自転車運転を！
　　　　　　　　　　　 地域の力を学校へ

情報コーナー
親子で楽しむ文化財～仏像のミカタ～
プレゼントコーナー

　八日市南高校では、甚大な被害をもたらし
た東日本大震災の翌年2012年度から東北ボ
ランティア活動を実施しています。この活動
を通して生徒たちは、「地域とのつながり」、

「人と人とのつながり」の大切さや、現在の
わが国が抱える人口減少問題、地方再生問題
について学んでいます。この活動を継続しな
がら地域にも目を向け、県の事業である「高
齢者とのふれあい交流事業」や「政所茶園の
復興（旧永源寺町）」にも取り組んでいます。
●高齢者とのふれあい交流事業
　黄和田、蓼畑、政所の地域で生徒が、ご高齢の方
と一緒にその地域で食べられていた食事をつくり、
地域の生活・文化についてお話を聞く活動です。

●政所茶園の復興
　政所茶は、10年後の存続が危ぶまれており、地
元の特産品を守るために生徒が一翼を担い活動して
います。今年度から茶畑を借受け管理し、八南ブランド「政所茶」としての生産を目指しています。

地域貢献活動を通して「人と人とのつながり」を学ぶ地域貢献活動を通して「人と人とのつながり」を学ぶ
八日市南高等学校

　甲南高校は創立128年目の地域に根差した伝統校、甲南高等養護学校は今年
開校10年目を迎える新しい学校です。両校は「独立自尊・誠実勤勉・協同友愛」
の校訓のもと、同じ敷地で学んでい
ます。また、部活動、学校行事、生
徒会活動を一部合同で行っていま
す。特にユーカリ祭（学園祭）は両
校合同で行われ、体育祭・文化祭と
もに大いに盛り上がります。今年4月
26日（火）～28日（木）の3日間、貴生川
駅前などで両校生徒会執行部と人権
委員会が中心となり、熊本地震被災
者のために募金活動を行いました。

高校・高等養護学校が共に学ぶ
～ノーマライゼーション・スクールをめざして～
高校・高等養護学校が共に学ぶ
～ノーマライゼーション・スクールをめざして～

甲南高等学校・甲南高等養護学校

　彦根工業高校では、毎年夏休み
の初めに、小学生とその保護者を
対象に「親子ものづくり体験教室」
を行っています。生徒による指導
で、「イライラ棒」「ホバークラフ
ト」「ペットボトルロケット」などを
製作し、ものづくりの楽しさを伝
えています。昨年は、95組181名
の親子が参加されました。この活
動を通して生徒たちは、人に教えることの楽しさや難しさを知り、コミュニケー
ション能力を高めています。毎年12月には、地域の大型商業施設で「生徒作品
展示会」を開催し、
多くの方に観ていた
だいています。

ものづくりの楽しさを伝える
　　　『親子ものづくり体験教室』
ものづくりの楽しさを伝える
　　　『親子ものづくり体験教室』
彦根工業高等学校

　虎姫高校は、「Science For All」を合言葉に、
電子黒板やタブレットなども活用し、学校全体
で課題探究型の学習に取り組んでいます。まず、
1年生全員がグループごとに課題研究やフィー
ルドワークにチャレンジし、その学びは、2年
生全員が、県内外の大学で研究の一端を学ぶサ
マーセミナーに発展します。こうした主体的な
学習は、進路選択や受験勉強だけでなく、次代
の社会人としての素養の育
成につながっていると確信
しています。

全員が頭と体を働かせ、探究的学習に取り組む
～スーパーサイエンスハイスクール指定校として～
全員が頭と体を働かせ、探究的学習に取り組む
～スーパーサイエンスハイスクール指定校として～

2学科併設校における生徒の多様な活動が未来を拓く2学科併設校における生徒の多様な活動が未来を拓く

虎姫高等学校

安曇川高等学校

　草津高校は、6年前から、授業における協働学習を実践
し、生徒の意欲的な学びと活き活きとした学校生
活が実現しています。アクティブラーニングによ
る全国的な授業変革運動の中で、県内外から多く
の教員が研修に訪れています。6月、9月、1月の
公開授業研究会とその前後8日間の授業参観、4
月、9月、10月、11月の学年別授業研究会、協働
学習の指導案の集約と教科による授業研修等々に
より、時代が求める教育の在り方を追求します。

協働的な学びにより現代を生きる力を育成する 協働的な学びにより現代を生きる力を育成する 
草津高等学校

～「共に育つ」滋賀の高校生～

魅力と活力ある
学校づくり！

滋賀県教育委員会 検 索
●滋賀県の教育情報は…

問合せ先 高校教育課　☎077-528-4571

●自然から与えられたものに感謝し、いただく気
持ちを生徒のみなさんに伝えていきたいです。

●高校生たちが来てくれることで本当に元気をも
らいました。

地域の方の声

　こんなにすばらしい文化が失われようとしてい
たことがとても残念でした。今回この体験を行う
ことで、この伝統を失わせたくないと思いました。

生徒の声

●地震の映像を見て驚いた。一日でも早く
日常を取り戻す手伝いがしたいです。

●募金という形で、被災地の人たちに両校
生徒会の思いを伝えたいです。

甲南高校生徒の声

●たくさんの方に募金していただいて、ありがた
かったです。

●熊本の人が大変な中、自分たちが甲南高校と協
力し、活動できてよかったです。

甲南高等養護学校生徒の声

　難しかったけど、お兄さんが優
しく丁寧に教えてくれて上手にで
きました。とても楽しかったです。

参加した小学生の声

　子どもたちに分かりやすく
説明するのが難しかったけれ
ど、良い経験になりました。

生徒の声

　素朴で、何事にも地道に頑張る生徒
からは、私たちも多くを学びます。今
も「質実剛健」の気風が生きています。

先生の声

●大学で講義を受け、いざ実践の就業体験は、今までにない取
組で楽しかったです。

●将来のことを視野に入れて、疑似体験できたことは貴重でした。

生徒の声

●みんなの思っていることが分かるし、分からないこともグループの人が教えて
くれるのでとてもいいです。

●話し合う時が一番好きで、みんなと話し合った方が分かるし、早く解けます。

生徒の声

●安曇川高校の販売実習は、毎年楽しみです。
●道の駅でのイベントには、吹奏楽部も演奏を披露するなど、

学校全体で盛り上げているのがよくわかります。

地域の方の声

　文武両道を目指す、虎高での毎日はと
ても忙しかったけれど、その分充実して
いたし、いい仲間と出会えました。

卒業生の声

　生徒同士が自分たちでどんどん
意見を積み上げ、課題をクリアし
ていく様子がとても印象的です。

先生の声

　普通科と総合学科併設の安曇川高校は多様な
取組を実践中です。県立高等学校キャリア形成
支援事業では、大学の講義と就業体験が連動。

「英語で学び、考えることの重要性」「人と違うことを恐れない」
等の生徒の実感の声が多くあります。総合学科の建築デザイン
では全国建築甲子園大会で、過去優勝・準優勝に輝き、昨年度
もベスト8に入る等、毎年挑戦を続けています。商業系列のア
ドベリー等の販売実習は、地元製菓店とも連携して道の駅やイ
ベント会場で実施。後輩にも引き継がれ、商品開発を続行中で
す。新商品も出し、地元や一般の方々にも大好評です。

中学３年生とその保護者のみなさんへ
　平成28年度高等学校等体験入学のお知らせを
２面に掲載しています。ご覧ください。


