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この広報誌は毎回205,000部作成し、県内の幼稚園・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4.2円です。（発行部数1,230,000部 印刷､ 配送費等 5,119,200円）

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。

携帯サイト

右の「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！

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！

　「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

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～

「こころんだいやる」～ひとりで悩まず相談してください～

　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。

　「こころんだいやる」は、子育てやいじめ、不登校など、子どもに関する悩みなら何で
も相談できる電話相談窓口です。専門の相談員が相談をお受けします。
　しんどい気持ちを誰かに聞いてもらいたくなったら、お電話ください。

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　

受付時間 毎日午前9時～午後9時（12/29～1/3を除く）

☎077-524-2030　0120-0-78310電話番号

☎077-567-5404

9時～17時
土・日・祝日を除く

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28年 4 月25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。

（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。

、または
で応募してください。

アンケート

締め切り

当選発表

応募方法

送 付 先

匿名でも
構いません。

秘密は
守ります。

「しがネット受付」
ＱＲコード

5
名様

10
名様

長浜市曳山博物館入場ペア招待券〈長浜市曳山博物館  提供〉
曳山博物館に関しては、3面「親子で日本遺産・世界遺産にGO!」をご覧ください。
長浜市曳山博物館入場ペア招待券〈長浜市曳山博物館  提供〉
曳山博物館に関しては、3面「親子で日本遺産・世界遺産にGO!」をご覧ください。

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〉
なお、4/29、5/4、5/5のミシガンクルーズは、滋賀県内の高校生
以下は、乗船料が無料になります。
※但し大人1名につき5名まで

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〉
なお、4/29、5/4、5/5のミシガンクルーズは、滋賀県内の高校生
以下は、乗船料が無料になります。
※但し大人1名につき5名まで

　琵琶湖を舞台に活躍してきた学習船「うみのこ」に県内外の親子が乗船し、「湖の子」体験学習
や琵琶湖上での展望活動を通して、親子や県内外の小学生が交流する機会をもってみませんか。

●対　　象：県内、県外の 3 、4 、5 年生とその保護者
県内30組、県外20組　計50組を募集します。募集要項、応募期間や方法などは
後日お知らせいたします。

●活動内容：「湖の子」水調べ、プランクトンウォッチング、ロープワーク等、その季節に
応じた航路や学習プログラムを行います。昼食は名物「湖の子」カレーです。

　滋賀県は、滋賀県立長浜ドームのネーミングライツパートナーとして学校法人関西文理総
合学園（長浜市）に決定し、ネーミングライツに関する契約を締
結しました。これにより「滋賀県立長浜ドーム」の愛称が「長浜
バイオ大学ドーム」に、また、「滋賀県立長浜ドーム宿泊研修館」
の愛称が「長浜バイオ大学ドーム宿泊研修館」になりました。
　新しい愛称は、平成28年 1 月から使用しています。

情報コーナー

春季特別展「信長の家臣たち」

フローティングスクール　学習船「うみのこ」親子体験航海

滋賀県立安土城考古博物館（近江八幡市安土町下豊浦6678）　☎0748-46-2424問合せ先

　天下統一を目指した織田信長は、羽柴秀吉や明智光秀・柴
田勝家など、有能な家臣に支えられていました。展覧会では、
多彩な家臣たちの活躍や信長との関係を紹介します。
●会　期：4 月29日（金・祝）～ 6 月 5 日（日）
●休館日：月曜日　※ただし 5 月 2 日は開館

みどりの日地下書庫探検

滋賀でもっと家族になろう！
『ハグナビしが』ポータルサイト開設！

滋賀県立図書館　☎077-548-9691問合せ先

　みどりの日にちなみ、びわこ文化公園では、「みどりのつどいフェスティバル」
として、さまざまな催物があります。図書館では、日ごろ入ることのできない書
庫や貴重な資料をご覧いただけます。
●日時：5 月 4 日（水・祝）　11：00～、14：00～　　●場所：滋賀県立図書館
●定員：各回30名（各回30分前より、先着順で受付）

　結婚から妊娠・出産、子育てまで、各ステージ
に応じた情報を集約したポータルサイト『ハグナビしが』を開設しました。
　結婚支援情報や、妊娠・出産に関する情報、保育施設や子育て支援情報、「淡
海子育て応援団」など、様々な情報を発信。ハグナビサポーターさんのレポート
や、みんなで投稿できる体験記、フォトギャラリーもあります。
　さらに、子育て関連施設等の位置検索ができるスマートフォンアプリもできまし
た！ぜひご活用ください。
　まずは、アクセス！

明智光秀画像
（本徳寺蔵）

滋賀県立図書館

滋賀県立安土城考古博物館

1,366の事業所と
協定を締結

（平成28年3月18日現在
）

の事業所と家庭の に企業の力を！家庭の に企業の力を！家庭家庭家庭家庭家庭家庭家庭家庭家庭家庭家庭家庭のののののののののののの にににににに企業の力企業の力企業の力企業の力企業の力企業の力企業の力企業の力企業の力企業の力企業の力企業の力企業の力企業の力企業の力をををををを！！！
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）を推進していますを推進していますを推進していますを推進していますを推進していますを推進していますを推進しています

■甲賀高分子株式会社
　地元小学校が行う水質調査の支援をすると
ともに、子どもたちといっしょに川の美化活動
などにも取り組んでいただいています。

■大塚製薬株式会社
　京都支店大津出張所
　熱中症対策や食育にかかる出前授
業、また、工場見学会の実施など、
子どもの体験活動を支援していただ
いています。

新たな協定締結企業・事業所

検索ハグナビしがhttp://www.hugnavi.net

びわ湖フローティングスクール　☎077-524-8225問合せ先 検索フローティングスクール

★募集チラシは、5月中旬に小学
5年生全員に配布します。
★受験は、6会場の中から1会場
を選んでいただく選択制になっ
ています。（1人1回）

友だちと一緒に挑戦しよう！
★受験者一人ひとりにアドバイス
付き体力診断表をお渡しします。
★自分の運動能力を知る良い機会
になります。挑戦してみては…。

次世代アスリート発掘育成プロジェクト!!

スポーツ課問合せ先

年間
4回実施

親子体験航海①
親子体験航海③

平成28年 7 月18日
平成28年10月29日

親子体験航海②
親子体験航海④

平成28年 8 月20日
平成28年12月23日

※小学 5年生対象、全受験生から約100名が 2次選考へ（受験 1人 1回）1 次選考

6 月11日（土）滋賀県立体育館　　　　6 月18日（土）布引運動公園体育館
6 月25日（土）彦根市民体育センター　6 月26日（日）野洲市総合体育館
7 月 9 日（土）安曇川総合体育館　　　7 月16日（土）湖南市総合体育館

※約100名2 次選考

8 月27日（土）～28日（日）
滋賀県立スポーツ会館

滋賀レイキッズ第3期生　約30名
　アスリート育成期間
　H28年10月～H30年 3月

滋賀から世界へ！　トップアスリートの育成を目指します！

公開講座「天体観望会」参加者募集中！

　滋賀県は、滋賀県立長浜ドームのネーミングライツパートナーとして学校法人関西文理総
「長浜ドーム」が「長浜バイオ大学ドーム」になりました！

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

スポーツ課問合せ先

子ども・青少年局　☎077-528-3561問合せ先

生涯学習課　☎077-528-4654問合せ先

各回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

7 月 1日（金） 19：30～21：00

10月14日（金） 18：30～20：30

2 月24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

月の模様

金星、大星雲Ｍ42

県立学校の開校ならびに移転のお知らせ
平成28年4月より下記の県立学校が、開校、移転、校名変更します。

学校支援課　☎077-528-4641問合せ先

〒522-0033　彦根市芹川町580 ☎0749-23-1491　ふ0749-26-3615
〒526-0847　長浜市山階町352 ☎0749-62-0238　ふ0749-65-1341
〒522-0033　彦根市芹川町580 ☎0749-22-4890　ふ0749-26-3615
〒526-0847　長浜市山階町352 ☎0749-62-0238　ふ0749-65-1341

〒526-0036　長浜市地福寺町3-72 ☎0749-62-0920　ふ0749-62-0940

彦根翔西館高等学校
長浜北高等学校
彦根西高等学校
長浜高等学校

（現）長浜高等養護学校より校名変更
長浜北星高等養護学校

新設

移転

住　　　　所　　　　等校　　　名

5月中旬より
申込み受付開始！

PRESENTPRESENT
春本番！滋賀の自然や歴史を学びに
　　　　　出かけませんか！
春本番！滋賀の自然や歴史を学びに
　　　　　出かけませんか！PRESENTPRESENTPRESENTPRESENTPRESENTPRESENTPRESENTPRESENTPRESENT

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。

すべての人が共に育ち、社会
を創る生涯学習を振興する

子どもの育ちを支える環境
をつくる

子どものたくましく生きる力を育む

平成28年度に重点的に取り組む施策

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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4月号
No.

滋賀県教育委員会

特集 未来を拓く心豊かでたくましい人づくり
　　平成28年度に重点的に取り組む施策
教育長就任あいさつ
特集 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」

　　　　　　　「心のノート」

　　　　　　　“園生活はまさに新世界”
　　　　　　　～ホラ　楽しいことがいっぱいあるよ♪～
　　　　　　　学ぶ力を高めるよいスタートをきろう
親子で日本遺産・世界遺産にGO！
さまざまな支援制度が利用できます。
発達障害等の相談をお受けしています。
情報コーナー
プレゼントコーナー
県立施設を無料開放しています！

人 権 教 育

幼 児 教 育

学 ぶ 力 向 上 　

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…

詳しくは、『平成28年度教育行政重点施策』をご覧ください。 問合せ先 教育総務課　☎077-528-4512滋賀県　教育行政 検索

●学校図書館を活用するため
の支援や、次世代の成長産
業を支える図書の整備、提
供を行うなど、社会の力で
市民性を育み、活力ある地
域の創生を図ります。

県民の主体的な学びを推進するために、読書
環境の充実や読書活動の推進を図ります

●学校にスクールカウンセラーやスクールソーシャルワー
カーを配置・派遣するとともに、警察・医療・福祉など
の関係機関との連携を強化し、いじめや不登校対策に
努めます。

●学校支援地域本部やコミュニティ
　・スクール等の仕組みを通して、
学校と地域が双方向に連携・協働
し、「地域とともにある学校」・
「学校を核とした地域づくり」を推
進します。

すべての子どもにとって居心地のよい学校・
地域をつくります

●大学等とも連携しながら、職務や経験の程度に応じた
効果的な研修を推進します。特に、若手教員の効果的
な育成に努めます。

教職員の教育力を高めます

●世界遺産・国宝延暦寺根本中堂等
の大規模保存修理を平成28年度
から10ヶ年の予定で実施します。
また、今年度、修理中、観光客が
減らないよう、県として支援も行
います。

●史跡や遺跡、戦国時代の城跡や古
戦場、まつり等について、県内での講座、探訪会を開
催し、県民が歴史文化に親しむ機会の充実を図ります。

全国有数の文化財の保存と活用を図ります

●学ぶ力を育むため、小中学校において各学年
で身に付けておくべき力の定着を図り、また、
放課後等の活用により、自主的な学習習慣を
定着させ、家庭学習の充実につなげます。

●子どもの主体的・協働的な学び（アクティブ・
ラーニング）の視点からの授業改善を進め、
学校改善を図ります。

●小学校の外国語活動
の充実を図るととも
に、小中高を通じた
系統的な英語教育を
推進します。

●モデル校によるＩＣＴ
機器を活用した授業
の実践事例を提供
することで、ＩＣＴ機器の活用状況を改善し、協
働型・双方向型の学習を推進します。

●特別支援学校と居住地域の小中学校の両方に学籍を持つ「副次的な学
籍」制度や、特別支援学校の「分教室」の設置に向けた市町との共同
研究に取り組みます。

●小中学校に在籍する障害のある児童生徒の支援を行う支援員や、医療
的ケアを行う看護師を配置する市町への支援を行います。

●県立高等学校に在籍する特別な支援を必要とする生徒に対し、学習支
援等を行うスタッフを配置します。

●市町のモデル校へ発達障害アドバイザーを配置し、障害の特性に応じた指導・支援の充実と教員の専
門性向上に向けた研究事業に取り組みます。

4つの要素からなる「生きる力」を育みます

障害のある子どもと障害のない子どもが、可能な限り同じ
場で共に学ぶ「インクルーシブ教育」を推進します

　 「確かな学力」　 「確かな学力」
●自他の人権を尊重
する意識・意欲・
態度を育成するた
め、一人ひとりの
自尊感情を高める
取組や人権につい
ての正しい理解を
深める学びの充実
を推進します。
●文化部活動のさらなる発展に向けた次世代の
文化芸術の担い手や拠点校・伝統校の育成、
特別支援学校の文化活動への支援等に取り組
みます。

●休み時間等に運動
遊びを行う「健や
かタイム」などの
取組を実施するこ
とにより、子ども
の運動機会の充実
に努め、運動遊び
に自ら取り組む子
どもを育てます。
●「ぐっすり睡眠・しっかり朝食」を合言葉とし
て、生活習慣の改善に向けて取り組めるよう、
家庭や地域と連携し、啓発とあわせ、食に関
する指導の充実を図ります。

　 「豊かな心」　 「豊かな心」

　 「健やかな体」　 「健やかな体」

●うみのこなど、豊かな
自然を活用した体験学
習や、実践的な学びを
重視した環境学習を
推進し、自然とのつな
がりや関わりに興味を
持ち、主体的に行動
できる力を育みます。

地域の方と夏野菜の
苗植え体験

国宝延暦寺根本中堂
及び重要文化財廻廊

草津養護学校と瀬田工業高校との
スポーツ交流

健やかタイムの様子

福祉作業所との協働作業を通じて、
人権を尊重する意識を高める取組

うみのこでの水質調査

仲間と考えを出し合い深める授業

使いやすい学校図書館にする
ためのリニューアル

「滋賀の自然や
地域と共生する力」

「滋賀の自然や
地域と共生する力」

～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

知 徳

体

共 生

柱❶柱❶

柱❸柱❸

柱❷柱❷

具体的な取組事例などは、今後の
『教育しが』で紹介していきます！

　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つの柱のもと以下のような施策に重点的に取り組んでいきます。保護者、地域のみなさまも、共に、県全体で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つの柱のもと以下のような施策に重点的に取り組んでいきます。保護者、地域のみなさまも、共に、県全体で子どもたちを育んでいきましょう。

教育長就任あいさつ

青木　洋
あお き ひろし

　これからは、一人ひとりが自立し、多様な人々と互いに支え合いながら、ともに
生きていくことが求められます。このため、次代を担う子どもたちに「確かな学力
（知）」「豊かな心（徳）」「健やかな体（体）」と「滋賀の自然や地域と共生する力」か
らなる「生きる力」を育んでいくとともに、障害の有無にかかわらず「共に学び、
共に育つ」教育を推進します。
　新しい年度が始まり、子どもたちもそれぞれの夢や目標に向かって、意欲をもっ
て取り組んでいるところであり、私自身も、現場をしっかりと見ながら、保護者、地
域の皆様、市町、関係団体の方々とともに、教育課題の解決に向け尽力してまいり
ますので、どうぞよろしくお願いいたします。

　このたび、滋賀県教育委員会教育長を拝命しました青木洋でございます。重責に
身が引き締まる思いですが、滋賀の教育の発展のために、全力を注ぐ所存です。
　さて、本県では、「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、「未来を拓く心豊かでたくましい人づくり」の実現に向け、教育施策を推進して
います。また、今年度からは、新しい豊かさの創造をめざす「滋賀県基本構想」の
もと、「人口減少を見据えた豊かな滋賀づくり総合戦略」に沿って、「『豊かな学びの
フィールド・滋賀』人づくり」などのプロジェクトに重点的に取り組んでまいります。


