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ハガキ・ネットで応募

生涯学習課　☎077-528-4652･4654
Ｐma06@pref.shiga.lg.jp

問合せ先

におねっと 検 索

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

RESENT

　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
　郵便番号・住所・
　氏名
　
　　　　　　
　平成27年6月29日（月）　※当日消印有効

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 今回の紙面で一番よかった記事は？
　❷ 紙面に対する感想

（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

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

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）

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。

情報案内コーナー 参加募集案内コーナー

国宝延暦寺根本中堂と
重要文化財延暦寺根本中堂廻廊

●所在地：大津市坂本本町4220
●交　通：京阪電車石山坂本線「坂本駅」下車  徒歩約10分、
　　　　　坂本ケーブル乗り換え終点下車  徒歩約10分。
　　　　　名神高速道路大津ＩＣより車で約45分。

生涯学習課　☎077-528-4654　めma06@pref.shiga.lg.jp

検索におねっと 生涯学習課の取組詳しくは　　　　　　　　　　→　　　　　　　　　  まで　

問合せ先

スポーツ健康課分室　27総体実行委員会
☎077-528-4625
ふ077-528-4968
ほwww.shiga-soutai2015.jp

問合せ先

スポーツ健康課　☎077-528-4616　めma08@pref.shiga.lg.jp問合せ先
インターネットでお申し込みください。スポーツ健康課で検索してください。応募方法

文化財保護課　建造物係　☎077-528-4673

延暦寺

　今号からは、滋賀の文化財を代表する世界遺産、本年4
月に文化庁が認定した日本遺産を紹介します。
　今回は、1994年に京都市、宇治市の16の社寺と城ととも
に「古都京都の文化財（京都市・宇治市・大津市）」とし
て世界文化遺産に登録された比叡山延暦寺です。
　延暦寺の境内は滋賀県と京都府の県境に位置するため
か、京都府にあると勘違いされることも多いのですが、大
津市坂本に本坊である滋賀院が設けられ、そこから比叡山
へ登る参道が「本坂」と呼ばれるように、地理的、歴史的
にも滋賀県側に中心があるお寺です。
　延暦寺は、近江国出身の最澄が、延暦7年（788）に薬師
如来を安置した薬師堂を建てたことに始まります。最澄が
中国から伝えた天台宗の総本山として発展し、後に、鎌倉

新仏教の開祖となった法然、栄西、親鸞、道元、日蓮をは
じめ、多くの高僧を世に送り出しました。
　延暦寺では創建以降、山内に点在する形で堂舎が建てられ、
山上の伽藍は主に東塔、西塔、横川の3つの地域（三塔）
から成り立っています。
　東塔には、延暦寺の総本堂である根本中堂があり、国宝
に指定されています。この堂は正面幅約38ｍ、奥行き約24

ｍ、高さ約23ｍの滋賀県下最大級の木造建造物です。現在
の根本中堂は、江戸時代前期の寛永17年（1640）に再建され

ていますが、本尊を祀
る内陣は、床を張らず
土間とするなど天台宗
の伝統的な形式を伝え
ています。西塔には、
織田信長の焼き討ちを
免れた唯一の建物であ
る瑠璃堂があり、重要
文化財に指定されてい
ます。

　延暦寺では、この2
棟のほか、7棟が国の
重要文化財、8棟が滋
賀県指定有形文化財に
指定されています。こ
れら以外にも、山内に
は焼き討ちを乗り越え
て復興され、それぞれ
に歴史と魅力を持った
多くの建物が伝えられており、寺を訪れると最澄の理想を
実現する信仰の殿堂、今も行われている厳しい修行の場を
垣間見ることができます。

世界遺産　比叡山延暦寺世界遺産　比叡山延暦寺

重要文化財延暦寺瑠璃堂

第 39 回 全 国 高 等 学 校 総 合 文 化 祭

平 成 27 年 7 月 28 日 ( 火 ) ～ 8 月 1 日 ( 土 )

5名様

イメージソング
「ありのままの僕らで」CDを
ゲットしよう！！

次世代アスリート発掘育成プロジェクト
滋賀レイキッズ第２期生募集！！

小学５年生対象

　県内の小学5年生を対象に運動能力テスト（選考会）を行い、「滋賀
レイキッズ第2期生」として、約30名を選抜します。滋賀レイキッズは、
様々なトレーニングや競技体験を通じて、適性に合った競技種目を見つけながら、
将来、全国大会や国際大会で活躍できるトップアスリートを目指します。

　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。

【県から講師を派遣します！企業内家庭教育学習講座】
　しがふぁみ協定企業のうち、平成26年度は9社が家庭教育につい
て学ぶ学習講座を開催していただきました。写真はNPO法人CASN
代表の谷口久美子さんを講師として「今、子育てで大切にしたいこ
と」をテーマに学習講座を開催していただいた時の様子です。参加
された皆様からは「思春期を迎える息子ともゆっくり話す時間をつくりたい。」「子ども
の話を真剣に聴くなど、息子と一緒に自分も成長していきたい。」など、家庭教育に対
して前向きな感想をいただきました。詳しくは下記ホームページをご覧ください。

●認定書の交付式…………………合格者約30名　10/24（土）草津アミカホール
●育成プログラム…………………競技体験・身体能力開発など
　　　　　　　　　　　　　　　H27年10月～H29年3月の18か月間
●滋賀レイキッズ修了証授与式…平成29年3月　　中学入学 ➡ 各競技で活躍

●２次選考会…身体能力テスト（4種目）
　8/29（土）、8/30（日）県立スポーツ会館（大津）
　約100名 ➡ 約30名（男女各15名）

●１次選考会…運動能力テスト
　（立ち幅跳び・反復横とび・ボール
　投げ・20m往復走）
　受験者全体 ➡ 約100名を選抜

★県教育委員会では、新たに協定を締結してくださる企業・事業所を募集しています。

事業の流れ

問合せ先

選考日
7/4（土）
7/5（日）
7/11（土）

選考会場
野洲市総合体育館

彦根市民体育センター
滋賀県立体育館

申込締切
6/18（木）
6/18（木）
6/25（木）

よ かわ

こんぽんちゅうどう

る り どう

滋賀県立図書館　☎077-548-9691問合せ先

■日時：6月20日（土）　17：00～　　１階ロビーにて　入場無料　
■出演：ヴァイオリン　福谷巌、木村素子　　ヴィオラ　松本吉泰
　　　　チェロ　　　　神前武史　　　　　　ピアノ　　神前遊亀
■曲目：「シューマン　ピアノ五重奏曲」　ほか　

「ピアノクインテットの夕べ」
弦楽器とピアノの美しい調べをお楽しみください。

入場無料
申込不要

土曜サロン

新たな協定締結企業・事業所

1,375の事業所と協定を締結（平成27年５月１日現在）

■滋賀日産自動車株式会社
　中学生の職場体験や高校生のインターン
シップ体験を受け入れていただくなど、体験
活動を充実して、子どもの育ちを支えていた
だいています。

■京都信用金庫滋賀本部
　「地域社会で人と人の絆を育むこと」

「地域の皆様とふれあうこと」をめざし
て、各店舗で様々な「絆づくり活動」
を行っ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

カシロ産業株式会社での
家庭教育学習講座

インターハイ！インターハイ！

平成27年度全国高等学校総合体育大会
「2015 君が創る 近畿総体」

湖国滋賀で、この夏、高校生が熱い戦いを繰り広げます！

登　山 8/７（金）～11（火）

ソフト
ボール

女子 8/2（日）～6日（木） 　　　
男子 8/8（土）～12日（水）

卓　球 8/9（日）～14（金）

保護者の皆様、お子様と一緒に
お近くの会場へぜひ、見に来て
くださいね。

高島トレイル・比良山系
　（高島市）

守山市民運動公園
市立守山中学校（守山市）

滋賀県立体育館（大津市）

☎077-524-8125
＜ 9時～17時　土・日・祝日を除く ＞

「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。

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

❶

問合せ先 学校支援課　☎077-528-4643　ほhttp://www.pref.shiga.lg.jp/edu/content/06_education/tokubetsu_shien/index.html

　子ども一人ひとりの障害に応じた望ま
しい学びの場が柔軟に選択できるよう、
正確な情報提供に努め、適切な就学相談を進めます。

適切な就学相談を進めます！適切な就学相談を進めます！

　発達障害を含む障害のある子ども一人ひと
りの障害の状態や教育的ニーズに応じたきめ
細かな指導が行えるよう、教員の研修を充実
し、指導力の向上を図ります。

教員の資質や能力の向上を
図ります！
教員の資質や能力の向上を
図ります！

「共に学ぶ」ことを進めます！「共に学ぶ」ことを進めます！「共に学ぶ」ことを進めます！

　県と市町とがお互いに役割を分担しな
がら連携協力し、インクルーシブ教育シ
ステムの構築に向けた取組を進めます。

県と市町とが連携協力して、特別支援教育
の充実に取り組みます！
県と市町とが連携協力して、特別支援教育
の充実に取り組みます！
県と市町とが連携協力して、特別支援教育
の充実に取り組みます！ 　発達障害を含む障害のある子ども一人

ひとりの持てる力の伸長を図り、その豊
かな成長を促すために、幼稚園・保育
所、小学校、中学校、高等学校、特別支
援学校での発達段階に応じた指導を充実します。

発達段階に応じた指導を充実します！発達段階に応じた指導を充実します！

　発達障害を含む障害のある子どもが、日常生
活上や社会生活上の技能・習慣を身に付け、社
会参加のための知識や技能、態度等を養うこと
ができるよう、学校での指導を充実します。ま
た、学校卒業後の一般企業等への就職率の向上に努めます。

社会的・職業的自立をめざします！社会的・職業的自立をめざします！社会的・職業的自立をめざします！

　合理的配慮の検討と基礎的環境整備の推進
のため、教育環境の整備・充実を進めます。

教育環境の整備・充実を進めます！教育環境の整備・充実を進めます！教育環境の整備・充実を進めます！

   　家庭や地域と結びついた学習
はとても重要です。家の手伝い
はもとより地域の行事にも積極
的に参加していきましょう。

家庭や地域と結びついた
学習を大切にする
家庭や地域と結びついた
学習を大切にする 　いろいろな体験や経験を積み重ねていくこと

が子どもたちの自信につながっていきます。そ
のためにも、体育的な活動や文化
芸術活動など、幅広くたくさんの
体験や経験を積み重ねましょう。

作業的・体験的な活動を充実させる作業的・体験的な活動を充実させる
　聞く・話す・読む・書くなどの

「ことば」を使った活動は、感性や
情緒を育み、コミュニケーション能力や社会性
を伸ばしていくうえでも重要です。「豊かなこと
ば」で「豊かな心」を育みましょう。

「言語活動」を豊かにする「言語活動」を豊かにする

　日常生活や社会生活に必要な基礎的・基本的
な知識や技能、習慣等を身に付けることが大切
です。

　学校の勉強だけでなく、毎日の生活の中で繰り返し学ぶこと
で、しっかりと身に付けられるよう頑張りましょう。

基礎的・基本的な力を養う基礎的・基本的な力を養う
　子ども自身が、毎日の学習の内容につい
てどう自分の日常生活や将来に生かされて
いくのかを理解することが大切です。好奇
心や探究心を育て、自主的・自発的な学習
を大切にして、たくましく生きていく力を育みましょう。

自主的・自発的に勉強（学習）する自主的・自発的に勉強（学習）する

～「滋賀のめざす特別支援教育ビジョン（基本ビジョン）」を策定しました ～～「滋賀のめざす特別支援教育ビジョン（基本ビジョン）」を策定しました ～

「地域で共に生きていくための力」を育てる！「地域で共に生きていくための力」を育てる！

基本ビジョン7つの柱基本ビジョン7つの柱

　障害のある子どもと障害のない子どもが、可能な限り地域の小学校・
中学校等の「同じ場」で一緒に学ぶことができる体制づくりを進めます。

　我が国では、障害者の権利に関する条約の批准や、批准に向けての国内
法の整備により特別支援教育を取り巻く環境は大きく変化し、これまでの
特別支援学校を中心とした「特別な場」による指導から、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
教育システム」へと移行していこうとしています。また、全国の知的障害
特別支援学校や小中学校の特別支援学級、および発達障害等により通常の
学級で特別な支援を必要とする児童生徒の数は、ここ10年余りで大きく増

加しており、本県もその例外ではありません。
　こうした状況を踏まえ、県教育委員会では、『第2期滋賀県教育振興基本
計画』において「インクルーシブ教育システム」の構築を主要な取組の一
つとして位置付けました。また、今年3月には、これまでの本県特別支援教
育のあり方を抜本的に見直し『滋賀のめざす特別支援教育ビジョン（基本
ビジョン）』を取りまとめました。今後は、この『基本ビジョン』に基づき
「基本ビジョン7つの柱」に沿った具体的な取組を進めてまいります。

『自立と社会参加』に向けて、大事にしたい5つの取組！『自立と社会参加』に向けて、大事にしたい5つの取組！
　発達障害を含む障害のある子ども一人ひとりが、障害による学習上または生活上の困難さを改善・克服し、『自立と社会参加』のために必要
な知識、技能、態度、習慣等を養うことをめざして、学校と家庭、地域が力を合わせて取り組んでいくことが大切です！

＊「基本ビジョン」は、県教育委員会学校支援課特別支援教育室のホームページからご覧いただけます。

基本ビジョンの構成イメージ
多様な個人が能力を発揮しつつ

自立して共に社会に参加し支え合う

社会構造の変化
医療の進歩、職業構造の変化、価値観の転換　等

インクルーシブ教育システムの構築と新しい学校づくり

特別な教育的支援を必要とする児童生徒の増加

きめ細かな就学・進路指導を通した社会的・職業的自立の実現きめ細かな就学・進路指導を通した社会的・職業的自立の実現

共に学ぶ

発達段階に
応じた指導

教員の
資質能力向上

適切な
就学相談

教育環境の
整備・充実

教育における
役割分担

共生社会の形成

社会的
職業的自立

くも じ

4面

3面

2面

1面

滋賀県教育委員会 検 索●滋賀県の教育情報は…

EDUCATION SHIGA

教育しが保

護者
向け情報誌
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滋賀県教育委員会

特集 「地域で共に生きていくための力」を育てる！

特集 新しい滋賀県総合教育会議がスタートしました！
「教育の力」発信事業 「湖国の親子へ贈る言葉」
中学生の高等学校等体験入学のお知らせ
　　　　　　　「雨の日のカタツムリ」

　　　　　　　低学年で「学びの基礎」を育てましょう
　　　　　　　「健やかタイム」で体力アップ
　　　　　　　子どもたちの充実した学校生活のために…
　　　　　　　遊びは、幼児にとって、大切な学習です
　　　　　　　「地域の力」を学校へ
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親子でGO！滋賀の世界遺産・日本遺産
プレゼントコーナー「びわこ総文イメージソングCD」

人 権 教 育

学 ぶ 力 向 上
健 や か な 体　
特別支援教育
幼 児 教 育　
市民性を育む　


