
情報案内コーナー

滋賀県総合教育センター　科学教育チーム
☎077-588-2311　ほhttp://www.shiga-ec.ed.jp

問合せ先

生涯学習課　☎077-528-4652問合せ先

障害福祉課　☎077-528-3542　ふ077-528-4853
または、滋賀県ホームページ内　　　　　　　　　　 で検索ください。　

問合せ先

学校教育課　☎077-528-4571問合せ先

生涯学習課　☎077-528-4654問合せ先

県教育委員会学校教育課　全国高等学校総合文化祭推進室
☎077-528-4601　ふ077-528-4958

問合せ先

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～

第39回全国高等学校総合文化祭「2015滋賀 びわこ総文」
大会期間　平成27年７月28日（火）～８月１日（土）
京阪電車 石山坂本線 ラッピング電車の出発式

各回80名
参加無料

　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。

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 　大津、草津、甲賀、彦根、長浜の5つの地域で開校します。

環境や文化、歴史や健康、バイオテクノロジー等をテーマに仲間
とともに学びませんか。各校15回～18回の連続講座です。
●募集期間：4月15日（水）～5月22日（金）
●受 講 料：5,000円（別途材料費等必要な場合あり）
●定　　員：各校30名程度

（個人競技開催日）※参加申込は市町障害福祉課窓口へ
　5月17日（日）フライングディスク【県立長浜ドーム】ほか、
アーチェリー（6/21）、ボウリング（7/26）、水泳（8/23）、陸上

（9/27）、卓球（11/１）を開催。
（団体競技開催日）※参加希望チームは下記連絡先まで
　11月12日（木）バレーボール【彦根市民体育センター】ほか、
ソフトボール・サッカー・バスケットボール（11/15）を開催。

「におねっと」検索

「びわこ総文」検索

『障害者スポーツ』 検索

☆詳しくは　　　　　　　　 を御覧ください。

見に来てね

　家庭の教育力の向上に向けた職場づくりに取り組んでいただける
企業・事業所様と滋賀県教育委員会が協定を結び、企業内で家庭教
育について学ぶなど、社会全体で子どもたちの健やかな育ちを支え
るための取組を推進しています。

問合せ先

この広報誌は毎回200,000部作成し、県内の幼稚園・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4.2円です。（発行部数1,200,000部 印刷､ 配送費等 4,989,600円）

　およそ8,000年前の縄文時代、琵琶湖畔に人々が住みつ
いて以来、大津は日本列島の交通の要衝として発展し、し
ばしば歴史の表舞台ともなってきました。
　大津市歴史博物館は大津市役所や三井寺に隣接する歴史
豊かな地に建設され、平成2年（1990）に開館した歴史博物
館です。
　常設展示室は「大津の歴史と文化」をテーマに、ユニー
クな発展をとげてきた各地域の歴史と文化について、模型
や実物資料などでわかりやすく紹介しています。また、

「歴史年表展示」で年代順に大津市全体の歴史の流れを学
ぶことができるようにも工夫されています。

　天智天皇が都を移した近江大津宮、比叡山の仏教文化、
琵琶湖の水運や漁業による堅田の繁栄、本多家・膳所6万
石の城下町、東海道最大の大津宿のにぎわいなど、湖都大
津の豊かな歴史を楽しく学ぶことができます。さらに、ニン
テンドーDSシリーズ®の本体を持参して常設展示室に 入 館
すれば、展示内容や大津の歴史についての豆知識を音声で
紹介する、ガイドサービスを利用することもできます。
　企画展示室では、年に2～3 回企画展をおこなっており、
平成27年 3 月 7 日から 4 月12日までは企画展「江若鉄道の
思い出」を開催中です。江若鉄道は大正10年（1921）に現在
の大津市内を走る路線で開業し、のちに近江今津（高島
市）から浜大津まで延長されて昭和44年（1969）まで営業し
ていた鉄道です。長く湖西の交通機関として愛された江若
鉄道の思い出を、当時の記録やエピソードなどで綴りま
す。お父さんお母さん、おじいさんおばあさんたちから、
なつかしい鉄道の思い出話を聞きながら見学するのも楽し
いでしょう。 文化財保護課　美術工芸・民俗担当　☎077-528-4672

大津市歴史博物館
湖都大津の歴史探検へGO！

大津市歴史博物館
湖都大津の歴史探検へGO！

でチェックしてからおでかけください。

大津市歴史博物館ホームページ
http://www.rekihaku.otsu.shiga.jp/

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4月27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

ハガキ・ネットで応募

におねっと 検 索

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

問合せ先

親子で参加できる
イベントや講座も探せる

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。

公開講座「天体観望会」参加者募集中！公開講座「天体観望会」参加者募集中！

滋賀県障害者スポーツ大会

※申込方法など「天体観望会」の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。

大会100日前のイベントとして、「出発式」を行います。
平成27年4月19日（日）から8月１日（土）まで走ります。
●日　時　平成27年4月19日（日）13：00～13：45

●場　所　京阪電車　坂本駅
　ホームページＵＲＬ　http:/www.biwako-soubun.jp/

第１回

第２回

第３回

７月10日（金）
19：30～21：00

12月14日（月）
18：30～20：30

３月11日（金）
19：00～21：00

★天体観望：木星、金星、土星
★プラネタリウム：夏の大三角、さそり座
★天体観望：ふたご座流星群
★プラネタリウム：ペガスス座、オリオン座
★天体観望：木星、大星雲Ｍ4
★プラネタリウム：冬の大三角、しし座

参加者
募集中

平成27年度 淡海生涯カレッジ
受講生募集

近江八景一筆箋を

　 ゲットしよう！！

大津市歴史博物館大津市歴史博物館

京阪電鉄石坂線「別所」駅下車、徒歩5分
JR湖西線「大津京」駅下車徒歩15分

大津市歴史博物館　☎077-521-2100
〒520-0037　大津市御陵町２-２

問合せ先

企画展「江若鉄道の思い出」常設展示室の内部
白鬚付近　昭和44年　福田静二氏撮影

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。
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！

1,354事業所に拡大中
（滋賀県家庭教育協力企業協定制度）（滋賀県家庭教育協力企業協定制度）

　　●株式会社国華荘びわ湖花街道
新たな協定締結企業（平成27年3月12日現在）

家庭の教育に企業の力を！
しがふぁみ
家庭の教育に企業の力を！
しがふぁみ

学ぶ力を育む６つの滋賀プラン学ぶ力を育む６つの滋賀プラン

保護者のみなさんへ
　みなさんに一番がんばってほしいことは、自分の可能性を信じ、失敗を恐れないで挑戦する心
を持つことです。そして、友達の良さを尊重し、仲間と支え合い、人を思いやる心を大切にしま
しょう。また、「なぜ」「どうして」と考えたり、いろいろな人の意見を聞き、自分の考えを伝えた
りすることや、難しいことでもあきらめずに粘り強く挑戦することなどを通して、いろいろなこと
に積極的に取り組むことのできる人になりましょう。

　子どもに寄り添い、子どもの声や思っていることに耳を傾けましょう。子どもが挑戦しようとし
ていること、困難なことにも立ち向かい努力していることなどを通して少しずつ自分に自信を持
ち、力を付けていく姿を見守り、成長を共に喜びましょう。子どもが自立するためには、家庭の力
が大切です。子どもが人として身に付けなければならない正しい習慣を身に付け、家庭の中での
役割を果たし、家族や周りの人を大切にできる子どもに育てましょう。

問合せ先 学校教育課　☎077-528-4578「学ぶ力向上　滋賀プラン」の詳細については http://www.pref.shiga.lg.jp/edu/index.html まで

　全国学力・学習状況調査の結果から、本県児童生徒には基礎・基本を身に付けさせることや言語力の育成、また、学びの姿勢や態度が身に付いていないことなど
様々な課題が浮かび上がってきました。これらの課題を解決するには、全ての子どもの能力を最大限に引き出し、充実感や達成感の中で人生そのものが豊かになる
よう育む必要があります。子どもたちが互いに尊重し、力を合わせ、ともに教え合う中で、また、社会や自然の中で学ぶことで、生きる力が育まれるようにしなけ
ればなりません。そのためには、就学前からの子どもの育ちを支える環境をつくるとともに、夢と生きる力を育てる教育の基礎となる学ぶ力を育成することが大切
です。そこで、特に、就学前から中学校までの、子どもたちの学ぶ力向上に向けた目標と施策の方向性を示す4年間の中長期計画を策定しました。一人ひとりの子
どもに学ぶ力をつけるための６つのプランにより、学校、家庭、地域が一体となって県全体で子どもたちの夢と生きる力を育てることを目指します。

　滋賀の子どもたちが、自分の将来を真剣に考え、仲間と共に力を合わせ、自ら進んで学ぼうとする力を身に付けることは、子どもたちの
人生そのものを豊かにすることにつながります。県全体で、子どもたちの「学ぶ力」を育てていきましょう。

子どもたちの夢と生きる力を育てるために子どもたちの夢と生きる力を育てるために
「学ぶ力向上　滋賀プラン」を策定しました「学ぶ力向上　滋賀プラン」を策定しました

学校・家庭・地域が一体となって、子どもたちの学ぶ力を育てましょう！学校・家庭・地域が一体となって、子どもたちの学ぶ力を育てましょう！

家庭・地域では

子どもたちへ

●家庭学習の習慣化など、規則正しい生活習慣を身に付けさせましょう！●家庭学習の習慣化など、規則正しい生活習慣を身に付けさせましょう！

※グラフは全国・学力学習状況調査の児童生徒質問紙の結果より

●学校と家庭が連携し、子ども
が自ら進んで家庭学習、予習
復習等をするよう習慣化を図
りましょう。

●子どもが豊かな人間関係をつ
くることができるよう、子ども
一人ひとりを認め、ほめるこ
とで自尊感情を高めましょう。
●生活習慣の改善・向上や食育
の推進を図るため、学校や地
域と連携した取組を進めま
しょう。

家で、自分で計画を立てて勉強をしていますか？

小学校
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●子どもたちが前向きな気持ちで学べる環境を作りましょう！●子どもたちが前向きな気持ちで学べる環境を作りましょう！

●学校、家庭、地域が連携
し、役割分担しながら、
地域における多様な学
習、文化やスポーツ、体
験活動等の機会の充実に
取り組み、子どもたちの
教育環境を充実させま
しょう。
●子どもが運動（遊び）好
きになるよう、学校や地
域においても、1日30分
運動を推進しましょう。

今住んでいる地域の行事に参加していますか？

中学校
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16.716.7

25.625.6 26.026.0
24.024.0 24.024.0

16.616.6

23.923.9 23.023.0

地域の皆さんへ
　未来を拓く心豊かでたくましい人づくりを教育の柱に、学び合い支え合う「共に育つ」滋賀の
教育を保護者や地域の方と一緒につくりましょう。子どもたち一人ひとりの能力や可能性を引き出
し、子ども同士が考えを交流し、わかる・できる喜びを感じられるような授業改善に努めましょ
う。一人ひとりの子どもと向き合い、理解し、教師として子どもたちのために何ができるかを常に
考え、家庭や地域から信頼される学校をつくりましょう。

　将来、生まれ育った地域を誇りに思い、地域での学びを自らの生き方に生かすことができる子ど
もたちを育てましょう。子どもたちが安心して育つ環境づくりが必要です。滋賀の子どもたちは、
地域社会の中で、語らいやふれあいを通して多くのことを学んでいます。地域とのつながりを大
切にし、自ら何事にも挑戦し、やり抜くことのできる子どもたちを、学校・園、家庭、地域が一体
となって育てていきましょう。

学校の先生へ

県全体で
子どもの力を

伸ばす

県全体で
子どもの力を

伸ばす

5
放課後や

家での時間の
使い方を考える

放課後や
家での時間の

使い方を考える

4

徳知 体

夢と生きる力を育てる
仲間と周囲とのつながりを大
切にし、自ら進んで学び、自
分の将来を真剣に考えること
のできる子どもを育てる
互いの良さを認め尊重し、ほ
めることで自尊感情を高め、
互いに認め合いながら、自ら
進んで挑戦し、やり抜くこと
のできる子どもを育てる

❻ 授業を改善するプラン
●思考力・判断力・表現力を育成する取組
●教科指導力を向上し、学力を高める取組
●幅広い知識や授業技術等、実践的指導力を身に付ける英
　語教育の取組

❺ 県全体で子どもの力を伸ばすプラン
●学校・園、家庭、地域社会が一体となり、自己実現を図
　れるよう支援する取組
●土曜日ならではの豊かな教育環境を提供する取組
●体力の向上、運動機会の充実を図る取組

❹ 放課後や家での時間の使い方を考えるプラン
●個に応じたきめ細かな指導の推進を図る取組
●家庭での学習習慣や、主体的な家庭学習を確立する取組
●人間関係の育成や生活習慣の改善につなげる取組

一人ひとりの
学ぶ力を高める
一人ひとりの

学ぶ力を高める

1

生活の中で
学ぶ力を
つける

生活の中で
学ぶ力を
つける

2
繰り返し努力

したことを認め
能力や可能性を

引き出す

繰り返し努力
したことを認め
能力や可能性を

引き出す

3
❷ 生活の中で学ぶ力をつけるプラン
●体験を通して学びの基礎を育む取組
●学び合う学習環境をつくる取組
●自分も他の人も大切にした集団をつくる取組

❸ 繰り返し努力したことを認め能力や可能性を引き出すプラン
●繰り返し取り組み、学ぶ意欲や自信を高める取組
●放課後を活用し、個に応じた学習サポートや運動機会の
　充実を図る取組
●基礎的・基本的な知識・技能を定着させる取組

❶ 一人ひとりの学ぶ力を高めるプラン
●豊かな人間性や人間関係を築く力を培う体験活動の取組
●社会人・職業人として自立していくことができる教育の取組
●一人ひとりに応じて個性や能力を伸ばす取組

授業を
改善する
授業を

改善する
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平成27年（2015年）4月号

保護者向け情報誌保護者向け情報誌
各課連絡先（代表番号）

教育委員会事務局
〒520-8577　大津市京町四丁目1-1

滋賀県教育委員会

滋賀県の教育情報は
検 索滋賀県教育委員会

教 育 総 務 課
学 校 支 援 課
教 職 員 課
学 校 教 育 課
人 権 教 育 課
生 涯 学 習 課
スポーツ健康課
文化財保護課

☎077－528－4511
☎077－528－4641
☎077－528－4531
☎077－528－4571
☎077－528－4591
☎077－528－4651
☎077－528－4611
☎077－528－4671

No.50

小学校では、自分で計画を立てて勉強をよくして
いると答えた児童の割合が低くなっています。

よく参加していると答えた割合が全国よりも
高くなっています。


