
ハガキ・ネットで応募

　近畿・東海・北陸ブロックの滋賀・大阪・奈良・京
都・兵庫・和歌山・愛知・三重・岐阜・富山・石川・
福井の12府県では、各府県に伝承されている民俗芸能
のすばらしさを多くの方々に知っていただくため、「近
畿・東海・北陸ブロック民俗芸能大会」を開催してい
ます。今年は下記のとおり当県で開催いたします。
　ぜひ多くの方々にご来場いただき、民俗芸能のもつ
魅力をご堪能ください。
●開 催 日　平成26年11月9日（日）
　　　　　　12時30分開演（開場12時）
●会　　場　甲賀市あいこうか市民ホール
　　　　　　（甲賀市水口町水口5633番地）

●出演団体（出演予定順）
　●西川の大踊り　　　　　　　（奈良県吉野郡十津川村）
　●住吉の御田植　住吉田植踊　（大阪府大阪市住吉区）
　●敷地天神蝶の舞　　　　　　（石川県加賀市）
　●下余呉の太鼓踊り　　　　　（滋賀県長浜市）
　●越中五箇山麦屋節　　　　　（富山県南砺市）
　●小木田の棒の手　　　　　　（愛知県春日井市）
　●黒滝の太鼓踊り　　　　　　（滋賀県甲賀市）
●入場無料
　※11時30分からはお囃子などを体験していただけるワークショップ

を開催します。
　※8日には滋賀県民俗文化財保護ネットワーク交流フォーラムを

開催します。

黒滝の太鼓踊り

下余呉の太鼓踊り

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26年11 月4日（火）　※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

応募
してね！

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）

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

　栗東といえば、名神高速道路の栗東インターチェンジや
ＪＲ栗東駅前に林立する高層ビルなど、現代的で新しいイ
メージのあるまちです。一方で、南部の山地には金勝寺な
どの古い社寺があり、北部の平地には旧東海道と旧中山道
の二大街道沿いに江戸時代以来の商家や住宅がのこされて
いるなど、歴史豊かでたくさんの文化財が守り伝えられて
いる地域でもあるのです。
　栗東歴史民俗博物館は、そうした栗東の豊かな文化遺産
を集めて展示しており、高さ6.3メートルの巨大な石仏で
ある「狛坂磨崖仏」の実物大レプリカ（複製品）などは、
大人にも子どもにも人気があります。
　また、明治時代初期に栗東駅の近くに建てられた民家

「旧中島家住宅」（国登録文化財）が博物館の敷地内に建てな

おされ、内部には昭和初めごろの家具や道具類がおいてあ
りますので、まるでタイムスリップして昔の農家に遊びに
来たような体験ができます。
　旧中島家住宅には昔ながらの「かまど」がもうけられて
いますが、開館日である土曜・日曜・祝日には「かまど」
に火が入り、火吹き竹を使った「火吹き体験」もできます。
かまどで実際の煮炊きを体験してみたい方は、予約申込み
により年間9回催される体験講座「かまどめしを炊こう！！」

人権教育課　☎077-528-4592問合せ先

主題「差別の現実から深く学び、生活を高め、未来を保障する教育を確立しよう。」
＜全体会＞　10月25日（土）　10：00～15：35　滋賀県立文化産業交流会館
　■開会行事・基調報告
　■現地からのメッセージ「ふるさとからつなげよう人権文化を！」
　■特別報告「豊郷町隣保館の取り組み」　山﨑　真由子さん
　■記念講演「障害者差別解消法制定の意義と今後の課題」
　　　　　　　　　　　　神奈川大学教授　山崎　公士さん

＜分科会＞　10月26日（日）　9：30～15：00　秦荘中学校・豊郷小学校・豊日中学校・豊栄のさと

〈選抜の日程〉　●推薦選抜・特色選抜検査……平成27年2月5日（木）
　　　　　　　　入学許可予定者通知…………平成27年2月13日（金）
　　　　　　　●一般選抜学力検査等…………平成27年3月10日（火）・11日（水）
　　　　　　　　入学許可予定者発表…………平成27年3月17日（火）

〈主な変更点〉　●学力検査時間の変更
　　　　　　　　●一般選抜……………………各教科40分 ➡ 50分
　　　　　　　　●転入学・編入学……………各教科40分 ➡ 50分

※詳細は、平成27年度滋賀県立高等学校入学者選抜要項を御確認ください。
　滋賀県教育委員会ホームページ　ほhttp//www.pref.shiga.lg.jp/edu/

滋賀県職業能力開発協会（大津市南郷五丁目2-14）
（おうみしごと体験フェスタ実行委員会事務局、滋賀県技能振興コーナー）
☎077-533-0850　Ｖ077-533-3909

問合せ先

　小学生・中学生を対象に、様々なしごとが体験できる「しごと体験教室」、ものづくりが体験で
きる「ものづくり体験教室」を開きます。
●開催日　平成26年11月15日（土）、16日（日） 
●場　所　滋賀県立文化産業交流会館、米原市米原公民館
●対象者　小学1年生から中学1年生（しごと体験）
　　　　　小学1年生から中学3年生（ものづくり体験）
※申込方法は、県内全小中学校に配布するチラシまたはＨＰをご覧ください。
　ほhttp://www.shiga-nokaikyo.or.jp/ 全国高等学校総合文化祭推進室

☎077-528-4601　Ｖ077-528-4958
ほhttp:/www.biwako-soubun.jp/

　高校生最大の文化の祭典まで、あと１年です。
　11月3日（月・祝）、リハーサルにあたる、プレ総合開会式をびわ湖ホール
で、パレードを周辺道路で開催します。
　また、開催22部門とも、本大会と同じ会場で行います。
　詳しくは、下記ホームページをご覧ください。

滋賀県健康医療福祉部子ども・青少年局　☎077-528-3551問合せ先

　10月18日・19日の2日間、児童虐待防止を訴えるびわ湖一周オレンジリボンたすき
リレーが開催されます。そのゴール地点、びわ湖こどもの国で、たすきリレーゴール
地点イベントを開催します！
　当日は、合唱や合奏など音楽で親子一緒に楽しめるイベントとなっています。びわ
湖をぐるっとつながれてきたオレンジのたすきとランナーたちをみんなで迎えましょう。

●日時　平成26年10月19日（日）　12：45～16：00

●場所　県立びわ湖こどもの国

問合せ先

文化財保護課　☎077-528-4672　Ｖ077-528-4956問合せ先

文化財保護課　美術工芸・民俗担当　☎077-528-4672

うみな
湖楠

参加
無料

☎077-524-8125
＜9時～17時　土・日・祝日を除く＞

「学校に行きにくそうだ」「最近よく休むようになった」
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。

火吹き体験にチャレンジ

栗東歴史民俗博物館　昔のくらし体験へＧＯ！栗東歴史民俗博物館　昔のくらし体験へＧＯ！

に参加されることをおすすめします。本物のかまどで自分
たちが炊いたおいしい「かまどめし」を、登録文化財の家
で昔ながらの「本膳」を使って食べるという、ぜいたくな
プログラムです。さらに、特別献立が出ることもあるよう
ですから栗東歴史民俗博物館ホームページでチェックして
みてください。

ほwww.city.ritto.shiga.jp/hakubutsukan/

かまどめしを炊こう！！

8名様

ジンケンダーのメモ帳とマグネット
をゲットしよう！！

不登校行きしぶりの相談は
滋賀県心の教育相談センターへ

第58回滋賀県人権教育研究大会（愛知・犬上大会）のご案内第58回滋賀県人権教育研究大会（愛知・犬上大会）のご案内 「平成27年度滋賀県立高等学校入学者選抜」についてお知らせします「平成27年度滋賀県立高等学校入学者選抜」についてお知らせします

第4回おうみしごと体験フェスタ＆滋賀県ものづくりフェア2014第4回おうみしごと体験フェスタ＆滋賀県ものづくりフェア2014 第39回全国高等学校総合文化祭「2015滋賀　びわこ総文」第39回全国高等学校総合文化祭「2015滋賀　びわこ総文」

オレンジリボンたすきリレーゴール地点イベントオレンジリボンたすきリレーゴール地点イベント
子どもを虐待から守ろう！

子ども達の演じる民俗芸能＆おはやし体験ワークショップ子ども達の演じる民俗芸能＆おはやし体験ワークショップ
第56回近畿・東海・北陸ブロック民俗芸能大会滋賀大会

2015滋賀　びわこ総文
平成27年７月28日（火）～８月１日（土）

ほんぜん

こんしょうじ

こまさか ま がいぶつ

栗東歴史民俗博物館　☎077-554-2733
〒520-3016　栗東市小野223-8
ＪＲ東海道線草津駅東口バスターミナル5番のりば
より帝産バス「コミュニティセンター金勝」行き乗
車、「図書館・博物館前」バス停下車、徒歩１分。
ＪＲ草津線手原駅より徒歩30分
名神高速道路栗東ICより車で5分

問合せ先

●学校の勉強のこと、友達や仲間の
こと、将来のことを親子で話す日に。
●テレビやゲームをやめて、親子で
読書をする日に。

今年度の全国学力・学習状況調査の結果

主体的に学ぶ力を育てるために　これからの取組の視点

ゲームやメールの時間を決めて、自分で計画を立てて学習する習慣を身に付けましょう！
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　「普段（月～金曜日）、携帯電話やスマートフォンで
通話やメール、インターネットをする」時間が短いほ
ど、教科の平均正答率が高くなっています。

普段（月～金曜日）、1日当たり
どれくらいの時間テレビゲーム

（コンピュータゲーム、携帯式の
ゲーム、スマートフォンを使った
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国語Ａ 国語Ｂ 算数Ａ 算数Ｂ

授業時間以外で、普段１日当たり１時間以上勉強する

63.2 62.0 60.2 58.3
68.6 67.9

64.1 63.7

親子で
語らう時間を！

毎月19日は
「育児の日」
毎月19日は
「育児の日」56.4 60.7

学校教育課　☎077-528-4576
詳しくはこちらをご覧ください
http://www.shiga-ec.ed.jp/manabi-shiga/
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❶小学校国語の記述式問題で答えを書かなかった子どもの割合

　あきらめずに問題を解こうとする姿勢が伸びてきました。 　答えを書いても、それが間違っている子どもが多
いことがわかりました。

　家庭や地域の中で子どもたちが活躍でき、認めら
れる機会を作りましょう。

❷小学校国語の記述式問題の平均正答率

❸「調べたり文章を書いたりしてくる宿題を与え
る」に「よく行った」と答えた学校の割合

❹「人の役に立つ人間になりたいと思う」に「当
てはまる」と答えた割合
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　調べたり、文章を書いたりしてくる宿題を与えて
いる割合が、全国と比べて低いことがわかりました。
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40.1

「１時間以上する」と答えた児童
の割合が、滋賀県は全国平均よ
りも高くなっています。

授業時間以外で普段（月～金曜日）、１日当たり「１時間
以上勉強する」と答えた児童・生徒の割合が全国平均より
低く、昨年度より減少しています。
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平成26年（2014年）10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.47

学習習慣を身に付け主体的に学ぶ力を
～平成26年度全国学力・学習状況調査の結果から～

①意見や考えを交流する授業づくりをすすめること
②意欲をもって学習に取り組む姿勢や態度につながる指導を
　すること
③一人ひとりのつまずきに応じてきめ細かな指導をすること
④主体的な学びにつながるよう家庭学習を充実させること
⑤教職員間で課題を共有すること

＜滋賀県の学力向上を図る５つの視点＞
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〈滋賀県の平均正答率と全国の平均正答率の差の移り変わり〉

小
学
校

滋賀県
全　国

滋賀県
全　国

国語Ａ（15問中）

10.7問（71.0％）
10.9問（72.9％）
国語Ａ（32問中）

24.9問（77.9％）
25.4問（79.4％）

国語Ｂ（10問中）

5.3問（52.7％）
5.5問（55.5％）
国語Ｂ（９問中）

4.4問（48.8％）
4.6問（51.0％）

算数Ａ（17問中）

12.8問（75.6％）
13.3問（78.1％）
数学Ａ（36問中）

24.0問（66.5％）
24.3問（67.4％）

算数Ｂ（13問中）

7.2問（55.3%）
7.6問（58.2%）
数学Ｂ（15問中）

8.4問（56.3%）
9.0問（59.8%）

教科の平均正答数と平均正答率
※平均正答数（設問のうち、いくつの問題で正解したかの平均）
※平均正答率（平均正答数を設問の数で割った値の百分率）
※Ａ問題　主として「知識」に関する問題　　Ｂ問題　主として「活用」に関する問題

　昨年度と比べて小学校では、算数Ａの平均正答率は横ばいでしたが、それ以外の
すべての教科で改善が見られました。特に、国語Ａでは大きな改善が見られ、全国
の平均との差が縮まっています。
　中学校では、数学Ａ・数学Ｂともに平均正答率が昨年度と比べて、大きく下がっ
ていることが課題です。また、平成22年度以降、国語Ａ・国語Ｂともに徐々に全国
との差が広がっていることも大きな課題です。すべての教科等の基盤になる「国語
力」をしっかりと身に付けることが必要です。

　今年度は、小学校国語の記述式問題で答えを書かなかった子どもが
減りました。これは、昨年度からの取組により、あきらめずに課題に
取り組む姿勢が身に付き、問題に最後まで取り組んだ子どもが増えて
いると考えられます。・・・❶
　しかし、国語の記述式問題の平均正答率を見ると、昨年度より全国
との差が広がっていることがわかります。・・・❷
　最後まであきらめずに書く力を身に付けた上で、さらに、正しく伝
える書き方を身に付けることが必要です。そのためには、自分の考え
たことや理由などをどのように書けば人によりよく伝わるのかをさま
ざまな場面で学ぶ必要があります。
　毎日100字程度で自分の考えを書き、書いたものを授業で読み合う
ことで、うまく自分の考えを伝える書き方ができたか確かめることも
大切です。
　また、家庭学習も大事です。今後、学校では、これまで全国との差
があった「文章を書いたりする宿題を出す」機会を増やして、家庭学
習を充実させるように取り組んでいきます。・・・❸
　今年度、「人の役に立つ人間になりたいと思う」子どもの割合が昨年
度よりも増加しています。・・・❹
　家庭でも、子どもが勉強に集中してがんばれるよう、テレビを消す
などして応援してあげてください。家庭や学校で子どもたちを応援し、
できたことを一緒に喜び、苦しいことでもチャレンジすることができ
るように子どもたちを育て、見守ることができれば、子どもたちは、
自分から何ごとにも積極的に取り組めるようになり、また、「人の役に
立つ人間になりたい」と思えるように成長します。
　今後も、家庭や学校で子どもたちを応援することで、子どもたちの
前向きな気持ちを育んでいきましょう。

※右のグラフでは、グラフの縦軸の０が全国の平均正答率です。０の位置から
　どれだけ離れているかによって、全国の平均正答率との差がわかります。

　滋賀県教育委員会では、昨年度の全国学力・学習状況調査の結果をもと
に分析し、今、学校や子どもたちに大切なことがらを「５つの視点」
としてまとめました。この視点にそって、市町教育委員会や学校と一
緒になって、学力向上に取り組んでいます。
　この視点はきわめて大切であり、今後もこの「５つの視点」にした
がって授業改善や学習習慣の改善を図っていきます。

　勉強や運動を一生懸命にする習慣を身に付けることで、おなかも減り、早く寝、朝早く目が覚めて元気に活動できる子どもに育ちます。
その結果、テレビやゲーム、インターネットをする時間が減ることになります。子どもたちが本当に興味を持ってものごとに取り組み、自
分の成長が実感できるような生活習慣を身に付けることが、子どもたちを育てるうえで大切なことです。
　グラフに表れた結果から、子どもたちの生活を見直してみてはどうでしょうか。


