
ハガキ・ネットで応募

平成26年3月～4月のコーディネート実施校

　しが学校支援センターでは、子どもたちの学びをより高めるた
めに、「学校支援メニュー」一覧に登録いただいた企業・団体等
と学校との連携授業を推進しています。

　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、企業および事業所と滋賀県教育
委員会が協定を結び、子どもたちの健やかな育ちのための取組を推進
しています。
※県教育委員会では、新たに協定を締結し、一緒に子どもたちの健や

かな育ちに取り組んでくださる企業・事業所を募集しています。
※今年度、企業・事業所において、勤務時間内外に子育てや家庭の教

育について学ぶ機会を提供する取組を一層充実するため、企業内家
庭教育学習講座の開催を支援します。

　　開催にあたって講師の派遣を希望される企業・事業所は、下記まで
お問い合わせください。

問合せ先 生涯学習課　☎077-528-4654 Ｐma06@pref.shiga.lg.jp

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）
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）

◆湖南市立菩提寺小学校「夢プロジェクト」
　【大津地方検察庁】
◆守山市立小津小学校「未来を見つめよう」
　【公益財団法人滋賀県生活衛生営業指導センター
　（協力：滋賀県美容業生活衛生同業組合）】
◆甲賀市立綾野小学校「心を磨く　トイレ掃除」
　【滋賀掃除に学ぶ会】

◆草津市立中央幼稚園
　「親子エコ栽培『凛々子を育てよう！』」
　【カゴメ株式会社】
◆東近江市立愛東南小学校
　「仲間と協力して活動しよう」
　【滋賀県教育委員会生涯学習課】

現在1,353事業所と協定を締結しています。
（平成26年4月1日現在）

～広がる学校支援の輪～～広がる学校支援の輪～

家庭教育啓発ポスター

　中学校の科学の好きな生徒集まれ！
　中学校１、２年生の生徒、３名でチームを作り、科学に関する問題を
解いたり、実技競技を行ったりするコンクールです。
　ＪＳＴ（独立行政法人科学技術振興機構）が主催する「第２回科学の
甲子園ジュニア全国大会」の予選会もかねます。第１回全国大会は滋賀
県代表チームが優勝しました。
●日　　時　平成26年8月20日（水）　9：30～12：30

●会　　場　コラボしが21　大会議室（大津市打出浜2-1）
●内　　容
　① 競技形態は筆記競技と実技競技です。
　② 物理、化学、生物、地学、数学や、それらの複合的な問題を出題し

ます。
　③ 競技はチームの3人全員が参加し、協力して問題解決に取り組み、

その合計点で競い合う団体戦です。チームで作戦を立てて協力し
て問題に取り組みます。

●出場資格　滋賀県の中学校（中等教育学校）や特別支援学校（中等部）
に在籍する1、2年生。同一校に在籍する生徒3名で1
チームを編成します。

　　　　　　※同一校から2チームまで出場できます。
●申し込み締め切り　平成26年7月18日（金）　必着

悩みや困ったことはご相談ください
相談電話①

受付時間　全日（24時間）

24時間相談ダイヤル
（こころんだいやる・子どもナイトだいやる）

●いじめに限らず自分のこと、家族のこと、友
達のことなど、困ったら相談してください。

相談電話②

受付時間　平日9：30～18：00
（ただし年末年始を除く）

「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

●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。お子様の
気持ちや話を聴かせてください。

☎0570-078310
な や み い おう
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☎077-524-7500

☎077-522-2020

☎077-567-5404

☎0749-31-3083

☎0749-24-1555

大津市・高島市

草津市・守山市・栗東市
甲賀市・野洲市・湖南市

近江八幡市・東近江市
日野町・竜王町

彦根市・長浜市・米原市
愛荘町・豊郷町・甲良町・多賀町

中学校・高等学校・特別支援学校

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6月23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

7名様

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。

2015滋賀びわこ総文
ボールペンをゲットしよう！！

情報案内コーナー 参加募集案内コーナー

〒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

〒520‒2122　大津市瀬田南大萱町1740-1
滋賀県立図書館総務課「探検隊」係　☎077-548-9691　

問合せ先
学校教育課　幼小中教育指導担当　☎077-528-4576問合せ先

■日時　平成26年6月21日（土）14時30分～
■場所　県立図書館　１階談話室　入場無料　申込不要
■出演　話し方研究会　平田 一男 氏
■演目　1．江戸時代の物売りの口上　2．お茶の話　3．近江八景　ほか
■内容　英語がわからなくても大丈夫。日本語もおりまぜながら、お話します。

第２回科学の甲子園ジュニア全国大会予選会

科学の甲子園の
キャラクター
「アッピン」

©ＪＳＴhttp://rikai.jst.go.jp/koushien-Jr/

江戸の口上と英語落語の世界

夏休み文化ゾーン子ども探検隊
●プログラム内容
　県立図書館：地下書庫探検　近代美術館：アートなたからさがし
　埋蔵文化財センター：展覧会探検　文化公園管理事務所：アースアート
　東大津高校：水ロケットとばし
■日　　時　平成26年7月25日（金）8：30～12：00、13：00～16：30

■対　　象　県内小学生（3年生～6年生）各回定員30名
■参 加 費　30円（損害保険料）
■募集期間　7月１日（火）～15日（火）
■申込方法　ハガキを郵送、または申込用紙を対象施設へ持参ください。
■決定連絡　応募者多数の場合は抽選　当選した方にのみハガキで連絡

2本１組

県立図書館土曜サロン

滋賀県いじめ防止基本方針の策定などいじめ問題への取組
基本方針策定の目的
　いじめは、いじめを受けた児童生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長および人格の形成に重大な影響を与えます。ま
た、児童生徒の人権を侵害する行為であり、生命または身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものです。こうしたことから、いじめの防止
等のための対策を総合的かつ効果的に推進するため、いじめ防止対策推進法第１２条の規定に基づいて、基本方針を策定しました。

滋賀県いじめ
防止基本方針
平成26年３月27日策定

❶ いじめの防止等のために県が実施する施策
❷ 私立学校が実施するいじめの防止等の取組に対する支援
❸ いじめの防止等のために県立学校が実施する施策
❹ 重大事態への対処

●いじめの防止等のための対策の内容に関する事項

❶ 施策の点検評価
❷ 基本方針の見直し
❸ 市町における地域基本方針等の策定状況の確認と公表
❹ 財政上の措置等

●その他いじめの防止等のための対策に関する重要事項

❶ いじめの防止等のための対
　 策の基本的な考え方
❷ 組織の設置

●いじめ防止等のための
　対策の基本的な方向に
　関する事項

基本的な考え方

●大人としての言動に責任を持ち、ごまかしたり意地
を張ったりしないようにしましょう。

●日常の子どもの言動から、いじめの兆しを見逃さな
いようにしましょう。

子どもの声を聴くときの留意点
　●うなずきながら、しっかりと耳を傾けましょう。
　●じっくり聞くことが「安心」「信頼」を与えます。
　●話を聴けないときは、後から聴く機会を必ずつくりましょう。

学校では、次のような取組を行っています。
　●学校の教育活動全体を通じた道徳教育、
いじめや差別を許さない学校づくり、
体験活動の推進。

　●児童生徒自らがいじめの防止等に取り
組む活動の推進。　等

　

県教育委員会では次のような取組を行っています。
　●児童生徒からの電話相談（相談体制）の充実。
　●「子どもによる滋賀県いじめ対策チーム会議」
の開催。

　●いじめ防止に向けた啓発活動。　等

（留意点）
　◎いじめに関係しているかわからなくても、まずは相談を。
　◎子どもが「先生には知られたくない」という場合
でも、学校に相談してください。その時に「知ら
れたくない」という子どもの思いを学校に必ず伝
えてください。

●悩みを共感したり、必要に応じてアドバイスしたり
しましょう。

●憩い安らげる家庭づくりに努めましょう。

●社会で許されないことは、親として断固として許さ
ず、間違った価値観は通らないことを教えましょう。親

として

見守り

●自ら考え、問題を解決する力
●豊かな人間関係を築く力体　験

理　解

支　え

心の安定は、
安定した生活から

33 いいことはいい、ダメなことはダメとしっかり伝えましょういいことはいい、ダメなことはダメとしっかり伝えましょう

22 自分の子を見守り、理解し、支えましょう自分の子を見守り、理解し、支えましょう

11 自分の子どもの声をじっくり聴きましょう自分の子どもの声をじっくり聴きましょう 44 子どもが生活の主体者になれる場を見つけ、体験させましょう子どもが生活の主体者になれる場を見つけ、体験させましょう

55 規則正しい生活習慣づくりにつとめましょう規則正しい生活習慣づくりにつとめましょう

66 学校と一緒に動き、協力して解決にあたりましょう学校と一緒に動き、協力して解決にあたりましょう

●日頃から子どもに話しかけ、表情や返ってくる言葉に気を配りましょう。●日頃から子どもに話しかけ、表情や返ってくる言葉に気を配りましょう。

●気になることや心配なことは、早めに学校の先生に相談しましょう。●気になることや心配なことは、早めに学校の先生に相談しましょう。

77 地域で子育てを支え合う、PTA活動を促進しましょう地域で子育てを支え合う、PTA活動を促進しましょう

●保護者全体でいじめをなくす気運を高めましょう。●保護者全体でいじめをなくす気運を高めましょう。

●早寝・早起き・朝ごはん

●親子で過ごす時間を大切にしましょう。

子どもによる滋賀県いじめ
対策チーム会議

いじめの防止 いじめの早期発見 いじめへの対処

いじめ防止スローガンを
使ってのあいさつ運動

平成26年（2014年）6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.45

※いじめに関する相談電話については、４面をご覧ください。学校教育課　☎077-528-4571　Ｐma05@pref.lg.jp　問合せ先

いじめ防止等に向けて家庭で大切な　　　つのポイント

「子ども目線」に立って、子どもの最善の利益の実現を目指し、いじめの防止等のための対策を総合的に推進
～児童生徒を一人の人格として尊重して関わり、児童生徒自身の力でいじめ問題を解決できるよう支援する～

7

ストップ！いじめ
アクションプラン

（Ｈ25.10改訂）より


