
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26年3月24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

　12月20日、びわこ総文の公式ホーム
ページを開設しました。今後、最新情
報をどんどん発信していきたいと思い
ます。ぜひとも、ご覧ください。

ホームページＵＲＬ
http://www.biwako-soubun.jp/

「2015滋賀 びわこ総文」の
公式ホームページが

開設されました！

文化財保護課　☎077-528-4673問合せ先
全国高等学校総合文化祭推進室
☎077-528-4601

問合せ先

学校教育課　☎077-528-4576問合せ先

　中学生チャレンジウィークは、生徒が将来社会人・職業人として自立していく力を身に付けられるよう、
地域の事業所に出向いて５日間以上の職場体験を実施するものです。学校と地域（事業所等）と家庭が
連携することにより、学校では学ぶことができない体験ができます。
　毎年のべ4,000を超える事業所に御協力いただき、貴重な職業体験の場を提供いただいています。

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円です。（発行部数1,200,000部 印刷､ 配送費等 4,725,000円）

　「音符の花束」を意味する「ブーケ・デ・
ノート　Bouquet des notes」という名
の木管アンサンブルがお届けするコンサート
です。ようやく春めきはじめる頃、図書館
で爽やかな音色の調べをお楽しみください。
●日時　3月15日（土）17時（図書館閉館後）～
●場所　滋賀県立図書館　１階ロビー
●出演　ブーケ・デ・ノート

　平成25年10月21日(月)に栗東市立大宝東
小学校３年生122名が栗東市蜂屋にある重要
文化財宇和宮神社本殿の屋根葺替修理の様
子を見学しました。
　本殿の屋根の葺き替えは43年ぶりで、檜
の皮を竹釘で打ち締める「檜皮葺」と呼ば
れる伝統的な技法で修理が行われています。
　当日は屋根の軒先に設けられた足場にの
ぼって、屋根葺職人の仕事を間近に見学しました。また、実物大
の模型で竹釘を打つ体験もしました。
　「竹釘を打つのは難しい」「職人さんの竹釘を打つ速さにびっく
りしました」といった感想が寄せられました。

県立図書館　「土曜サロン」
「ブーケ・デ・ノート」
コンサートを開催します

中学生チャレンジウィーク 中学2年生５日間の職場体験

地域の子どもを地域で育てる！
これまでに体験した生徒数……94,097人
お世話になった事業所数のべ…31,290箇所

※いずれも平成17～24年度の合計数

受入れ事業所の皆様に感謝します 平成25年度アンケートより
生徒の感想

●誉めてもらったことが嬉しくて、もっとみなさんの役に立
てるようになりたいと思いました。
●働くには人と人とのコミュニケーションが不可欠だと思い
ました。
●明日したらいいではなく、今しようと思うようになりました。

保護者の感想
●お仕事がありますのに、丁寧にいろいろなことを教えてく
ださり、大変感謝しております。
●社会の現実も見え、今いる自分の場所に甘んじていたこと
に気付き、心の成長が多少なりともあったと思いました。
よい体験をさせていただき、ありがとうございました。

平成25年度
キャリア教育文部科学

大臣表彰
　キャリア教育の充実発
展に尽力している顕著な
功績が認められました。
＜受賞教育委員会、学校＞
　●彦根市立鳥居本中学校
　●近江八幡市教育委員会

協力いただいた事業所を公表しています
　県教育委員会のWebで事業所名を掲載し、感謝の意を表しています。
ぜひご覧ください。
　チャレンジウィークの趣旨に賛同いただける事業所は、お近くの中学
校や教育委員会に御連絡ください。 中学生チャレンジウィーク

入場無料
申込不要

ひ わ だ ぶ き

栗東市立大宝東小学校３年生が
重要文化財宇和宮神社本殿の修理現場を見学！

〒520‒2122
大津市瀬田南大萱町1740-1
県立図書館　☎077‒548‒9691　

問合せ先

5名様

1,280事業所に拡大中

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

平成25年10月～12月のコーディネート実施校

～広がる学校支援の輪～～広がる学校支援の輪～
 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。

　家庭教育の向上に向けた職場づ
くりに、経営者・従業員あげて自
主的に取り組んでいただける企業
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。

（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）

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。

201３全日本びわ湖クロス
カントリー大会 タオルを
     ゲットしよう！！

◆県立聾話学校/幼稚部　「交通安全教室」
　【公益財団法人滋賀県交通安全協会】
◆甲賀市立甲南第二小学校「愛タイム」
　【甲賀市聴覚障害者協会/社会福祉法人甲賀市社会福祉協

議会（仲介：社会福祉法人滋賀県社会福祉協議会）】
◆多賀町立多賀中学校「プロ奏者の演奏」、野洲市立三上

小学校「ドリームプロジェクト」
　【ＪＡバンク滋賀】
◆米原市立米原中学校「働くことについて」
　【一般社団法人全国銀行協会、一般社団法人滋賀県調理

師会、社会福祉法人滋賀県社会福祉協議会】
◆長浜市立田根小学校「交通安全教室」
　【佐川急便株式会社】
◆野洲市立野洲北中学校「福祉体験学習」
　【一般社団法人滋賀県介護福祉士会】

◆栗東市立大宝西小学校（PTA）「乳の食育(バター作り体験)」
　【雪印メグミルク株式会社関西販売本部関西コミュニ

ケーションセンター】
◆甲賀市立甲南中部小学校「薬物乱用防止講座」
　【滋賀県健康福祉部医務薬務課】
◆甲賀市立甲南第三小学校「そうじを通して心をみがこ

う」、甲賀市立甲南中部小学校「トイレ掃除で心を磨く」
　【滋賀掃除に学ぶ会】
◆東近江市立聖徳中学校「マナー講座」「キャリア教育講

演会」、野洲市立三上小学校「キャリア教育～ドリーム
プロジェクト～」、野洲市立野洲小学校「夢をかなえら
れる自分になろう」

　【おうみ未来塾「仕事人と語ろう！」グループ】
◆栗東市立治田東小学校（PTA）「インターネット安全教室」
　【NPO滋賀県情報基盤協議会(仲介：NPO日本ネット

ワークセキュリティ協会（JNSA))】
◆野洲市立三上小学校「ドリームプロジェクト」、甲賀市

立希望ヶ丘小学校「ドリームプロジェクト －生衛業　
美容から学ぼう－」

　【公益財団法人滋賀県生活衛生営業指導センター (協力：
滋賀県美容生活衛生同業組合)】

◆米原市立米原中学校「ビジネスマナー講座」
　【人をつくる塾】
◆守山市立河西小学校「こども交通安全教室」
　【ヤマト運輸株式会社滋賀主管支店】
◆長浜市立速水小学校「郷土の産業『信楽焼』」
　【滋賀県立陶芸の森/世界にひとつの宝物づくり実行委員会】
◆草津市立常盤小学校「お金は大切に使おう」
　【滋賀県金融広報委員会】
◆大津市真野北小学校「ユニバーサルデザインに関して」
　【滋賀県健康福祉部健康福祉政策課】
◆栗東市立治田東小学校（PTA）「お金の役割(消費者教育)」
　【SMBCコンシューマーファイナンス株式会社京都お客

様サービスプラザ】

◆長浜市立びわ南小学校「ケータイの安心・安全な使い方」
　【KDDI株式会社】
◆大津市立唐崎小学校「バランスのよい食べ物を知ろう」
　【株式会社平和堂】
◆東近江市立八日市北小学校「ドリームプロジェクト」
　【株式会社村田製作所八日市事業所】
◆大津市立打出中学校「男女共同参画社会」
　【滋賀県立男女共同参画センター】
◆県立守山北高等学校「人権学習『フィールドワーク』 障

がい者問題や高齢者福祉に対する理解を深める」
　【社会福祉法人滋賀県社会福祉協議会福祉用具センター】
◆県立鳥居本養護学校／中学部
　「手引き真綿の職人技体験～ひざかけ布団をつくろう～」
　【株式会社ロマンス小杉】

　　●ドリームフーズ株式会社
　　●株式会社京岩神前殿
　　●大塚製薬株式会社京都支店大津出張所

新たな協定締結企業

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

学校教育課　☎077-528-4576問合せ先

平成26年（2014年）3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

学 習 習 慣 を

か確 な 学 力 を

身 に 付 け

家庭学習を支える3つのポイント
　子どもたち一人ひとりが「もっとわかりたい」「できる
ようになりたい」という思いや願いをもてるように、学校
と家庭が連携して、子どもたちを応援していきましょう。

　子どもの学ぶ意欲を高め、望ましい学
習習慣を身に付けるには、保護者の温か
い励ましはなくてはならないものです。
　子どもの頑張りを認め、できたことを
ほめましょう。

　もっと知りたい、調べたい、試してみたいという
知的好奇心は、すべての学習の原動力になります。
　毎日、本に触れる機会を設けましょう。

　「早寝・早起き・朝ごはん」を心がけましょう。
　時間の使い方について、子どもと相談して決め
ましょう。
　テレビを見ないDAY（デー）、ゲームをしない
DAY（デー）をつくって、家族が協力して学習す
る雰囲気をつくりましょう。

　平成25年度全国学力・学習状況調査の結果
から、滋賀県の子どもたちは、家庭学習の習慣
や、文章を読み取る力、わかりやすく書く力に
課題があることがわかりました。
　学力の向上を図るには、学校の授業はもちろ
んですが、家庭での学習がとても大切です。

1 まずは、生活リズムから

2 認めて・ほめて・励まして

毎日、学習をする場所と始める時刻と時間をきめて取り組みましょう！

3 読書ではずむ会話 読書を通して、親子で会話をしましょう！

予習は、学習への興味・関心・意欲を高め、自ら学ぶ力を伸ばします。

毎日、学校から帰った
ら、すぐにリビングで
勉強しているよ。
勉強時間は、家の人と
相談してきめているよ。

今度、虫について
勉強するって、先生が
いってたよ。
バッタについて図鑑で
調べようっと！

明日の勉強が楽しみね。　　　
お友達に教えてあげる
といいね。

家庭科で、洗たくの
手洗いの仕方を習ったよ。
ぼくのくつ下、手洗い
してもいい？

洗ってみる？
助かるよ。
粉せっけんは、
洗濯機の横に
あるよ。

近くの図書館に相談されてはどうですか。
図書館では、インターネットで、
読みたい本を調べることができます。

小学校低学年であれば、家の人が読み
聞かせてもよいでしょう。好きな本は
何度読んでもいいですよ。

読書が好きな子どもに
育ってほしいと思いますが、
どうすればいいですか？

つい時間を忘れてテレビや
ゲームをしてしまうけれど、
どうされていますか？

わが家では、テレビや
ゲームの時間は、家族で
話し合ってきめています。

～主体的な学びにつながるよいサイクルを～

●県教育委員会では、子どもの学びを改善する取組を
　実施します。
●授業で自分の考えを書いたり、発表したりする活動を充実させます。
●理由を付けて説明する機会を増やします。
●小学校の放課後の学習を応援します。

●学校では、このような取組を始めています。
●子どもの意欲を引き出すような言葉かけを工夫しています。
●ペアやグループでの話合いを増やし、多様な考えを引き出しています。
●ノートの使い方として、日付や学習名、本時のめあて、自分の考え、
今日の振り返り等を書くように指導しています。

授業の予習をしている子どもの割合 家で予習をしていることと平均正答率の関係

読書が好きなことと平均正答率の関係

授業の予習をしている小学生は、
全国と比べて少ない。 家で予習をしていると、平均正答率が高い。

小学生 中学生
小学生 中学生

滋賀県
全国

滋賀県
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38.7 37.0

33.5

41.3

予習をしている

好き
どちらかといえば、好き
どちらかといえば、好きではない
好きではない予習をしていない

平
均
正
答
率

算数A 算数B
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40

平
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率

算数の平均正答率と、
読書が好きなことと
関係があるんだね。

77.2
74.4 73.6

68.7

59.5
54.3

51.8
46.2

学習が
わかる

自信と
なる

学習意欲が
生まれる

勉強が
楽しい


