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ご意見・ご感想をお待ちしています。

スマイルカードを使って県立施設に行こう！スマイルカードを使って県立施設に行こう！

携帯サイト

編集発行

　この４月から、右記施設について中学生
以下の児童・生徒の常設展示の入館（場）料
が無料化されたよ！
　　　　　　　　　　　      ※陶芸館は企画展示を含む。

（切り取ってご活用ください。）（切り取ってご活用ください。）
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事務局各課連絡先

　今年の夏、奈良県を主会場に近畿２府４県で広域開
催する全国高校総体の滋賀県開催種目である、ボート
競技・アーチェリー競技をＰＲするため、県内の高等
学校および特別支援学校へ訪問し、「朝のあいさつ運
動」を約40校で行ってきました。

　高校、大学等に進学する場合に利用できる奨学制度のうち、主なものを掲載しています。
　こちらに掲載している以外にも、民間の教育ローンや、大学、各種団体、お住まいの市町等が独自に奨学
制度を設けている場合があります。
　掲載した内容は各制度の概要ですので、詳細については、それぞれの窓口でご確認ください。
　この案内に掲載している内容は、今後変更される場合があります。ご利用の際は、あらかじめ各窓口にご
相談ください。

次の事項を必ず明記のうえ、送付してくだ
さい。

（１）アンケートの回答
（２）欲しい絵本の題名
（３）郵便番号・住所・氏名

平成21年４月27日（月）
※当日消印有効

〒520－8577（住所不要）
教育総務課「教育しが」プレゼント係
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。

①「教育しが」で取り上げて欲しい記事は？
②紙面に対する感想

presentハガキで応募

応募方法

アンケート

締め切り

送 付 先

当選発表

川端誠さんの
直筆サイン入り絵本

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。

さまざまな支援制度が利用できますさまざまな支援制度が利用できます
●奨学制度のご案内●

今年も高校生の暑い、熱い夏がやってくる!!

全国高校総体
朝のあいさつ
　　運動
1月～3月

■愛称部門
　ネッツトヨタ滋賀㈱
　　従業員　様
■ロゴマーク部門
　近江印刷㈱
　　山下真司　様

▲表彰式の様子

「滋賀県家庭教育協力企業協定制度」
にかかる愛称・ロゴマークが
決まりました！

「滋賀県家庭教育協力企業協定制度」
にかかる愛称・ロゴマークが
決まりました！

「滋賀県家庭教育協力企業協定制度」
にかかる愛称・ロゴマークが
決まりました！

　滋賀県教育委員会で
は、企業・事業所と協
定を結び、家庭教育の
向上に向けた職場づく
りなどに取り組んでい
ただいています。
　このたび事業の一層
の推進を図るため、協
定を結んでいただいて
いる県内企業・事業所
の皆様のご協力を得
て、本制度にふさわし
い愛称およびロゴマー
クを募集し、選考の結
果、左記の方の作品に
決まりましたのでお知
らせします。

　「開き読み」で有名
な絵本作家、川端誠
さんの直筆サイン入
り絵本を３人の方に
プレゼントします。
　絵本は、数多い川
端さんの作品の中か
ら、一番欲しい絵本を一点選び、ご応募ください。
　なお、当選された方には、当選者のお名前を記
したサイン入り絵本を送ります。（絵本が手元に届
くまで、締切りから約一か月程かかります）早朝から先生方や保護者の皆

さんの協力を得ながら、あい
さつ運動に参加し、高校総体
のＰＲを行ってきました。

お礼の気持ちが込められた、
キャッフィー型手作りクッキー
をもらったり、学校の新聞に
キャッフィーの来校を取り上
げてもらったりと、大変歓迎
していただきました。

校舎周辺の清掃活動に取り組
むクラブや、積極的にあいさ
つ運動を行っている生徒会、
毎朝ほとんどの先生方が正門
前に立って生徒にあいさつさ
れている学校など、それぞれ
の学校の取り組みを知ること
ができました。

問い合わせ先 スポーツ健康課内
　　　　　  滋賀県実行委員会事務局　
TEL：077－528－4623
Eメール：boat21@ninus.ocn.ne.jp

問い合わせ先 生涯学習課　
TEL：077－528－4654
Eメール：ma06@pref.shiga.lg.jp
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ボート 2009.7.31金～8.4火　アーチェリー 2009.8.3月～8.6木

川端作品の一例（ここに掲載した作品以外でもかまいません）

プレゼント

経済的理由により高等学校等での修
学が困難な場合、奨学金（月額）お
よび入学資金（一時金、新入生のみ）
を貸与（無利子）（所得要件あり）
募集：予約募集 7～ 9月頃（中学3

年生対象）
在学募集 随時

窓口：在学する学校、県教育委員会
学校教育課

経済的理由により県立高校の授業料
の支払いが困難な場合、授業料の全
額または半額を免除

　　　　　　　 （所得要件あり）
募集：5月上旬～6月上旬

家計の状況が変化した場合は、
随時受付

窓口：在学する県立高等学校

定時制、通信制の高校に在学してい
る勤労青少年が、経済的理由により
修学が困難な場合、奨学金（月額）
を貸与（勤務要件あり）

（無利子）（所得要件あり）
募集：在学する学校、県教育委員会

にお問い合わせください
窓口：在学する学校、県教育委員会

学校教育課

県内の私立高等学校に在学する場
合、授業料の支払いを軽減（所得要
件あり）
募集：7月～ 9月頃に在学する学校を

通じて制度のお知らせを配布
窓口：在学する私立高等学校

子の修学に際し、他から融資を受け
ることが困難な場合、修学費（月額）
または就学支度費（一時金）を貸与
（無利子）　（所得要件あり）
募集：随時
窓口：民生委員、市町の社会福祉協

議会

母子家庭の児童・生徒や、寡婦の扶
養する子、父母のない児童・生徒の
修学に際し、修学資金（月額）また
は就学支度資金（一時金）を貸付（無
利子）
募集：随時
窓口：各県健康福祉事務所、市福祉

事務所

交通事故で親を亡くした県内在住の
18歳以下の児童・生徒の修学に際
し、奨学金（月額）（所得要件あり）
のほか新入学給付金（一時金）、学
年進級支援金（一時金）を支給
募集：奨学金は6月末まで、各給付

金は４月末まで
いずれも返還の義務はありません

窓口：在学する学校、おりづる会事
務局

名　　称 概　　　要 名　　称 概　　　要

私立高等学校
特別修学補助金  

総務課
☎077－528－3115

滋賀県奨学資金

教育委員会事務局
学校教育課
☎077－528－4571

県立高等学校
授業料減免制度

教育委員会事務局
教育総務課
☎077－528－4516

高等学校等定時制課程
および通信制課程
修学奨励金

教育委員会事務局
学校教育課
☎077－528－4571

生活福祉資金貸付
  （修学資金）
健康福祉政策課
☎077－528－3513
※詳しくはお住まいの社会福祉協議
　会へお問い合わせください。

母子寡婦福祉資金
貸付（修学関係） 

子ども・青少年局
☎077－528－3554

交通遺児奨学金等

（財）おりづる会
事務局 交通政策課
☎077－528－3682

　「総合的な学習の時間
コーディネーター養成講
座」の研修の一つとし
て、学校支援メニュー
フェアを1月22日（木）、
ピアザ淡海で開催しまし
た。
　今回は、54の企業・団体等がブースを設け、講座
に参加した県内教員144名（小・中・高等学校および
特別支援学校）を対象に、出前（出張）授業や見学受
け入れ・校外学習支援など様々な学校支援メニュー
についてご紹介いただきました。
　これまで県教育委員会では、専門的な知識や技能
を持つ地域の人々や企業・団体等の方々に学校を支
援していただく仕組みづくりを進めてきましたが、
このような「出会いの場」が持てたことは、相互理
解を深められる大変意義深いものとなりました。今
後、様々な形での学校支援が活性化することが期待
されます。

●学校教育に対して、いろいろな団体がこのように熱く、
協力的であることを肌で感じさせていただきました。

問い合わせ先 生涯学習課　
TEL：077－528－4654
Eメール：ma06@pref.shiga.lg.jp

学校支援メニューフェア

◎参加された先生方の感想より

●こんなにも情報や学び
の窓口が手を広げてく
ださっていることを知
り、積極的に活用して
いこうと思いました。

　今後、リーフレット
等で広く活用させてい
ただきます。
　ありがとうございま
した。

こどもたちの

を育む

社会全体で

を支える

学びあい、支えあう

をつくる

●小学校外国語活動の導入に向けた取り
組みの推進

　小学校における外国語活動の導入に向けた
条件整備を図るため、英語教材を用いた効果
的な活動や指導について研究を進めます。

●発達障害児童生徒への指導力の向上
　発達障害のある児童生徒の指導や支援について、教職員に実践的な指導
助言を行い、指導力向上のため、特別支援教育巡回チームを学校へ派遣す
るとともに、特別支援教育支援員を高等学校に配置（3名）します。

●全国学力・学習状況調査等を活用した学校改善
　全国学力・学習状況調査の結果等を活用し、学校の
教育施策や教育指導等の改善策を定めたアクションプ
ランを策定し、アクションプラン推進校において学校
改善の実践研究を行い、その成果を普及します。

●「うみのこ」「やまのこ」「たんぼのこ」
体験活動の推進

　小学校5年生全員を対象とした学習船「う
みのこ」による1泊2日の宿泊体験をはじめ、
小学校4年生を対象にし
た森林環境学習「やまの
こ」、生命や食べ物の大切

さを学ぶため、自らが育て、収穫し、食べるという一
貫した農業体験「たんぼのこ」を推進します。

●問題を抱える子ども等の自立支援
　いじめ、暴力行為や不登校等に対する未然防
止、早期発見、早期対応のため、支援協力員等
を市町に配置します。また、引きこもり傾向に
ある児童生徒の支援や、学校復帰のための支援
員を学校に配置します。

●地域ぐるみの学校安全対策の推進
　スクールガード（学校安全ボランティ
ア）による学校内や通学路の巡回、地域
での登下校の見守り活動を引き続き推進
します。また、スクールガードの養成研
修や、スクールガードリーダーによる学
校巡回指導を実施します。

●犯罪を防止するための取り組みの推進
　「公立の学校における侵入者による犯罪を防止
するための指針」、「通学路等における児童生徒等
の安全の確保に関する指針」に沿った指導を徹底
して行います。

●多様で体系的な学習機会の提供
　大学・高等学校・公民館等の連携によりか所
で地域の大学「淡海生涯カレッジ」を開設しま
す。また、様々な講座等の情報を「学びのニュー
ブック」や学習情報提供システム「におねっと」
により提供するとともに、高等学校等開放講座
を開設し、県内の高等学校等において、県民の
皆さんの主体的な学習を支援します。

●生涯学習推進基本構想の策定
　新たな「滋賀の生涯学習社会づくり基本構想」策定のため、
「県民意識調査」や社会教育関係団体からの意見聴取を実施
します。

●生涯スポーツの普及・推進
　市町がおこなう総合型地域スポーツクラブの創設や
運営に対する指導・助言および支援を行います。また、
競技スポーツと生涯スポーツ（スポーツ・レクリエー
ション）を合わせた、県民総参加型スポーツ大会を開
催します。

●地域の歴史や文化に親しむ機会の充実
　琵琶湖および周辺に所在する水に関する文化
資産を調査により顕在化させ、『近江水の宝』と
して顕彰し、地域づくりの資源として積極的に
活用します。また、「特別史跡安土城跡調査・整
備事業」の20年間の成果をまとめ、教育、観光
等幅広い分野で積極的に活用します。

●食育の推進
　食育は、知育・徳育・体育の基礎となるべきもの
ととらえ、各学校における食育推進体制の確立や食
に関する指導の充実、「食育の日」の取り組みや体験
活動の充実など、学校教育全体で積極的な推進を図
ります。

●全国高校総体の開催
　平成21年度全国高等学校総
合体育大会（2009近畿まほろ
ば総体）において、アーチェリー
競技、ボート競技を本県で開催
し、世界に羽ばたく可能性を秘めた選手の皆さんを
支援します。

●放課後子ども教室の推進
　公民館や小学校の余裕教室等を活用して、安心・
安全な子どもの活動拠点を設け、地域の参画を得て
行うスポーツや学習、文化活動、地域住民との交流
活動等を推進します。

●子どもの体験活動の機会と場の充実
　通学合宿など、子どもの体験活動を支援する方々
の実践交流会を開催します。また、自然体験活動に
おいて、スタッフ・参加者の安全管理の徹底を図る
ための研修会を開催するとともに、1週間程度の長
期自然体験活動を支援するため指導者を養成します。

●家庭教育力の向上
　親として自分を見つめ直し、自信を持って子育てが
行えるよう「語り合いを通した親育ちの活動」を推進
します。また、子育てサポーターの実践交流会の開催
や、家庭教育支援チームの設置により、家庭教育をみ
んなで支えます。

●「地域の力を学校へ」の推進
　市町において学校支援地域本部を設置し、地
域全体で学校教育を支援する体制づくりを推進
します。また、地域の人材や企業、団体等と学
校間のコーディネートを実施するため、学校支
援ディレクターを県教育委員会に配置します。

～みんなで支えあい自らを高める教育の推進～
平成21年度
基本目標
平成21年度
基本目標
平成21年度
基本目標


