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「ほんまもんの学び」を支援します
― 県立虎姫高等学校（東浅井郡虎姫町宮部2410）―

開放的で暖かさあふれる特別支援学校
― 県立野洲養護学校（野洲市小南588）―
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生徒の意欲的な学習をサポートし、希望の進路を実現します

人間力向上をめざし、部活動や学校行事にも力を入れています

『Ａちゃんの一等賞』『Ａちゃんの一等賞』『Ａちゃんの一等賞』
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本校には落ち着いて学べる
雰囲気があります。

　Ａちゃんは小学校の２年生です。　
　
　Ａちゃんは運動会が始まる前、早く運動会が来てほ
しいような、来てほしくないような複雑な気持ちでし
た。　なぜなら、みんなとダンスをするのはとても大
好きで楽しみにしていたのですが、走ることは大の苦
手で、50メートル走ではいつも最後にしかゴールで
きなかったからでした。　
　
　運動会当日まであと少しという日、今日もＡちゃん
の苦手な50メートル走の練習があります。
「いいお天気や。50メートル走の練習あるなぁ。
学校休みたいなぁ。」　朝起きて空を見上げ、さわやか
に晴れた空とは裏腹にＡちゃんの気持ちは沈むのでし
た。　

　Ａちゃんと仲よしのＢちゃんは走るのが速く、いつ
も一番でゴールします。

「今日もやっぱりびりやったなぁ。それにくらべて、Ｂ
ちゃんは走るのが速くていいなぁ。いつも一番でうら
やましいなぁ。」　
　ため息をつきながら、Ａちゃんは次のダンス練習の
準備へと急ぐのでした。

　運動会の練習の時間が終わりました。
　ＡちゃんはＢちゃんと一緒に教室へ帰ろうと声をか
けますが、Ｂちゃんはなんだか元気がありません。
「どうしたん？」
「Ａちゃんはええな。うらやましいわ。」
「なんで？」
「だって、Ａちゃんはダンスがものすごく上手やん。
わたしは間違えてばかりでうまく踊れへんからダンス
が大嫌いや。Ａちゃんがいつも教えてくれて助かっ
てるわ。ダンスの時のＡちゃん、かっこいいで。」
「そうかなぁ。」
「でも、わたし、 Ａちゃんに負けんようにダンスがん

ばるわ。 Ａちゃん見ながら一生懸命踊るで。」
「うん、がんばろうな。わたしも50メートル走は苦
手やけど一生懸命走るわ。」

　運動会の後、Ａちゃんは感想に書きました。
「うんどう会で、わたしが一ばんがんばったのは
50メートル走です。それは、友だちのＢちゃんとや
くそくしたからです。50メートル走のれんしゅうで、
わたしはいつもびりだったから、きょうこそはと思っ
てがんばったけど、やっぱりびりでした。でも、先
生やみんなも大きな声でおうえんしてくれたし、自分
でもとてもがんばれました。　
　うんどう会でいちばん大じなものは、気もちだと思
います。自分もがんばれ、みんなもがんばれという気
もちで、大きな声を出しておうえんもできました。わ
たしはこのうんどう会で、気もちで一とうしょうにな
れたかなと思います。」

東近江市は の教育「三方よし」
　鈴鹿の嶺から琵琶湖まで、豊かな自然
の中に広がる東近江市には17園の保育
園、23園の幼稚園、23校の小学校、
10校の中学校、５校の高等学校、そして、
短期大学、特別支援学校が各１校点在し
ています。
　大きくなった東近江市の教育委員会で
は市の総合計画に基づいて、平成18年
度から『東近江市「人づくり」プラン』に
取り組んでいます。『東近江市「人づくり」
プラン』の基本的な考えは大きく２つあ
ります。
　一つは、近江商人の経営理念としての
「三方よし」を手本にした「東近江市の人
づくり」をめざします。「三方よし」とは
「自分よし・相手よし・社会よし」と受
け止め自分だけでなく相手のこと、社会
全体のことを考え行動できる人を育てる
教育をめざしています。
　二つ目は「共育ち」の視点から、人づ
くりをしていきます。「共育ち」とは子育
てを通して、親子で育つこと、また子ど
も・親・大人・地域の人々がふれあいか

でに、整地や苗の世話など、児童と地域
のみなさんの多くのかかわりの中で進め
てきました。地域の皆さんも協力的で、
支援委員会を組織して、活動しています。
　また、朝桜中学校では、地域美化に取
り組んでいます。それは、一人の先生と
数人の生徒の何気ない話から始まった駅
舎の清掃が徐々に大きくなり、昨年は
290人を超える生徒、さらに卒業生が
参加するなど、生徒自身が自慢に思う取
り組みに発展しています。
　他にも学校、自治会、老人会、ＰＴＡ、
卒業生を巻き込んで、地域教育協議会が
フェスティバルを企画する能登川北小学
校区の取り組みや、地域のお年寄りに自
分たちの育てた花をプレゼントする「愛
植えよう宅急便」の甲津畑小学校など、
「三方よし」の理念のもとにそれぞれの
学校・園で地域環境を活かしつつ、地域
のみなさまに支えられながら、特色ある
教育活動を展開しています。

　本校は、「質実剛健」、「方円自在」、「独立自尊」の虎高精神を受け継ぎ、真に
実力を持ち、知・徳・体の均衡のとれた、未来を拓くリーダーとしての資質を
備えた人間の育成につとめています。

　本校は、近江八幡市にありました肢
体不自由児を対象とした県立八幡養護
学校が移転新築した学校です。移転新
築に伴い知的障害児と肢体不自由児を
対象とする知肢併置校となりました。
通学区域は栗東市、守山市、野洲市、
近江八幡市、竜王町の４市１町です。
　本校には小学部、中学部、高等部と
遠距離等通学困難の児童生徒のための寄宿舎がありま
す。また、野洲市北桜のびわこ学園医療福祉センター
野洲には北桜校舎があり、一人ひとりの障害や発達の

状況を考えながら、きめ細やか
な教育をすすめています。児童
生徒数は北桜校舎生を合わせて
191名（平成20年５月１日現在）です。校舎は、広い
玄関ホールや廊下と大きな窓により開放的で明るく、
その廊下に使用されている県内産の杉の圧縮材が暖か
さを感じさせてくれます。また、敷地の奥には、親水
公園と呼ばれる約１万㎡の公園があり、地域の方にも
開放しています。　PTAとの共催で「第１回野洲養護ま
つり」を行うなど、地域の方とも交流を図っていきます。

※滋賀医科大学・滋賀県立大学・大阪大学大学
院・金沢大学と連携しています。実際行われて
いる大学の講義や実習を体験します。
※先輩を招いてのパネルディスカッション、朝の
リスニング（LET’S）、土曜講座などを実施
し、生徒の学習意欲を刺激しています。
※卒業生の約95％が現役で、約半数が国公立大
学に進学していきます。

　今年度は卓球部と囲碁部が全国大会に、卓球
部、ソフトテニス部、水泳部が近畿大会に、アメ

リカンフットボール
部が関西大会に出場
しました。

学習指導要領がかわります

学校教育課　TEL：077－528－4576問い合わせ先

学習指導要領とは？

なぜ改訂するのでしょう

改訂のポイント

・基礎的な知識・技能を実生活の
　場面で活用する力
・読解力
・学習意欲、学習習慣
・学校外での一日の過ごし方
・自然体験の機会
・体力や運動能力

※学習指導要領は市販されています。

これが新しい学習指導要領です

～子どもたちの「生きる力」をよりいっそうはぐくむことをめざします～

　学習指導要領は、各教科等の目標や内容などを文部科学省が定めているも
ので、教科書や各学校での指導内容のもとになるものです。子どもたちの状
況や社会状況などに合わせて、およそ10年ごとに改訂が行われてきました。

　これまで、平成10年に改訂された学習指導要領のもとで教育活動が行われ
てきましたが、国内外の調査などから子どもたちの次のようなことがらに課
題があることがわかってきました。

・教育基本法の改正による教育理念を踏まえた教育内容の見直し
・基礎的な知識・技能の習得、自ら考え、判断し、表現する力、学習意欲の育成
・豊かな心や健やかな体の育成

　また、これからの時代を生きていく子どもたちは、社
会の激しい変化に自分で対応していかなければなりませ
ん。そのために必要な能力が、確かな学力、豊かな人間
性、健康・体力の「生きる力」であると考え、「生きる力」
をよりいっそうはぐくむことをめざして、次のようなポ
イントで学習指導要領の改訂が行われました。

　小学校では平成23年度から、
中学校では平成24年度から、
新しい学習指導要領に基づい
た学習をします。　来年度から、
新しい内容を取り入れて学習す
る教科もあります。

◆言語の力をはぐくみます　　　
　国語をはじめ各教科等で、記録、説明、批評、
討論などの言語を使った活動を行い、言語の
力をはぐくみます。
◆理数の力をはぐくみます　
　算数・数学、理科の授業時数を増やし、観察・
実験や反復学習などを充実します。　
　また教える内容も充実します。
◆外国語教育を充実します　
　小学校５・６年生で英語を中心とした「外
国語活動」が始まります。　中学校では、授業
時数を増やし、聞く・話す・読む・書く力を
総合的に育成します。
◆伝統や文化に関する教育を充実します　
　国語（小学校）で古文・漢文の音読をしたり、音楽で唱歌や和楽器の学習をしたり、保
健体育（中学校）で男女ともに武道を必修にするなど、伝統や文化に関する教育を充実し
ます。
◆新しい時代に対応した教育を充実します　
　環境教育、家族と家庭に関する教育、食育、消費者教育、情報教育、特別支援教育な
どを充実します。

◆規範意識や他人を思いやる心をはぐくみます　
　子どもが感動を覚えるような魅力的な教材で授業をします。　子どもの発達に応じて、
あいさつ、規範意識、自他の生命の尊重、社会への主体的な参画などについて指導します。
◆健やかな体を育てます　
　体力を高められるよう、体をほぐす・バランスをとるなどの「体つくり運動」を小学校 
低学年から行います。　球技や武道、ダンスなど様々な運動をします。
◆幼稚園の教育も充実します  ※幼稚園は「幼稚園教育要領」です。　
　体を動かすことや望ましい食習慣、友達と話しあったり決まりの必要性に気づくこと
などを充実するほか、幼稚園と小学校の連携や預かり保育と子育ての支援を充実します。

かわり合う
ことによって、子ど
もも、大人も成長して
いくという「共育ち」を
意味しています。
　各校園では「三方よし」
の理念のもとに、自然環境保
全、伝統文化の継承、豊かな心と
健やかな体づくりなど、特色ある学校教
育に取り組んでいます。
特に、能登川南小学校では、環境教育を
積極的に展開し、森林再生、水質調査、

自然観測、
ゴミ分別など多岐

にわたって学習してい
ます。一例に猪子山の

「森林再生プロジェクト」
があります。猪子山すそ野

の竹藪を元の豊かな森に戻そ
うという学習プログラムです。

今年の春には能登川南小の児童と、八日
市南高校緑地デザイン科の生徒、地元自
治会の方々、まちづくり協議会のみなさ
んとで、植樹をおこないました。これま

社会貢献

思いやり

（東近江市教育委員会）

【経歴】　昭和21（1946）年生まれ
滋賀県立高等学校で社会科の教諭として教鞭を執り、
彦根翔陽高等学校長、県教育委員会事務局学校教育
課長、同教育次長等を歴任。平成18年3月に退職。
同年4月からは、聖泉大学教授を務め、平成20年
4月から、県教育委員会教育長に就任。

【趣味】
ドライブによる文化財めぐり
草花の栽培　囲碁
ゴルフ（最近はじめました。）

① 滋賀県の教育に使命感と気概を持って取り組みます。
　② 自らを律し、常に学び続ける姿勢を持ちます。
　　　③ 教育現場を支えながら、社会から信頼され、子どもたちが
　　　　 行きたくなる学校づくりを進めます。
　　　　　　④ 意思疎通を活発にし、互いの思い、情報を 共有します。

　近江の地には中江藤樹先生の教えである「良知」をはじめ、先人たちが拠り所とした
「近江の心」が今なお息づいています。私たちはこの「近江の心」を未来へつなぐことを
使命としながら、以下を心得として教育行政に取り組みます。

先人の「近江の心」を未来へつなぎます

近江の心

「たがいに誠を
もって交わろう」

雨森芳洲先生「良知」

中江藤樹先生

「この子らを
世の光に」

糸賀一雄先生

「三方よし」
近江商人

「環境を大切
にする心」

近江の人

滋賀県教育委員会職員の心得

　あっという間に時間が経ったような気がします。大
学で教えていた 2 年間は、ゆっくり物事を考える時間
がありましたが、4 月からはとにかく忙しい日々を過
ごしています。
　そんな中で、就任時に話をした『近江の心』（別掲）
をよりどころとし、教育委員会事務局の職員が日々の
業務に励んでいることは、大変頼もしく思っています。

『近江の心』を大切に
就任されて 7ヶ月が経ちましたが率
直な感想は？Q

　子どもたちは日々情報のシャワーの中で生活して
います。それらはほとんどが「受け身」であり、主
体的に行動する（自分で考え、自分で行動する）力が、
弱いと言われる一因でもあります。そんな中で学校
は、一人ひとりの子どもに目を向け、「生きる力」を
はぐくんでいくことを求められています。教育委員
会は、学校におけるこのような教育活動を強力にサ
ポートします。
　また、家庭と地域の教育力の向上に取り組みます。
「子どもは地域の宝」と言いますが、子どもたちを取
り巻く多くの大人がかかわっていくことが大切です。
どのようなかかわりをすればよいのか、県でも様々
な講座などを用意していますので、多くの皆様のご
参加をお待ちしています。

より強力な現場のサポートを

　まず揺らぐ「信頼」を回復するために、教師
の資質向上の取り組みを進めます。資質の向上
とは、すなわち「教師の人間性」を高めること
だと考えます。そのことが、子どもとの人間関係、
さらには保護者や地域との信頼関係を築いてい
くのです。このことを忘れずに精進していただ
くよう、市町教育委員会とも連携しながら、研
修のさらなる充実を図ります。

具体的にはどのようなことを？

まず教師の資質向上

Q

　学校と家庭は「チーム」です。よいチームの選手（こ
ども）は、素晴らしい力を発揮します。
　学校は、家庭と良いチームを作るための努力を惜
しみません。保護者の皆さまにおかれましても、学
校を信頼していただき、子どもたちのために、先生
方とともに学校をつくっていくという気持ちでご支
援・ご協力いただきたいと思います。
　私も、「信頼される学校づくり」「自信をもって教
えることができる環境づくり」に努めます。

最高のチームを
最後に保護者の皆さまにメッセージを
お願いします。Q

　一番は、学校の「存在感」が低下してきていることだ
と思います。見方を変えれば、学校の「信頼」が揺らい
できているとも言えます。
　教育というのは、「社会性」を育てる基となるべきも
のであり、「知識」や「技術」を教えるということはそ
の中のひとつであると考えています。学校行事をはじめ
とする様々な体験、人と人とのふれあい、コミュニケー
ションなど、学校でなければ身につけることができない
ことに、もっと目を向ける必要があります。

今教育が抱える課題をどのようにとら
えておられますか？Q

学校の「存在感」が危ない！

教師としての経験を生かし、今後どのよ
うな取り組みを考えておられますか？Q

自己実現


