
　県立中学校３校の教育内容や学校生活の特色等に
ついて、県内の小学6年生の児童とその保護者の方
を対象に、説明会を開催します。

県立中学校（中高一貫教育校）

県立河瀬中学校 http://www.kawase-h.shiga-ec.ed.jp/
県立守山中学校 http://www.moriyama-j.shiga-ec.ed.jp/ 
県立水口東中学校 http://www.e-minakuchi-h.shiga-ec.ed.jp/

各校のホームページもご覧ください。

　事前申込みが必要です。同校へ電話でお問い合わせください。 

　当日会場で受付します。（事前申込み不要）            

　当日会場で受付します。（事前申込み不要）            

●県立河瀬中学校

●県立守山中学校

●県立水口東中学校

開催日程・会場1

申込方法2

学　校　名 会　　場 日　　程
県立河瀬中学校
　　☎0749-25-2200
県立守山中学校
　　☎077-582-2289
県立水口東中学校
　　☎0748-62-6745

県立河瀬中学
・高等学校
県立守山中学
・高等学校
県立水口東中学
・高等学校

8月20日（水）
　9:30～ 12:00
8月27日（水）
　10:00～ 12:30
8月23日（土）
　10:00～ 12:00

　ほかにも、特別講師を派遣しています。特別講師は企
業や大学などの研究を子どもたちにわかりやすく伝える
授業を行っています。

理科支援員の活動がはじまりました

今回派遣された理科支援員は、
教員や企業のＯＢ、県内の大
学生、大学院生などです。

 ・理科の授業の補助
 ・実験や観察の計画立案
　や教材の開発
 ・実験や観察の準備や後
　片付け

　①大津市　　　真野､真野北､仰木の里､雄琴､日吉台､逢坂
　　　　　　　　富士見､南郷
　②彦根市　　　金城､河瀬､稲枝西
　③長浜市　　　七尾､田根､びわ北
　④近江八幡市　八幡､島､金田
　⑤草津市　　　草津､草津第二､南笠東､笠縫､常盤
　⑥守山市　　　守山､速野
　⑦栗東市　　　治田､治田西､大宝西
　⑧甲賀市　　　大原､甲南第二
　⑨野洲市　　　篠原､三上
　⑩湖南市　　　石部､菩提寺､水戸
　⑪高島市　　　高島　　⑫東近江市　愛東北
　⑬日野町　　　必佐　　⑭豊郷町　　日栄
　⑮多賀町　　　多賀　　⑯虎姫町　　虎姫
　⑰余呉町　　　余呉
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　県教育委員会は、小学校5・6年生の理科の授業に理
科支援員の派遣をはじめました。

【日　時】　平成20年８月31日（日）
　       　 13時30分～16時30分（開場13時）

【会　場】  さざなみホール
　　　　　（野洲市比留田3313－３）

【内　容】  中学生の意見発表と活動発表
　　　 　（入場無料：当日は手話通訳を行います。）

支援員の活動内容

第11回中学生広場

　　
　滋賀県青少年育成県民会議事務局
　ＴＥＬ　077－523－5484

「私の思い2008」
県広場
開催

問い合わせ先

学校説明会のお知らせ

「世界に羽ばたく高校生を応援しよう」

中学生の高等学校等体験入学を実施しています

膳所（普通・理数)
堅田
東大津
北大津（普通)

（国際)
大津（普通・家庭)

（家庭)
石山（普通)

（音楽)
瀬田工業

大津商業
彦根東
河瀬
彦根西（普通・家庭)
彦根工業
彦根翔陽
長浜（普通)

（福祉) 

8/20・21
8/1
8/21・22
8/18
8/20
8/20
11/15
8/21・22
8/19・29
8/ 7・8
10/18・19
11/15・16・12/6
8/25・26・27
7/27・10/18
8/19
8/ 1
8/20・9/27
7/31・8/1
8/12
8/12・11/8

長浜北
長浜農業
長浜北星
八幡
八幡工業
八幡商業
草津東（普通)

（体育)
草津
玉川
湖南農業
守山
守山北
栗東（普通)

（美術)
国際情報
水口（普通・国際)
水口東
甲　南
信楽（普通・工業)

8/19
8/16・11/8・1/10
8/7・8・19
8/21・22
8/2・25・26・10/18
8/22・9/27・10/4
8/12
9/23
7/31・8/1・11/15
7/30・31・8/1
8/1・10/4・11/29
8/20・21
8/19
8/1
7/31・8/1
8/2・3
8/22
8/9
8/6・10/11・12/6
8/4・8/26

野　洲
石　部
甲　西
高　島
安曇川（普通）

（総合)
八日市
能登川
八日市南
伊吹（普通)

（体育コース)
米原（普通・理数）
日野
愛知
虎姫
伊香
瀬田（定)
長浜高等養護
甲南高等養護
  

8/22
8/5・9/27
8/6・7
8/19
8/22
8/20・21
8/21・22
8/23・10/18
8/23・11/8
8/21
10/11
8/21・22・10/18
8/25・26・11/8
8/26・11/22
8/9・11/8
8/20
11/17
6/28
7/5
  

学校名 学校名 学校名開催日 開催日 開催日

　子どもの不登校というのは、何らかの原因や理由により学校へ行きにくくなっ
たり、まったく行けなくなっている状態のことです。
　不登校は、休んでいる本人はもちろん、ご家族の方にとってもたいへんつらく
苦しいことです。
　「滋賀県心の教育相談センター」は、そのような不登校でお困りの保護者、児
童生徒、学校関係者などを対象に、臨床心理士による専門相談をとおして、学校
復帰を支援しています。

　相談は、原則として県立・国立・私立の学校においては来所による相談とし、
市町立の小・中学校においては電話による相談をおこなうこととしています。
　来所相談は予約制になっていますので、事前に電話で日時を調整してくださ
い。本人が来所できない場合でも、保護者のみのご相談をお受
けいたします。
　電話相談については下記の時間内で受け付けております。
　予約方法や相談手続き等については当センターまでお気軽に
お問い合わせください。

　各学校では「総合的な学習の時間」や
各教科などで子どもたちの学習に地域の
方々から様々な支援をいただいていま
す。地域の人々や企業・団体・機関などが、
学校で子どもたちの教育に携わることに
よって、人々の生きがいや地域づくりに
つながるとともに、学校の教育力が向上
し、子どもたちの学びをより高める効果
が期待できます。
　そこで県教育委員会では、平成19年

度から地域の人々が学校で活躍できるしくみづくりを推進していくため「地域の
力を学校へ」推進事業に取り組んでいます。
　学校と地域、企業など支援していただける方の両者を結びつけるため、学校支
援ディレクターが、企業、団体、ＮＰＯ、国や県の機関・施設、大学などを訪問し、
学校支援をしていただける方々の情報収集や提供を行うことによって、国際理解、
環境、安全教室などの連携授業が行われています。

　平成20年１月には、「総合的な学習の
時間コーディネーター養成講座」で、学
校での出前授業や体験学習支援を行う
46の企業・団体等が、環境や国際理解、
食育、文化などのテーマごとにブースを
設置し、学校教員等約160名を対象に、
教材やプログラムの提案などの学校支援
メニューを紹介する学校支援メニュー
フェアを開催しました。
　企業の社会的責任（ＣＳＲ）として子どもの学習支援を行う気運が高まってい
ることもあり、企業・団体側から積極的にアピールがありました。
　教員向けにブース出展の形で講座を開催するのは全国でも初めてのケースで、
「総合的な学習の時間」だけでなく、他の教科の学習などでも活用できる支援メ
ニューの提案がたくさん行われ、参加した教員、企業団体の方から次回も参加し
たいとの声が多く寄せられました。
　今後も引き続き、様々な領域で子どもたちの学習支援をしていただける地域の
方や企業、団体等の情報収集、学校への情報提供に取り組んでいきます。皆様の
ご協力をお願いします。

シリーズ
人権教育
シリーズ
人権教育

　草津市内の街中に位置する緑豊かな学校です。
《教育目標》
 ○基礎基本を重視した学力の充実
 ○活力ある農業教育
 ○３年間を見据えたキャリア教育推進と進路指導
 ○地域社会との連携

　平成20年度から本校は、知的障害単
一の学校から、知的障害の児童生徒と
肢体障害の児童生徒が共に学ぶ学校に
なりました。
　校舎も改修・増築
され、また、新しい
友だちを迎え、小学
部、中学部、高等部
の３学部、172名
の児童生徒が楽しく
学んでいます。

　滋賀県下で初の取り組みとなる「日本版デュアルシステム」が今年度から本校
でも本格的に始まりました。デュアルシステムは、学校と産業界との二つの場で
継続的に学ぶことにより、専門性を深め、職業意識を身につけた人材を育成する
ことを目的としています。現在、３年生の希望生徒10名が毎週１日、各学科の専
門性を生かした受け入れ先で実習を行っています。受け入れ先では、学校で学べ
ない多くのことを体験しています。

　このような活動をとおし
て、生徒が「生きる力」を
身につけ将来、産業社会で
活躍してくれることを願っ
ています。

キャリア教育を通じた人材育成
―県立湖南農業高等学校（草津市草津町1839）―

「力いっぱい生きる子ども」の育成
―県立八日市養護学校（東近江市上平木町290） ―

　平成21年（2009年）の夏、「2009近畿まほろば総体」の愛称のもと、全
国高等学校総合体育大会が近畿二府四県で開催されます。
　本県では、ボートとアーチェリーの２競技が開催されます。ボート競技は、
滋賀県立琵琶湖漕艇場において、来年７月31日（金）～８月４日（火）まで
の５日間の日程で、アーチェリー競技は、大津市皇子山総合運動公園陸上競
技場において８月４日（火）～８月７日（金）までの４日間の日程で開催され、
両競技併せて全国から選手・役員約2,000名が参加されます。
　
　両競技とも本県の競技レベルは高く、見応えのある大会です。是非競技会
場まで足を運んでいただき、頑張っている選手の姿を見て、世界へ羽ばたく
可能性を秘めた高校生達を応援してください。

　すべての全日制課程の県立高等学校、
定時制課程の県立瀬田高等学校、県立高
等養護学校で中学生および保護者等を対
象に高等学校等体験入学を実施します。
　詳しくは、各学校からの案内や県教育
委員会のホームページをご覧いただき、
各学校の案内に従って、中学校を通じて
申し込んでください。

ボート競技
　昨年の佐賀総体で、高島高校の男子と、膳所高校
の女子ダブルスカルが２位入賞を果たしました。ま
た、高島高校の杉嶋俊幸選手は世界ジュニア選手権
の日本代表として選抜され、今年度の活躍が期待さ
れています。

アーチェリー競技　
　今年３月に行われた全国高等学校選抜大会で、大
津商業高校の大江玲奈選手が２位入賞を果たし、男
子では、草津東高校の音無浩佑選手が４位入賞し、
こちらも活躍が期待されます。 

　（総体事務局）

人が輝く人権教育「ある出会いから」人が輝く人権教育「ある出会いから」
　あるとき、高校２年生になる娘からこんな話
を聞きました。

　先日、中学時代の同級生何人かと久しぶりに
会う機会があったらしいのですが、その中の一
人、Aさんの変わりようにちょっとびっくりした
といいます。中学生のときのＡさんは、おとな
しくてあまり目立たなかったのに、自分から進
んで話しかけるし、すごく明るくなっていたら
しいのです。「何か雰囲気変わったんと違う？何
かあったん？」と娘が聞くと、次のような話を
してくれたそうです。

・・・・・・・・・・・・・

　わたしは、中学校の時、体験学習で老人福祉
施設に行ったんです。施設に行くと、あるおば
あさんの話し相手をするように頼まれました。
最初は恥ずかしくて話しかけることもできず、
何をしていいかも分からず、ただ一緒にいるだ
けでした。
　それでも何とか勇気を出して話しかけてみた

んです。
 　「おいくつですか。」「うーん、・・・。」
 　「今日はいいお天気ですね。」「ああ、・・・。」
　会話は途切れ途切れで、うまく続きませんで
した。

　次の日も同じおばあさんの相手を頼まれまし
た。
 　「おはようございます。」
　そう言って、わたしはまだベッドに寝ておら
れたおばあさんの手を恐る恐る握ってみたんで
す。すると、おばあさんもぎゅっと手を握りか
えしてこられました。そして、おばあさんが「孫
に会うてるみたいやなあ・・・。」とにっこり笑っ
てつぶやかれ、それから少しずつ話ができるよ
うになったんです。
　体験学習の終わる日には、「ほんまにありがと
う。また来てな。」と言って、わたしの手を何度
も強く握ってこられました。
　それまでわたしは、初対面の人とはうまく関
係をつくることができなかったんです。でもこ

の体験学習を通じて、こんな自分でも人の役に
立つことができるんだと思い、そのおばあさん
の笑顔と言葉がすごくうれしくて、ずっと忘れ
られなくなりました。

　高校生になったわたしは、この施設でボラン
ティア活動をするようになりました。他の高齢
者の方とも仲良くなることができ、ますます自
分に自信がつきました。今では初対面の人にも
自然と話しかけられるようになり、そして、将
来は「福祉」関係の仕事に就けたらいいなと考
えています。

・・・・・・・・・・・・・・・

　娘からこの話を聞いたわたしは「Aさんはいい
出会いをしたんだね。あなたにもそんな出会い
があるといいね。」と話しました。
　何げない出会いが、子どもに大きな自信を持
たせるチャンスになることがあります。わたし
は娘からＡさんの話を聞いて、改めてひとつひ
とつの出会いの大切さを感じました。

不登校でお困りの時は、

「滋賀県心の教育相談センター」へ
不登校でお困りの時は、

「滋賀県心の教育相談センター」へ
不登校でお困りの時は、

「滋賀県心の教育相談センター」へ

相談専用電話　　077－524－8125（ハイニッコリ）
　　　　　　　　月～金曜日の９：00～17：00
　　　　　　　  （受付　８：30～17：15）
ホームページ　　http://www.biwa.ne.jp/̃sea-wind/

　文部科学省では、子どもたちの読書活動の一層の推進のた
め、児童生徒の読書、学校図書館の活動、公共図書館や地域
の読書ボランティア等との連携など、読書活動で優れた実践
を行っている学校を表彰しています。
　本年度、滋賀県では、これまでの意欲的な取り組みが評価
され、次の３校が表彰されました。 

読書活動優秀実践校を紹介します

甲賀市立土山小学校
長浜市立長浜南小学校
滋賀県立水口東高等学校

大型絵本を使っての読書活動
宅配業者による「交通安全教室」 ホテルによる「マナー講座」

（生涯学習課）
（学校教育課）

学校図書館での様子
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平成20年度読書活動優秀実践校被表彰校

平成20年度 学校と企業・団体・機関等を結ぶ
　　　「学校支援メニューフェア」
　　　　　　　　　　　ブース出展の様子

滋賀県国際課による「国際理解教育」

出前授業や見学の受け入れなどの情報や連携授業の様子を滋賀県学習情報提
供システム「におねっと」（http//www.nionet.jp/）に掲載しております。
ぜひ、ご覧ください。

生花店での花束作り 食品会社でのお菓子作り

学校紹介
シリーズ
学校紹介
シリーズ
⑤

※デュアルシステムは、３年間
を見通したキャリア教育の一
貫として実施しています。

日 本 版 デ ュ ア ル シ ス テ ム

スクールバスでの通学

高等部の作業学習での、さをり織り、陶芸の作品

2009近畿まほろば総体
ボート競技・アーチェリー競技開催
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住所　520－0047　大津市浜大津四丁目３－30
電話　077－524－4300　ＦＡＸ　077－524－4151

○模擬授業体験、実験・実習体験       
○校内見学、施設・設備の見学等
○学習内容や学校行事、生徒会活
　動等の説明
○部活動の見学

主な内容

（学校教育課）

（学校教育課） （学校教育課）


