
●フローティングスクールでは私が思った以上に学
べたことがたくさんありました。学習のほかにも
友だちと仲よくなる大切さや、自分のことばっか
りじゃなくみんなで協力しあう大切さなどです。
自分のこころが一番成長した感じがしました。

●フローティングスクールは家とちがってきびしい
こともあるけれど、それを乗りこえたら自分が成
長するんだと感じました。

●すごく小さな命がいってきの水に10匹ほど。小さ
な命はさまざまでした。いろんなプランクトン、魚、
たくさんの命を支えているびわ湖。これからはか

んきょうのことを考えて学
習します。

●フローティングスクールがあってうれしい。フロー
ティングスクールでいろんなことがわかった。滋賀
に生まれてよかったです。

　本年度は、いよいよ就航25周年。また児童学習航海40
万人乗船の達成の年でもあります。その記念のイベントも予
定しています。ぜひ「うみのこ」に会いにお越しください。  

　びわ湖フローティングスクールでは、母なる湖「琵琶湖」をもつ滋賀県の特性を生かし、県下の小学５年生全員を対
象に、学習船「うみのこ」による宿泊体験学習を学校教育の一環として実施しています。
　１泊２日の学習を通して、身近な地域の環境に主体的にかかわる力や人と豊かにかかわる力の育成を図っています。
　昭和58年の就航以来、今年は25周年。最近では、かつて乗船された方のお子さんが乗船されるという、親子二世
代で乗船している家庭も増えてきました。40万人乗船達成も控え、県民のおよそ３分の１の方の共通体験とも言えるびわ湖フローティングスクール事業に
ついて、ご紹介します。

「湖の子」体験学習の三つの領域「湖の子」体験学習の三つの領域「湖の子」体験学習の三つの領域 乗船児童の作文から乗船児童の作文から乗船児童の作文から
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県議会において、びわ湖フローティングスクール事業決議
船名・シンボルマーク・標語を決定    

            

「うみのこ」命名
進水式挙行
開校ならびに就航式挙行
児童研究航海の実施

「湖の子周航歌」選定
児童学習航海の本格実施開始
皇太子同妃両殿下「うみのこ」を視察
児童学習航海10万人乗船
達成（1月27日）
児童学習航海20万人乗船
達成（11月9日）
ＢＤＦ（バイオディーゼル燃
料）による航行開始
児童学習航海30万人乗船
達成（5月1日）
秋篠宮同妃両殿下「うみのこ」
を視察
就航20周年記念式典の挙行
記念航海実施
船体に滋賀県シンボルマーク
〔Mother  Lake〕 を塗装
「全国豊かな海づくり大会」湖
上パレード参加  

「うみのこ」は、これからも「学びと育ち」
をキーワードに航海を続けます。

「希望の船」  －湖の子周航歌－　
　　　　　　　　　作詞：南　英市　作曲：森島　洋一

朝もや晴れて　さわやかに　さざ波光る　びわのうみ
ぼくらわたしら　滋賀の子が　湖上たのしく　めぐりつつ
郷土の知識　たかめあう　　希望の船よ　湖の子よ

標語：「湖の子」で鍛えよ心　育てよ友情
         ふれあいと正義と責任　学ぶ船
         みずうみに学んで世界の明日をみる

　琵琶湖の水や生物、島々などを題材に、琵琶湖を大切
に守っていく態度や心をはぐくみます。

「湖の子」船内生活

放送大学10月入学生募集放送大学10月入学生募集放送大学10月入学生募集
詳しい資料を無料で送付します

－教養学部－
・科目履修生（6ヶ月在学し、希望する科目を履修）
・選科履修生（1年間在学し、希望する科目を履修）
・全科履修生（4年以上在学し、学士の学位取得を目指す）
－大学院－
・修士科目生（6ヶ月在学し、希望する科目を履修）
・修士選科生（1年在学し、希望する科目を履修）

資料請求（無料）・お問い合わせ先
〒520-2123　大津市瀬田大江町横谷1－5
放送大学滋賀学習センター（龍谷大学瀬田キャンパス内）
TEL 077－545－0362　FAX 077－545－2096
放送大学ホームページ    http://www.u-air.jp

めざせ！湖国の先生！

10月18日（土）
19日（日）

希望が丘
文化公園芝生ランド

300名程度

運営ボランティア募集！運営ボランティア募集！

大津会場 吹奏楽演奏
（吹奏楽団木曜組）  

米原会場 吹奏楽演奏
（甲西吹奏楽団ジュニアバンド）  

ミュージカル「孫悟空」 作品展

大津市民会館　大ホール
7月12日（土）
12：00～16：10
1,200人
守山市立守山南中学校　吹奏楽部

大　　津　　会　　場 米　　原　　会　　場
会　　場
期　　日
時　　間
募集人数
オープニング
ミュージカル
作 品 展

こどものための名作ミュージカル「ごんぎつね」「つるのおんがえし」２作上演
退職教職員互助会員による絵画・書・写真・彫塑・手工芸の作品展を同時開催

県立文化産業交流会館　イベントホール
7月13日（日）
12：00～16：10
1,500人
滋賀県立河瀬中学・高等学校　吹奏楽部

をもらっちゃおう！

present

キャッフィー
スイートせんべい

商品1

えびマヨネーズ
煎餅（せんべい）

商品2

近江米コシヒカリ
煎餅（せんべい）

商品3

「うみのこ」就航25周年！！

｢湖の子」水調べ

カ
ッ
タ
ー
活
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展
望

避難訓練 食事 自分を見つめる時間

クイズに答えて

（１）問題の答え
（２）希望のプレゼント番号
（３）紙面に対する感想・

今後とり上げて欲しいテーマ
（４）郵便番号、住所、氏名、年齢、電話番号
※　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。

郵 送／〒520－8577( 住所不要）
　　　  教育総務課「教育しが」 プレゼント係
FAX／ 077－528－4950 
Eﾒｰﾙ ／ edu@pref.shiga.lg.jp

滋賀限定

5名様

5名様

5名様

問　題  

 送付先  

応募方法

当選発表

次の○の中に、文字を入れてください。

次の事項を必ず明記のうえ、　送付し
てください。

小学５年生を乗せて航海する船の

名前は「○みのこ」

　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。

平成20年
6月28日（金）
※当日消印着信有効

締め切り

教育情報を発信しています！！

http://www.pref.shiga.jp/edu/pr/

http://www.pref.shiga.jp/a/koho/merumaga/merumaga03.html
教育委員会ホームページから登録可能（もちろん無料です）

滋賀県教育委員会メールマガジン
「教育改革ニュースレター」

滋賀の教育の最新情報を
いち早くお届けします。

２ヶ月に一回更新しています！

びわ湖環境学習

水草ウォッチング

プ
ラ
ン
ク
ト
ン

ウ
ォ
ッ
チ
ン
グ

　友だちとの交歓交流活動や海洋活動などで、友情や郷
土を愛する心をはぐくみます。

　多くの人と船内で集団生活を送る体験から、社会的な
態度をはぐくみます。

ふれあい体験学習

ロープワーク

竹生島見学

学
校
紹
介

甲板みがき

長浜タウン
ウォークラリー

　第８号のプレゼントには98通の応募をいただ
き、29名の方にサイン色紙が当たりました。

●おめでとうございました●

　県政広報テレビ番組「県政週刊プラスワ
ン」（毎週土曜日18:10～18:45びわ湖放送）
で教育情報を発信しています。

　６月・７月の教育情報の放送予定は、
６月21日（土）、７月19日（土）です。お楽しみに。

うみうみ

キャッフィーのおかし

平成20年（2008年）5月号 No.9 滋賀県教育委員会

□ 「うみのこ」就航25周年！！ 
□ 子どもたちの体力アップに向けて 
□ 本は心の栄養です 
□ 発達障害（LD・ADHD・高機能自閉症等）児童
　 生徒の対応について 
□ 児童生徒芸術文化表彰受賞者紹介 
□ 学校紹介シリーズ④ 
□ 「家庭教育協力企業協定制度」 
□ スポレク滋賀2008 
□ 人が輝く人権教育「ぺルーから来たAちゃん」 
□ 運営ボランティア募集「スポレク滋賀2008」 
□ 「湖っ子 INびわ湖2008」 
□ 平成 20年度淡海生涯カレッジ受講生募集 
□ 滋賀の教師塾～めざせ ! 湖国の先生 !～
□ 放送大学10月入学生募集 

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
TEL 077－528－4513　FAX 077－528－4950
Ｅメール　edu＠pref.shiga.lg.jp

滋賀県教育委員会ホームページ
http://www.pref.shiga.jp/edu/

ご意見・ご感想をお待ちしています。

携帯サイト

　放送大学はテレビなどの放送により授業を行う通信制の
大学です。働きながら学んで大学を卒業したい、学びを楽
しみたいなど、さまざまな目的で、幅広い世代の方が学ん
でいます。
　ただいま平成20年10月入学生を募集しています。詳し
い資料を無料で送付致しますので、お気軽にお問い合わせ
ください。

　小・中学校の教員になりたいという意欲と情熱をもった
大学生と大学院生を対象に、実践的指導力や確固たる教師
観を身につけてもらうために開講している教師養成塾です。

　滋賀県教職員互助会では、滋賀県退職教職員互助会との共催で、滋賀県における教育文化の振興発
展に資することを目的に公益事業として、「湖っ子ＩＮびわ湖2008」を開催します。ぜひご参加く
ださい。（参加費は無料です。ただし、往復葉書による事前申込みが必要です。詳しくは事務局へお問
い合わせください。）

【地域の大学「淡海生涯カレッジ」】
　淡海生涯カレッジは、地域の多様な学習機関の連携によ
り、公民館での日常的な学習から高等学校での実験・実習、
さらに大学での理論的な学習までを組み合わせた講座です。
【各校のテーマおよび定員】
●大津校“環境人になろう” 

　平日コース25人　土曜コース25人
●草津校“環境文化の創造”　　　　　　　　 土曜コース30人
●湖南校“住みよい暮らしと豊かな環境づくり”

土曜コース30人
●彦根校“自分や周りの人たちが健康な生活を送るために”

土曜コース30人
●長浜校“身近な問題から見つめ直そう”　　土曜コース30人

編集
発行

次の事項を必ず明記のうえ、送付してください。
⑴ 希望のプレゼント番号
⑵ 紙面に対する感想、今後とりあげてほしいテーマ
⑶ 郵便番号、住所、氏名、年齢、電話番号 
※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。

応募方法

郵 　 送／〒520-8577（住所不要）滋賀県教育総務課「教育しが」プレゼント係
Ｆ Ａ Ｘ／ 077－528－4950　Ｅメール／ edu@pref.shiga.lg.jp

送 付 先

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。当選発表

※第 6号のプレゼントには 86通の応募をいただき、
日本スポーツマスターズ 2007 びわこ大会記念グッズ
「マグカップ」「ハンドタオル」「帽子」が 45名の方に
当たりました。

平成 20年1月11日（金）
※当日消印、着信有効

締め切り

プレゼントプレゼント

3名様 5名様 5名様

①「悲鳴をあげる学校」
親のホンネと結びあう
解決策を提案

水の信仰にかかわる
文化財を紹介

紫香楽宮を中心に県内の
奈良時代の遺跡を紹介

②「水の浄土 琵琶湖」 ③「聖武天皇の夢・紫香楽」

平成20年6月15日～平成20年8月31日出願期間  

募集学生

滋賀の教師塾

第二期生は、内容と対象を拡大して6月下旬から募集を始めます。

○第一期生126名研修中（平成19年10月13日開講）
○豊富な講座内容
　 ・基礎基本となる必修講座（15回）
　 ・現職教員向け講座を選択して受講（3回）
　 ・小中学校の現場で学ぶ学校実地研修（10日間）

教員となった暁には
この塾での学びを十
分生かし、滋賀の教
育の発展と向上のた
めに、その若いエネ
ルギーと情熱を注い
でほしいと願ってい
ます。

平成20年度淡海生涯カレッジ受講生募集平成20年度淡海生涯カレッジ受講生募集平成20年度淡海生涯カレッジ受講生募集
～公民館から高校、大学までの体系的な講座です。～

【受講申し込み】
（１）募集期間　平成20年５月８日（木）～６月６日（金）
（２）募集対象　18歳以上の通学可能な方
（３）受 講 料　 5,000円 （教材費・入場料等は別途必要）
（４）応募方法　希望校の実行委員会に、はがきで応募
　   　　　　　 （電話・FAXも可）
※定員を超えたときは、抽選等により受講者を決定
●大津校実行委員会　大津市生涯学習センター内    　　　　TEL：077－527－0025
●草津校実行委員会　草津市教育委員会生涯学習スポーツ課内　TEL：077－561－2427
●湖南校実行委員会　湖南市教育委員会生涯学習課内　　　　TEL：0748－77－6250
●彦根校実行委員会　彦根市教育委員会生涯学習課内　　　　TEL：0749－24－7971
●長浜校実行委員会　長浜市生涯学習スポーツ課内　　　　   TEL：0749－65－6552
◇詳しくはホームページ「におねっと」をご覧ください。http://www.nionet.jp/

自分の学び、見つけませんか。
「出会い・ふれあい・学びあい」「出会い・ふれあい・学びあい」

全国スポーツ・レクリエーション祭推進室
TEL：077－528－4627   FAX：077－528－4964
E-mail:spo-rec@pref.shiga.lg.jp
http://www.pref.shiga.jp/edu/sporec/　

お問い合わせ先

お問い合わせ先 教職員互助会事務局　TEL：077－528－4557

●活動日

●会　場

●募集人数

●主な活動内容
○会場案内
○駐車場誘導
○選手団の支援   他

全国からお越しの方々を温かい心でお迎えし、
　　　　　　　　あなたの手で創る祭典にしてみませんか

　大人と子どもが相集い、親子のきずな、人と人とのふれあいの輪を広げることを
通して、心豊かでたくましい滋賀の子どもをみんなで育てていくことをめざして、
２日間にわたって開催します。

「湖っ子 ＩＮ びわ湖　2008」は

「湖っ子 ＩＮ びわ湖　2008」「湖っ子 ＩＮ びわ湖　2008」
第21回全国スポーツ・レクリエーション祭

スポーツ大好き、
　お祭り大好きな人集まれ！

湖っ子 ＩＮ びわ
湖　2007よりうみ


