
　企業および事業所と県教育委員会が協定を結び、企業における家庭教育について学
ぶ講座の開催や、参観日など学校行事に参加しやすい職場環境づくり、中・高校生の
職場体験の受け入れなど、企業における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。

マスコットキャラクター
「キャッフィー」

「びわ湖から　あふれる元気　きらめく笑顔」
平成20年10月18日(土) ～ 21日(火)開催

■フジテック株式会社
■株式会社エッチ・エヌ・オー
■有限会社半邊工務店
■アキレス株式会社　滋賀第一工場
■アキレス株式会社　滋賀第二工場
■キタイ設計株式会社
■ジブラルタ生命保険株式会社大津支社

■生活協同組合コープしが
■デジタルＡＶイワセ
■株式会社太陽ツーリストサービス
■長和産業株式会社
■株式会社北びわこ水産
■株式会社長浜コルク工業所
■ダイニック株式会社滋賀工場

■株式会社アットスクール
■大沢興業株式会社
■琵琶観光バス
■本の森
■ネッツトヨタ滋賀株式会社
■社団法人滋賀経済産業協会
（平成20年５月12日現在）

あなたの企業・事業所でも開催しませんか？あなたの企業・事業所でも開催しませんか？

生涯学習課　TEL：077－528－4654

平成20年度開催企業を募集中！
■平成19年度開催企業・事業所数15社
　（のべ472人参加）
■御社のご希望に応じたテーマ設定が可能、
　また無償で講師を派遣します。お気軽に
　ご相談ください。
■テーマ例（平成19年度の実績より）
　・大事にしてますか？コミュニケーション
　・今、親に伝えたい、子どもの健康づくり
　・みんなで子育て、心育て
　・子どもとともに親育ち　etc

児童生徒芸術文化表彰受賞者紹介

県立膳所高等学校２年
炭井　佳紀　さん
音楽鑑賞教育振興会「第40
回論文作文募集」において、
最高賞の最優秀賞受賞

高島市立新旭北小学校５年
武田　慶信　さん
「第53回青少年読書感想文全
国コンクール」において、最
高賞の内閣総理大臣賞受賞

草津市立玉川小学校1年
深尾　咲紀　さん
「第44回全国児童才能開発コ
ンテスト」において、最高賞
の文部科学大臣賞受賞

　平成20年３月12日（水）に、次の３名の方々
が表彰されましたので紹介します。（学年は、受
賞当時のものです。）

企 業 内 家 庭 教 育 学 習 講 座

　特別支援教育では、これまでの特殊教育（障害児教育）の対象の障害だけでなく、発達障害（ＬＤ・ＡＤＨＤ・
高機能自閉症等）も含めて障害のある児童生徒を対象に一人ひとりの教育的ニーズを把握し、適切な指導や必
要な支援を行います。
　県では、特別支援教育を総合的に推進するため、様々な取組みを行っています。いくつかを紹介します。

シリーズ
人権教育
シリーズ
人権教育

　創立110年の歴史と伝統の上に、知の世紀を拓
く新しい教育を全面改築が完了した明るいキャン
パスで展開しています。

　滋賀県の児童生徒の体力・運動能力は、昭和56年のびわこ国体が開催され
た頃に比べますと長期的に低位な状態が続いています。昨年度の新体力テス
トの結果をみると、握力（筋力）や長座体前屈（柔軟性）が全国平均値より上回
っていますが、50m走（走力）や持久走（全身持久力）、ボール投げ（投力）な
どが全国平均値より下回る結果でした。

　２年間の指定校として、体力向上についての調査研究を進めています。

 →昭和56年の体力・運動能力値の平均指数を100とした時の95ポイントをめ
ざして、小学校から高等学校まで体力向上に取り組んでいます。平成19年
度は、93.82ポイントでした。

　小児保健医療センターと大津赤十字病院に入院中の子どもを対象にした病弱
養護学校です。医療と教育の連携を柱に、病院関係者や前籍学校と密接な連携
を図り、一人ひとりの病状等、各児童生徒の状況に応じた教育の充実を図って
います。ベッドに寝たままでの学習や登校も可能で、病状や障害の重い児童生
徒に対してもきめ細やかな教育をおこなっています。

　平成18年度より５年間、文部科学省よりＳＳＨの指定を受け、科学技術に
夢と希望を持つ、創造性豊かな人間の育成をめざしています。

　大学の先端的な研究に触れ、発展的な学習をすることに
より、知的探究心と学問に対する意欲・関心を高めます。
今年度からは、滋賀医大とも連携します。

　米国ミシガン州を訪問し、大学・研究所等において環境
科学や生命科学を中心とした研修を行い、英語でプレゼン
テーションできる能力など、国際的に通用する力が身につ
きます。

明日を担う知性と才能をはぐくむ
―県立膳所高等学校（大津市膳所2-11-1）―

入院しながら学べる学校
―県立守山養護学校（守山市守山5-6-20）―

 ―大津校舎（大津市長等1-1-35　大津赤十字病院南側）―

学校紹介
シリーズ
学校紹介
シリーズ
④

京都大学で特別授業を受講
　春の遠足、運動会、文化祭など、様々な行事をつくりあ
げていくことで、子どもたちは集団相談活動することの喜
びや、やりきった充実感を体験します。
　また、在学中に自分の病気とのつきあい方などについて
も学びます。

県立守山養護学校（本校）

ミシガンでの科学研修

　子どもから高齢者まで気軽にスポーツのすばらしさに触れられる祭典です。勝ち
負けだけをきそうのではなく、スポーツを楽しみ、スポーツを通じて交流すること
を目的とした国内最大規模のスポーツの祭典です。
　種目別大会のほか、楽しいステージや滋賀の物産展、ニュースポーツ体験コー
ナーなども予定しています。
　また、「スポレク滋賀2008」では、未来を担う子どもたちにスポーツのすばら
しさを伝えるため、祭典を体験活動の場として活用し、子ども達が様々に活躍でき
る「子ども参画事業」を展開しています。

発達障害（ＬＤ・ＡＤＨＤ・高機能自閉症等）児童生徒の対応について

　発達障害を含む障害のある子どもたちの実態
把握や支援のあり方等について検討する校内委
員会を全ての学校に設置しています。また、学
校内の関係者や福祉・医療等の関係者との連絡
調整および保護者との連携を図る特別支援教育
コーディネーターの指名も行っています。

○校内委員会の設置、
　特別支援教育コーディネーターの指名

　この事業では、学識経験者、心理関係者、医
療関係者等の専門家と県教育委員会の職員で構
成する「特別支援教育巡回チーム」を設け、発
達障害のある子どもたちの指導の手だてについ
て、先生方に実践的な指導助言を行い指導力の
向上を図っていきます。

○「発達障害児童生徒への
　指導力向上事業」の実施

　発達障害等の専門的な知識を有する巡回相談員が学校
等を訪問し、障害のある子どもたちに対する指導内容や
方法に関する助言等を行う「巡回相談」を実施しています。

○巡回相談員による学校等への訪問

　中学校、高等学校の発達障害のある子どもたちへの支
援の充実を図るため「中学校・
高等学校における発達障害の子
どもたちへの支援ガイドブッ
ク」（平成20年３月発行）を作
成しました。この支援ガイド
ブックは、県教育委員会のホー
ムページにも掲載しています。

○支援ガイドブックの作成

　大津赤十字病院へ入院している児童生徒を対象に、教育
対応をしています。

県立守山養護学校（大津校舎）

人が輝く人権教育「ペルーから来たAちゃん」人が輝く人権教育「ペルーから来たAちゃん」人が輝く人権教育「ペルーから来たAちゃん」

体力アップに向けて
子どもたちの
体力アップに向けて
子どもたちの
体力アップに向けて

新体力テスト
の項目

50m走、握力、上体起こし、長座体前屈、反復横とび、
立ち幅とび、ボール投げ、20mシャトルラン、持久走

児童生徒の体力・運動能力の現状

体力向上に向けての学校の取組

平成19・20年度体力向上実践推進校の紹介

小学校 ●草津市立草津第二小学校
●彦根市立旭森小学校

中学校 ●長浜市立南中学校

　県では、「すべての子どもがいつでもどこでも楽しく読書ができる環境づ
くり」をめざして子どもの読書活動に取り組んでいます。

読書によって子どもはいろいろな力を身につけていきます。

●言葉を学ぶ　●感性を磨く　●表現力を高める
●想像力を豊かなものにする
●人生をより深く生きる力を身につけていく

○さまざまなテーマに沿った本を紹介した冊子を、乳幼児や小学生に配
布します。

○インターネット上のホームページで、子どもの読書活動の情報を発信
しています。

対象：保育士や幼稚園・学校の教員、読み聞かせボランティアを始めたい一般
　　　の方など
内容：子どもの読書活動の大切さ、読み聞かせの技術についてなど

内容：県の取組紹介、県内公立図書館のお知らせ、読書ボランティア情報、
　　　「ほんがいっぱい　たのしさいっぱい」通信の掲載　など

○子どもの読書活動に関わる方を対象とした講座を開催します。

“子どもと本とをつなぐ橋渡し役となる身近な大人の存在がとても大切です。”

小学校下学年向け 小学校上学年以上向け

乳幼児向け

　子どもといっしょに大人も豊かな時間を共有しましょう。

生涯学習課
TEL：077－528－4652　FAX：077－528－4962
メール:ma06@pref.shiga.lg.jp

　本は、読む人の心の中に宝物をふやし、世界をひろげます。

　図書館、学校図書館、子ども文庫、公民館…色々なところで本に出会えます。

本は心の栄養です

本はいろいろなところにあります　　　

家庭でも読書を

「子ども読書活動支援センター」ホームページ
  http://www.nionet.jp/dokusho/index.html

本は心の栄養です本は心の栄養です本は心の栄養です

全国スポーツ・レクリエーション祭推進室
ＴＥＬ：077－528－4625　ＦＡＸ：077－528－4964
E-mail：spo-rec@pref.shiga.lg.jp
URL：http：//www.pref.shiga.jp/edu/sporec/

全国スポーツ・レクリエーション祭とは…

667社に拡大新たな協定締結企業・事業所の紹介

「家庭教育協力企業協定制度」 第21回全国スポーツ・レクリエーション祭
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子どもたちの

お問い合わせ　
問い合わせ先

問い合わせ先

～スーパーサイエンスハイスクール（ＳＳＨ）～  

　Aちゃんの一家がペルーからうちのとなりにやっ
て来たのは、去年の７月でした。以前にもブラジル
やペルーの人と出会ったことが無いわけではありま
せんでしたが、全く日本語が話せない人たちがとな
りに来たことに何となく不安を覚えていました。
「なあお母さん、Aちゃん日本語わかるん？」
　わたしの子どもも最初は、突然外国から来た友だ
ちとどう接したらいいのか戸惑っているようでし
た。

　しかし、子どもたちが、Aちゃんと自然にふれあ
えるようになるのにあまり時間はかかりませんでし
た。
「Aちゃん遊ぼうか。」
「これはこうすんねんで。」
　子どもたちは言葉が通じようと通じまいとそんな
ことはかまいません。それどころか、いつの間にか
わたしたち大人の知らないAちゃん情報をいっぱい
持ってくるようになったのです。
「おかあさん、Aちゃんちのハムスターの名前知っ
てる？」
「ペルーのお菓子食べたことある？おいしいで。」
　外国から来た新しい友だちとのふれあいを当たり
前のように楽しんでいるようでした。そんな生活の

中でAちゃんも次第に日本語でのコミュニケーショ
ンをとることができるようになってきました。
　わたしにとって、もう一つ驚いた出来事がありま
した。
「Aちゃんが来てくれてよかったわ。ペルーの友だ
ちなんて、めったにつくれへんしなあ。Aちゃんも
見知らぬ国に来てたいへんやろう。」
　うちの子どもと同じクラスの保護者がこんなこと
を言って、Aちゃんを家によんで一緒に遊んだり、
プールで水遊びをしたり、家族ぐるみで交流を始め
たのです。そのおかげもあってか、友だちと一緒に
自転車の練習をしたり、近くの公園へ行って遊んだ
りするAちゃんの姿も見られるようになってきまし
た。  
　ところが、学校が夏休みに入ったときのことです。
「おかあさん！Aちゃんがランドセル背負ってラジ
オ体操に来たで！」―ラジオ体操が終わったうちの
子が、わたしのところにとんで来ました。わたしは、
「しまった！」と思いました。あわてて子どもたち
がラジオ体操をしている広場に行ってみると、ラン
ドセルを背負ったAちゃんが帰っていくところでし
た。
　実は、わたしは夏休み前にAちゃんのおうちの人
がラジオ体操のことを聞いてきたので、いろいろと

教えていました。それなのに、普段の登校とラジオ
体操がどう違うのか、十分に伝えることができてい
なかったのです。
　その日以来、わたしはできる限りAちゃんやわが
子がラジオ体操をする広場に朝出かけていくことに
しました。一生懸命音楽に合わせて体操をするA
ちゃん。わたしや友だちの動きを見ながら、知らな
い体操を懸命にまねながら体操をする日が続きまし
た。
　「うでを前から横に、いち、に、さん、し・・・」
　Aちゃんなりにこの国になじもうと努力していた
のかもしれません。結局Aちゃんは、ほとんど休む
ことなくラジオ体操に参加しました。

　「にほんにきてさいしょはこわかった。いまはと
もだちもできてたのしい。」―わが子が持って帰っ
て来たクラス文集にAちゃんはこんなことを書いて
いました。ペルーから日本にやってきた人たちの思
いやがんばり。大人の想像をはるかに超えた子ども
たちの行動力。そして、地域のあたたかさと交流の
大切さ。Aちゃんのおかげでいろんなことを教えて
もらった一年でした。
　今度の日曜日、Aちゃんのお母さんにペルーの料
理を教えてもらうのを楽しみにしています。

S48 S53 S58 S63 H5 H10 H15 S48 S53 S58 S63 H5 H10 H15


