
次世代へ活かす歴史文化資産の調査と活用
　   近江水の宝調査活用事業 　琵琶湖やその周辺の「水」に関わる豊かな

文化遺産を調査し、その価値を評価すると
ともに、観光資源や教育の素材、地域づくり
の資源として積極的に活用していきます。

新

子どもが学ぶ
「近江の歴史と文化」事業
　郷土の歴史、文化や人物等を取り上
げた副読本や資料集を各学校に配布
し、地域の良さを学習していきます。

里山･遺跡のコ･ラ･ボ （木･愛）
　木々に埋もれた城郭や古墳などの
文化財を、里山整備により活用できる
ように環境整備し、地域づくりの資源
として積極的に活用していきます。

・様々な分野から「近江水の宝」を選定・登録
・学習への活用、県民への周知、県外発信
　　体験学習のしおり、学習教材の編集
　　ガイドブックの発行
　　観光モデルコースの設定等

家の中にある湧き水「かばた（川端）」（高島市新旭町針江所在）

副読本・資料集 西山城跡里山整備 （高島市朽木）

不登校、いじめ対策等の充実
　 中学生保護者支援員配置事業

　不登校やいじめ
等に不安や悩みを
抱えた保護者の支
援を行うことによ
り、学校と保護者
が協力して生徒の
自立支援を行いま
す。

新 スクールカウンセラー等の配置
　スクールカ
ウンセラー等
を各学校に配
置し、児童生
徒や保護者へ
のカウンセリ
ングや教職員
への助言援助
を行います。

スクールソーシャルワーク的学校
不適応支援事業

　小中学校にスクールソーシャルワー
カーを派遣し、福祉的な視点を取り入
れて、課題のある児童生徒の環境改
善を図ります。

スクーリング・ケアサポーター事業
　子どもたちと年齢が近い大学生等
を派遣し、不登校や別室登校の児童
を支援します。

きめ細かな教育の推進
少人数学級編制の実施
　小学校および中学校において、引き続き少人数学級編制を実施します。

・小１～小３、中１で３５人学級編制を実施（小学校では複数指導との選択制）
・学校の実情に応じ、小４～小６で１学年を選択して３５人学級編制を実施

複数の先生による算数の指導少人数学級によるきめ細かな指導

　 発達障害児童生徒への指導力向上事業

　小・中・高等学校に特別支援教育
巡回チームを派遣し、学校現場での発
達障害のある児童生徒への指導力の
向上を図ります。

新

平成20年（2008年）3月号 No.8 滋賀県教育委員会

□ 平成20年度教育委員会主要事業概要
□ 全国学力･学習状況（質問紙）調査からみる「滋賀の子ども」
□ 「携帯電話のネット被害」から子どもを守りましょう！
□ 平成20年 4月から県立特別支援学校の通学区域が変わります
□ 学校紹介シリーズ③
□ ２００７湖っ子食育大賞決定！
□ 人が輝く人権教育「つたえたい心」
□ 児童生徒芸術文化表彰の初の受賞者を紹介します
□ 安土城郭調査研究所発掘調査リポート
　 「安土城跡南面山裾帯郭で二つの虎口発見！」
□ 滋賀県奨学資金奨学生を募集します
□ 県立図書館　活用情報
□ スマイルカードを使って県立施設に行こう！

滋賀県教育委員会事務局教育総務課
〒520－8577 滋賀県大津市京町４丁目１－１

滋賀県では、
　●家族ふれあいサンデー
　   （毎月第３日曜日） 

　●体験学習の日（毎週土曜日）
に県立施設の無料開放を行っています。

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。

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

◆ ◆ 県立図書館  活用情報 ◆ ◆滋賀県奨学資金奨学生を募集します

安土城跡南面山裾帯郭で二つの虎口発見！
おび ぐるわ こ ぐち

安土城郭調査研究所発掘調査リポート 

◎問い合わせ先　
　◆在学されている高等学校等の事務室
　◆滋賀県教育委員会事務局学校教育課学事担当
　　TEL：077-528-4571

◎問い合わせ先　
　滋賀県立図書館（〒520-2122大津市瀬田南大萱町1740－1）
　TEL：077-548-9691 FAX：077-548-9790
   http://www.shiga-pref-library.jp/

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７号のプレゼントには 39通の応募をいただき、
「悲鳴をあげる学校」「水の浄土琵琶湖」「聖武天皇
の夢・紫香楽」が 13名の方に当たりました。

平成 20年
5月2日（金）
※当日消印、
　着信有効

締め切り

　経済的な理由により高等学校等への修学が困難な方を対象に、
滋賀県奨学資金奨学生の募集を行います。

　安土城は、織田信長が天下統一
の拠点として琵琶湖岸に築いた大
城郭です。しかし、空前の規模と
構造を持つこの城は、築城開始か
らわずか 10 年足らずで焼失して
しまい、今ではわずかな記録や古
文書によってその姿を想像するほ
かありません。
　このため滋賀県では、安土城跡
の保存と活用を図るため、発掘調
査とその成果に基づく環境整備を
平成元年から進めています。　

　今年度の調査で、大手口から百々橋口に
かけてのびる帯郭の途中から東西二つの虎
口が発見されました。これまで、この場所
は安土城の外周にあたる石垣が続いている
と考えられ、石垣裾を通る道は人々が自由
に通行できる城外の道であるとされてきま
したが、この二つの虎口は石垣裾を通る道
から帯郭へと入る出入口になります。
  二つの虎口は、大手口から百々橋口の間
のほぼ中間で発見され、両者の間は約 23
ｍ離れています。
　いずれの虎口も幅４.５ｍで、石垣裾の道
から帯郭へと上る石段を伴っています。内
部で発見された門の礎石や周囲の状況から

  県教育委員会では、芸術文化における全国的規模の
大会で最優秀賞を受賞するなど顕著な成績を収めた児
童生徒の努力と栄誉をたたえる表彰制度を創設しました。
　第1回表彰式を1月28日（月）に行い、4名の受賞
者に斎藤俊信県教育長から表彰状と記念品が授与され
ました。

プレゼントプレゼント

編集発行

自然や社会に学ぶ体験活動の充実
びわ湖フローティングスクールの実施
　琵琶湖を舞台にして、学習船「うみのこ」を使った宿泊体験型の教育を展開し
ます。また、　「うみのこ」の将来の新船建造を目的とした基金を設置します。新

放課後子ども教室推進事業
　小学校の余裕教室等を活用し、子
どもたちの活動拠点を設け、地域の
方々とともに勉強やスポーツ、文化
活動などを進めます。

中学生チャレンジウィーク事業
　子どもたちが職業観・勤労観をはぐ
くみ、自らの将来の生き方を見いだして
いく力を養うため、公立中学２年生に対
し５日間の職場体験を実施します。

平成20年度

教育委員会
主要事業概要

平成20年度

教育委員会
主要事業概要

滋賀に一大祭典がやってくる！

詳しくは、各種目の問い合わせ先にご連絡ください。ホームページでも問い合わせ先を紹介しています。
http://www.pref.shiga.jp/edu/sporec/index.html

滋賀県代表選手選考会が開催されます！ 皆さんふるってご参加ください！
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

18

グラウンド・ゴルフ
ゲートボール
壮年サッカー
ソフトバレーボール
女子ソフトボール
ラージボール卓球
ターゲット・バードゴルフ
男女混合綱引
年齢別テニス
年齢別ソフトテニス
バウンドテニス
年齢別バドミントン
壮年ボウリング
マスターズ陸上競技
インディアカ
フォークダンス
エアロビック

トランポリン

開 催 種 目 選 考 会 期 日 選 考 会 会 場 申 込 期 限 参 加 単 位 問い合わせ先
５月１７・１８・２５日
６月１４日（土）
５月１０日（土)
５月１８日（日）
５月１１日（日）
５月１８日（日）
５月１８日（日）
５月１８日（日）
５月１８日（日）
５月１８日（日）
６月 ８日（日）
６月 ８日（日）
４月２７日（日）
４月２７日（日）
５月２５日（日）
５月１１日（日）
４月２７日（日）

４月１４日（月）
５月１６日（金）

４月２０日（日）
５月 ６日（火）
４月２１日（月）
５月 ４日（日）
４月２１日（月）
５月 ７日（水）
５月２６日（月）
５月２４日（土）
４月１８日（金）
３月２５日（火）
５月１８日（日）
４月２８日（月）
４月 ６日（日）

希望が丘文化公園
東近江市長山運動公園
希望が丘公園陸上競技場
草津市立総合体育館
守山市民運動公園
栗東市民体育館
水口スポーツの森
近江八幡市立運動公園市民体育館
県立長浜ドーム
県立長浜ドーム
甲賀市土山体育館
能登川体育館（予定）
大津ボウル
彦根総合運動場陸上競技場
県立スポーツ会館
皇子が丘公園体育館
県立文化産業交流会館

個人
チーム
チーム・個人
チーム
個人
個人
個人
個人
ペア
ペア
個人
個人
個人
個人
チーム
個人
チーム・個人

個人

０７７‐５１８‐２５９０
０７７‐５２５‐７１４０
０７７‐５８５‐０９８２
０７７‐５８９‐６０２２
０７４８‐５８‐０１８７
０７７‐５６２‐４３７９
０７４８‐６２‐２２９１
０７４８‐８２‐３９９８
０７７‐５６３‐４６７０
０７４８‐３７‐２４４５
０７４８‐６２‐４３２０
０７４９‐２３‐９６８５
０７７‐５５４‐４５７０
０７４８‐６２‐２２９１
０７７‐５２４‐１０６５
０７７‐５２２‐０８８８
０７７‐５７３‐３５６３

０７４９‐２０‐４６８３滋賀県立大学体育館（毎週月・水曜日）、滋賀県立体育館（毎週水曜日）、
安曇川総合体育館（毎週土曜日）の練習会をもとに協会内で選考

競技団体にお問い
合わせください。

第21回全国スポーツ・レクリエーション祭

製麺工場での作業体験 地域の方から囲碁を学ぶ子どもたち

北湖と南湖の透明度調査学習船「うみのこ」

お得なカードだよ！
切り取って
使ってね！

児童生徒芸術文化表彰の
初の受賞者を紹介します

県立高島高等学校３年　水口美郷さん
「第３６回全日本青少年書写作品展」文部科学大臣賞受賞
　手作りの盾と賞状、この賞をいただくにあたっての関係者の皆さんの
思いがたくさん込められていると伺い、すごくうれしく温かい気持ちにな
りました。高校生活の最後に素敵な贈り物をありがとうございました。いっ
しょに喜んでくれた友だちや先生、家族への感謝の気持ちを忘れずに、
３年間で得た経験などを糧にこれからも頑張っていきます。

県立八幡工業高等学校１年　小西亜由美さん
「税に関する高校生の作文」国税庁長官賞受賞
　私は今回の受賞で自信と責任を持つことを学びました。私の考えを多
くの方に読んでもらう機会を得て、たいへんうれしく思っています。しか
し、「読んだよ」と声をかけてもらうたびに、書いたことに責任を持たな
ければいけないと痛感もしています。これからも社会に目を向け、しっ
かりとした自分の考えを持てるようになりたいです。

大津市立日吉中学校２年　津下みなみさん
｢第 47回国際理解・国際協力のための全国中学生作文コンテスト｣文部科学大臣賞受賞 

　今回の表彰は思いもかけないことで驚きましたが、とても光栄で身の
引き締まる思いです。また、世界でただ一つの手作り記念品などをいた
だき、心に残る受賞となりました。春休みにニューヨークの国連本部を
訪問し、国連職員の方々とお話しをする機会をいただいたので、国際理
解や平和活動について多くを学んできたいです。

県立河瀬中学校1年　中谷奎介さん
「21世紀を幸せにする科学」作文コンクール最優秀賞受賞
　僕はこの作文を書きながら「地雷除去機がもっと作られれば、4年か
かるとされていた地雷除去がスムーズに進み、多くの人々は幸せになれ
る。」と思い、そのことが早く実現できるよう願っています。今回いろい
ろ考えたことを生かし、人々が幸せになれるような仕事に就き、世の中
の人々の手助けをしたいです。 

陶　板 は、県立信楽高等学校セラミック科技術員の
　　　　 　 　　洞勇同さんがタヌキをモチーフに制作
プレートは、県立瀬田工業高等学校情報電子科教諭の
　　　　　  　　清水国年さんが制作

見て、これら二つの虎口には、堅固な門
があったとは考えられません。こうした
防御性の低い虎口が城の外周部にあった
とは考えにくく、これら虎口は城内に
あったものと考えられ、石垣裾を通る道
についても城外の道ではなく、城内の道
であった可能性が高くなりました。  その
結果、城の外周はさらに外に広がること
になり、城の構造そのものを見直す必要
が生じ、研究を進めているところです。
　現在これら二つの虎口では環境整備工
事が行われており、春には完成した姿を
見ることができます。西　虎　口

安土城考古博物館だより

春季特別展「仏法の初め、茲より作れり－古墳から古代寺院へ－」
●4月26日（土）～6月8日（日）　午前9時～午後5時（入館4時30分まで）
　 休館日／月曜日　ただし4月28日は開館　入館料／大人860円、高大生610円、小中生400円

〒521-1311 蒲生郡安土町下豊浦6678（ＪＲ安土駅から東へ2km）
TEL 0748-46-2424　FAX 0748-46-6140　
E-mail：gakugei@azuchi-museum.or.jp   
http://www.azuchi-museum.or.jp

ど ど ばし

ど ど ばし

おび ぐるわ

おびぐるわ

9名様

10名様10名様

②エジプト考古学博士
　 吉村作治さんサイン色紙   

③魔女の宅急便の作者
　 角野栄子さんサイン色紙   

　県立図書館ホームページの蔵書検索で
　借りたい本が貸出中になっている場合は、
　インターネット予約することができます。

県立図書館

巡回便

県立図書館で借りた本をお近くの
市町立図書館を利用して返却できます。
※大津市立・草津市立図書館にはお返しいただけません。

　県民の皆様には、ご不便をおかけいたしますが、
平成20年４月１日から県立図書館の休館日が変わります。

開館時間

休 館 日

水～金曜日：午前１０時～午後６時
土・日曜日・祝日（休日含）：
　　　　　　午前１０時～午後５時
毎週月・火曜日 （祝（休）日の場合は開館し、翌水曜日が休館）
祝日の翌日 （祝日の翌日が土・日曜日の場合は開館）
年末年始・特別整理期間

＊ ４月から休館日が変わります ＊

活用1活用1

活用2活用2

◆申込資格
①生徒本人または保護者が県内に居住すること　
②世帯の収入状況が一定の要件に該当すること
③同種の奨学金等を受けていないこと
④下記対象校種の学校に在学していること　　　　　

高等学校、中等教育学校の後期課程、特別支援学校の
高等部、高等専門学校、専修学校の高等課程

対 象 者

対象校種

※５月以降も随時申し込むことができますが、この場合、申請された月の
　翌月分から、奨学金のみ（入学資金を除く）の貸与となります。

◆募集期間と申込方法
集中募集　　平成20年4月1日～平成20年4月30日

随時募集　　平成20年5月1日～平成21年2月28日

在学する高等学校等から申請書類を受領し、必要事項を記
入の上、必要書類を添付して、在学する学校にお申し込み
ください。

募集期間

申込方法

※入学資金の貸与は、平成20年４月に高等学校等に入学され、集中募集期間
　（４月）に申請された方に限ります。また、入学資金のみの申請はできません。

◆貸与額等

国 公 立
私 　 立
基 本 額
私立加算

18,000円
30,000円
50,000円（国公立、私立の別はありません）
150,000円（入学金相当額を超えることはできません）

23,000円
35,000円

区　　分 自宅通学者 自宅外通学者

滋賀県奨学資金は貸付金です。
貸付終了後、一定期間内に返還することになります。

奨 学 金
（月額）

入学資金
（一時金）

返 　 還

市町の図書館

①東レアローズ～女子バレーボール部～選手サイン色紙

受賞記念品の紹介 この記念品は、県立高校の２人の教諭による手作りの盾です。

東　虎　口

　全国スポーツ・レクリエーション祭は、勝敗のみを
競うのではなく、誰もが、いつでも、どこでも気軽に
スポーツ・レクリエーション活動を楽しみ、交流を深めることを
目的とした生涯スポーツの一大祭典です。
　平成20年10月18日（土）に希望が丘文化公園で開会式が行
われ、

をスローガンに19日（日）から21日（火）まで、県内15市町で
種目別大会が開催されます。

「びわ湖から　あふれる元気　きらめく笑顔」

返却

貸し出し


