
人が輝く人権教育「お母さん、あのね…」

安心して学び、悩みごとを気軽に相談できる学校をめざして安心して学び、悩みごとを気軽に相談できる学校をめざして ことのは プロジェクト
平成 18年度児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査結果（滋賀県）

県教育委員会では、児童生徒の読書活動と表現活動を充実させることによって、
国語力の向上を図るため「滋賀ことのはプロジェクト」を進めています。

　「お母さん、お母さん、あのね、今日学校でねぇ、“なかま”につ
いて話し合ったんだよ。」
　Ａさんは小学校２年生。家に帰ってきて、ランドセルをおろしな
がらお母さんに話し始めました。
　「わたしの学級はね、運動が大好きで、お昼休みに運動場でドッジ
ボールをして遊んでいるの。学級のほとんどみんなでやっているん
だよ。でもね、いつも中に入れずに遠くから見ている子もいるの。
だから、学級会で“なかま”について話し合ったんだよ。そしたら、
みんなからいろいろな意見が出たの。得意な人も、得意じゃない人
もいるんだから無理に入らなくてもいいとか、前に誘ったけど、断
られたからいいんじゃないとか。そんな様子を中に入れないＢさん
は黙って聞いてはったんや。
　そこで先生が『みんなで一緒にドッジボールできたら楽しいよね。
得意な人もいればそうでない人もいるし、なかまに入れてって言え
ない人もいるかもしれないよ。だから、みんなで考えれば、みんな
でやれる方法も見つかるんじゃないかなぁ。』って言わはったの。」

　そんな話をした後Ａさんが、「お母さんはどう思う？」とたずねて
きたので、お母さんは少し悩みながら、「確かに一緒にやりたくても、
なかまに入れてと言えない人もいるかもね。もしあなたがＢさんだっ
たらどう思うかな？」って答えたところ、しばらく黙っていたＡさ
んが「明日、Ｂさんに“一緒にやろう”って声をかけてみるわ。」と言っ
たそうです。
　このような問いかけを子どもからされたとき、親や周りの大人が
子どもにどう返していくかで、子どもの受けとめ方は大きく違って
くるのではないでしょうか。
　今、子どもをとりまく「いじめ」の問題も深刻な状況にあります。「い
じめ」を許さないという毅然とした態度を大人が示すとともに、自
分も他人も大切にできる子どもを育てていくことが大人の責任であ
ると思います。子どもの話しや考えにあいまいな受け答えをせず、
「ちょっと考えてみようね。」と共に考えようとする姿勢こそが大切
なのではないでしょうか。
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　県教育委員会では、ご協力いただける企業・事業所に
呼びかけを行っています。

あいSHIRAI、株式会社アイゼン、AIBAロハスコミュニティー、株式会社旭ハウジング、株式会社安土建築工房、株式会社イシダ滋賀事業所、今津サンブリッジホテル、今津町農業協同組
合、株式会社ウエダスポーツ、株式会社上原フォートスタジオ、株式会社宇田花店、浦部石材工業有限会社、近江印刷株式会社、近江鉄道株式会社、おうみ冨士農業協同組合、大阪ガス株
式会社滋賀事業所、株式会社尾賀亀、有限会社岡建産、株式会社岡村本家、株式会社小川油店、有限会社親玉本店、カシロ産業株式会社、東近江市立蒲生病院、カルビー湖南株式会社、川
北塗料株式会社、株式会社かわ重、北びわこ農業協同組合、草津市農業協同組合、株式会社くらま、グリーン近江農業協同組合、グリーンホテルYes長浜、株式会社クリスタル光学大津工
場、株式会社黒壁、甲賀郡農業協同組合、湖東信用金庫、湖東農業協同組合、有限会社近藤商会、有限会社サワイデンキ、滋賀蒲生町農業協同組合、社団法人滋賀県銀行協会、株式会社滋
賀測量設計事務所、滋賀中央信用金庫、滋賀トヨペット株式会社、株式会社シゲタ、株式会社シバタプロセス印刷、有限会社しらい商店、新旭町農業協同組合、株式会社スポーツショップ
キムラ、積水化成品工業株式会社滋賀工場、第一工業製薬株式会社滋賀工場、大和電設工業株式会社滋賀支店、高月生コンクリート株式会社、リカープラザたなか、株式会社田中商会、谷
末自転車商会、株式会社チューエツ滋賀工場、つるや旅館、有限会社とも栄菓舗、有限会社鳥与、中川絹糸株式会社、株式会社中田設計、株式会社ナカニシ自動車、長浜キヤノン株式会
社、市立長浜病院、有限会社西浅井総合サービス、西びわこ農業協同組合、日本観光開発株式会社、日本電気硝子株式会社、日本バイリーン株式会社滋賀工場、日本放送協会大津放送局、
日本酪農協同株式会社滋賀工場、東能登川農業協同組合、東びわこ農業協同組合、彦根市立病院、彦根プリンスホテル、ひばり観光バス株式会社、株式会社日吉、平井建設株式会社、びわ
湖放送株式会社、株式会社冨久や、株式会社藤田工業、株式会社フタバヤ、平安写真館、株式会社ホクセキ、有限会社ホクト、マキノ町農業協同組合、医療法人英和会宮脇病院、明文舎印
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滋賀県家庭教育協力企業協定制度

622の企業・事業所と協定を締結！！

●新たに協定を締結いただいた企業・事業所（五十音順敬称略）

【問い合わせ先】　滋賀県教育委員会事務局生涯学習課　TEL.077-528-4654

各企業・事業所の取組につきましては、
県学習情報提供システム「におねっと」
（http://www.nionet.jp/）に掲載しています。

滋賀

児童生徒数（滋賀県） 在籍率（全国）在籍率（滋賀県）不登校児童生徒数と在籍率の推移 平成18年度 学年別・不登校児童生徒数（滋賀県）

● 不登校状態が続いている理由は、小中学校ともに「登校の意志はあるが、身体の不調を訴え登校できない・漠然とした不安を訴え登校しない」等、不安を中心とした情緒的混乱によって  
　登校できない児童生徒が最も多い。
（注）「不登校」とは、欠席日数が年間30日以上で、何らかの心理的、情緒的、身体的、あるいは社会的要因・背景により、児童生徒が登校しないあるいはしたくてもできない状況である（ただし、病気や経済的な理由によるものは除く）。
　　 「在籍率」とは、児童生徒数（平成18年5月1日現在）に占める不登校該当児童生徒数の割合である。
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暴力・いじめ問題への対応暴力・いじめ問題への対応

学校いじめ対策コーディネーターの配置
・いじめ問題に早期対応し、関係機関との連携強化を図るため、子ども・子育て応援センターに配置

問題を抱える子どもの自立支援
・いじめ、不登校等の未然防止、早期発見、早期対応のため支援協力員を市町に配置

学校問題行動対策会議（ＳＰＡＣ会議）
・警察、児童相談所などの関係機関が集まって、情報交換・具体的対策についての協議を行い、
　チームを組んで課題のある児童生徒の自立支援を行う。

いじめをしない・させない学校づくりの支援
・児童会、生徒会が中心に取り組むいじめ防止および解消に向けた活動経費を補助

こころんだいやる（9：00～21：00）
TEL：077-516-2233・2255

子どもナイトだいやる（21：00～9：00）
TEL：077-562-5100

電 話 相 談
24時間体制

　今年も、５月８日から６月６日にかけて、びわ湖ホール専属声楽アンサンブ
ルが学校巡回公演を行いました。この事業は平成13年度から始まり7回目を迎
え、彦根市など６市町の小学校で公演を行い、11校の児童が１時間あまりのコ
ンサートに聞き入りました。
　プログラムは、それぞれの学校の校歌、「大きな古時計」「さんぽ」など児
童に馴染みのある曲、日本の季節感あふれる曲、有名なオペラの曲など多彩な
曲が披露されました。劇をまじえたり、豪華な衣装で登場する曲もあり、まる
で劇場のような雰囲気になった体育館で、子どもたちは身を乗り出し、体でリ
ズムをとりながら、楽しみました。

　本校は、湖南市・甲賀市の知的および肢体不自由の障害のある児童生徒が通う特別
支援学校です。県立近江学園や国立病院機構紫香楽病院の子どもたちも通学していま
す。小学部、中学部、高等部、紫香楽校舎あわせて全校児童生徒数２０５名です。

　本校は、機械科、電気科、情報技術科、建築・設備科、都市工学科、環境化学科のある工業
高校です。「働きながら学ぶ」人のために夜間定時制の工業高校も併設されています。

　小学生の頃から、「ものづくりの楽しさや工業高校の内容に
少しでも親しんでもらえたら」と始めた交流事業です。一日先
生役の生徒達にとっても、ものづくりの『夢』が確かなものへ
と大きく膨らむ手応えを確実につかんでます。

親としての学びに新たな方法
◆ＰＴＡでの会合や地区別懇談会など、親が集まる機会
に、滋賀県教育委員会が作成した｢家庭教育学習資料｣の
活用を進めています。

「語り合い」から生まれる二つの効果
◎親がそれぞれにもっている子育ての経験や知恵を出し
合うことにより、悩みに共感したりヒントを得たりし
て、親としての力を高めることができます。
◎語り合いを通して親同士が知り合いになり、支え合え
る関係づくりを進めることができます。

　本校で学ぶ生徒達が脈々と受け継ぎ挑戦し続けているもの、そ
れが「ものづくりへの『夢』」です。この『夢』を現実のものに
していくために、様々な取り組みが日々展開されていきます。３
年間の学習の中でその『夢』を温め、「技」を鍛え、自分自身の
「ものづくり」を創造し、実社会に貢献できる「技術人」を生み出
しています。
　この夏、本校機械科の生徒２名が、滋賀県の高校生としては初
めての「機械検査二級」を取得するという快挙を成し遂げていま

す。また、本校は、「ＩＴ人材育成プロジェクト」（文部科学省）に合わせ、平成１９年度か
ら「滋賀県クラフトマン２１事業（工業高校実践教育導入事業)」（文部科学省／経済産業
省）の指定を受け、地域企業の全面的な支援のなか、「ものづくり人材」の育成に取り組ん
でいます。本校にとって一段と飛躍する「新たな挑戦」が、いま始まります。

　日頃のテストでは判定できない真の言葉の力
を競い合う全国初のコンテストが昨年度滋賀県
に誕生しました。
　「言葉についての力を試してみたい」
　「日頃の読書量をみんなと比べたい」
　「思いや創作の表現の場がほしい」
　「国語が好きで、もっと好きになりたい」
そんな思いを抱く滋賀県の高校生が一堂に会し、
「ことのは」の達人を競い合う大会です。
　審査部門は、「話す力」「聞く力」「語彙力」「読書力」「創作力」の5部門
で、県内の各高校から代表１チーム（4人）が参加します。
　「新しい学び」として、参加者全員を対象に、専門家によるディベート研修も行
います。

●『滋賀ことのは手引集』とは！？
・滋賀県を素材とする昔話・物語・小説・エッセイ・
　評論・古典などを編集し、併せて「表現活動への手
　引き」も示した読みもの集です。
・小学校版・中学校版の２種類を発刊し、配付しています。
●『滋賀ことのは手引集』の活用
・国語や道徳の授業、総合的な学習の時間等をはじめ、朝の読書活動にも教材とし
　て活用します。
・読書を通じて滋賀県や地域のすばらしさに触れ、郷土に対する認識を深めます。
・自らの言葉で滋賀を表現しようとする意欲を喚起します。

●滋賀や自分の住む地域の自然・人・社会等について、それぞれのよさの発見や思
い・感動を、⑴ 創作物語部門、⑵ エッセイ部門、⑶ 詩部門、 ⑷ 五七五部門、
⑸ 短歌部門のいずれかで表現した作品を募っています。優秀作品は、「高校生
ことのは達人コンテスト」の会場で表彰します。

 児童生徒の一人ひとりに対し、個に応じたきめ細かな
指導が行えるよう「個別の指導計画」を作成するとと
もに、適切な教育的支援を効果的に行えるよう保護
者、関係機関と連携して「個別の教育支援計画」を策
定して取り組んでいます。
◆小学部から高等部卒業まで一貫した教育課程を編成
　しています。
◆地域の特別支援教育のセンター的役割を果たすため
　教育相談活動等を行っています。

体育館いっぱいに響く歌声に感動！！

特 別 支 援 学 校 へ
－－県立三雲養護学校（湖南市柑子袋1546）－－
特 別 支 援 学 校 へ

－－県立三雲養護学校（湖南市柑子袋1546）－－
ものづくりへの『夢』、新たな挑戦
－－県立彦根工業高等学校（彦根市南川瀬町1310）－－
ものづくりへの『夢』、新たな挑戦
－－県立彦根工業高等学校（彦根市南川瀬町1310）－－

子 育 て 学 習 講 座 の す す め
～｢家庭教育学習資料｣を使った親同士による語り合いを通した親育ち～

次代を担う子どもたちの豊かな感性や創造性を育むための文化環境づくり

親としてご家庭で気をつけてみましょう親としてご家庭で気をつけてみましょう

◆ 家庭の雰囲気づくり
　・あいさつや会話を絶やさないようにする。
　・家族そろって食事をとる機会をできるだけ多くする。
　・人の悪口を言わず、家族団らんに努める。
◆ 子どもへの接し方
　・親の考えを一方的に押しつけず、子どもを信頼し温かく接する。
　・子どもの話しや言い分をしっかり聞く。
　・人と比べるのではなく、その子のよい所をほめる。
◆ 子どもの自立に向けて                                              
　・家族の一員として家庭の仕事を分担し、できたことは認める。　
　・地域の活動やボランティア活動に親子がそろって積極的に参加する。
　・将来の進路については、子どもが目的意識を持って、自分にあった進路選択ができるよう支援する。

チェック欄

子どもを巻き込んだ携帯電話による主なトラブル・事件

①出会い系サイト
　・サイトで知り合った相手に撮られた写真をばらまかれた。
②チェーンメール
　・情報を転送しなければお金を請求すると執拗に迫られた。
③インターネットオークション詐欺
　・オークションで落札し、代金を払っても商品が送られてこなかった。
④ワンクリック詐欺
　・メール内でクリックしただけで料金を請求された。
⑤ケータイいじめ
　・掲示板に「○○死ね、うざい」と書き込まれた。

保護者への
お願い

家庭での
ルール（例）

誹謗中傷メールを
見つけた時の対応

　① 携帯電話はできるかぎり持たせないようにしましょう。
　② 購入前に家庭でのルールを決めましょう。
　③ フィルタリングサービスを利用しましょう。

　・ 送信者不明のメールが来たら保護者に相談すること。
　・ 他人を傷つける使い方をしないこと。
　・ 学校での使用については学校のルールに従うこと。

　① 警察や学校に相談する。
　② プロバイダや管理責任者に削除依頼をする。

あなたは を知っていますか！？

子どもたちの
声

「　　　　　　　　　　」歌を歌っている人はみんな楽しそうで
私も楽しい気分になりました。

「　　　　　　　　　　」テノールの声がすごかった。ぼくも
いつかあんな声で歌ってみたくなった。

「　　　　　　　　　　」校歌がいちばんよかった。16人なのに、
ぼくたち全員より声が大きかった。

小学校 中学校 高等学校

『小中学生ことのはコンクール』を開催しています！

ものづくり人材の育成をめざしていますものづくり人材の育成をめざしています
特別支援教育の推進に向けて取り組んでいます特別支援教育の推進に向けて取り組んでいます

「ふしぎたんけん・そうぞうチャレンジ」
　　　　　　　　　　　(小学校との交流事業）
「ふしぎたんけん・そうぞうチャレンジ」
　　　　　　　　　　　(小学校との交流事業）

『滋賀ことのは手引集』を活用しています！

豊かな心を育む体験活動豊かな心を育む体験活動

中学校へジャンプ交流体験
　小学６年生が中学校生活を体験し、中学生と交流体験を実施　（２０中学校区で実施）

中学生チャレンジウィーク
　中学2年生全員が地域の事業所等で5日間の職場体験を実施
　（全公立中学校で実施）

高校生実社会体験
　自分の学習内容や進路などに関連した企業や介護施設で就業体験
　およびボランティア体験を実施（全県立高等学校で実施）

「高校生ことのは達人コンテスト」を開催します！

（滋賀県学習情報提供システム http://www.nionet.jp/lldivision/home-edu/gakushushiryo/ からもダウンロードできます）

【問い合わせ先】　
滋賀県教育委員会事務局生涯学習課　TEL.077-528-4654　　　　　
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広告

電気教室
（関西電力）

企業内家庭教育学習講座
（三恵工業）

出前環境学習
（大阪ガス）

と　　　　き　１１月４日（日）午前９時～午後４時
と　  こ　 ろ　県立県民交流センター（ピアザ淡海）（大津市）
問い合わせ先　滋賀県教育委員会事務局学校教育課  TEL：077-528-4573

子どもたちの心を支える取組子どもたちの心を支える取組

スクールカウンセラーの配置
・生徒への相談、教職員・保護者への助言・援助等学校のカウンセリング機能を充実（全中学校・県立高校に配置）
小学校心のオアシス相談員の配置
・児童や保護者が悩みを気軽に話せる相談員を配置（30校に配置）
スクーリング・ケアサポーターの派遣
・不登校や別室登校の小学生を支援するためスクーリング・ケアサポーター（大学生等）を派遣

心の教育相談センター・不登校児童生徒の学校復帰のための相談や適応指導等を実施
　月曜日～金曜日（祝日および年末年始は除く）午前8時30分～午後5時15分　TEL：077-524-4300

AA　青少年の利用が禁止されている出会
い系サイトや有害サイトへのアクセス
を制限する「有害サイトアクセス制限
サービス」のことです。

フィルタリングサービスを
ご存じですか？QQ

AA　携帯電話においてもフィルタリングは利
用できます。現在、携帯電話各社は無料で
フィルタリングサービス（有害サイトアク
セス制限サービス）を提供していますので、
ぜひご利用ください。（ご利用には申込みが必要です。）

携帯電話でもフィルタリング
できるのですか？QQ

AA　フィルタリングサービスの申込みは、各社のショップ
店頭のほか、電話やインターネットを通じても申込みが
できます。また契約者が未成年の場合は（一部の事業者は18歳
未満の場合）は、親権者からも申込みをすることができます。
詳細は、各社のホームページ等でご確認ください。

携帯電話のフィルタリングサービスの
申し込み方法は？QQ


