
　県教育委員会では、子どもたちの生活リズムの向上を図るため、
県民の皆さんに「早寝・早起き・朝ごはん」の大切さを理解して
いただき、家庭・地域・学校が連携し、取り組みを進めていただ
くため10,000人リレーフォーラムを開催します。ぜひご参加く
ださい。

地域 開 催 日 時 各 会 場 講   師
高島で 12月16日(土) 13:30～14:00

啓発ポスター表彰式
14:00～14:30
子どもの活動発表
14:30～16:00
講 演
「早寝・早起き・朝ごはん」
のすすめ

藤樹の里文化芸術会館(高島市) 江澤 正思さん
山口県山陽小野田市教育長、工学博士長浜で 12月17日(日) 長浜市民会館

甲賀で １月13日(土) 甲賀市あいこうか市民ホール 星野 恭子さん
埼玉医大総合医療センター、小児科医師栗東で １月14日(日) 栗東芸術文化会館さきら

守山で ２月３日(土) 守山市民ホール 鈴木 みゆきさん
聖徳大学短期大学部教授、医学博士彦根で ２月４日(日) ひこね市文化プラザ

大津で ２月10日(土) 大津市民会館 神山 潤さん
東京北社会保険病院副院長、小児科医師近江八幡で ２月11日(日) 近江八幡市文化会館

※ 手話通訳、託児(2才児～未就学児)を準備していますので、必要な方は各会場開催日の2週間前ま
でに生涯学習課へご連絡ください。

お問い合わせ・参加申込先
滋賀県教育委員会事務局生涯学習課
TEL 077-528-4654  FAX 077-528-4962　http://www.nionet.jp/

斎藤俊信県教育長挨拶
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「早寝・早起き・朝ごはん」
10,000人リレーフォーラム開催

家庭の教育に企業の力を！
108社と滋賀県家庭教育協力企業協定を締結！

　県教育委員会では、今年度より家庭の教育をはじめ、未来を担う子どもたちを育てる様々な営み
を社会全体で支え合うため、企業および事業所と協定を結び、企業における子どもたちの健やかな
育ちへ向けた取組を推進することを目的に、新たに「滋賀県家庭教育協力企業協定制度」を設けま
した。７月までに協定した43社（本誌第1号で紹介）に加えて新たに65社と協定を結びました。

新たに締結した企業の一覧(五十音順 敬称略)

株式会社朝日商社
伊香しいたけ生産事業協同組合
株式会社エコプランRPF虎姫工場
エチスポーツ
NECSCHOTTコンポーネント株式会社
エルナー株式会社滋賀事業所
近江八幡市立総合医療センター
カットサロンWIN
医療法人医誠会神崎中央病院
有限会社キタジマ和光堂
北村電子株式会社
株式会社近新
クウ・フランCaf'e
五市接骨院
株式会社小寺製作所
有限会社小西教材社
湖北水鳥ステーション株式会社
作新工業株式会社
三恵工業株式会社
正栄堂
株式会社じょうきや
介護老人保健施設スキナヴィラ水口

株式会社住文北ビワコホテルグラツィエ
株式会社泰山堂
大和リゾート株式会社長浜ロイヤルホテル
谷口印刷株式会社
テラピス伊吹
冨田酒造有限会社
長住建設株式会社
株式会社長浜スタジオ
有限会社ナカリンオートサービス
夏原産業社
西河接骨院
株式会社ハートコンピューター
花久造園
ハヤミ工産株式会社
株式会社速水電機商会
有限会社パレット
東川クリニック
日野薬品工業株式会社
ひまわり歯科クリニック
有限会社平田
株式会社ヒロセ
琵琶湖ホテル

株式会社ファンケル美健
藤田燃料店
ほっかほっか亭長浜病院前店
ホンダサイクル古野
有限会社松井自工
丸栄製パン株式会社
丸三ハシモト株式会社
株式会社三河屋パワーズ虎姫店
株式会社三久保商会
飲食店みちか
社団法人水口病院
有限会社ミルクファーム伊吹
有限会社ムッシュリュウマ
株式会社明豊建設
室町柴田接骨院
有限会社山北モータース
有限会社山口モータース
株式会社ユタカファーマシードラッグユタカ365店
農事組合法人夢ファームせんだ
有限会社わきざか酒店
渡辺自動車商会

締結企業ではこのような取り組みが進められています。
企業内家庭教育フォーラム 中学生職場体験への協力 子ども体験活動支援

子育て学習講座開催 印刷会社にて職場体験 環境子ども塾開催

「早寝・早起き・朝ごはん」「早寝・早起き・朝ごはん」「早寝・早起き・朝ごはん」
参加費無料

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

平成19年度第1学期(前期)の放送大学教養学部
および大学院学生を募集します

第21回全国スポーツ・レクリエーション祭
マスコット愛称募集します!

たくさんの
ご応募

お待ちして
います

募集期間 平成18年12月15日(金)～平成19年1月31日(水)[当日消印有効]
応募方法
 ・ 郵便はがき、ファクシミリ又は電子メールで応募してください。
 ・ 1通につき1点を記入してください。
 ・ 作品の簡単な説明、住所、氏名(ふりがな)、
　 年齢、職業（学生の場合は学年）、電話番号を必ず記入してください。
 ・応募点数は、1人何点でも可能です。
 ・ 最優秀賞  1点　　3万円（高校生以下の受賞者には図書カード）
 ・ 優 秀 賞  2点　各5千円（高校生以下の受賞者には図書カード）

応募先およびお問い合わせ先
〒520-8577 滋賀県大津市京町四丁目1番1号   滋賀県教育委員会事務局スポーツ健康課
全国スポーツ・レクリエーション祭準備室内 マスコット愛称募集係
TEL 077-528-4625  FAX 077-528-4964   E-mail spo-rec@pref.shiga.lg.jp

児童・生徒が参加！
いじめ対策チーム始動

おとうさん、おかあさん お子さんのようすはどうですか？
チェック

 １ 表情がさえず、おどおどした様子が見られる。

 ２ 持ち物をひんぱんになくしてくる。

 ３ 教科書やノートにいたずらをされて帰ってくる。

 ４ いろいろと理由をつけて、お金をたびたび要求する。

 ５ 衣服を汚してきたり、あざや傷をつけてきたりする。

 ６ 家族のささいな言葉にイライラしたり、反抗したりする。

 ７ 登園・登校をしぶったり、早退や欠席が多くなる。

 ８ 家族を避け、何か隠しているような気配が感じられる。

 ９ TVゲームなどの一人遊びに夢中になり、外出が少なくなる。

10 よく電話がかかってきて、困っている様子がうかがえる。

11 体のあざや傷を隠すためお風呂に入るのを嫌がるようになる。

12 学習意欲をなくし、学校の成績が急に悪くなる。

13 頭痛・腹痛などをよく訴えるが、特に異常がない。
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教育しが教育しが
• いじめのない学校づくりを支援します
• 滋賀の教育、今 ! 
• 子どものシグナルを見逃さずに
•にっこりゆっくり親育ち  2
• シリーズ人権教育 
•「滋賀  教育の日」  制定記念フォーラム
•「早寝 •早起き •朝ごはん」
   10,000人リレーフォーラム開催
•家庭教育に企業の力を !
• 第21回全国スポーツ •レクリエーション祭
   マスコット愛称募集します

「こころの大切さ」
　いじめは学校教育の今日的な問題として、様々な取り組みがされてきましたが、今また、
いじめによる自殺が連鎖的に相次ぎ、教育界を揺るがし大きな社会問題となっています。
　いじめは、いじめる者といじめられる者だけの問題ではなく、いじめに関わっていない人
たちにも問題があると思います。“いじめは悪い”ということに関してはだれも異論はない
のですが、個々の受けとめ方が様々で、「いじめられる側に問題があるから、いじめられて
も仕方がない」、「どうせいじめはなくならないから、構ってもしようがない」といった捉え
方など、見てみぬ振りして関わらないようにする人が多くいます。また、いじめる者にへつ
らい、腫れ物にさわるような扱いをし、面倒なことにならないように気を配る現状も見受け
られます。いじめる者に媚びたり配慮することは本末転倒であり、いじめを黙認している人

は一緒にいじめているのも同然であると言えます。
　一方いじめる側の傾向は、「むかつく」、「なにか変」といって、たいした理由もなくいじめたり、「みんなと違う」、「か
わってる」という違いを口実に、仲間はずれにしていることがいじめになっています。これは、物事を客観的に見て把
握したり判断するのではなく、個人の気分や感覚により直感的に捉えているからだと思います。また、相手の心を思い
やる情意の発達が伴わず、自制や自律の心が育ってなく、いけないことだと自覚していてもセルフコントロールが効か
ない状況にあると思います。
　そういった現状を考えますと、いじめに関わっていない人の意識や態度が大事で、いじめに対して強い姿勢でのぞみ、
家庭や学校、地域の社会全体で共有して取り組む必要があります。また、かつては当たり前であった人と人がふれあう、
地域の日常の中で社会性を身につけていった、伝統的な子育てのシステムを取り戻す必要があると思います。
　これを機に、生活の規範や倫理観を見直し、他者を思いやり弱者に配慮する心の大切さと、そして命の尊さの重要性
を再認識すべきではないでしょうか。

滋賀県教育委員会委員

山 本 進 一

平成19年9月14日（金）～20日（木）開催 平成20年10月18日（土）～21日（火）開催

<編集・発行＞
　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
　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/

日本スポーツマスターズ2007びわこ大会 第21回全国スポーツ・レクリエーション祭

スポレク滋賀2008

「滋賀教育月間」

「滋
し が

賀 教育の日」

「みんなが教育に関心を持ち、県民こ
ぞって子どもの育ちを支えよう」とい
う 「滋賀 教育の日」を中心にさまざま
な行事が開催されました。

制定記念フォーラム

11月1日（水）びわ湖ホール

10月
11月

教育功労者・
優秀教育実践表彰

オープニング・合唱
日野町立西大路小学校5、6年

高月町立古保利小学校5、6年
劇「西野恵荘」

高月町立古保利小学校5、6年 立命館守山高校
バトントワリング部
立命館守山高校

パネル展示各市町教育委員
会・各種団体教育実践紹介

オープニング・合唱 高等学校合同合唱高等学校合同合唱

活動発表

大津市内6幼稚園
園児の歌と手話
大津市内6幼稚園

紫香楽太鼓「炎」紫香楽太鼓「炎」 　滋賀県教育委員会では、１１月２４日にいじめ対策チームを発足し、子どもの視点を大切にいじめ解決に向けて取り組んでいます。また各
小・中・高等学校等における「いじめをしない・させない学校」をめざして児童会・生徒会の活動を支援します。

「滋
し

賀
が

 教育の日」ポスター

これだけのいじめ件数が！
校　　　種 調査対象校数 件　　数
公立小学校 ２３１校 　　６２６件
公立中学校 １００校 　　５０１件
県 立 学 校 　６１校 　　　８０件
合　　　計 ３９２校 １，２０７件

いじめの調査結果　１１月１６日現在
　 各学校で①いじめと捉えた②いじめの可能性がうかがえる
③いじめが心配される、の合わせた件数
　これらのいじめに対して県教育委員会から各市町教育委員
会・県立学校に出向いて、その内容をくわしく調査し、対策
に取り組んでいます。

 いじめのない学校づくり

すべての公立小中高等学校・障害児教育諸学校で

いじめをしない、させないために

児童会・生徒会がんばれ！！
○「いじめのない学校宣言」
○児童・生徒集会の実施
○いじめ撲滅キャンペーン
○いじめ防止「私の主張」大会
○ いじめ撲滅のためのポスター・標語の募集・掲示

○ いじめ撲滅メッセージ横断幕づくり
○ いじめ撲滅をよびかけるのぼり旗作成・掲示
○いじめ撲滅のための啓発劇制作・上演

いじめ対策チームから経費を助成します。 　

最優秀作品賞

【小学生の部】　坂
ばんどう

東はるなさん
（近江八幡市立桐原東小学校  ６年）

【中学生の部】　小
こ

島
じま

弥
やすろう

朗さん
（東近江市立能登川中学校 １年）

作者のことば

　一人で勉強するよりもみん
なで勉強する方がたのしいで
す。読書も読み聞かせをして
もらうと何倍も楽しい時間に
なります。そんなことを考え
ながら描きました。

作者のことば

　僕は、教育には親子のふれ
あいがとても重要だと思った
ので、このポスターを描きま
した。身近な風呂にスポット
を当てました。また、自分を
育ててくれていることに対す
る感謝の気持ちも大切だと
思ったので、背中を流すシー
ンにしました。

パネルディスカッション
テーマ
「子どもの育ちにどうかかわるか」

瀬田北小フェスティバル
（10/14）

企業による子ども体験活動
自然観察会（10/29）

八日市北小教育の日
祖父母学級（11/ １）

双葉中学校　学校公開・教育講演会
（11/13）

を支援します!!

ひとりで悩むの、もうやめよう

これらはほんの一例です。
児童会・生徒会、みんなで話し合ってさらに創意工夫を！

福井久美子　NPO法人NPOぽぽハウス理事
嘉田由紀子　滋賀県知事

住岡英毅　滋賀大学教育学部教授

ご
意
見
・
ご
感
想
を

お
待
ち
し
て
い
ま
す

保護者向け情報誌

㈶滋賀県教職員互助会が資金提供
（１校当たり上限　３０，０００円）


