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（平成17年度：滋賀県教育委員会調査）

●朝食の欠食率

大学・企業
科学館・博物館

連 携

理数大好き
スクール

（小･中学校）

幼稚園・保育所と小学校の連携強化

出前授業・お出かけ授業

　児童生徒の身近にある事物・現象に疑問や課題をも
ち、その課題を自ら進んで解決しようとする意欲を育
てる学習活動を展開し、理数好きな児童生徒の育成に
取り組んでいます。

大津市・草津市・近江八幡市の理数大好きスクール指定校では
　モデル地域近隣にある大学や博物館、企業、地元ボ
ランティア等関係者を学校に招いたり出向いたりして、
より専門的な内容を取り入れた理数授業で自然や最先
端科学に直接ふれる体験活動に取り組んでいます。

すべての学習の基礎は国語力 学習のつまずき対策

運動を楽しみ、体づくりに挑戦！

「滋賀の教育、今!」  

毎月１回「食育の日」実施中！

　Aさんは3歳の時、薬の副作用で聴覚神経に障害を
受け、やがて全く聞こえなくなってしまいました。ま
た、声を出して話すことも不自由です。
　今、わたしの前で手話を使いながら話をするAさん
の表情は、大変明るく、豊かですが、子どもの頃は、
周囲の手話に対する理解が十分ではなく、ずいぶん苦
労をしたということです。
　最近、そんなAさんにとって、心に残るできごとが
ありました。
　ある休日のことです。いつものように散歩をしてい
ると、向こうから中学生らしい少年が自転車に乗って
やってきました。片手に地図らしき物を持ち、どこか
を探しているようです。Aさんはとっさに散歩のコー
スを変えようとしました。「あの少年は、わたしに道
を尋ねるにちがいない。わたしは耳が聞こえないから
教えられない。」そんな気持ちがよぎったのです。
　しかし、散歩のコースを変えようにも他に道があり
ません。少年はAさんの姿を目にとめたらしく、どん
どん近づいてきました。そして、ついにAさんの前で
自転車を止め、何か話しかけてきました。少年の口の
様子からすると、道を尋ねているようです。

　「ああ、やっぱり。」
　Aさんは身振り手振りで聞こえないことを伝えまし
た。するとどうでしょう。少年は自転車から降り、ス
タンドを立てて、自分のかばんから鉛筆とメモ帳を取
り出しました。
　少年はAさんの横に来て、「○○へ行きたいので道
を教えてください。」とメモ帳に書きました。これま
ではAさんが聞こえないと分かると、無視するかのよ
うに立ち去っていく人ばかりでしたが、その少年はち
がいました。Aさんは、うれしくなって聞かれた道を
ていねいに書いて教えたのです。少年はにこにこしな
がら、最後に手で「ありがとう。」といった素振りを
して、自転車に乗り、去っていきました。Aさんは少
年の後ろ姿をずっと見つめ
ていました。
　少年が持っていた、自分
とともに他の人も大切にす
る心は、さまざまなちがい
を乗り越え、人と人とをつ
なぐ大きな架け橋となった
にちがいありません。

人が輝く人権教育「心をつなぐ」
シリーズ

人権教育
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　❷ 

 父親として、子育てを一緒にしたいと思って
いるのですが、仕事の関係でその時間が思う

ようにとれません。どうすればいいのでしょう。

　国立女性教育会館が今年の8月に発表した
調査結果では、「日本の父親が平日に子どもと

過ごす時間」は1日あたり平均3.1時間で、同じ調査
を行った5つの国の中で4位でした。また、その時間
の短さに悩む父親は41.3%で、94年の調査より
13.7ポイント増えています。もっと子どもに関わり
たいのに時間がとれないという悩みは、多くのお父
さんがもっておられるようです。
　だからといって、子育てが母親だけにまかされた
のでは、母親の子育てへの負担感や不安感が増すこ
とにつながる心配があります。父親が家庭の中での
役割を積極的に担い、夫婦や家族で子育てについて
よく話し合っていくことが大切です。
　では、具体的にどのようなことができるでしょう。
　たとえば右のポスターのようにだっこをして本を
読んであげれば、たとえ短い時間であっても、子ど
もは安心感を高め、お父さんの温かな心が、じかに
伝わっていくことでしょう。また思春期に入り、子

どもと気持ちがうまく伝え合いにくいときや、きつ
くしかりすぎたかな、と後で思った時などには、ち
ょっとした時間を使って手紙やメールで思いを伝え
たりすることも考えられます。それぞれのご家庭に
合ったお父さんの関わり方を工夫してみましょう。
　なお、滋賀県で
は家庭の教育力を
高めるために、企
業や事業所にも積
極的に協力いただ
くために「滋賀県
家庭教育協力企業
協定制度」を設け
ております。（4面
に関連記事）職場
で子育てについて
気軽に語り合える
環境づくりを進め
ることも、各家庭
の教育を充実させ
ることにつながり
ます。   

 子どもが学校に行くのを渋ったり、しんどそ
うにしている時にどのようにすればいいのでし

ょうか。

　子どもたちは、学校生活の中で友人関係、
勉強など様々なことからおこる不安な気持ち

をことばでうまく表現できずに行動に表わすことがあ
ります。こういった時には、子どもの生活態度や言動、
表情、交友関係などに変化はないか見直すことが、解
決の糸口をつかむきっかけになることもあります。子
どもからじっくり話を聞くことや一緒に過ごす時間を
もつことで不安を軽減してやることはとても大切です。
また、親に話したがらない場合もありますが、焦らず、
ゆったりとした気持ちで接することが必要でしょう。
　行き渋る日が多くなってくる時には、学校での様子
を確かめることも必要かも知れません。
　自分の子どものことだから、家族で解決しようと思
われるのは大切なことですが、担任の先生をはじめ学
校の先生に相談されるとともに、スクールカウンセラ
ーや地域や県の相談機関も利用されるのが良いと思い
ます。保護者や家族でかかえこまずに気軽に相談機関
を利用してください。

 学校に行きにくい子どもが通える教室がある
と聞きましたが

　滋賀県には現在、滋賀県教育委員会と19市町が設置している「適応指導
教室」があります。文部科学省は現在「教育支援センター (適応指導教室)」

という表現をしています。適応指導教室は生活リズムを整え、多くの人との出会い
や様々な経験を通して、生活経験を広げたり、社会的な自立の力をつけることを目
的としています。しかし、学校とは違い、すべての教室が同じ取り組みをしている
のではありません。多くの場合は、小集団での活動を中心としながら個々に応じた
配慮がされています。また、体験活動も重視され宿泊を伴う取り組みも行われてい
るところもあります。
 以前は、居住地か県の教室(居住地になければ県の教室)にしか通うことができま
せんでしたが、最近は、近隣の他市町の子どもたちも受け入れる教室も増えてきま
した。
　居住地の市町に適応指導教室があるのか、どんな取り組みをしているのか等、
何かおたずねのことがあれば、県および各市町の教育委員会におたずねください。
　なお、滋賀県心の教育相談センターのホームページに県内の適応指導教室の一覧
を記載しています。 

不登校のご相談は　滋賀県心の教育相談センター
電話受付時間　月曜日～金曜日（8：30～ 17：15）
TEL 077-524-4300　http://www.biwa.ne.jp/̃sea-wind/
何かあればお気軽にお電話ください。

滋賀大学教育学部実験教室(草津小学校) 立命館大学最先端科学体験学習(北大路中学校)

　栄養教諭は学校や地域の食育を推
進するため「学校給食の管理」とと
もに、小中学校などで学校給食を“生
きた教材”として活用しながら、学
級担任や給食主任等と連携して楽しく
「食に関する指導」を行っています。

̶朝ごはんを毎日食べましょう̶

～各学校・地域の特色を生かした
さまざまな取組例紹介～

カミカミDAY・レッツ!給食参観日
郷土料理を味わおう
地場産物献立親子料理教室
健康フェスタ○○祭り
食べ残し減らそうデー
[朝ごはん]劇・おいもパーティー
湖国味めぐり など 

元気な湖っ子 みんなで食育♪

　子どもの発達や学びの連続性を大切にし、幼児教育と小
学校教育をなめらかにつなぐために、県教育委員会では、
幼小連携推進事業を実施しています。
　各校園(所)では、幼児と小学生が交流したり、先生方が
互いの教育を理解し合ったりするなどの取り組みを推進し
ています。

◆幼小連携推進校園(所)の指定
◆ 幼小連携推進協議会(就学前教育指導者研修会)の開催
◆幼小連携推進フェアの開催

　知育・徳育・体育の基礎となるも
のが『食育』です。子どもたちが、
毎日朝ごはんを食べ、元気に一日過
ごせるよう、また食の大切さを学び
実践することができるよう取り組ん
でいます。

県下でも栄養教諭の
配置スタート!

全小学校で毎月1回
「食育の日」実施中!

※本文とは関係ありません。

知の世紀をリードする
人材を育てる

　県立虎姫高等学校では独自の「大学との連携講座」
等を開拓し、生徒の学習意欲を高め、学習の深化発展
と学力向上に努めています。

大学との連携の推進

・ 大阪大学大学院、滋賀県立大学、金沢大学との連携
講座

・県の高大連続講座への積極的参加
・ 所定の講座受講者に学校設定教科「探求」の単位認定
・ようこそ先輩、大学ミニ講座の開催
・週32時間授業、土曜講座の充実

国際社会を生きる
教養ある人材を育てる

　県立国際情報高等学校では平成15年度から3年間文
部科学省から「スーパー・イングリッシュ・ランゲージ・
ハイスクール(通称「セルハイ」)」の研究指定を受け、様々
な事業に取り組んでいます。「ポスト・セルハイ」の1
年目となる今年度は、昨年度までの実践を基盤としな
がら、さらに生徒の英語力の増進が図られるように「4
技能を統合的に指導するカリキュラムの研究」を大き
な柱として継続研究を行っています。

「教科書」から「実践」に
つながる英語教育

・ コミュニケーションにつながるリーディング指導
　 　 コミュニケーション活動で使える知識になるよう

な指導を行う。
・ライティングと連携したディベート指導
　　 スピーチ、ディベートの原稿指導からスピーキン

グ活動へ
・ 実践的コミュニケーションの機会としてのイングリッ
シュ・セミナーの開催

・ 授業改善のためのOPEN CLASS WEEKおよび公開
授業の実施

得意分野を育てる

　県立草津東高等学校では、読書活動を通して生徒が
自己の内面と向き合い、また、異質な世界と出会うこ
とで自身の可能性を広げることを目指します。さらに、
幅広いコミュニケーション能力と社会性を養い、自立
した人間への成長を支援します。

自分を 世界を 未来を 拓く

・読書活動の啓発...
　　 国語の時間毎時10分間を集団読書の時間にあてて

います。
・表現力の向上...
　　 課題図書のレポート、感想文の作成や講師への礼

状作成などを通じて表現能力を身につけています。
・講演会等の実施...
　　 読書に造詣の深い講師の話を聞き、自らの読書活

動を振り返る機会を設けています。

学びの意欲を高め
確かな学力を育てる

　県立甲西高等学校では、全員が1年生で大学見学、2
年生で大学連携講座を受講するなど、いずれも総合的
な学習の時間を利用して大学との連携を図り、学習意
欲、進学意欲を高めています。

力行精神（文武両道）
によるたくましく、
心豊かな人間づくり

望ましい職業観・勤労観や
職業人としての資質を育てる

　県立八幡工業高等学校では、基礎学力の向上やグロー
バル化に対応した英会話力を重視するとともに、体験学
習を通して「目標の発見」「勤労感」などを身につけるた
めのプログラムを提供し、高度技術者育成に努めています。

体験から学び、目標を見出す
キャリア教育を通した人づくり

・ マイキャリアプラン(3年間を通して進路を探るプロ
グラム)
・ ジュニアマイスター取得(多くの資格試験を取得する
取組)
・ 技能連携・高大連携(ポリテク滋賀、県内工業系大学
などと連携)
・ インターンシップ(地域、県外の製造系事業所を中心
に職業体験)
・英語指導助手との実践会話
・ 全国ものづくりコンテスト、ジュニア五輪参加
・小・中学生への授業、出前授業
・スーパーテクニカルハイスクール確立など

感性を豊かにし、
生きる力を育てる

　県立石山高等学校音楽科では、音楽に関する学科の
授業改善と大学進学に対応できるカリキュラムの改編
を進め、芸術活動への意欲を高め、広く音楽文化の発
展に寄与する人材の育成に努めています。

音楽文化の発展に寄与する人づくり

・ 音楽科体験入学
　(中学生対象レッスン)
・定期演奏会
・湖声ホールコンサート
　(地域との交流)
・著名演奏家による演奏会
・生徒への公開レッスン

地域に根ざした教育を
展開する

　県立堅田高等学校では、堅田のもつ中世の自治都市
としての歴史的特性や、琵琶湖に近いという地理的特
性を生かして、地域を積極的に教材として取り込んだ
教育を行っています。

地域社会との交流を深め、地域を
リードする人材を育てる

・新入生対象の堅田探訪
・学校設定科目における地域の教材化
・琵琶湖固有の移動手段であった丸子船の研究

学び直しを支援する

　県立瀬田高等学校は「働きながら学ぶ」ことをモッ
トーに、「技術」を身に付け「自立しようとする人」を
支援する県内で唯一の独立した定時制工業高校です。

働きながら学び直しと自立を支援する

・単位制への移行
　 学年制から、修得単位数が74単位以上で卒業できる
単位制

・類型別総合選択制により選択肢を広げました。
　 機械科を「機械技術類型」と「電子機械技術類型」に、
電気科を「電気技術類型」と「情報通信技術類型」
に分類

・フレックス制により学ぶ内容と時間帯を選択できます。
　 「電気科・情報通信技術類型」に午後3時50分から学
習するフレックス制を採用

・マイチャレンジ講座
　 資格取得のための講座「工業一般」や数学や英語等
の基礎的な学習をする「基礎学」を開講しています。

・リカレント教育の拡充
　 全4類型に専修コース等を設け、社会人の「学び直し」
を支援しています。

平成19年度に甲南高校を総合学科に改編します
　甲南高校は現在、普通科、農林技術科、薬業科、家庭科学科の
計4科ありますが、専門学科の施設設備やこれまでの専門学科の
教育活動や実践を生かした4系列をもつ総合学科となります。
　総合学科は、生徒の興味・関心や能力・適性、進路希望等に応
じて科目を選択し、主体的に学習することができ、平成17年度
現在、滋賀県では5校、全国で286校設置されています。

●甲南高校の4系列の内容は次のとおりです。

　また、甲南高校には、総合学科への改編と同時に甲南高等
養護学校を併設します。

生物と環境
　生産実習や環境学習などを
通じて、自然の中での人間の
営みや自然との調和の在り様
を学ぶ系列です。

福祉と保育
　高齢化や少子化が進むなか
で、福祉や保育のスペシャリ
ストとしての知識や技術を学
ぶ系列です。

バイオとかがく
　主として化学分析の実験・
実習を通じて生命や健康を考
え、医学や薬学の基礎的知識
や技術を学ぶ系列です。

食と健康
　現代人の食に関するさまざま
なテーマについて、栄養素の分
析や調理実習などを通して学ぶ
系列です。

学びの意欲を高め
確かな学力を育てる

観点1 感性を豊かにし、
生きる力を育てる

観点2 知の世紀をリードする観点3

得意分野を育てる
観点4

地域に根ざした教育を観点5

・週32時間授業、土曜講座の充実

国際社会を生きる
教養ある人材を育てる

観点6

学び直しを支援する
観点8

望ましい職業観・勤労観や
職業人としての資質を育てる

観点7

　自分の思いや考えを相手に伝わるように表現し、また話し手や書き手の気
持ちを考えながら理解するには、言語の力が必要です。
　国語力は、すべての学習の基礎となるだけではなく、社会性やコミュニケー
ション力、また感性や情緒を育んでいく上でも重要な力です。県教育委員会
では、児童生徒の国語力を向上させることを教育の重点に掲げ、以下のよう
な事業を行っています。

「国語力」を考え、学習する滋賀県フォーラム
　10月26日（木）守山市民ホールにて、県内の
小中学校の教員を対象に国語力向上についての指
導力を高めるために開催されました。
　中学校３年生を対象とした国語力を高める模擬
授業、文部科学省教科調査官の講演などが行われ、
国語力が求められる背景、国語力を高めるための
方策など具体的な実践等が紹介されました。

滋賀ことのはプロジェクト
　「高校生ことのは達人コン
テスト」、「小中学生ことの
はコンクール」などを行っ
ています。
　高校生ことのは達人コン
テスト・小中学生ことのは
コンクール受賞者および入
賞作品は電子版「教育しが」

ホームページで紹介しています。
http://pref.shiga.jp/edu/pr/

　基礎学力定着リサーチの結果をふまえ、９年間を見とおして算数・数学の基礎
学力定着に向けた効果的な指導を行い、小・中学生の確かな学力の向上を図るた
めに、算数・数学学力向上事業を実施しています。研究指定地域（校）では、中
学校区のネッﾄワークを構築、活性化し、研究課題や指導の重点内容を共通化して、
小・中学校で協同実践しています。

研究指定地域(校)
① マキノ中、マキノ西小、マキノ南小、
マキノ北小

②守山中、立入が丘小、玉津小
③八幡西中、桐原小、桐原東小、北里小
④稲枝中、稲枝東小、稲枝西小、稲枝北小
⑤高月中、富永小、高月小

○学力向上のための小・中学校の連携を図った協同実践
　・学習のつまずきの検証とその対策
　・指導方法、指導体制の改善工夫
○経年変化のみとり
　・小学校から中学校への継続的な指導と評価
○県内の各地域、学校への普及活動
　・研究発表会の開催・研究実践物の発刊
　・県連絡協議会の開催（下写真：11月２日開催）

教具を工夫した個に応じた指導

連絡協議会での研修講話

テスト」、「小中学生ことの
はコンクール」などを行っ
ています。
　高校生ことのは達人コン
テスト・小中学生ことのは
コンクール受賞者および入
賞作品は電子版「教育しが」

児童、生徒の体力・能力調査結果は？
　平成17年度の児童・生徒の新体力テス
トでは，本県の実態は、全国より上回っ
ている項目が多く見られました。また、評
価基準表によりA～ Eと段階別に評価（総
合得点の多い順にA→Eとなっている）す
ると、右図のようにA段階が占める年次推
移は、右肩上がりの傾向となっています。
　しかし、子どもを取り巻く生活環境の
変化などから、全国的にも長期的な低下
傾向が見られるため、本県でも、次のよ
うに学校での「体力向上に向けた方策」
を考え、実践しています。

学校教育活動全体で取り組む体育活動の推進
　・ 業間体育（長休み等）を利用した外遊びの工夫
　・ 校地内における効果的な遊具の配置や有効活

用
　・ 地域や保護者等とともに取り組む活動（歩こう

会・親子登山等）
 楽しい体づくり運動の授業の工夫
 ふさわしい時期にふさわしい運動をふさわしい学
び方で実践
　 小学校　　巧みな動き　
　中学校　　動きの持続
　 高等学校　力強さとスピードのある動きを中心
 中・高等学校での運動部活動の推進

体力向上実践推進校の紹介
体力向上についての調査研究を進めています。
　H17／ 18年度　 甲賀市立信楽小学校、

米原市立醒井小学校、 
野洲市立中主中学校

　H18／ 19年度　 大津市立堅田小学校、高島市立朽木東小学校、
東近江市立能登川中学校、県立能登川高等学校

県立の安曇川高等学校と虎姫高等学校を
中高一貫教育校に！　　平成21年４月の開校をめざします。

大学連携講座

定期演奏会

高等学
校 魅力的で、活力のある高校づくりに取り組んでいます。

－未来を拓く人材育成を目指す特色ある学校づくり－
それぞれの高校が特色をより明確に学校の活性化に取り組んでいます。

その取り組みの一部を紹介します。

１年生と幼稚園児との交流 5歳児と６年生が紙ひこうきづくり

ことのは達人コンテスト

模擬授業

滋賀県フォーラム
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