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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

　学びたい講座等が見つかっ
たら、直接主催者に受講をお申
し込みください。

　「しが生涯学習アカデミー」で
学んだことを『学習記録カード』
に記入して、次の学
びへと生かしま
しょう。『学習記録
カード』は図書館や
公民館等で配布し
ています。

滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール前（大津市）から伊香体育館（木之本町）まで12区間100.1kmで12名がタスキをつなぎ完走を
めざします。前日18日（土）には、湖西路を舞台に西日本の学生が競うびわ湖大学駅伝（第68回関西学生対校駅伝競走大会兼
西日本大学招待）も開催されます。

「滋
し

賀
が

 教育の日」シンボルマークが決まりました！

　今年から11月１日を「滋
し が

賀 教育の日」と定め、学校・
家庭・地域などが一体となって、社会全体が子どもたち
の健やかな育ちを支える環境づくりをめざします。
　さらに10月と11月の２か月間を「滋賀教育月間」とし
て、県民こぞって滋賀の教育について考える気運を高め
るための取組を重点的に展開します。

「学びとこころの成長」
　スクールカウンセラー
として子どもたちやご家
族、先生方からいろいろ
学べたことは、大変幸運
でした。出会うたびに、「も
うイヤ。家、出たい」と、
お母さんへの不満を語っ
ていた中学生のＡさんは、
ある日突然、「看護師にな
りたい」と、真剣な表情
で進路相談に来ました。

お母さんが事故で骨折、入院されていた話を後で先
生から聞いた時、心配でたまらない彼女、テキパキと
ケアする看護師さんの姿が目に浮かびました。本当
はお母さん大好きだものね。それにしてもこの看護
師さんは、一人の子どもの人生に大きな影響を与え
たことなど、少しも気づいていないでしょう。

　子どもたちは学校で教えられること以外にも、実
際に直面して、体験から得ることがこころにしみこん
でいきます。自己の理想の形を求めるあまり、不完全
な自分を受け入れられなかったり、失敗を恐れすぎ、
人間関係を狭めたりするなどの傾向が心配されてい
ますが、傷つきとそこからの回復は、セットでこころ
を強く成長させます。ただし、それを見守る大人た
ちの支えが必要です。一つのことを考えて結論を出
していく道筋が幾通りもあるように、受け止め方の選
択肢も複数あるということを、さまざまに人生を生き
る大人たちから感じとってほしいと思っています。私
たち大人は、共通の頑固さで大きく存在して子ども
たちを見守りたいものです。
　「滋賀 教育の日」は、子どもたちが、しっかりと子
ども時代を過ごせるようにと願う、そんな大人たちの、
点が線になって広がっていく日でもあります。社会に
育まれた子どもたちが、やがて社会に羽ばたく日まで。

滋賀県教育委員会委員長

髙 橋 啓 子

保護者向け情報誌

県教育委員会の合言葉は、 ヨコヨコ･ニコニコ･ドンドンです！
　　　　　　　　　　　　　　　　　（チームワーク・協力）（スマイル・笑顔）（チャレンジ・挑戦）

～子どもたちと一緒に参加、見学、体験できるイベント案内～
詳細については、各施設にご確認ください。

いよいよ  1 1 月１日

滋
し が

賀 教育の日

　８つの小さな円が、人々や地域、滋賀の豊かな自然を表し、
これらに育まれて元気に育つ子どもを中央の笑顔の円で表
しています。

作：朱
あかねしょうこ

音聖子さん（愛知県稲沢市在住）

滋賀教育月間 10月～11月

県立安土城考古博物館 TEL : 0748-46-2424　FAX : 0748-46-6140
〒521-1311蒲生郡安土町下豊浦6678

秋季特別展
「信長の城・秀吉の城ー織豊系城郭の成立と展開ー」
■開催期間／10月7日(土)～11月19日(日)
■料　　金／大人860円、高校・大学生610円、小学・中学生400円
博物館講座
■開催日時／10月29日(日）13時30分～15時
■内　　容／熊本県麦島城跡の調査
■参 加 料／無料 (当日受付 140名）
博物館講座
■開催日時／11月3日(金･祝）13時30分～15時
■内　　容／山梨県甲府城跡の調査
■参 加 料／無料（当日受付　140名）
親子で楽しむ写真撮影会
■開催日時／ 11月４日(土）10時～15時　雨天の場合は５日
■場　　所／安土城考古博物館周辺
■対　　象／一般・親子
■参 加 料／無料（カメラとフィルムは各自でご用意ください。）
安土城を探検する
■開催日時／11月12日(日)13時30分～（約２時間）
■集合場所／安土城考古博物館
■対　　象／一般
■定　　員／30名
■申込締切／先着順（電話で申込）
■参 加 料／実費
　県立安土城考古博物館ホームページ
　http://www.azuchi-museum.or.jp/

県 立 琵 琶 湖 文 化 館 TEL : 077-522-8179　FAX : 077-522-9634
〒520-0806大津市打出浜地先

特別展　開館45周年記念「桃山ー華麗なる黄金の世紀ー」
■開催期間／10月7日(土)～11月12日(日)
■内　　容／ 「桃山」という華やかな時代を築いた個性豊かな武将

の肖像画や豪華絢爛な障屏画、蒔絵調度品、能装束、茶
陶などを一堂に展示し、桃山時代の近江を紹介します。

■料　　金／ 小学・中学生120円、高校・大学生200円、一般300円
テーマ展示「雪景色の絵」
■開催期間／10月24日(火)～12月27日(水)
■内　　容／ 四季を彩る自然の風景を描いた山水画は、花鳥画とと

もに最も人気のあるテーマの一つでもあります。山水
画の中から特に、雪景色を題材にした江戸時代の日本
画を約30点紹介します。

■料　　金／ 小学・中学生120円、高校・大学生200円、一般300円
小企画展「密教尊像」
■開催期間／11月15日(水)～12月27日(水)
■内　　容／ 密教の発展により生まれた不動明王・千手観音・如意

輪観音などの様々な尊像を、絵画、彫刻作品を中心に
紹介します。

■料　　金／ 小学・中学生120円、高校・大学生200円、一般300円
　県立琵琶湖文化館ホームページ
　http://www2.ocn.ne.jp/̃biwa-bun/

県立荒神山少年自然の家 TEL：0749-28-1871 FAX：0749-28-1872
〒522-0047彦根市日夏町宮前4794

「親子で一緒にデイキャンプ」
■開 催 日／12月３日(日)
■対　　象／県内の小中学生を含む家族
■定　　員／15家族
■申込締切／11月17日(金)
■参 加 料／一人　1,000円
「野外活動リーダー交流会」
■開 催 日／12月16日(土)～17日(日)
■対　　象／ 県内野外教育施設および市町で青少年を対象にしたボ

ランティア活動を行っている方など
■定　　員／30名
■申込締切／12月6日(水)
■参 加 料／一人　2,500円
　県立荒神山少年自然の家ホームページ
　http://www.nionet.jp/koujinyama/

県 立 琵 琶 湖 博 物 館 TEL：077-568-4811 FAX：077-568-4850
〒525-0001草津市下物町1091

＜琵琶湖博物館開館10周年記念行事＞
 「10周年記念講演」
■開催日時／10月21日（土）15時45分～17時
■内　　容／「琵琶湖 ふるさと 滋賀ー放送現場からのメッセージー」
　　　　　　ＮＨＫチーフアナウンサー　野村正育 氏
■対　　象／一般
■申込締切／当日先着50名
■参 加 料／無料
＜琵琶湖博物館開館10周年記念行事＞
 「交流会」体験プログラム・屋外展示ミニ観察会
■開催日時／10月21日（土）～22日（日）10時～16時
■内　　容／ ヨシ笛づくり・ミニ観察会・水族展示室ミニ探検（21日）

ヨシ紙に絵を描こう・化石のレプリカづくり・ミニ観
察会・水族展示室ミニ探検（22日）

■対　　象／ 一般・小学生（4年生以下は保護者同伴）・中学生・
高校生　

■申込締切／当日受付　各30名
■参 加 料／無料
　県立琵琶湖博物館ホームページ　http://www.lbm.go.jp/

県 立 近 代 美 術 館 TEL : 077-543-2111 FAX : 077-543-4220
〒520-2122大津市瀬田南大萱町1740‒1

「中ハシ克シゲ展　ZEROs　－連鎖する記憶－」
■開催期間／9月30日(土)～11月12日(日)
■料　　金／ 小学・中学生450円、高校・大学生650円、一般900円
　県立近代美術館ホームページ
　http://www.biwa.ne.jp/̃sg-kinbi/

県 立 陶 芸 の 森 TEL : 0748-83-0909　FAX : 0748-83-1193
〒529-1804甲賀市信楽町勅旨2188‒7

特別展「近江やきものがたり」
■開催期間／10月1日(日)～12月17日(日)
■内　　容／ 滋賀・近江ではどのような「やきもの」が生まれ残さ

れてきたのか。太古の土器から近現代の作品まで、近
江が育んだ心の美と技の魅力を今に伝えるやきもの約
150点を紹介します。

■料　　金／ 小学・中学生250円、高校・大学生450円、一般600円

「世界にひとつの宝物づくり展」
■開催期間／11月17日(金)～12月10日(日)
■内　　容／ 陶芸の森がNPOやボランティアと協力して取り組んで

いる「子どもやきもの交流事業」の成果を発表します。
「土」を素材にものを作ることの喜びや感動を体感し
制作した世界にひとつの自分だけの宝物を展示します。

■料　　金／無料
　県立陶芸の森ホームページ　http://www.sccp.jp/

学び 学び･見て･ふれる近江戦国講座講座
文化財専門職員が、城郭を中心とした文化財を幅
広く解説します
学びウ 学び･見て･ふれる

近江戦国講座ウォークォーク
文化財専門職員が文化財の解説をしながら探訪し
ます。

連続 近江戦国連続講座
｢信長･秀吉･家康 創造と破壊｣講座

信長・秀吉・家康が近江に残した足跡を「創造と
破壊」をテーマに、県内各地の博物館、資料館等
の専門職員が解説します。
戦国 歩き･み･ふれる歴史の道

｢琵琶湖戦国絵巻ウォーク｣絵巻
文化財を探訪しながら自由に歩いていただきます。

　滋賀県には、信長、秀吉、家康を始め歴史上最も有名な武将の足跡が数多くの文化財として残されてい
ます。滋賀県教育委員会ではこれらを県民に広く紹介する事業を展開します。

琵琶湖環状線沿線文化財探訪事業

学び・見て・ふれる近江戦国講座＆ウォーク

①学びのメニューブック
　 ご覧いただける場所

　「しが生涯学習アカデミー」は、県民の皆さんの生涯学習を応援するため、公民館、図書館、博物館、美術館などの施設や、団体、
ＮＰＯ、学校、大学、企業、行政が開催する講座や教室などの学習情報をまとめて、「学びのメニューブック」や「におねっと」、「し
が生涯学習スクエア」でご紹介するしくみです。

しが生涯学習アカデミー１０月開校！～ 学びあう楽しさ　生かし役立つ喜び ～

【全体会】　10月28日（土）
滋賀県立文化産業交流会館
10:00 ～ 開会行事・基調報告
10:50 ～ 東浅井からのメッセージ
12:15 ～ 昼食
13:15 ～ 次期開催地代表挨拶
13:20 ～ 第50回記念報告
13:50 ～ 記念講演　「命は尊敬され

るために生まれてきた」
～人権・同和教育50年～
　講師　林　　力　さん
（九州大学非常勤講師・社会学博士）

15:00 ～ 閉会行事

○主題　　差別の現実から深く学び、生活を高め、未来を保障する教育を確立しよう。
○主催　　滋賀県教育委員会　　（社）滋賀県人権教育研究会　　滋賀県社会教育研究会　　東浅井現地実行委員会
○開催日・場所・日程等

○主題　　差別の現実から深く学び、生活を高め、未来を保障する教育を確立しよう。
第50回滋賀県人権教育研究大会のご案内

　滋賀県総合教育センターでは「滋賀の子どもたち、あつま
れ!!」と題して、広く県民の皆様を対象とした科学塾を開催し
ます。多くのご参加をお待ちしています。
1.内　容　 「プラネタリウム学習」☆秋の星座について･･･
　　　　　「科学実験」☆マイナス196度の世界へ･･･
　　　　　「科学工作」☆ものづくりにチャレンジ･･･
２.期　日　平成18年11月11日（土）
          13：00～15：00（受付12：30～）

３.場　所　滋賀県総合教育センター　本館３階第１研修室 
４.対　象　 県民一般(小学生以下については付き添いが必要

です)
５.募集人数　50名（定員になり次第締め切ります）
６.参加費　無料 
７.参加申込・お問い合わせ先
　　滋賀県総合教育センター 科学教育チーム
　　〒520-2321　滋賀県野洲市北桜　TEL077-588-2311

「おもしろ科学塾」のご案内

ご意見・ご感想をお待ちしています
<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

教育広報テレビ番組　びわ湖放送

 「教育ウイークリーリポート」
毎週月曜日　午後９時00分～午後９時15分
10/16
 ◇ 小学生のキャリア教育（草津市立草津第
２小学校）

◇ 「滋賀 教育の日」関連事業　小学6年生
「中学体験授業」（彦根市立稲枝中学校）
◇ ここが知りたい！教育講座「キャリア教育」とは？
10/23
◇ 県立高校生対象大学連続講座（滋賀大学
教育学部）
◇ わが校のオンリーワン（甲賀市立油日小
学校）
◇ ここが知りたい！教育講座「高大連携」とは？

10/30
◇ たくましく生きるための体力育成（甲賀
市立信楽小学校）
◇ 「滋賀 教育の日」関連事業 親子でボラ
ンティア体験（蒲生地区地域教育力体験
活動実行委員会）
◇ ここが知りたい！教育講座「子ども体力
向上プラン」とは？

情報を発信しています！ 

http://www.pref.shiga.jp/edu/pr/
☆特集
・生徒指導上の諸問題とその対応
・ 第９回中学生広場「私の思い2006」

☆情報案内
・平成18年３月中学校・高等学校等の進路状況 
 ・ 「滋賀 教育の日」シンボルマークが決まりました。
・ 学び・見て・ふれる　近江戦国講座＆ウォーク
・本物の文化財貸し出しちゃいます
☆フォトニュース
・文化ゾーン子ども探検隊
・ 第55回近畿中学校総合体育大会開催
 ・子ども環境特派員航海　など

滋賀県教育委員会メールマガジン

　「教育改革ニュースレター」
  教育改革の動きなど最新情報を収め、滋
賀の教育の「今」をいち早くお届けします。
県教育委員会ホームページから登録できます

詳しくは、ＪＲ各駅設置のパンフレット、滋賀県教育委員会ホームページをご覧ください。  http://www.pref.shiga.jp/edu/
お問い合わせ先　滋賀県教育委員会事務局文化財保護課　TEL 077-528-4674
詳しくは、ＪＲ各駅設置のパンフレット、滋賀県教育委員会ホームページをご覧ください。  http://www.pref.shiga.jp/edu/

「近江を制すは天下を制す　
－信長・秀吉・家康　近江にたどる覇者の夢－」

【分科会】　10月29日（日）
東浅井郡・長浜市の各会場　９：30～15：30
第１分科会 進路保障 〔（校園所)・企業・地域等の役割〕＜２分散会＞
第２分科会 人権尊重のまちづ

くり
①部落問題の現状と課題＜２分散会＞
②ともに生きるまちづくり＜２分散会＞

第３分科会 人権問題に関する
学習・啓発

〔家庭・職場・地域・子ども会・社会教育関係団体等・
校園所での実践〕＜６分散会＞

第４分科会 人権確立をめざす
保育・教育の創造

①ともに生きる校園所づくり＜４分散会＞
②保育・授業の創造＜６分散会＞
③子どもの人権・なかまづくり＜７分散会＞

特別分科会 「ともに生きるために」～在日韓国・朝鮮人の思いに
学ぶ～・講話・講演・朝鮮舞踊・民族音楽等

※公共交通機関の利用にご協力をお願いします。
※お問い合わせ先：県大会本部事務局（社団法人滋賀県人権教育研究会内）TEL077-525-5096

　 ご覧いただける場所

②「におねっと」http://www.nionet.jp

③しが生涯学習スクエア
県庁新館２階

学習情報の提供、ビデオ教材
の貸出、学習相談の受付、イ
ンターネット閲覧等のサービ
スを提供しています。気軽に
お立ち寄りください！

学校へ行こ
う！

地域で子ど
もをはぐく

もう！

県民こぞって
、教育に参加

しよう！
①学びのメニューブック

が生涯学習スクエア」でご紹介するしくみです。

Step1 
さがす

　学びたい講座等が見つかっ
Step2 

まなぶ

　「しが生涯学習アカデミー」で
Step3 

いかす
銀行、信用金庫、
ＪＡ、診療所、美
容院・理髪店 、
公民館、図書館、
博物館、美術館、
市町役場、県庁・
地域振興局・県
事務所など

お問い合わせ先　　滋賀県教育委員会事務局生涯学習課　TEL 077-528-4652 FAX 077-528-4962　Eメール info@nionet.jp　

滋賀県総合教育センター http://www.shiga.ec.ed.jp/

日本最長の市民駅伝 第６回びわ湖男女駅伝大会！ ご声援よろしくお願いします！
平成18年11月19日（日）

一般の部　午前７時30分スタート　学生の部　午前７時50分スタート


