
 11月に開催予定の「滋賀教育月間」関連事業

1
10月2日（火）～
11月25日（日）

大津市制120周年記念企画展
「60年前の大津」

大津市制120周年を記念して、市が還暦を迎えた60年前(1958年)の市民の暮らしぶりを写
真を中心に紹介。
【常設展示観覧料と同一料金
一般320円、高大生240円、小中生160円】

大津市歴史博物館 どなたでも － 大津市歴史博物館 077-521-2100

2
10月2日（火）
～12月9日（日）

特別陳列「近江八幡市内遺跡発掘調査成
果展」

近江八幡市教育委員会による近年の発掘成果を中心に、近江風土記の丘周辺の遺跡を紹介
します。
入館料：大人450（360）円、高大生300（240）円
小中生、県内高齢者（65歳以上）、障害のある方は無料
※（　）内は20名以上の団体料金

滋賀県立安土城考古博物館
望楼下

どなたでも －
滋賀県立安土城考古博物
館

0748-46-2424

3
10月13日（土）～
11月25日（日）

湖都大津十社寺・湖信会設立60周年記念
企画展
「神仏のかたち-湖都大津の仏像と神像-
」

大津市内の有名観光社寺10社寺が連携し設立された「湖信会」の名宝を中心に、湖都大津
の神社仏閣に伝わる仏像や神像を公開。【入館料：一般800円、高大生400円、小中生200
円】

大津市歴史博物館 どなたでも － 大津市歴史博物館 077-521-2100

4
10月20日（土）
～12月2日（日）

平成30年度秋季特別展「キミそっくりな
古代人がいたよ―原始・古代の人物表現
―」

滋賀県では、原始・古代の人物を表現した各種の考古資料が出土しています。これらを近
畿や東海地方の出土資料とも対比させながら、各時代の人物表現の違いや連続性について
焦点をあてる展覧会です。
入館料：大人890（680）円、高大生630（460）円、小中生410（310）円、県内高齢者（65
歳以上）450（340）円
※（　）内は20名以上の団体料金

滋賀県立安土城考古博物館
企画展示室

どなたでも －
滋賀県立安土城考古博物
館

0748-46-2424

5

10月26日（金）
～11月9日（金）
※期間中の土、日、祝
日は除く。

第68回滋賀県統計グラフコンクール優秀
作品展

平成30年度第68回滋賀県統計グラフコンクールにおける優秀作品（約26点）を展示しま
す。
滋賀県統計グラフコンクールHP
http://www.pref.shiga.lg.jp/c/toukei/graph.html

滋賀県庁本館
県民サロン どなたでも － 滋賀県県民生活部統計課 077－528－3393

6
10月29日（月）～
11月4日（日）

公開授業週間
期間中、在学生保護者による授業参観を実施します。
なお、11月2日（金）は11月4日（日）の振替休日とします。

県立信楽高等学校HR教室、
特別教室、体育館など。

在校生の保護者 50人 県立信楽高等学校 0748-82-0167

7
10月31日（水）
～11月4日（日）

豊かな言の葉書道展
中日新聞社、株式会社呉竹の後援を得て、多賀町の近隣の小中学生の優秀な毛筆と硬筆作
品を展示する。

多賀町中央公民館
米原市、彦根市、愛
知郡、犬上郡の小中
学生

応募作品500人分、
参加者800人程度

多賀町教育委員会
学校教育課

0749-48-8123

8 11月1日（木） 公開授業 当日の本校の授業を保護者に公開する。 県立長浜農業高等学校農場 在校生保護者 10～30人 県立長浜農業高等学校 0749-62-0876

9 11月1日（木） 豊郷教育の日

町内各校園でのフリー参観
（保育園・幼稚園9:30～12:00
　小学校9:00～12:00
　中学校9:00～16:45）

豊郷町内各校園（保育園・
幼稚園・小学校・中学校）

保護者、町内在住の
方、次年度入園予定
園児の保護者

200人 豊郷町教育委員会 0749-35-8131

10 11月1日（木）
・公開授業
・保護者対象ネット講習会

保護者による授業見学および保護者を対象としたインターネットの安心講座
県立北大津高等学校各教室
および大会議室

保護者 30人 県立北大津高等学校 077-573-5881

11 11月1日（木） 愛荘町役場パン販売

生徒たちが、日ごろの学習の成果として、販売活動を通して、コミュニケーション力を高
める事を目的として、作業学習（食品加工班）で作ったパンを、愛荘町役場職員向けに販
売します。
・値段：総菜パン1個100円、菓子パン１個90円

愛荘町役場愛知川庁舎　１
階食堂

どなたでも － 県立愛知高等養護学校 0748-49-4000

12 11月1日（木） 授業公開 保護者等を対象に1、2年の午後の授業を公開する 県立虎姫高等学校
保護者 近隣保幼小
中学校

30人 県立虎姫高等学校 0749-73-3055

13
11月1日(木)
11月2日(金)

第2回授業公開 1～3年生の1～6限までの授業を自由に見学できる
県立甲南高等学校の各教室
と実習室、農場

保護者、学校評議委
員

－ 県立甲南高等学校 0748-86-4145

14
11月1日（木）、2日
（金）、5日（月）、
6日（火）

「滋賀 教育の日」にかかる公開授業

授業公開
 1時間目　　9:00 －　9:50
 2時間目　 10:00 － 10:50
 3時間目　 11:00 － 11:50
 4時間目　 12:00 － 12:50
 5時間目　 13:30 － 14:20
 6時間目　 14:30 － 15:20

県立石部高等学校各教室等 本校生徒の保護者 － 県立石部高等学校 0748-77-0311

15 11月2日（金） JRC研究発表大会 全学級の道徳科授業公開と、記念講演 守山市立小津小学校
教員
保護者

約200人 小津小学校 077-585-0138

16 11月2日（金） 荒見町防災訓練
荒見町で平日に実施される防災訓練に、生徒会委員会が代表で参加することで、平日の災
害時の中学生の役割について考える

守山市荒見町 生活安全委員会 32人 荒見町自治会

17
11月2日（金）、3日
（土・祝）

水口中央公民館　文化祭（11/2前夜祭・
11/3文化祭）

公民館活動サークル団体間の交流と連携を深めるとともに地域の幅広い年代層に生涯学習
の輪を広げるため、日々活動されているサークル等の作品展示・活動発表等を行う。

甲賀市立水口中央公民館
公民館活動サークル
団体等、一般市民

約700人
甲賀市教育委員会事務局
社会教育課　水口中央公
民館

0748-62-0488

18 11月3日（土・祝） 「滋賀 教育の日」推進フォーラム2018

・講演：たねやグループＣＥＯ山本昌仁氏
・滋賀県教育功労者表彰
・県立八幡高等学校吹奏楽部演奏
・県立八日市南高等学校食品科学習発表
・大津市立瀬田北中学校生徒意見発表

滋賀県立男女共同参画セン
ター大ホール

どなたでも
400人（申込み先着
順）

滋賀県教育員会事務局教
育総務課

077-528-4512

19 11月3日（土・祝）
入門講座講座「古代人の姿をもっと知ろ
う」　第1回

「土偶をもっと知ろう」
講師：福西貴彦（当館学芸員）
参加費：200円

滋賀県立安土城考古博物館
セミナールーム

どなたでも
140人（当日先着

順）
滋賀県立安土城考古博物
館

0748-46-2424

開催場所
（会場）

参加対象者
参加予定人数
（定員）

団体名 電話番号等

取組の計画 主催連絡先

通
番

実地
予定日

行事名 行事の概要
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20 11月3日（土・祝）
栗高
　オープンスクール2018

・部活動見学
・文化部作品展示
・憩いの広場
　　在校生と語る会
　　進学Ｑ＆Ａ
　　学校紹介ビデオ上映 　等

県立栗東高等学校
・近隣中学生および
その保護者
・近隣地域の方

100人 県立栗東高等学校 077－553－3350

21 11月3日（土・祝）
Open ZEZE High , 2018 in Autumn （体
験入学・秋の部）

中学３年生とその保護者対象の学校説明会・クラブ活動紹介 県立膳所高等学校
中学３年生とその保
護者・中学校教員

200人程度 県立膳所高等学校 077-523-2304

22 11月3日（土・祝） 高校生と行く思いやりバスツアー
大津商業高校3年生が課題研究という授業の中で「（株）株どこでも介護」と共同で旅行
を企画。普段お一人で旅行に行けない方を対象に介護バス（リフト付きバス）で近江八幡
市内（ラコリーナ近江八幡・八幡堀水郷めぐり）散策を企画。

大津駅、大津京駅出発・解
散
行き先：近江八幡市

65歳以上の高齢者の
方

15人程度
（株）どこでも介護
県立大津商業高等学校

077-543-3640
077-524-4284

23 11月3日（土・祝） 文化の日　地下書庫探検
普段入ることのできない図書館地下書庫の公開を行い、あわせて図書館で所蔵しているさ
まざまな資料を紹介する。

県立図書館地下書庫 どなたでも

各回30人
（午前11時～、午

後2時～）
県立図書館 077-548-9691

24 11月3日（土・祝） アトリウムコンサート 県立石部高等学校吹奏楽部演奏 県立琵琶湖博物館 どなたでも － 県立琵琶湖博物館 077-568-4811

25 11月3日（土・祝） 樹冠トレイルオープン
博物館の外から琵琶湖に向かっての空中遊歩道「樹冠トレイル」がオープンします。博物
館の周りの木々を昆虫の目のように上から眺めることができます。琵琶湖も一望でき、琵
琶湖と森を感じて、観察できる博物館の新たなシンボルが誕生します。

県立琵琶湖博物館 どなたでも － 県立琵琶湖博物館 077-568-4811

26
11月3日（土・祝）、
4日（日）

愛荘町民文化祭（子ども展示） 町内子ども作品の展示 愛知川武道館 町内住民 2000人 愛荘町文化祭実行委員会 0749-37-8055

27
11月3日（土・祝）、
17日（土）

子ども向け体験型平和学習「平和の学校
あかり」

小学生、中学生を対象とした子ども向け体験型平和学習「平和の学校あかり」を開催して
います。

滋賀県平和祈念館 どなたでも 80人 滋賀県平和祈念館 0749-46-0300

28 11月3日（土・祝） Mｙぶんドキドキ観察会 出土文化財を間近に観察し、絵やイラストを制作する。
びわこ文化公園
催し物広場

どなたでも
（子ども向け）

80人
滋賀県教育委員会事務局
文化財保護課

077-528-4675

29 11月3日（土・祝） ＰＴＡ親子手作り大会 親子で物作り 守山市立速野小学校 約2,000人 約500人 守山市立速野小学校 077-585-1014

30 11月3日（土・祝） 愛荘町音楽祭2018 少年少女合唱団、ジュニアコーラス、中学校吹奏楽部、高校音楽部による合唱・合奏 ハーティーセンター秦荘 町内住民 200人 愛荘町体育協会 0749-37-4110

31 11月4日（日） 中学生体験入学 中学生とその保護者対象に学校の説明や模擬授業体験を提供。 県立虎姫高等学校
中学生およびその保
護者

100人 県立虎姫高等学校 0749-73-3055

32 11月4日（日） フィールドワーク 「布引丘陵・掩体群の学習講座」とするフィールドワーク（講義）を開催します。 滋賀県平和祈念館 どなたでも 80人 滋賀県平和祈念館 0749-46-0300

33 11月4日（日）
みんなで湖魚料理をつくろう！（秋のプ
レミアム編）

漁師さんと一緒に琵琶湖の魚を調理して食べてみましょう。
普段は食べることのできないプレミアムな琵琶湖の魚も登場するかも!?

朝日漁協施設（尾上漁港）
小学生以上　※小学
生は保護者同伴

20人 県立琵琶湖博物館 077-568-4811

34 11月4日（日） 体験入学
本校在校生の授業の様子を参観したり、本校の特徴について詳しい説明を聞いてもらいま
す。

県立信楽高等学校セミナー
ハウス、HR教室、特別教室
など。

・県内中学校３年
生、およびその保護
者
・県外全国募集枠希
望の中学校３年生、
およびその保護者生
徒

40人 県立信楽高等学校 0748-82-0167

35 11月4日（日） アトリウムコンサート 県立守山中学校・高等学校吹奏楽部演奏 県立琵琶湖博物館 どなたでも － 県立琵琶湖博物館 077-568-4811

36
11月5日（月）
～9日（金）

あいさつ運動推進週間 保、幼、小、中学生の登校時に園内、構内の各所であいさつ運動を行う。
町内の保、幼、小、中学校
他

多賀町民 延べ200人程度
多賀町青少年育成町民会
議

0749-48-1800

37
11月5日（月）
～9日（金）

授業公開週間 保護者に学校や生徒の様子を見てもらう 守山市立明富中学校 保護者 － 守山市立明富中学校 077-585-7262

38 11月5日（月） 食育事業（お弁当づくり）
守山市食育部会の方が、中学校の家庭科調理実習に指導に来られ、一緒に郷土料理のお弁
当を作り、食事を共にする。

守山市立守山北中学校 ２年生
2年生
157人

守山市立守山北中学校 077-585-3851

39 11月5日（月） 八商マルシェ
３年生全員が近江八幡市内７か所で固定販売を実施します。仕入・販売・会計処理までの
一連の流れを経験し商業に関する学習の集大成とします。

近江八幡市内
銅像前広場、旧吉田邸、
アルプラザ、まちや倶楽
部、きたかーな、イオン、
白雲館

どなたでも － 県立八幡商業高等学校 0748-32-2072

40
11月6日（火）、13日
（火）、20日（火）、
27日（火）

柔道教室 これから柔道を始めようとする人や、昇段、昇級を目指す人が対象の教室 県立武道館 小学生以上 30人 県立武道館 077-521-8311

41
11月6日（火）、13日
（火）、20日（火）、
27日（火）

剣道教室 これから剣道を始めようとする人や、昇段、昇級を目指す人が対象の教室 県立武道館 小学生以上 30人 県立武道館 077-521-8311

42
11月6日（火）、13日
（火）、20日（火）、
27日（火）

合気道教室 合気道を通して、心身ともに健康になる。 県立武道館 小学3年生以上 30人 県立武道館 077-521-8311

43
11月7日（水）、14日
（水）、21日（水）、
28日（水）

なかよしスポーツ教室 幼児・小学生を対象に、運動神経等を育成する。
ウカルちゃんアリーナ
（県立体育館）

4歳～小学3年生 90人 県立体育館 077-524-0221

44 11月8日（木） 木曜おはなしのじかん（赤ちゃん向け） 絵本の開き読みや手あそびなど 草津市立南草津図書館 どなたでも － 草津市立南草津図書館 077-567-0373

45 11月8日（木）
東近江市ＰＴＡ連絡協議会　子育て交流
会

小グループに分かれての「語り合いを通した親育ち」活動
東近江市立湖東コミュニ
ティセンター

市内幼・小・中・高
ＰＴＡ会員

150人
東近江市ＰＴＡ連絡協議
会事務局

0748-24-5672
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46 11月8日（木） 金融教育プログラム

認定ＮＰＯ法人育て上げネット講師による金融教育プログラム第3回グループワークを開
催します。
・会場：
・対象：２年生全員

県立石部高等学校２年各ク
ラスＨＲ教室

教頭　遠藤　彰
0748-77-0311

120人 県立石部高等学校 0748-77-0311

47 11月8日（木）

滋賀県の文化財講座「花湖さんの打出の
コヅチ」
第６回「現地探訪 彦根城外堀の痕跡をめ
ぐる」

滋賀県の文化財の魅力を広く発信するため彦根城跡の現地探訪を開催する。
特別史跡彦根城跡
（彦根市）

どなたでも 60人
滋賀県教育委員会事務局
文化財保護課

077-528-4672

48 11月9日(金) 滋賀県立伊香高等学校文化祭 各クラス生徒による発表または展示および有志による発表
県立伊香高等学校体育館お
よび各教室

全学年生徒、および
保護者のうち希望者

約400人 県立伊香高等学校 0749-82-4141

49 11月9日（金）
半日参観（ａｍ）
教育講演会（ｐｍ）

半日授業公開
PTA主催で、保護者・児童参加

守山市立河西小学校
守山市立河西小学校体育館

保護者
保護者・児童

1,000人
350人（高学年）

守山市立河西小学校 077-582-2174

50 11月9日（金）
平成３０年度マナちゃんセミナーみんな
でうたおう～楽しくゴスペル～

日頃ふれる機会の少ないゴスペルの雰囲気を楽しみ、いっしょに歌ってゴスペルを体験す
る

大津市生涯学習センター
ホール

どなたでも － 大津市生涯学習センター 077-527-0025

51 11月10日（土）
「戦国の近江」地域の魅力発信事業・連
続講座「近江の城郭」第１回

戦国の近江の魅力を広く発信するため、滋賀県の城郭遺跡の現地探訪と講演をセットで開
催する。

史跡小谷城跡
（長浜市）

どなたでも 85人
滋賀県教育委員会事務局
文化財保護課

0748-46-6144

52 11月10日（土） 子ども文化財探訪 小中学生向け遺跡案内。甲賀市水口岡山城跡と水口歴史民俗資料館を訪れます。 甲賀市 小中学生 30人
滋賀県教育委員会事務局
文化財保護課

077-528-4675

53 11月10日（土） 第２回体験入学

（1）歓迎の演奏 （吹奏楽部）
（2）開会挨拶
（3）日程説明、本校の特色について
（4）堅田高校で学んで（卒業生の話）
（5）部活動紹介・学校行事映像紹介
（6）授業体験
（7）アンケート記入
（8）校舎案内
（9）事前の希望参加者による部活動（ウエイトリフティング部）体験

県立堅田高等学校
各教室および体育館または
グラウンド

中学3年生およびそ
の保護者
学校関係者

100人 県立堅田高等学校 077-572-1206

54 11月10日（土） 語り部次世代育成講座
戦争体験者の方々の高齢化がすすむなか、「語り部」の育成は開館当初から当館の重要な
役割と位置付けられております。今年度から新たに取組を始めています。

滋賀県平和祈念館 どなたでも 80人 滋賀県平和祈念館 0749-46-0300

55 11月10日（土） 秋の色探しをしよう！
秋色に染まった屋外展示の森を散策し、鮮やかに色づいた葉っぱなどを使った作品づくり
をします。採集した葉や実の色や形の秘密について植物博士からお話も聞きます。

県立琵琶湖博物館
どなたでも
小学4年生以下は保
護者同伴

30人 県立琵琶湖博物館 077-568-4811

56 11月10日（土） たかしま市民活動フェスタ2018

『であい・きっかけ・つながり』を合言葉に、市民団体やボランティア同士、また市民と
の「であい」や「つながり」の場を作り、市民の『自分も何か始めたい！』という「きっ
かけ」の場にしたいと2012年より毎年開催。
今年のテーマは「今日も元気！いいとこ高島再発見！」とし、地域の魅力づくりや地域課
題に対応する市民活動団体や地縁団体、地域サロンの活動紹介や体験、食の提供などを通
して、市民が多様な市民活動に触れる機会とします。
高島市の学校給食では地場産物や郷土料理・行事食を取り入れ、安全・安心なおいしい給
食づくりを通して、子どもたちの健康づくり、体作りのお手伝いをしています。生涯を通
して健康な心身を育む上で、「食べること」は何より大切です。市民の皆さんが、各ご家
庭で、できることから「食育」に取り組んでいだだけるよう啓発します。

今津東コミュニテイセン
ター（高島市今津町中沼一
丁目４－１）

市民
約400人・
49団体

たかしま市民活動フェス
タ2018実行委員会（たか
しま市民協働交流セン
ター内）

TEL:0740-20-5758
FAX:0740-20-5757

57 11月10日（土） くさつ健幸ウォーク2018

スポーツ健康づくりの推進のために、東海道と中山道がであうまち草津をステージとした
ウォーキングイベントを開催します。
・15ｋｍの草津宿と琵琶湖畔コース
・9ｋｍの草津宿と草津川跡地コース
・5ｋｍの草津宿スタンプラリーコース

草津川跡地公園（区間５）
ｄｅ愛ひろば　イベント広
場
（※主会場）

どなたでも 約500人

くさつ健幸ウオーク実行
委員会（事務局：草津市
教育委員会事務局スポー
ツ保健課内）

077-561-2432

58 11月10日（土） おはなし会 おはなし・大型絵本など 草津市立市民交流プラザ どなたでも なし 草津市立南草津図書館 077-567-0373

59 11月10日（土） 愛荘町民文化祭（一般） 一般展示、舞台発表 ハーティーセンター秦荘 町内住民 300人 愛荘町文化協会 0749-37-8055

60
11月10日（土）、
17日（土）

おはなしのじかん 絵本・紙芝居の開き読み 草津市立図書館 どなたでも － 草津市立図書館 077-565-1818

61 11月10日（土）
入門講座講座「古代人の姿をもっと知ろ
う」　第2回

「木偶をもっと知ろう」
濱修氏（元公益財団法人滋賀県文化財保護協会）
参加費：200円

滋賀県立安土城考古博物館
セミナールーム

どなたでも
140人（当日先着
順）

滋賀県立安土城考古博物
館

0748-46-2424

62 11月10日（土） 相撲教室 相撲を体験する中で、興味を高め本格的な取組の足がかりとする。 県立武道館 小学生以上 20人 県立武道館 077-521-8311

63
11月11日（日）
～17日（土）

税を考える週間
「くらしを支える税」をテーマとして、生活と税の関わりを理解してもらうことにより、
納税意識の向上を図るため、関係機関にポスターを配布するなど、当該期間内に様々な広
報活動を行う。

－ 滋賀県総務部税政課 077-528-3211

64 11月11日（日）
中学生一日体験
および
「文化のひととき」の開催について

文化部の日頃の成果の発表の機会を設け、地域の方々や一日体験参加の中学生に見学して
もらい、本校の特徴や長所をアピールする場として実施します。運動部のアピールタイム
もあります。

県立甲西高等学校 どなたでも － 県立甲西高等学校 0748-72-3611

65 11月11日（日） 体験博物館「土偶博士になろう」
平成30年度秋季特別展「キミそっくりな古代人がいたよ―原始・古代の人物表現―」の展
示資料を参考にしながら土偶について詳しく学びます。
参加費：500円（特別展入館料を含む）

滋賀県立安土城考古博物館
企画展示室他

小学生・中学生（低
学年の方は、保護者
と一緒に参加）
電話にて要予約
10月11日（木）から
受付開始《受付時間
8:30～17:00》

各回15人（申込先
着順）

滋賀県立安土城考古博物
館

0748-46-2424
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66 11月11日（日） 戦争体験を聞く会
11月11日（日）13：30～
「上田上での日本機墜落を目撃　焼夷弾投下の当時の様子」

滋賀県平和祈念館 どなたでも 80人 滋賀県平和祈念館 0749-46-0300

67 11月11日（日）
「流星音」岡田兄弟コンサート2018
ワークショップ
みんなのびわ湖ソングを作ろう！（9/23）

米原市出身のボーカルグループによるコンサート
事前に、「みんなのびわ湖ソングを作ろう！」WSで曲を作り当日発表

県立文化産業交流会館 小学生以上
WS30人
コンサート200人

県立文化産業交流会館 0749-52-5111

68 11月11日（日） 多賀町民のつどい
多賀町青少年育成大会と多賀町人権のつどいとが共催し、顕彰、主張発表、講演等を行っ
ている。

多賀町中央公民館 多賀町内 250人程度

多賀町教育委員会
生涯学習課
多賀町青少年育成町民会
議

0749-48-1800

69 11月11日（日） 人形劇がやってくる！
人形劇サークル『おにぎり村』による人形劇
「うずらちゃんのかくれんぼ」他

米原市立近江図書館
（かたりべホール）

幼児から小学生とそ
の保護者

100人 米原市立近江図書館 0749-52-5246

70 11月11日（日） 明るい家庭づくり推進大会 意見発表、記念講演 愛知川町立愛知川公民館 町内住民 300人
愛荘町青少年育成町民会
議

0749-37-8055

71

11月11日（日）、17日
（土）、18日（日）、
23日（金・祝）、24日
（土）、25日（日）

第16回チャレンジスポーツデー
草津市内各所で誰もが参加できるスポーツイベントを開催します。
・各種競技スポーツやニュースポーツの体験など

草津市内社会体育施設、小
学校、立命館大学びわこ・
キャンパスなど

どなたでも 約5,000人

チャレンジスポーツデー
実行委員会（事務局：公
益社団法人草津市スポー
ツ協会内）

077-568-5300

72
11月12日（月）
～16日（金）

校内作品展 全校児童の作品を展示し、鑑賞していただくとともに、学校見学の機会とする。
守山市立玉津小学校教室、
ワークスペース

保護者、祖父母、地
域の方

100人 守山市立玉津小学校 077-585-0008

73

11月12日（月）
～21日（水）
※期間中の土、日は除
く。

第68回滋賀県統計グラフコンクール優秀
作品展

平成30年度第68回滋賀県統計グラフコンクールにおける優秀作品（約26点）を展示しま
す。
滋賀県統計グラフコンクールHP
http://www.pref.shiga.lg.jp/c/toukei/graph.html

滋賀県庁本館・新館２階連
絡通路（渡り廊下ｷﾞｬﾗﾘｰ） どなたでも － 滋賀県県民生活部統計課 077－528－3393

74 11月13日（火） 学校公開 保護者を対象に授業公開を行う。 県立安曇川高等学校 本校保護者 40人 県立安曇川高等学校 0740-32-0477

75 11月14日（水）
企業の知見を活かした授業改善の推進事
業

本校の生徒が進路学習の中で室内装飾作業（壁紙貼り体験）を通して、県中小企業団体中
央会や県室内装飾事業協同組合の方から、直接指導を受けたり、アドバイスをいただきま
す。

県立北大津養護学校 高等部生徒 100人 県立北大津養護学校 077-598-3174

76
11月14日（水）、
28日（水）

スポーツデー
スポーツの生活化を図り、利用促進を目指す。
（バドミントン、卓球、トランポリン）

ウカルちゃんアリーナ
（県立体育館）

どなたでも 55人 県立体育館 077-524-0221

77 11月15日（木）

教職員さんかく講座
①『男女共同参画社会づくり副読本等の
活用について』
②『半径3ｍからの業務改善
～忙しすぎる先生、一人ひとりの豊かな
人生のために～』

①講師：岸田修さん（栗東市立葉山中学校教頭・平成29年度中学生用副読本改訂編集会議
委員）
②講師:妹尾昌俊さん（学校マネジメントコンサルタント）

県立男女共同参画センター
“G-NETしが”
大ホール

教職員、関係機関職
員、一般県民

120人
県立男女共同参画セン
ター“G-NETしが”

TEL:0748-37-3751
FAX:0748-37-5770

78 11月15日（木） 4年生音楽発表会 学習参観 守山市立守山小学校 保護者 100人 守山市立守山小学校 077-582-2424

79 11月15日（木） 学校保健委員会 定期健康診断の報告等
守山市立守山中学校
大会議室

学校医
薬剤師
教職員
PTA本部

20人 守山市立守山中学校 077-585-0321

80
11月15日（木）
～21日（水）

守山市青少年美術展覧会
守山市の保育園・こども園・幼稚園および小中学校から絵画,立体,書道の作品が展示され
る

守山市民ホール
市内幼児・児童・生
徒

約200人
守山市教育委員会学校教
育課

077-582-1149

81 11月16日（金） お話し会 絵本の読み聞かせ ほか 県立図書館談話室
乳幼児～
大人

－ 県立図書館 077-548-9691

82 11月16日（金） 野焼き体験（陶芸の森研修）
滋賀県内唯一のセラミック系列を有する本校の1年生が【滋賀県立陶芸の森】において、
作陶の原始的方法である“野焼き”を体験することで陶芸に対する興味を持たせ2年生か
らの系列選択の選考材料とする。

滋賀県立陶芸の森 1年生生徒 60人 県立信楽高等学校 0748-82-0167

83 11月16日（金） 守山市小中音楽会 守山市内の小中学校の代表学級(学年)が合奏や合唱を発表する 守山市民ホール 市内児童・生徒 約1,000人
守山市教育委員会学校教
育課

077-582-1149

84 11月17日(土) 星空観望会 「アンドロメダ銀河としし座流星群」
大津市科学館
天文ドームおよびプラネタ
リウム

小学生以上
60人
（要予約）

大津市科学館 077-522-1907

85 11月17日(土)
第３回滋賀県特別支援学校文化的行事
うみなフェスタ

特別支援学校生徒によるステージ発表
作業学習で制作した商品等の販売
授業で制作した作品の展示

ビバシティ彦根１Ｆ　セン
タープラザ

どなたでも －
滋賀県教育委員会事務局
高校教育課

077-528-4573

86 11月17日(土) 新商品販売
安曇川高校、高島市、高島屋が連携した「新商品開発プロジェクト」において、高校生が
考案した新商品（高島市の地元食材を使用した新商品）の販売実習を行います。

高島屋洛西店 どなたでも － 県立安曇川高等学校 0740-32-0477

87 11月17日(土) ふれ愛ウォーク愛荘 豊かな自然と歴史、文化にふれながらウォークラリーを行う 愛荘町スポーツセンター 町内外一般 200人 愛荘町体育協会 0749-37-3383

88
11月17日（土）、
18日（日）

びわ博フェス2018
「はしかけ」団体等のポスター展示やワークショップ、リニューアルオープンした施設で
のふれあい等を通じて琵琶湖博物館での交流の場を提供します。

県立琵琶湖博物館 どなたでも － 県立琵琶湖博物館 077-568-4811

89
11月17日（土）、
18日（日）

高校産業人材育成プロジェクト合同販売
実習

甲南高校・八日市南高校・八幡商業高校・八幡商業高校の４校がそれぞれの学科の特徴を
生かした販売実習を合同で行います。

近江八幡市旧吉田邸
（近江八幡市多賀町７５８
番地）

どなたでも －

県立甲南高等学校
県立八日市南高等学校
県立八幡工業高等学校
県立八幡商業高等学校

県立甲南高等学校
0748-86-4145
県立八日市南高等学
校 0748-22-1513
県立八幡工業高等学
校 0748-37-7227
県立八幡商業高等学
校 0748-32-2072
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90
11月17日（土）、
24日（土）

おはなしのじかん 絵本・紙芝居の開き読み 草津市立南草津図書館 どなたでも － 草津市立南草津図書館 077-567-0373

91 11月17日（土） 秋の農産物販売会 農畜産物・加工品の販売・成果発表 県立長浜農業高等学校農場 どなたでもOK 2,000人 県立長浜農業高等学校 0749-62-0876

92 11月17日（土） 秋季特別展関連博物館講座　第1回
「人物埴輪のイレズミと岩橋千塚（いわせせんづか）」
 講師：瀨谷今日子氏（和歌山県立紀伊風土記の丘主査学芸員）
参加費：200円

滋賀県立安土城考古博物館
セミナールーム

どなたでも
140人（当日先着
順）

滋賀県立安土城考古博物
館

0748-46-2424

93 11月17日（土）
「卒業生と語る会」
ＰＴＡ教育懇談会 卒業生のパネルディスカッション、保護者・卒業生・教員による座談会 八日市ロイヤルホテル 保護者 100人 県立八日市高等学校 0748-22-1515

94 11月17日（土）
第14回東近江市芸術文化祭親子向けトー
クショー「お話で心に寄り添う」

絵本作家サトシンさんによる絵本の読み聞かせとトークショー
東近江市立蒲生コミュニ
ティセンター　小ホール

どなたでも 約100人
東近江市芸術文化祭実行
委員会

0748-24-5672

95 11月18日（日） 秋のお茶会
博物館でお茶とお菓子を味わって、戦国時代の武将達も嗜んだお茶の文化を楽しんでいた
だきます。
参加費：300円

滋賀県立安土　エントラン
スホール

どなたでも
100人（当日先着
順）

滋賀県立安土城考古博物
館

0748-46-2424

96 11月18日（日） ボランティア登録講座
館の活動に参加されるボランティアを募集しており、新たにボランティア登録を希望され
る方のために、ボランティア登録講座を開催します。

滋賀県平和祈念館 どなたでも 80人 滋賀県平和祈念館 0749-46-0300

97 11月18日（日） くさつビブリオバトル2018
草津市内小中学校の学校代表が、お気に入りの本を持ち寄って紹介しあい、最も読んでみ
たい本を投票して、チャンプ本を決めます。

市民交流プラザ（南草津駅
東口フェリエ内５階）

小中学生
一般

300人
草津市教育委員会事務局
学校政策推進課

077－561－6981

98 11月19日（月） 授業公開 授業および部活動公開 県立八日市高等学校 保護者 － 県立八日市高等学校 0748-22-1515

99 11月20日（火） 学習参観 児童の日頃の学習の様子を参観する。 守山市立立入が丘小学校
立入が丘小学校保護
者

400人 守山市立立入が丘小学校 077-581-0081

100 11月20日（火） PTAバザー 各家庭から品物を提供いただき、それを保護者へ販売し、収益金を学校へ寄附する。 守山市立立入が丘小学校
立入が丘小学校保護
者

350人 守山市立立入が丘小学校 077-581-0081

101 11月21日（水）
企業の知見を活かした授業改善の推進事
業

本校の生徒が進路学習の中で、滋賀ビルメンテナンス協会や専門の企業の方から、清掃道
具の使い方や清掃メンテナンスについて直接指導を受けたり、アドバイスをいただきま
す。

県立北大津養護学校 高等部生徒 100人 県立北大津養護学校 077-598-3174

102 11月21日（水） 学習参観 学習参観 守山市立守山小学校 保護者 1000人 守山市立守山小学校 077-582-2424

103 11月23日（金・祝）
和邇文化センター　　　　『げんき塾』
【第5講】　「ジャズ＆ゴスペルコンサー
ト」

講師：ジャズシンガー藤村麻紀withチェレステ・Ｆ・メルクルズさん
受講料3講（1,000円）　　　　　１講500円
スタンフォード大学留学後ニューヨークで活躍。本場のジャズをお楽しみ頂けます。
（当日申し込み可）

和邇文化センター　　ホー
ル

どなたでも 200人 和邇文化センター
TEL:077-594-8022
FAX:077-594-4189

104 11月23日（金・祝） 授業参観・製品発表会 「農業（園芸）」「工業（木工、縫工、窯業）」の授業で制作した製品を販売します。 県立長浜北星高等養護学校
生徒、保護者、教職
員、地域住民

－
県立長浜北星高等養護学
校

0749-62-0920

105 11月23日（金・祝）
八日市南高等学校
農業祭

農産物販売や模擬店活動、学習展示などを通して、生徒の農業学習活動および農業クラブ
活動の発表の場とする。

県立八日市南高等学校
農場一帯

本校生徒
職員・PTA
一般の方

2,000人 県立八日市南高等学校 0748-22-1513

106 11月23日（金・祝）

平成30年度滋賀県アートコラボレーショ
ン事業
関西フィルハーモニー管弦楽団ニューイ
ヤーコンサート関連事業
「日本遺産の散歩道　甲賀の里でコン
サート」

出演／
バイオリン　藤原利佳さん（関西フィル）、チェロ　大野剛さん（関西フィル）、ピアノ
光永秀子さん
チェコの作曲家スメタナの名曲や日本の童謡、唱歌などをお届けします。
入場料500円（当日700円）

甲賀市かふか生涯学習館 どなたでも 150人

甲賀市教育委員会事務局
文化スポーツ振興課文化
振興係
（あいこうか市民ホール
内）

0748-62-2626

107 11月23日（金・祝） 製品発表会（販売会）

生徒たちが学習の一環で製作した製品を保護者や地域住民の方に発表をします。また、接
客の学習やコミュニケーション力を高めることなどを目的として、製品の販売も行いま
す。
販売製品：葉牡丹やパンジーなどの花苗、フラワースタンドなどの木工製品、エプロンな
どの縫製製品、鉢カバーなどの窯業製品

県立長浜北星高等養護学校 どなたでも －
県立長浜北星高等養護学
校

0749-62-0930

108 11月23日（金・祝） 第24回ふれあいの里フェスティバル
市内の子どもたちが集まる創作体験事業
・創作体験等、各ブースの出店 すぱーく伊吹

市内の子どもたち
その他誰でも参加Ｏ
Ｋ

200人
主催：米原市子ども会育
成連合会

米原市子ども会育成
連合会
0749-55-8104

109
11月23日（金・祝）～
27日（火）

高島市青少年美術展 市内保幼小中の園児の作品約1400点を展示する。 高島市新旭体育館 どなたでも
昨年の参観者数
4,775人

高島市教育委員教育総務
部会社会教育課

0740-32-4457

110 11月24日（土）
大人のための歴史教室
「小説の中の戦争」

佛教大学 教授 原田 敬一氏を講師にお迎えして、「大人のための歴史教室」を開講しま
す。

滋賀県平和祈念館 どなたでも 80人 滋賀県平和祈念館 0749-46-0300

111 11月24日（土）
滋賀県高等学校工業部会「ロボット競技
大会」

県内の工業系学科で学ぶ高校生が、授業で学んだ知識と技術を駆使して製作したロボット
を操作し、時間内にブロック（50×50×50mm）を何個積み上げるかを競います。

県立安曇川高等学校体育館 どなたでも － 滋賀県高等学校工業部会 0740-32-0477

112 11月24日（土）  森の宝物さがし
屋外展示の森を探検して、森の宝物を探します。見つけた宝物にメッセージカードをつけ
て、ディスカバリールームに展示します。

県立琵琶湖博物館
どなたでも（小学３
年生以下は保護者同
伴）

先着12組 県立琵琶湖博物館 077-568-4811

113 11月24日（土） おはなし会 おはなし・大型絵本など 草津市立図書館 どなたでも － 草津市立図書館 077-565-1818

114 11月24日（土）
入門講座講座「古代人の姿をもっと知ろ
う」　第3回

「人物埴輪をもっと知ろう」
辻川哲朗（公益財団法人滋賀県文化財保護協会）
参加費：200円

滋賀県立安土城考古博物館
セミナールーム

どなたでも
140人（当日先着
順）

滋賀県立安土城考古博物
館

0748-46-2424

115 11月25日（日）
第13回全国高校生金融経済クイズ選手権
「エコノミクス甲子園」滋賀大会

筆記試験・早押しクイズ等で金融経済に関する知識を競い合います。 琵琶湖ホテル
滋賀県内の高校に在
籍する高校生

先着30チーム60人
（1校あたり5チー
ムを上限としま
す）

関西アーバン銀行
ＣＳＲ・環境事業室

06-6281-7410



 11月に開催予定の「滋賀教育月間」関連事業

開催場所
（会場）

参加対象者
参加予定人数
（定員）

団体名 電話番号等

取組の計画 主催連絡先

通
番

実地
予定日

行事名 行事の概要

116 11月25日（日）

長浜農業高等学校とＪＡレーク伊吹との
連携事業
「ＪＡレディーススクール寄せ植え講習
会」

本校生徒が栽培した花苗を活用して寄せ植えを行います。本校園芸科草花分野生徒が参加
者に寄せ植え指導を行います。

県立長浜農業高等学校草花
ハウス

生徒、ＪＡレーク伊
吹レディース会員希
望者

200人 県立長浜農業高等学校 0749-62-0876

117 11月25日（日） 映画上映会
毎月1回「戦争」や「平和」をテーマとした映画の上映会を開催しています。
11月25日（日）13:30～、上映作品「人間の翼」（135分）

滋賀県平和祈念館 どなたでも 80人 滋賀県平和祈念館 0749-46-0300

118
11月の
毎水曜日

お手紙ワークショップ 消しゴムはんこや、マスキングテープ、色紙などを使って年賀はがきをはじめとするお手
紙作品の作成をする。

長浜朝日郵便局ロビー
1歳～大人
（小学生～
　高校生含む）

各回先着6人 長浜朝日郵便局 0749-63-1152


