
❹

県立施設を
無料開放しています！
県立施設を
無料開放しています！
左の「スマイルカード」を切り取ってお持ちください。無料開
放の対象日や対象者に御注意ください。（中学生以下の児童・生
徒は、いつでも常設展示入館（場）無料です。）

滋賀県教育委員会事務局教育総務課
〒520-8577　大津市京町四丁目1-1
☎077-528-4512　　Ｖ077-528-4950
Ｐedu＠pref.shiga.lg.jp
滋賀県教育委員会ホームページ
https://www.pref.shiga.lg.jp/edu/

編集発行

御意見・御感想をお待ちしています。

※切り取って裏面を貼り合わせるとカードになります。
※滋賀県に在住または在学していることがわかるもの（運転免許証、健康保険証、生徒手帳等）でも同様のサービスが受けられます。

　「子ども・子育て応援センター（通称：こころんだいやる）」では、子育てやいじめ、
不登校、進路、非行など子どもに関する相談なら、何でも受け付けています。
　ひとりで悩まず、困ったときはまずお電話ください。

は「こころんだいやる」「こころんだいやる」 あなたの子育てを応援します

24時間子供SOSダイヤル

0120-0-78310☎077-524-2030
（12/29～1/3を除く9：00～21：00）

ふ077-528-4855

●ある特定のことが苦手
●コミュニケーションが苦手
●読み書きに独特のくせがある
●短時間しか集中できず、
　落ち着きがない　など

相談をお受け
しています。

特別支援教育 の

滋賀県総合教育センター
（特別支援教育相談）

☎077-588-2505
9：00～12：30　13：30～16：30
月～金曜日（祝日・年末年始等を除く）

問合せ先

具体的な支援などを、
　　一緒に考えます。

まずは
お電話を！ 新しい環境に

お困りでは

ありませんか？

　一人で悩まず

　　相談して

　　　　みませんか？

新しい環境に

お困りでは

ありませんか？

　一人で悩まず

　　相談して

　　　　みませんか？

＊いじめで悩む子ども相談電話に
ついては、平成31年4月1日から
「こころんだいやる」に統合さ
れることとなりました。
　４月１日以降に相談される方は、
　☎077-524-2030へ、
　お電話いただきますよう
　お願いします。

「こころんだいやる」に統合されます

いじめで
悩む 子ども相談電話

こ そう だん でん わ

なや

ひとりで
悩まないで

不登校・行きしぶりのご相談は

専門のカウンセラーが相談に応じます。相談は無料です。
秘密は厳守しますので、安心してまずはお電話ください！
詳しくはホームページを御覧ください。

☎077-586-8125
〈相談時間〉10：30～12：30　13：30～16：30
＊電話での御相談は16：00までにおかけください。
　なお、御相談の予約は9：30～17：00です。
＊土・日・祝日・年末年始等を除きます。

滋賀県心の教育相談センター

「しがネット受付」
ＱＲコード

PRESENTPRESENT
アンケート

当選発表
締め切り

応募方法

送 付 先

個人情報の取り扱いについては「滋賀県個人情報保
護条例」に基づき、適正に行います。

（はがき）〒520-8577（住所不要）　教育総務課「教育しが」プレゼント係
（しがネット受付サービス）
　※滋賀県ホームページ、携帯版「しがネット受付サービス」からも応募できます。

当選発表は、プレゼントの発送をもって代えさせていただきます。
平成31年 4 月23日（火）　※当日消印有効

ブルーメの丘 ペア招待券
３月から巨大アスレチック「アルプスジム」が登場！
カンガルー・カピバラなど動物たちともふれあえる♪

〈滋賀農業公園ブルーメの丘 提供〉

ブルーメの丘 ペア招待券
３月から巨大アスレチック「アルプスジム」が登場！
カンガルー・カピバラなど動物たちともふれあえる♪

〈滋賀農業公園ブルーメの丘 提供〉

安土城考古博物館
春季特別展「安土―信長の城と城下町―」
４月27日（土）～６月9日（日）
●ペア招待券　　

安土城考古博物館
春季特別展「安土―信長の城と城下町―」
４月27日（土）～６月9日（日）
●ペア招待券　　

5
組様

（詳しくは情報コーナーを御覧ください。）

❶ 今回の紙面でいちばんよかった記事とその理由
❷ 紙面に対する感想と今後、取り上げてほしい内容

　次の事項を必ず明記のうえ、はがき、または
「しがネット受付サービス」で応募してください。
　アンケートの回答・ご希望のプレゼント名・郵
便番号・住所・氏名

　お寄せいただいた御意見・御感想は、今後の
「教育しが」作成の参考にさせていただくほか、誌
上への掲載や関係機関等と共有させていただくことがあります。

5
組様

第2回 10月25日（金）
18：30～20：30

秋の大四辺形
くじら座天体観望 プラネタリウム土星

すばる

第3回 2月21日（金）
18：30～20：30

冬の大三角
北斗七星天体観望 プラネタリウム月の模様

　近世城郭のさきがけである安土城とその城下の様相について、発掘調査成果と絵図・文書資料
により明らかにします。
●期間　 4 月27日（土）～ 6月 9日（日）　※休館日（ 5月 7日（火）、13日（月）、20日（月）、27日（月）、6月 3日（月））
●場所　滋賀県立安土城考古博物館　企画展示室
●入館料　大人890円、高大生630円、小中生410円、県内高齢者（65歳以上）450円

80名　参加無料

滋賀県総合教育センター　科学教育係　☎077-588-2311　ほhttp://www.shiga-ec.ed.jp問合せ先

県立虎姫高等学校ＩＢ推進室　☎0749-73-3055問合せ先

幼小中教育課　☎077-528-4665・高校教育課　☎077-528-4575問合せ先

※申込方法など「天体観望会」の詳細につきましては、滋賀県総合教育センターのホームページを御覧ください。

第1回 7月 5日（金）
19：30～21：00

夏の大三角
さそり座天体観望 プラネタリウム木星

土星

情報コーナー

織田信長画像
（近江八幡市摠見寺蔵）

※出願先は文部科学省です。県教育委員会では受付できませんので御注意ください。
■試験に関する詳しい情報　文部科学省ホームページを御覧になるか、同省に電話でお問い合わせください。

第 1 回試験

第 2 回試験

試験日程： 8月 6日（火）・7日（水）
試験会場：ピアザ淡海　滋賀県立県民交流センター（大津市におの浜一丁目 1番20号）
出願期間： 4月26日（金）～ 5月15日（水）　【消印有効】

試験日程：11月 9日（土）・10日（日）
試験会場：ピアザ淡海　滋賀県立県民交流センター（大津市におの浜一丁目 1番20号）
出願期間： 8月29日（木）～ 9月12日（木）　【消印有効】

文部科学省総合教育政策局生涯学習推進課　認定試験第一係、第二係
☎03-5253-4111（内線2024または2643）

問合せ先

滋賀県立琵琶湖博物館　☎077-568-4811　ほhttps//www.biwahaku.jp問合せ先

2019年度高等学校卒業程度認定試験の御案内

スポーツ局　☎077-528-3378　次世代アスリート発掘育成プロジェクト事務局問合せ先

世界にはばたけ！滋賀レイキッズ挑戦者募集！

公開講座「天体観望会」参加者募集中！

国際バカロレア説明会・体験授業

イングリッシュキャンプ on うみのこ  参加者募集

「琵琶湖 漁具図鑑 ―魚つかみの道具のヒミツ」国登録有形民俗文化財「琵琶湖の漁撈
用具及び船大工用具」登録ギャラリー展

ぎょろう

滋賀県立安土城考古博物館　☎0748-46-2424
ほhttp://www.azuchi-museum.or.jp/

問合せ先

春季特別展「安土 ―信長の城と城下町―」

　昨年、国の登録有形民俗文化財となった琵琶湖博物館所蔵の漁撈用具コレクションをお披露目します。湖岸・内湖から
沖合まで、さまざまな自然環境にすむ魚たちを対象とした漁撈用具の全貌を実物で展示します。日本でも琵琶湖にしかな
い地域色あふれる漁法や、伝統の道具のかたちに秘められた人と魚の駆け引きについて、分かりやすく解説します。
●期間　 3月23日（土）～ 5月 6日（月・祝）　月曜休館（ただし 3月25日、4月 1日、29日、 5月 6日は開館）
●場所　琵琶湖博物館　　●観覧料　常設展観覧料が必要です

　スポーツに自信がある人、スポーツで自分の可能性を広げたい人の挑戦をお待ちして
います。最終選考に合格し滋賀レイキッズに認定されると、オリンピック選手やトップ
コーチによる18か月間の特別プログラムが無料で受講できます。
●１次選考会　 6月 1日（湖南）、2日（大津）、8日（長浜）、22日（布引）、23日（野洲）、
29日（彦根）、30日（安曇川）　● 2 次選考会　 8月 3日・4日（県立スポーツ会館）

●応募方法　しがネット受付サービス　※詳細は滋賀県ホームページで御確認ください。

　2020年度から国際バカロレア・ディプロマ・プログラムが、県立虎姫高等学
校に導入される予定です。国際バカロレアとは何か、どんな授業なのか、どの
ような力が身につくのか、などについてわかりやすく説明します。
●国際バカロレア説明会…… 7月 6日（土）アクティ近江八幡
●国際バカロレア体験授業… 8月 8日（木）・11月 3日（日）県立虎姫高等学校
※申込方法等詳細は決まりしだい、県立虎姫高等学校ホームページに掲載します。

　学習船「うみのこ」に乗って、英語を使っての外国語指導助手との宿泊体験学習を行います。
●日　　時　 8月23日（金）～24日（土）　1泊 2日
●参加対象　県内在住、または県内の学校に在学する、小学校 6年生、中学校 1～ 3年生、高等学校 1、 2年生
　　　　　　計60名程度（参加者多数の場合は抽選を行います）
●参 加 費　食費2,000円+旅行保険料500円程度　（予定）
●募集期間　 4月22日（月）～ 5月21日（火）各学校を通じて申し込んでください。
　　　　　　募集案内は 4月中旬に各学校に配付予定です。

小学5年生対象

本展覧会のペア招待券プレゼント
詳しくはプレゼントコーナーをご覧ください。

体験授業の様子

　このたび、滋賀県教育委員会教育長に就任いたしました福永忠克でございます。
　未来の滋賀を担う人を育てることは、変わることのない本県教育の大きな使命であり、その職責の重
さに改めて身の引き締まる思いでございます。
　本県では、平成31年3月に「滋賀の教育大綱」を新たに策定したところであり、「未来を拓く心豊かで
たくましい人づくり」を教育の基本目標として、未来を拓き、よりよい社会を築いていける人づくりを
目指してまいります。
　子どもたちは様々な可能性を秘めています。一人ひとりの個性を大切にし、「確かな学力」、「豊かな

心」、食育を含めた「健やかな体」を育むことで、子どもたちの生きる力を高めてまいります。
　そのためにも、教育委員や現場の教職員とも活発な議論を行いながら、家庭や地域、企業の皆様等ともしっかりと
連携をとり、滋賀の教育の発展のため全力を注ぐ所存でございますので、どうぞよろしくお願いいたします。

ふく  なが  ただ  かつ

新教育長あいさつ
　いつの時代も私たちがこの世に生を享け、最初に心と身体が触れ合う場所が
家庭です。家庭でいっぱいの愛情を受け「穏やかな心」が育まれます。また、
地域や学校生活の中で人と交わることで他人を思いやる「優しい心」が育ち、
社会の中で自立しようとする行動が「たくましい心」を育みます。それらのこ
ころを育むためには、子どもたちが安心して生活できる環境を整備し、永続的
に維持することが重要です。
　その「子どもを取り巻く環境」である地域社会自体も、そこに暮らす我々が

関わり、育むことで正しく維持されることにつながると考えます。
　地域の活動を通じて得た声を教育の現場にお伝えすることで、誰もが心豊かな毎日を過ごせ
るよう、お手伝いさせていただきたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。

新教育委員あいさつ

福 永 忠 克
 の  むら  さ  なえ

野 村 早 苗

う

❶

くも じEDUCATION SHIGA

教育しが保
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滋賀県教育委員会

滋賀 教育の日 11月1日滋賀 教育の日 11月1日
しし がが

特集 滋賀県の新しい教育計画がスタートします。
新教育長・新教育委員就任のあいさつ

人 権 教 育「算数ボックス」
健やかな体 スクールガードを募集しています！
　　　　　　2018「湖っ子食育大賞」が決まりました！

幼 児 教 育『食べさせたい』『食べたくない』親子で葛藤！
学ぶ力向上 第68回全英連滋賀大会が開催されました！

特別支援教育 通常の学級における特別支援教育の充実に向けて

4面

3面

2面

1面

情報コーナー
相談窓口
プレゼントコーナー

高等学校等の修学にかかる支援制度を御案内します
親子で楽しむ文化財　～世界文化遺産・国宝延暦寺根本
中堂を「修学ステージ」から間近に見学しよう～

　将来、急速な社会情勢の変化の中で遭遇するこれまでに経験したこと
のない課題を、たくましさと、その中に優しさを持ちながら解決し、よ
りよい社会を築ける人づくりを目指すため、これまでの基本目標を引継
ぎ、「夢と生きる力」を育みます。

　人生100年をより豊かに生きていくためには、多様な人と交わりなが
ら、生涯を通じて学んでいく必要があります。その学びの成果を地域に
生かしていくことで、「人と人」、「人と地域」が共に連携し、教育の充実
と地域の活性化が良い循環を生み出すことを目指します。

子ども一人ひとりの個性を
大切にし、生きる力を育む
子ども一人ひとりの個性を
大切にし、生きる力を育む

社会全体で支え合い、
子どもを育む
社会全体で支え合い、
子どもを育む

●子どもの安全・安心の確保
●親としての学びの機会・交流
の場づくりや地域における家
庭教育支援の充実

●福祉と学校等の連携による家
庭の経済状況への対応　等

●子どもの安全・安心の確保
●親としての学びの機会・交流
の場づくりや地域における家
庭教育支援の充実

●福祉と学校等の連携による家
庭の経済状況への対応　等

すべての人が学び続け、
共に生きるための
生涯学習を振興する

すべての人が学び続け、
共に生きるための
生涯学習を振興する

滋賀県教育委員会 検 索
●滋賀県の教育情報は…

文章や情報を正確に読み解き理解する力と、相手の言葉やしぐさ、表情などから意図や思いを読み解き理解す
る力を「読み解く力」とし、県の特徴的な施策として「読み解く力」を育成する取組を推進します。教育総務課　☎077-528-4512問合せ先

未来を拓く心豊かで
　　たくましい人づくり

人生100年を見据えた
「共に生きる」滋賀の教育

滋賀県の新しい教育計画が
スタートします
滋賀県の新しい教育計画が
スタートします
県では、平成31年4月から5年間の教育の方針と教育施策の体系を示す
「滋賀の教育大綱（第3期滋賀県教育振興基本計画）」を策定しました。

●子どもたちが、学ぶことの楽しさを知る。●子どもたちが、学ぶことの楽しさを知る。
●滋賀ならではの学びを大切にする。●滋賀ならではの学びを大切にする。
●誰もが生涯楽しく学び続け、その学びや
　経験を社会に生かしていく。
●誰もが生涯楽しく学び続け、その学びや
　経験を社会に生かしていく。

大綱のポイント

基本
目標

サブ
テーマ

3つの柱により、教育施策を総合的に推進します。
柱１

主な取組 主な取組
主な取組

●基礎的・基本的な知識・
技能の定着

●滋賀ならではの本物体験・
感動体験の推進

　学ぶ楽しさを知ってもらうた
めにも、学ぶ力の向上を図る取
組を進めます。

　近江の心が根付いた地域の教
育力を生かし、コミュニティ・
スクールの導入推進などによ
り、社会全体で子どもの育ちを
支えます。

　豊かな自然や多彩な文化財を
生かした滋賀ならではの学びに
より、滋賀への誇りや愛着を継
承する意欲を喚起します。

　環境教育を充実させ、主体的
に行動できる力と郷土への愛着
や地域に貢献しようとする心を
育みます。

●　　　　　　　　の育成「読み解く力」※

●人権教育の推進
●食育の推進
●特別支援教育の推進
●情報活用能力の育成
●キャリア教育の推進
●教職員の指導力向上と働き
　方改革の推進　等

●人権教育の推進
●食育の推進
●特別支援教育の推進
●情報活用能力の育成
●キャリア教育の推進
●教職員の指導力向上と働き
　方改革の推進　等

柱2

●家庭や地域と学校との
　連携・協働活動の充実 ●滋賀ならではの学習の推進

柱3

●活力ある地域づくりに結びつ
く学習機会の充実

●人生100年時代が見込まれる
中での学び続ける機会の充実

●スポーツ活動に取り組む機会
の充実　等　

●活力ある地域づくりに結びつ
く学習機会の充実

●人生100年時代が見込まれる
中での学び続ける機会の充実

●スポーツ活動に取り組む機会
の充実　等　

　生涯にわたり、読書に親し
み、主体的な学びができるよう
読書環境を整備します。

●読書活動の普及拡大と読
書環境の整備

　 ※
読み解く
力とは

文章や図、グラフから読み解き理解する力 他者とのやりとりから読み解き理解する力

地域学校協働活動
による連携体制
地域学校協働活動
による連携体制

文化財の保存
継承人づくり
文化財の保存
継承人づくり

図書館機能の充実図書館機能の充実「うみのこ」宿泊体験学習「うみのこ」宿泊体験学習

学ぶ力の向上学ぶ力の向上

そうぐう


