
 

 

 

 

教育長定例記者会見 

  

日 時 ： 令 和 ２ 年 1 0 月 1 4 日 （ 水 ） 1 1： 0 0 ～         

場 所 ： 危 機 管 理 セ ン タ ー 

１F プレスセンター  

 

 

＜広報事項＞ 

 

○令和２年１０月－１１月の広報事項＜教育委員会＞     

・・・・・１ 

 

 

＜話題提供＞ 

 

○第４１回滋賀県高等学校総合文化祭について     

・・・・・４ 

 

〇高島高等学校・安曇川高等学校合同学校説明会の開催について 

・・・・・６ 

 

〇令和２年度「読み解く力」向上研修会 

           ブロック別授業研究会の開催について 

・・・・・７ 

 

〇人生 100 年時代の地域における学びと活躍推進事業 

「他分野連携型研修会」の開催について 

・・・・・９ 

 

 

＜その他＞ 

〇「滋賀 教育の日」チラシ・関連行事一覧 

・・・・・１１ 

配布資料 

滋賀
し が

 教育の日 

11 月 1 日は 



令和２年10月～11月の広報事項＜教育委員会＞

日時（期間） タイトル
内容・会場

参加料（有料・無料の別）・事前申込の有無等
所属（課名、室名、機

関名、学校名）

 問い合わせ先
　（担当者名、電
話・内線番号）

10月17日（土）
9:30～11:50

第10回科学の甲子
園全国大会滋賀県
予選
「サイエンスチャ
レンジ滋賀」

物理、化学、生物、地学、数学、情報から、知識を問う問題お
よび知識の活用について問う問題が出題されます。
6人が協力して問題に取り組み、その合計点で競い合う団体戦で
す。
ＪＳＴ（国立研究開発法人科学技術振興機構）が主催する「科
学の甲子園全国大会」への代表チームを選考します。
・会場：滋賀県庁東館7階大会議室

高校教育課
堀浩治
077-528-4571
(内線4571）

10月18日（日）
・午前の部
11:00～12:00
・午後の部
13:30～14:30

県立高島高等学
校・安曇川高等学
校合同説明会の開
催について

湖西地域県立高等学校魅力化方針に基づく、高島高等学校と安
曇川高等学校の魅力化の具体的内容を広く知っていただくため
の学校説明会を開催します。
・会場：高島市観光物産プラザ
・定員：１６０名（午前の部８０名／午後の部８０名）
・参加料：無料
・事前申込：しがネット受付サービスによる申込み【締切：
10/15（木）12：00】※定員に余裕がある場合は、事前申込み
がなくても当日参加は可能

魅力ある高校づくり
推進室

清水宏晃
077-528-4578
（内線4578）

10月23日（金）
18:30～20:30 第２回天体観望会

滋賀県総合教育センターでは、滋賀県民の方を対象に、県下最
大級の屈折望遠鏡やプラネタリウムを利用して、天体観望会を
実施します。
・場所：滋賀県総合教育センター　本館
・参加料：無料
・対象：滋賀県民75名
・申込期限：９月９日（水）必着

滋賀県総合教育セン
ター

科学教育係
077-588-2511

10月25日（日）
13:00～16:00

第４１回滋賀県高
等学校
総合文化祭
総合開会式

県内高校生の様々な文化芸術活動をご覧いただけます。当日は
ステージ発表と作品展示、実演を行います。
・会場：ひこね市文化プラザ　大ホール他

滋賀県高等学校文化
連盟事務局（県立膳
所高等学校内）

滋賀県高等学校
文化連盟事務局
事務局長
福井浩
077-523-2311

10月27日（火）
～
11月3日（火・
祝）

第４１回滋賀県高
等学校
総合文化祭

・滋賀県高等学校文化連盟に加盟する高等学校文化部が県内各
所で発表・展示等を行います。
（合唱、吹奏楽、日本音楽、演劇、美術・工芸、書道、写真、
囲碁、将棋、放送、新聞、自然科学、小倉百人一首かるた、器
楽・管弦楽、郷土芸能、弁論、文芸の１７部門）※郷土芸能部
門は１１月３日開催

滋賀県高等学校文化
連盟事務局（県立膳
所高等学校内）

滋賀県高等学校
文化連盟事務局
事務局長
福井浩
077-523-2311

11月6日（金）
13:45～17:00 日野高カフェ

日野高校で「商品開発販売実習」を選択している生徒が、地域
の人とのふれあいと、商品開発、原価計算などを学ぶことを目
的に、カフェを運営します。
・会場：日野駅舎内「なないろ」

県立日野高等学校
教頭　神崎善明
0748-52-1200

11月7日(土)
9:00～12:00

栗東高校
オープンスクール
2020

　「滋賀・教育の日」の趣旨を踏まえて、学校・家庭・地域の
連携と教育環境づくりの一環として、地域、家庭、中学生等に
学校を開放し見学していただきます。事前申し込みは不要で
す。
内容：学校紹介ＤＶＤ、在校生との交流、進学Ｑ＆Ａ、図書館
開放、パフォーマンスタイム（吹奏楽・書道）、部活動見学

県立栗東高等学校

教頭　中島秀徳
教務課
　　　寺田伊平
077-553-3350

11月10日（火）
14:30～16:00

「EUがあなたの学
校にやってくる」
講座の開催につい
て

左記の講座にスウェーデン大使館より"レーナ・フォン・シドー
氏（公使参事官）を講師としてお招きし、EUについての講演会
を開催します。
・講演には通訳者が同行し、日本語で行われます。
・会場：本校体育館（高校1年生）、ホームルーム教室（高校2
年生）
・高校2年生についてはリモートにて参加します。

県立河瀬高等学校
教務課
　　　大橋嘉一
0749-25-2200

11月11日(水)
～
11月15日(日)
9:30～17:00
（最終日15:00ま
で）

栗東高校美術科
第24期生卒業制作
展

　本県唯一の高校美術科である栗東高校美術科。在籍三年間の
集大成である卒業制作展を開催します。ぜひお立ち寄りいただ
き、ご講評いただければ幸いです。入場は無料です。
　場所：栗東芸術文化会館さきら

県立栗東高等学校

教頭　中島秀徳
美術科
      馬場義則
077-553-3350

随時
（申込団体の希
望する日時）

プラネタリウム学
習

滋賀県総合教育センターでは、各季節の星の見え方や星座物語
をプラネタリウムで解説し、小学校や園（所）における天体に
ついての学習を支援します。
・会場：滋賀県総合教育センター　本館
・参加料：無料
・対象：小学生・幼児

滋賀県総合教育セン
ター

科学教育係
077-588-2511

①　学校行事等
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令和２年10月～11月の広報事項＜教育委員会＞

日時（期間） タイトル
内容・会場

参加料（有料・無料の別）・事前申込の有無等
所属（課名、室名、機

関名、学校名）

 問い合わせ先
　（担当者名、電
話・内線番号）

10月18日(日）
13:30～16:30

青少年のインター
ネット利用環境づ
くりフォーラムin
滋賀

モバイル端末の普及により、青少年のインターネット利用環境
が急激に変化していることから、国、地方公共団体、民間団体
が連携してフォーラムを開催します。フォーラムでは、地域が
自立的・継続的に青少年のインターネット利用環境づくりに関
する取組を実施できるようにするための連携体制構築について
考えます。
・会場：滋賀県立男女共同参画センター
・参加対象：青少年健全育成にかかる関係団体、インターネッ
ト利用環境にかかる関係団体、教職員・教育関係者、警察関係
者、小中高校の児童・生徒保護者、学生・生徒等、民間企業等
で関心のある方
・定員：200名
・参加料：無料
・事前申し込み：WEBサイト、またはFAXで申し込み必要

生涯学習課

青少年のイン
ターネット利用
環境づくり
フォーラム事務
局
03-5776-0376

10月19日（月）
13:30～15:00

人生100年時代の地
域における学びと
活躍推進事業
「他分野連携型研
修会」

・生涯学習・社会教育関係者が講演や情報交流を通して、先進
事例や互いの取組について、分野を超えて学び合うために研修
会を開催します。
・講演：演題「人生100年時代の持続可能な地域づくり・人づく
り～近江八幡市におけるまちづくりの実践～」
・講師：田口　真太郎（たぐち　しんたろう）氏
・会場：県庁東館７階大会議室
・参加料：無料
・事前申込：必要（定員あり）

生涯学習課
木村幸一
077-528-4651
（内線4651）

10月20日（火）
～
11月25日（水）

小学校５回
中学校５回

令和２年度
第３回「読み解く
力」向上研修会
ブロック別授業研
究会

　「読み解く力」の視点を踏まえた授業づくりについて、参加
者が授業研究会を通して知見を深め、学んだことをもとに、授
業改善の在り方を考えることを目的に開催します。
・10月20日（火）13:00～　湖南市立甲西中学校
・10月21日（水）13:10～　野洲市立野洲小学校
・10月26日（月）12:50～　高島市立安曇川中学校
・10月27日（火）13:00～　大津市立長等小学校
・11月 9日（月）12:50～　彦根市立南中学校
・11月12日（木）13:00～　愛荘町立秦荘東小学校
・11月13日（金）12:55～　米原市立伊吹山中学校
・11月19日（木）12:50～　近江八幡市立八幡中学校
・11月24日（火）12:55～　守山市立物部小学校
・11月25日（水）12:55～　長浜市立神照小学校
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※詳細は、７ページ

幼小中教育課
福永かおる
077-528-4662
（内線4662）

10月27日（火）
13:00～16:30

11月18日（水）
13:00～16:30

学校・図書館・ボ
ランティアを結ぶ
実践発表の開催に
ついて

学校および学校図書館、公共図書館、地域の読書ボランティア
の連携を深め、学校図書館の更なる活性化を図るための講座を
開催します。※新型コロナウィルス感染拡大防止対策のため、
分散開催とします。講演は両会場共通です。
【第1会場】10月27日（火）
・会場：滋賀県大津合同庁舎
・実践報告：「瀬田南小学校での学校図書館リニューアルにつ
いて（仮）」大津市立瀬田南小学校
【第2会場】11月18日（水）
・会場：滋賀県立男女共同参画センター“G-NETしが”
・実践報告：「信楽小学校での学校図書館リニューアルについ
て（仮）」甲賀市立信楽小学校
【両会場共通】
講演「『第三の場』としての学校図書館
～多様な「学び」「文化」「つながり」の創出～」
講師：久野　和子　氏（神戸女子大学文学部准教授）
・事前申込：必要     ･参加費：無料

生涯学習課
石田万貴
077-528-4652
（内線4652）

10月30日(金）
13:30～16:40

コミュニティ・ス
クール推進フォー
ラム

学校と地域が一体となって子供を育む「地域とともにある学校
づくり」の充実方策について、コミュニティ・スクール(学校運
営協議会)の有効的な取組にかかる講演やパネルディスカッショ
ンを通して、県立学校における円滑かつ効果的な導入や取組の
充実について考えます。
・会場：県庁東館7階大会議室
・参加対象：県立高等学校教職員、県立特別支援学校教職員、
学校運営協議会(コミュニティ・スクール）関係者、学校評議
員、各市町担当職員
・参加料：無料
・事前申し込み：必要

生涯学習課
山浦良平
077-528-4654
（内線4654）

②　研修・会議等

- 2 -



令和２年10月～11月の広報事項＜教育委員会＞

日時（期間） タイトル
内容・会場

参加料（有料・無料の別）・事前申込の有無等
所属（課名、室名、機

関名、学校名）

 問い合わせ先
　（担当者名、電
話・内線番号）

11月5日（木）
13:30～16:30

人生100年時代の地
域における学びと
活躍推進事業
「生涯学習・社会
教育研修会」
（滋賀県社会教育
研究大会）

・滋賀県内の社会教育委員・公民館関係者をはじめ、社会教育
関係者が、社会教育の在り方や活性化の方策について講演、対
談などから学びます。また、人生100年時代や人口減少社会の到
来が見込まれる中、日頃の社会教育活動の取組についての交流
とネットワークの形成を図ります。
・講演：演題（仮）「多様な人々の参画によるコロナ時代の持
続可能な社会教育とは」
・講師：一般社団法人全国社会教育委員連合　会長 鈴木眞理
（すずき　まこと）氏
・会場：県庁東館７階大会議室
・参加料：無料
・事前申込：必要（定員あり）

生涯学習課
木村幸一
077-528-4651
（内線4651）

11月20日（金）
12：30～16：30

令和２年度全国教
育研究所連盟研究
協議会(滋賀大会)
（滋賀県総合教育
センター創立５０
周年記念）

「自律的に学び続ける教職員を支援する教育センターの在り
方」をテーマとして、実践発表をもとに研究協議を行います。
また、本会は当センターの創立５０周年記念行事を兼ねていま
す。

・会場：滋賀県総合教育センター
・参加料：2,500円（１人あたり）
・対象：全国教育研究所連盟加盟機関の所員ならびに研究員

滋賀県総合教育セン
ター

疋田かおり
077-588-2313

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、掲載している催し物が中止・延期になる可能性があります。事前にお問い合わせください。
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第４１回滋賀県高等学校総合文化祭について 
  

    滋賀県高等学校文化連盟では、毎年秋に滋賀県高等学校総合文化祭を開催しています。 

   今年度は、令和２年１０月２５日（日）の、滋賀県高等学校総合文化祭の総合開会式から幕があ

きます。高等学校文化連盟各部門の大会については、１０月２９日（木）・３０日（金）を中心に、１０

月２７日（火）から１１月３日（火）までの７日間にわたって、県内各地で開催されます。 

 

 滋賀県高等学校総合文化祭総合開会式 

  

日 時    令和２年１０月２５日（日）  

    １３：００～         作品展示等 

         １４：００～１６：００  オープニング 

        式典 

        ステージ発表等 

                                   

会 場    ひこね市文化プラザ グランドホール 

        彦根市野瀬町 187-4  ℡ 0749-26-8601  

                                                                  

内 容    県内高等学校の文化部各部門によるステージ発表と作品展示等 

    ＊実演発表〔ステージ上での実演〕（７部門） 

          郷土芸能、弁論、器楽・管弦楽、合唱、日本音楽、マーチングバンド・バトントワリング、 

     吹奏楽 （司会進行：放送部門） 

         ＊活動紹介〔ステージのスクリーンでの発表〕（１０部門） 

          囲碁、将棋、美術・工芸、書道、写真、演劇、新聞、放送、自然科学、文芸  

         ＊作品展示・ロビーでの実演等（１０部門） 

       日本音楽、吹奏楽、美術・工芸、書道、写真、自然科学、文芸、囲碁、将棋、 

          小倉百人一首かるた 

 

 その他    ・感染症対策のため来場者を制限しますので、取材を御希望の方は下記問合せ先まで  

     電話にてお知らせください。 

         ・県高等学校総合文化祭各部門の開催日時・場所については、別紙「第４１回滋賀県高等 

              学校総合文化祭の日程・会場」を御覧ください。 

 

 

内容に関する問合せ先 

       滋賀県高等学校文化連盟事務局 

        （県立膳所高等学校内） 

       〒520-0815 大津市膳所二丁目１１－１  

       TEL 077-523-2311 

記者発表資料 提供年月日：令和２年（2020 年）10月 14 日 

部 局 名：教育委員会 

所 属 名：高校教育課 企画管理係 

担 当 者：福見和彦（内線 4571） 

電   話：077-528-4571 

E-Mail : ma09@pref.shiga.lg.jp 
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別紙

10/25 10/26 10/27 10/28 10/29 10/30 10/31 11/1 11/3

（日） （月） （火） （水） （木） （金） （土） （日） （火）

立命館守山高等学校

滋賀県立彦根東高等学校

滋賀県立湖南農業高等学校

大津市生涯学習センター

ながはま文化福祉プラザ
（さざなみタウン）

県立男女共同参画センター

滋賀県立膳所高等学校

守山市民ホール
（吹奏楽部門と合同開催）

あいこうか市民ホール

滋賀県立膳所高等学校

　　第４1回滋賀県高等学校総合文化祭の日程・会場

会 　 場

ひこね市文化プラザ

アミカホール、野洲文化ホール

守山市民ホール
（吹奏楽部門と合同開催）

栗東芸術文化会館さきら

実施せず

草津市立草津クレアホール

滋賀県立文化産業交流会館 ○

○ ○

○

○

○

○

○

○ ○

○ ○ ○ ○

○

○○ ○滋賀県立文化産業交流会館

東近江市立八日市文化芸術会館

演　劇

美術・工芸

写　真

書　道

合　唱

ﾏｰﾁﾝｸﾞﾊﾞﾝﾄﾞ
・ﾊﾞﾄﾝﾄﾜﾘﾝｸﾞ

総合開会式

部門

吹奏楽

日本音楽

感染症拡大防止対策のため各部門大会も入場者数を制限しています。
各部門大会への取材につきましても、高文連事務局まで事前の連絡をお願いいたします。

○ ○

○

○

○ ○

○

○囲　碁

放　送

新　聞

自然科学

小倉百人一首
かるた

文　芸

弁　論

２０２０年度

○

○ ○

○

○

郷土芸能

器楽･管弦楽

将　棋
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提供年月日：令和２年（２０２０年）１０月１４日  

部 局 名：教育委員会              

所 属 名：高校教育課 魅力ある高校づくり推進室 

担 当 者：清水                 

電   話：077-528-4578 

Ｅ － ｍ ａ ｉ ｌ：miryoku@pref.shiga.lg.jp 

 

高島高等学校・安曇川高等学校合同学校説明会の開催について 

 

湖西地域県立高等学校魅力化方針に基づく、高島高等学校と安曇川高等学校の魅力化の具

体的内容を広く知っていただくための学校説明会を開催します。 

 

１ 開催日 令和２年１０月１８日（日） 

     午前の部：１１：００～１２：００ 

     午後の部：１３：３０～１４：３０ 

 

２ 会 場 高島市観光物産プラザ 多目的ホール 

     高島市新旭町旭一丁目１０－１  

 

３ 定 員 １６０名（午前の部８０名／午後の部８０名） 

 

４ 内 容 

・開会あいさつ 

・湖西地域県立高等学校魅力化方針について 

 ・高島高等学校 説明 

・安曇川高等学校 説明 

・質疑応答 

 

５ 申込方法 

・滋賀県ホームページ内の「しがネット受付サービス」にてお申し込みください。 

次のＵＲＬ（または二次元コード）をご参照ください。 

https://s-kantan.jp/pref-shiga-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=8389 

・なお、定員に余裕がある場合は、事前のお申し込みがなくても 

当日参加していただけます。 

 

６ 新型コロナウイルス感染症対策 

・会場では、マスクの着用をお願いします。また、手指の消毒および３密 

（密閉・密集・密接）を避ける対策をさせていただきます。 

 

７ その他 

 ・台風・災害や、新型コロナウイルス感染状況により、中止とさせていただく場合もござ

います。 

中止の場合、１０月１８日（日）９：００までに滋賀県教育委員会ＨＰにてお知らせしま

すのでご了承ください。 

記者発表資料 

（内線4578） 
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滋賀県教育委員会事務局 幼小中教育課 

 

【趣旨】 
「読み解く力」の視点を踏まえた授業づくりについて、参加者が授業研究会を通して知

見を深め、学んだことをもとに、授業改善の在り方を考えることを目的に開催します。 
※公開授業については、動画撮影を行います。 

 
【参加対象】 
  ・読み解く力推進委員 ※読み解く力プロジェクト研究委員を含む 

・「学びにくさのある子どもへの指導充実事業」における拠点校の担当者 
・市町教育委員会担当者 

  ※ 新型コロナウイルス感染症の拡大状況を踏まえ、原則として、上記の参加者のみで
開催する予定です。 

 

【研究指定校・開催日等 一覧 （予定）】 

 第 1 ブロック 第２ブロック 第３ブロック 第４ブロック 第５ブロック 

市町 
割当て 

大津市・草津市 
高島市 

守山市・栗東市 
甲賀市・湖南市 

近江八幡市 
東近江市 

野洲市・竜王町 

彦根市・日野町 
愛荘町・豊郷町 

長浜市・米原市 
甲良町・多賀町 

小
学
校 

研究 
指定校 

大津市立 
長等小学校 

守山市立 
物部小学校 

野洲市立 
野洲小学校 

愛荘町立 
秦荘東小学校 

長浜市立 
神照小学校 

学年・
教科等 

第１学年 
国語科 

第３学年 
特別活動 

第５学年 
算数科 

第２学年 
国語科 

第３学年 
社会科 

開催 
期日 

10 月 27 日
(火) 

11 月 24 日
(火) 

10 月 21 日
(水) 

11 月 12 日
(木) 

11 月 25 日
(水) 

開始 
時刻 

13：00 ～ 12：55 ～ 13：10 ～ 13：00 ～ 12：55 ～ 

中
学
校 

研究 
指定校 

高島市立 
安曇川中学校 

湖南市立 
甲西中学校 

近江八幡市立 
八幡中学校 

彦根市立 
南中学校 

米原市立 
伊吹山中学校 

学年・
教科等 

第１学年 
国語科 

第３学年 
社会科 

第２学年 
数学科 

第３学年 
理科 

第３学年 
英語科 

開催 
期日 

10 月 26 日
(月) 

10 月 20 日
(火) 

11 月 19 日
(木) 

11 月 9 日(月) 
11 月 13 日

(金) 

開始 
時刻 

12：50 ～ 13：00 ～ 12：50 ～ 12：50 ～ 12：55 ～ 

 

【内容】 
（１）公開授業についての説明、市町伝達研修会についての確認 
（２）公開授業 （読み解く力プロジェクト研究委員） 
（３）研究協議 
（４）指導助言 （大学教授・県指導主事 等） 
（５）リフレクション 
 
 

公開授業の詳細や取材等については、事前に担当課までお問い合わせください。 

 ※担当課 県教育委員会事務局 幼小中教育課 学ぶ力向上係 Tel 077-528-4662 

 

※新型コロナウイルス感染症

の拡大状況によっては、内容

を変更する場合があります。 

令和２年度 第３回「読み解く力」向上研修会 兼 第４回「読み解く力」プロジェクト研究会 

ブロック別授業研究会 開催要項 
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【会場校一覧】   

学校名 住所 電話番号 取材 

大津市立 
長等小学校 

〒520-0033 

大津市大門通 5-1 
077-522-6669 

○ 

守山市立 
物部小学校 

〒524-0043 

 守山市二町町 252 
077-583-9595 

○ 

野洲市立 
野洲小学校 

〒520-2331 

 野洲市小篠原 1147 
077-587-0062 

○ 

愛荘町立 
秦荘東小学校 

〒529-1233 

 愛荘町東出 25 
0749-37-2004 

○ 

長浜市立 
神照小学校 

〒526-0015 

 長浜市神照町 311 
0749-62-0076 

○ 

高島市立 
安曇川中学校 

〒520-1217 

 高島市安曇川町田中 567 
0740-32-0057 

○ 

湖南市立 
甲西中学校 

〒520-3231 

 湖南市針 284 
0748-72-1138 

○ 

近江八幡市立 
八幡中学校 

〒523-0851 

 近江八幡市市井町 36 
0748-33-2059 

○ 

彦根市立 
南中学校 

〒522-0046 

 彦根市甘呂町 156 
0749-28-1283 

○ 

米原市立 
伊吹山中学校 

〒521-0321 

 米原市高番 387 
0749-58-0044 

× 

    

※取材希望がある場合は、下記担当まで事前にお知らせください。 

県教育委員会事務局 幼小中教育課 学ぶ力向上係 Tel 077-528-4662 

 

    なお、取材の際は、マスク・検温等、新型コロナウイルス感染症対策について御協

力をお願いします。 
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人生100年時代の地域における学びと活躍推進事業 

「他分野連携型研修会」の開催について 
 

１．「人生100年時代の地域における学びと活躍推進事業」とは 

   

人生100年時代や人口減少社会の到来が見込まれる中、学びによる地域の活性化を図るため、市町が

実施する絆づくりや活力ある地域づくりに結び付く学習機会の提供を支援し、その学びの成果を生かす

取組を推進します。 

  生涯学習・社会教育に加えて、分野を超えた研修・交流の場を設定し、社会教育関係者の資質・能力

の向上およびネットワークづくりを図ります。 

 

２．「他分野連携型研修会」の開催について 

 

社会教育および福祉・まちづくりなど多様な分野から１テーマを設定し、関係機関・団体等と連携

しながら、生涯学習・社会教育関係者等とともに、全国的な先進事例や互いの取組を学び合います。 

分野を超えた地域課題に取り組む新たな連携・協働を推進します。 

 

（１）日  時  令和２年10月19日（月）13:30～15:00 （受付13:00～） 
 

（２）会  場  滋賀県庁東館７階大会議室 
 
（３）参加対象 ・市町生涯学習・社会教育関係職員 
         （行政職員、公民館・コミュニティセンター職員、社会教育委員等） 
        ・地域づくりに関わる多様な分野の行政職員、機関、団体の関係者等 
         （一般希望者も参加可） 
 

（４）内  容  ・講演  人生100年時代の持続可能な地域づくり・人づくり 

～近江八幡市におけるまちづくりの実践～ 

・講師 田口
たぐち

 真太郎
しんたろう

 氏  

滋賀県立大学大学院 環境化学研究科修了。2013年、近江八幡市地域おこし協力隊を経て、ま

ちづくり会社㈱まっせのマネージャーとして設立時より活動。地域の自然や伝統文化を活かした

持続可能なまちづくりをテーマに、産官学民と連携した新規事業開発や地域の担い手となる若い

世代の社会教育活動など、コミュニケーションプログラムの設計の研究・実践を手がける。 

滋賀県社会教育委員のほか、県立八幡商業高校の学校評議員、ヴォーリズ学園近江兄弟社高校

の非常勤講師も務めるなど多方面で活躍されている。 

          

※講演の様子は、申し込み者限定で、10月28日（水）～11月４日（水）まで 

動画配信を予定しています。 

提供年月日：令和２年（2020年）10月14日 

部 局 名：教育委員会事務局 

担 当 課：生涯学習課 

担 当 者 名：木村 

電 話：077-528-4651 

E - m a i l：ma06@pref.shiga.lg.jp 

記者発表資料 
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2020年度
人生100年時代の地域に
おける学びと活躍推進事業

他分野連携型
研修会

社会教育および福祉・まちづくりなど多様な
分野から毎年度１テーマを設定し、関係機関・
団体等と連携しながら、生涯学習・社会教育関
係者等とともに、全国的な先進事例や互いの取
組を学び合い、ネットワ―クを構築する場を設
定することにより、分野を超えた地域課題に取
り組む新たな連携・協働を推進します。

《新型コロナウイルス感染予防対策》
・会場ではマスクの着用、手指等の消毒をお願
いします。

・発熱のある方、体調に不安のある方は、参加
を御遠慮ください。

・今後、新型コロナウイルス感染状況により、
オンライン配信のみとなる場合があります。

《日時》令和２年10月19日（月）13:30～15:00 [受付13:00～]

《会場》滋賀県庁東館７階大会議室（大津市京町四丁目1-1）

《対象》各市町生涯学習・社会教育関係職員
（行政職員、公民館・コミュニティセンター職員、社会教育委員等）
地域づくりに関わる多様な分野の行政職員、機関、団体の関係者等
定員 １００名 ※会場参加またはオンライン参加の選択ができます。

《内容》

■県の事業説明

■講演
○演題
人生100年時代の
持続可能な地域づくり・人づくり
～近江八幡市における

まちづくりの実践～

○講師

田口 真太郎 氏

滋賀県立大学大学院 環境化学研究科修了。
2013年、近江八幡市地域おこし協力隊を経
て、まちづくり会社㈱まっせのマネージャー
として設立時より活動。地域の自然や伝統文
化を活かした持続可能なまちづくりをテーマ
に、産官学民と連携した新規事業開発や地域
の担い手となる若い世代の社会教育活動など、
コミュニケーションプログラムの設計の研
究・実践を手がける。現在は、滋賀県社会教
育委員のほか、県立八幡商業高校の外部委員、
ヴォーリズ学園近江兄弟社高校の非常勤講師
も務められ、多くの分野で活躍。

《日程》
13:00~13:30 受付
13:30~13:40 開会行事
13:40~14:50 講演
14:50~15:00 閉会行事

《主催》
滋賀県教育委員会

《問合せ・申込先》
滋賀県教育委員会事務局生涯学習課 生涯学習振興係
TEL：077-528-4651
FAX：077-528-4962
E-mail：ma06@pref.shiga.lg.jp
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企業で教育に取り組もう！ 
● 職人による食育活動 

● 職場体験学習 

● 地域・家族開放秋まつり など 

月      日は   

「滋賀
し が

 教育の日」は、県民がこぞって滋賀の教育について考える機

運を高め、社会全体で子どもの育ちを支える環境づくりを促進することを目

的に、平成 18 年に制定されました。県民をはじめとして、地域、企業、学

校など教育に関係する機関・団体それぞれが主体的に取り組み、互いに

連携・協力して「滋賀
し が

 教育の日」の趣旨の普及・啓発を図ります。 

学校へ行こう！ 
● 学校公開週間（授業公開、体験入学等） 

● 地域におけるふれあい活動  など 

滋賀教育月間 （１０月～１１月） 

月間中は、地域、学校などで教育に関わるさまざまな行事が実施されます。 

 

「滋賀
し が

 教育の日」シンボルマーク 

問い合わせ先：滋賀県教育委員会事務局教育総務課（電話 077-528-4512） 

11 １ 

地域で子どもを育もう！ 
● PTA 教養講座 

● 文化祭、スポーツイベント など 
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 令和２年10月に開催予定の「滋賀教育の日」関連行事

1
７月１日（水）～１１月３０
日(月)

ボート・カヌー体験教室
ボート、またはカヌーの説明、漕ぎ方の練習をした後、びわ湖へ漕ぎ出します。（ボートは４人１
組、カヌーは２人以上でお申し込みください。）
※当日のびわ湖のコンディションにより、実施できない場合もあります。

県立琵琶湖漕艇場 小学４年生以上 県立琵琶湖漕艇場 077-545-2165

2
9月15日（火）～11月
30日（月）

消費生活フェスタ2020

 （１）消費生活川柳の募集
 　消費生活の中での体験、想い、エピソード等を楽しく表現した川柳を募集します。

 　【応募〆切】１１月３０日（月）※郵送の場合は消印有効
 （２）バーチャルスタンプラリーの実施

　特設サイトで消費生活に関するクイズにチャレンジしていただき、５問中３問以上正解した方
 に、抽選で100名様にオリジナルマスクケースをプレゼントします。

 　【応募〆切】１１月３０日（月）
 （３）消費生活パネルキャラバン

　悪質商法の手口と対処法など消費生活に関するパネルを県内市町で巡回展示します（計14
 か所）。

 （４）特設会場での啓発イベント
　特設会場でクイズなど参加型の啓発イベントを実施します。

（２）（３）https://main-
shishohi.ssl-
lolipop.jp/vfes/index.
html
（４）特設会場(10/4）ビバシ
ティ彦根

どなたでも 滋賀県消費生活センター 0749-27-2234

3
９月１９日（土）～１０月１
８日（日）

滋賀近美アートスポットプロジェクトVol.3
《エンドレス・ミトス》

リニューアル整備のために長期休館中の近代美術館が休館の期間を利用し、県内様々な地域で
美術館の活動を展開する試みの一環として、滋賀県にゆかりある若手作家を中心に紹介すると
ともに、開催する地域の方と交流・協働を目指す「アートスポットプロジェクト」を実施していま

 す。
第３回目となる今回は、東近江市垣見町の旧滋賀銀行能登川支店の町家を会場として、３人の
若手作家が、古くから繊維・織物の産地として知られ、今も伝統工芸が引き継がれている湖東・
東近江地域の土地の文化や歴史と向き合い、新たに制作した作品を展示する。あわせて、ワー
クショップやアーティストトークなどの関連事業も実施します。

東近江市垣見町７７６の町家 一般・青少年 県立近代美術館 077-543-2111

4
9月19日（土）～11月8
日（日）

草津宿街道交流館 令和2年度秋季テーマ展
「浮世絵から知ろう！！戦国時代の英雄た
ち」

草津市所蔵の浮世絵から戦国時代を描いたものを展示し、浮世絵を通して当時の合戦や武将
のほか、描かれている物語や伝説についても紹介します。

草津市立草津宿街道交流館 どなたでも
草津市立草津宿街道交流
館

077-567-0030

5
9月26日（土）、10月
17日（土）

日野高等学校　体験入学
中学３年生や保護者の方に本校の活動について、理解を深めてもらうため、授業見学をはじめ
学校説明、施設見学、部活動見学を行います。

県立日野高等学校 中学3年生・保護者 県立日野高等学校 0748-52-1200

6
９月２９日（火）、１０月１
日（木）

南っ子リレー大会

  学年ごとにリレー大会を開催します。保護者が参観することができます。
     ９月２９日（火）は、偶数学年が開催します。雨天時の予備日は、９月３０日（水）。
    １０月１日（木）は、奇数学年が開催します。雨天時の予備日は、１０月２日（金）。
 １時間に１学年が実施し、保護者も児童も総入れ替え制で実施します。

草津市立志津南小学校運動
場

各学年の児童・保護者 草津市立志津南小学校 077-564-3666

7 10月1日(木) 文化祭
 芸術体験活動

作品展示
県立守山養護学校(本校)プ
レイルーム

児童生徒・保護者・当
校教職員

県立守山養護学校 077-583-5857

8 10月1日（木） リトミック教室

０～１歳児コース　10：00～10：45
２～３歳児コース　11：00～11：45
親子でピアノ演奏と歌声などの音楽に触れ合いながら、楽しく体を動かし、幼児情操教育の一
環として開催します。

あづちマリエート ０～３歳児の親子 あづちマリエート 0748-46-2645

9
10月1日（木）～10月9
日（金）

学校開放自由参観週間 文化祭中止にともなう校内での生徒作品展示の観覧も含めた自由参観 愛荘町立秦荘中学校 保護者 愛荘町立秦荘中学校 0749-37-2005

10
10月1日（木）、8日
（木）、２２日（木）

ジュニア強化バドミントンスクール
ジュニア期からの取組により、有望な選手の育成・発掘・強化を目的として、国際大会の舞台や
２巡目滋賀国民スポーツ大会に向けての強化事業として位置づけ、滋賀県バドミントン協会と
連携しながら計画的・継続的に実施します。

ウカルちゃんアリーナ 小学１年～中学３年生 県立体育館 077-524-0221

11 10月3日（土） 渋川小学校運動会

 体育科の学習の発表の場として実施します。
 今年度は演技と競技のうち各学年1種目に絞って行います。（6年生のみ演技と競技の2種目）

 奇数学年と偶数学年の２部入れ替え制で行います。教室内の児童はリモート観戦します。
６年生の団体演技ではグラウンドと各教室の児童が共に踊れるよう一部工夫して行います。

草津市立渋川小学校運動場
および各教室

児童・保護者等 草津市立渋川小学校 077-566-6116

電話番号等

取組の計画 主催連絡先

通番
実施

予定日
行事名 行事の概要

開催場所
（会場）

参加対象者 団体名

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、掲載している行事が中止・延期になる可能性があります。事前に、それぞれの主催にお問い合わせください。
※◎印がついているものは、特に県民・企業等が教育について考える気運の高揚に適している行事です。
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 令和２年10月に開催予定の「滋賀教育の日」関連行事

電話番号等

取組の計画 主催連絡先

通番
実施

予定日
行事名 行事の概要

開催場所
（会場）

参加対象者 団体名

12
10月3日（土）～11月
29日（日）

本陣四季彩々 復活！特別展「本陣職はつら
いよ～佐土原藩主急死事件とその後～」

天保10年（1839年)参勤の旅の途中、草津宿本陣で急死した日向国佐土原藩第9代藩主・島
津忠徹の相続をめぐり、草津宿本陣当主が東奔西走。その経緯を新たな発見史料とともに紹介

 します。
 

 関連イベント
 1.紙芝居のワークショップ（2回開催）

2.古文書講座も開催します。

史跡草津宿本陣 どなたでも 史跡草津宿本陣 077-561-6636

13 １０月３日（土）  リレー大会「志津 ２０２０ リレー大会」

 ＊運動会のかわりに実施（コロナウイルス感染防止の為）
　・各学年毎に１校時（４５分間）ずつ時間を設定し、リレー大会を実施、６年生のみ学級対抗リ

 レーと団体演技（旗体操）を実施
 　・該当学年の保護者２名がリレー大会の様子を参観

草津市立志津小学校運動場 保護者等 草津市立志津小学校 077-562-0341

14 １０月３日（土） 令和２年度　運動会 子どもたちが短距離走や応援合戦、団体演技などの競技や演技を披露します。
草津市立笠縫東小学校運動
場

児童・保護者 草津市立笠縫東小学校 077-564-4391

15 10月３日(土) 矢倉小学校運動会 体育の学習で培った力を発表する学習発表会
草津市立矢倉小学校　運動
場

全児童・保護者(入場
は2名まで）

草津市立矢倉小学校 ０７７-５６４-４３８８

16 10月3日(土) アートなサインをデザインしよう
ソーシャルディスタンスを喚起するサインをBIWART作家と参加者で作成し、アートで楽しいサ
インにReデザインします。

イオンモール草津 どなたでも イオンモール草津 077-599-5000

17
10月3日(土)～10月
11日(日)

BIWART　CONTEST　4コマ絵本応募作
品展

御応募いただいた作品を展示。 イオンモール草津 どなたでも イオンモール草津 077-599-5000

18
10月3日（土）～10月
11日（日）

文化財かるたの展示 文化財かるた 巨大かるた絵札と絵札読み札、解説文の展示とミニイベント(予定）の実施 イオンモール草津 どなたでも イオンモール草津 077-599-5000

19
10月3日(土)～10月
11日(日)

BIWART　作品展&マルシェ
BIWARTコーディネーター協力のもと、地元で活躍する作家の作品展やマルシェを開催しま
す。

イオンモール草津 どなたでも イオンモール草津 077-599-5000

20
10月3日(土)～10月
11日(日)

てつなぎフェス 参加者が等身大の自分の「手をつなぐ絵」を描き、みんなで繋がるアート作品をつくります。 イオンモール草津 どなたでも イオンモール草津 077-599-5000

21
10月３日（土）～12月
13日（日）

陶芸の森開設30周年記念　特別展「奇跡の
土－信楽焼をめぐる三つの景色」

「日本六古窯」や「アメリカ陶芸」「信楽焼の今」という三つの視点から、信楽焼の魅力を紹介する
特別展

県立陶芸の森　陶芸館 どなたでも 滋賀県陶芸の森 0748-83-0909

22 10月4日（日） しがらき学ノススメ！登り窯講座（中級）
信楽町内在住の陶芸家による指導のもと、実際に作品をつくり、登り窯で焼成する体験を通じ
て、登り窯の知識と技術の普及および公開を図ります。信楽壺、蹲（うずくまる）をつくります。

県立陶芸の森　信楽産業展
示館創作室

どなたでも 滋賀県陶芸の森 0748-83-0909

23 10月4日(日) 三弾鍵盤コンサート@立命館大学
立命館大学のエレクトーンサークル「三弾鍵盤」が、”新型コロナウイルスに負けない”そんなメッ
セージを込めた演奏会を開催します。

イオンモール草津 どなたでも イオンモール草津 077-599-5000

24
10月4日（日）、11月7
日(土)

国際情報高校　学校説明会 中学３年生とその保護者を対象とした説明会（中学校から事前の申込が必要） 県立国際情報高等学校 中学３年生・保護者 県立国際情報高等学校 077-554-0600

25 10月4日（日）
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
小学6年～中学3年
生・家族
（定員20名）

滋賀県平和祈念館 0749-46-0300

26 10月6日(火） 「おうちで読書」゛絵本の広場”ブース出展
絵本を会場に並べ、立ち寄られた親子に、絵本との出会いの場や
　　親子で読み聞かせを楽しむ機会を提供します。

イオンモール草津
おおむね６歳までの
乳幼児・保護者

イオンモール草津(県教育
委員会事務局生涯学習課）

077-599-5000

27
10月6日(火)、8日
(木)、9日(金)

Ｗｅｂ会議システムを利用した「リモート方
式」による『e-ネットキャラバン（e-ネット安

 心講座）』の開催
 

※今回は、新たな取組としてトライアル実施
 を行うものです。

総務省、文部科学省の支援を得て実施している情報モラル教育に関する出前講座「e-ネット
キャラバン」について、以下の日程でＷｅｂ会議システム（Ｚｏｏｍを予定）を利用した「リモート方

 式」により開催します。
【詳しい日程】10月6日(火)11:30～12:15「小学3・4年生向け」、同13:30～14:15「小学
5・6年生向け」、　10月8日(木)11:00～11:50「中学生向け」、同13:30～14:20「高校生向
け」、10月9日(金)11:00～12:00「大人向け（情報モラル）」、同13:30～14:30「大人向け
（Ｐｌｕｓ）*」、10月9日(金)11:00～12:00「大人向け（情報モラル）」、同13:30～14:30「大

 人向け（Ｐｌｕｓ）*」、
　＊：「大人向け（Ｐｌｕｓ）」は、情報モラル講座に加えてフィルタリングの利便性・概要説明を行う

  ものです。
※申込〆切はリモート講座開催日の7日前まで。

Ｗｅｂ開催_受信側は原則「学
校等単位」で受講（クラス単
位可）

「小学3年生～高校生
の児童・生徒」および
「その児童・生徒を守
る立場の大人（保護
者・教職員等）」

一般財団法人マルチメディ
ア振興センター（以下「ＦＭ
ＭＣ」）

(1)ＦＭＭＣ（e-ネット
キャラバン事務局：
Tel 03-5403-
1090、業務用携帯電
話090-2720-
1090または090-
1034-1091）
(2)総務省 近畿総合
通信局（電気通信事業
課：06-6942-
8512）

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、掲載している行事が中止・延期になる可能性があります。事前に、それぞれの主催にお問い合わせください。
※◎印がついているものは、特に県民・企業等が教育について考える気運の高揚に適している行事です。
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 令和２年10月に開催予定の「滋賀教育の日」関連行事

電話番号等

取組の計画 主催連絡先

通番
実施

予定日
行事名 行事の概要

開催場所
（会場）

参加対象者 団体名

28
10月６日（火）、13日
（火）、２７日（火）

ジュニアハンドボールアカデミー
ジュニア期からの取組により、有望な選手の育成・発掘・強化を目的として、国際大会の舞台や
２巡目滋賀国民スポーツ大会に向けての強化事業として位置付け、滋賀県ハンドボール協会と
連携しながら計画的・継続的に実施します。

ウカルちゃんアリーナ

①育成コース
　小学生
②選手コース
　小学高学年（経験
者）～中学生

県立体育館 077-524-0221

29
10月６日（火）、13日
（火）、２０日（火）、２７日
（火）

バドミントン教室
初心者から中上級者まで、レベルに応じた運動を行い、バドミントンを通して心身のリフレッ
シュと共に健康・体力づくりの増進に努めます。

ウカルちゃんアリーナ どなたでも 県立体育館 077-524-0221

30
10月6日（火）、27日
（火）

剣道教室 これから剣道を始めようとする方や昇級・昇段を目指す方が対象の教室。 ウカルちゃんアリーナ 小学生以上 県立武道館 077-521-8311

31 10月７日（水） 小野小学校体育大会 児童による団体競技、徒走 大津市立小野小学校運動場
児童・保護者（一家族
２名まで）

大津市立小野小学校 ０７７-５９４-２３００

32 10月7日（水）
滋賀の気候変動・2050年しがCO₂ネットゼ
ロに向けた意見交換

滋賀県でこれまで生じている気候変動の影響を知り、自らができることを考えるとともに、温
室効果ガスの排出と吸収の均衡が図られた「2050年しがCO₂ネットゼロ社会」を目指すに当
たっての、滋賀の将来像について意見交換を行います。

近江八幡市総合福祉セン
ターひまわり館

地域住民15名 県温暖化対策課 077-528-3494

33
10月７日（水）、14日
（水）

なかよしスポーツ教室
幼児、児童低学年学期に著しいとされる神経系の発達を促進させるとともに、仲良く楽しい運
動・体操を通して、運動好きを増やし、活発で逞しい幼児・児童の育成を図ります。

ウカルちゃんアリーナ

キッズコース
　年中・年長
小学生コース
　小学１～３年生

県立体育館 077-524-0221

34 10月8日（木） 地域活動人権講座

演題：幸せになる権利
講師：森　康彦　氏（ＮＰＯ法人ホザナ・ハウス　代表理事）
虐待を受け、行き場をなくし、不安定な暮らしを余儀なくされている子ども達に向き合い、受け
入れ、自立するための支援活動の実践についてのお話を受講します。

大津市役所別館　大会議室 どなたでも
大津市教育委員会　生涯学
習課

077-528-2635

35 １０月８日（木） 運動会 短距離走、リレー競技、団体演技
守山市立小津小学校グラン
ド

全学年児童・保護者 守山市立小津小学校 077-585-0138

36
１０月８日（木）
予備日１０月９日（金）

伊香中祭
・昨年度までの文化祭および体育大会の代替行事として１日開催で実施します。
・文化の部・体育の部の二部構成。

大津市立伊香立中学校　体
育館およびグラウンド

生徒・教職員・保護者 大津市立伊香立中学校 ０７７-５９８-２０１６

37

①10月8日(木)
～15日(木)
１０/14(水)は休館日
（予定）
②10月20日(火)
～26日(月)

種をまくプロジェクト2020
びわ湖・滋賀の風景展

湖国をテーマに描かれた全国からの応募作品の中から、厳正な審査の結果選ばれた入賞・入選
作品を２会場で巡回展示します。（一般、高校生、小・中学生部門）
①10:00～20:00(入場は19:30まで)
②9:00～17:00(入場は16:30まで)
観覧無料

①ビバシティホール(ビバシ
ティ彦根2階)
②しがぎんホール(滋賀銀行
本店2階)

どなたでも
公益財団法人びわ湖芸術
文化財団地域創造部

077-523-7146

38 10月９日（金） 芸術鑑賞 文化芸術学校派遣事業「演劇公演」（アレクサンダとぜんまいねずみ） 長浜市立田根小学校 児童・保護者
長浜文化芸術ユース会議事
務局

0749-65-6552

39 １０月９日（金） 朝陽同窓会総会
毎年、朝陽同窓会総会の中で同窓会に負担していただき、全校児童が観劇します。
今年度は「青い目の人形」を観劇予定

日野町立西大路小学校
全校児童・教職員・同
窓会理事

朝陽同窓会 0748-52-2558

40 10月10日(土) 体育大会
 ２・４・５年の部　　９：００～１０：３０
 １・３・６年の部　１０：５０～１２：２０

徒競走、リレー、団体演技

湖南市立石部南小学校運動
場

児童・保護者 湖南市立石部南小学校 0748-77-2250

41 10月10日(土)

「近江の文化財」魅力発信事業・東京シンポ
 ジウム

シンポジウム近江戦国史6　戦国時代の宗教
勢力～城塞化する寺院

 「戦国時代の宗教勢力～城塞化する寺院」をテーマとする講演会
 講演内容

 　１．戦国近江と寺社勢力
 　　　　　　　松下浩（県文化スポーツ部文化財保護課）

 　２．王城鎮護の霊峰　比叡山延暦寺
　　　　　　　仲川靖（県文化スポーツ部文化財保護課）

国立オリンピック記念青少
年総合センター（東京都渋谷
区代々木）

どなたでも
県文化財保護課安土城・城
郭調査係

077-528-4678）

42 10月10日(土) 音で旅するコンサート
BIWARTコーディネーターでもある「琵琶湖セッション」協力のもと、ステージをプログラム。
様々な世界の音楽や、地元草津の音楽のコラボ演奏会を開催します。

イオンモール草津 どなたでも イオンモール草津 077-599-5000

43 10月10日（土）
 スターダンサーズ・バレエ団

 リラックスパフォーマンス
「ようこそ、バレエの世界へ」

スターダンサーズ・バレエ団による、バレエを始めて観る方もそうでない方も、バレエのことが丸
ごとわかる入門編の公演です。お子様や、障害のある方にもリラックスしてお楽しみいただけま
す。　15：00開演

滋賀県立文化産業交流会館
イベントホール

どなたでも 県立文化産業交流会館 0749-52-5111

44 10月10日（土） 体育参観日 日頃の体育の学習成果を発表します。
栗東市立治田東小学校運動
場

児童・職員・児童家族
等

栗東市立治田東小学校 ０７７-５５３-３７７１

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、掲載している行事が中止・延期になる可能性があります。事前に、それぞれの主催にお問い合わせください。
※◎印がついているものは、特に県民・企業等が教育について考える気運の高揚に適している行事です。
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行事名 行事の概要

開催場所
（会場）
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45 10月10日(土) 琵琶湖博物館グランドオープン 6年にわたるリニューアルがついに完了！ 県立琵琶湖博物館 どなたでも 県立琵琶湖博物館 077-568-4811

46

10月10日（土）
～11月23日（月・祝）
※月曜休館
（ただし11月23日（月・
祝）は開館）

令和2年度秋季特別展「信長と光秀の時代」 織田信長や明智光秀が生きた時代と彼らに関する資料を展示します。
県立安土城考古博物館
企画展示室

どなたでも 県立安土城考古博物館 0748-46-2424

47 10月11日(日) ダンスアートであそぼう。
いろんな動きやカラダ遊びを通して、距離を活かしたコミュニケーションダンスにチャレンジし
ます。

イオンモール草津 どなたでも イオンモール草津 077-599-5000

48 10月11日（日） 「おうちで読書」゛絵本の広場”ブース出展
絵本を会場に並べ、立ち寄られた親子に、絵本との出会いの場や
　　親子で読み聞かせを楽しむ機会を提供します。

米原市　伊吹薬草の里文化
センター

おおむね６歳までの
乳幼児・保護者

県生涯学習課 077-528-4654

49 １０月１３日（火） 日野町合同体育祭
日野町内５つの小学６年生児童が集まり、体育祭を行います。
 １００ｍ走の他、走り高跳びやハードル走、ソフトボール投げなどの個人競技に取り組みます。
 また、団体競技として、学級対抗リレーや学級対抗大縄跳び（八の字跳び）を行います。

日野町立日野小学校
日野町内小学６年生
児童

日野町教育委員会 ０７４８-５２-６５６４

50 10月13日（火) 出前講座
大平 雅子准教授
「ストレスと上手に付き合う方法」

県立守山中学校 中学生
滋賀大学教育学部
教育実践総合センター

077-537-7993

51 10月13日（火) 福祉体験学習 車いす利用者の方からお話を聞き、実際に車いすの扱い方や補助の仕方を体験します。
大津市立藤尾小学校　体育
館

３年生児童 大津市立藤尾小学校 077-522-2730

52
10月13日（火）、10月
14日（水）

体育科学習参観 屋外（運動場）で学年ごとの体育科の学習参観 大津市立唐崎小学校運動場 保護者 大津市立唐崎小学校 077-525-2375

53 １０月１４日（水） 体育学習発表会
例年の運動会に変えて、学年部（低学年・中学年・高学年）ごとに、体育科の学習の発表会を行
い、保護者が参観します。

栗東市立治田小学校運動場 児童・保護者 栗東市立治田小学校 077-552-0449

54
10月15日（木）、16日
（金）

青山小スポーツフェスティバル

 参観者の密を避けるため
 10月15日（木）１年生（2校時），３年生（3校時），５年生（5校時）
 10月16日（金）２年生（2校時），４年生（3校時），６年生（5校時）

の2日間に学年ごとに時間を分けて実施します。
各学年ごと徒競走、リレー、団体競技、団体演技を行います。

大津市立青山小学校運動場 保護者 大津市立青山小学校 077-549-0266

55 １０月１６日（金）
滋賀県中学校秋季交流会（第６７回滋賀県中
学校秋季総合体育大会）

各ブロック別・競技種目別の交流戦 各ブロック会場
県内中学１・２年生（中
体連の加盟校に在学）

滋賀県中学校体育連盟 077-528-4619

56
10月16日（金）
 ～ 10月22日（木）

令和２年度（第５８回）草津市青少年美術展
覧会

市内公立・私立の就学前施設および小中学校の幼児、児童、生徒が取り組んだ作品（平面、立
体、書写）のうち、各学級からの代表作品を展示し、公開します。

草津市役所　２階 特大会議
室

どなたでも
草津市教育委員会事務局
学校政策推進課

077ｰ 561-6981

57 10月17日（土） 滋賀けんせつみらいフェスタ２０２０ 重機見学・試乗体験など、建設産業の魅力を発信するイベント！
大津市大津港前特設イベン
ト会場

どなたでも
滋賀県建設産業魅力アップ
実行委員会

077-522-3232

58 10月１７日（土）
 草津の古代を掘る2020

－草津市の文化財調査を知ろう！－
令和元年度に実施した文化財調査についての報告会

草津市立市民交流プラザ
大会議室

どなたでも
草津市教育委員会事務局
歴史文化財課

077-561-2429

59 10月17日（土）
ワンコインコンサートシリーズ１２９
「色とりどり♪サックスの世界へようこそ」

乳幼児から本物の音楽に触れてほしいと願い開催する本格ホールコンサートです。　出演：カト
レアサクソフォンカルテット

文芸セミナリヨ どなたでも 文芸セミナリヨ 0748-46-6507

◎ 60 10月17日（土） 親子己高登山・地域探訪 ＰＴＡ行事として、親子で己高山（オトチの洞窟）へ行きます。 己高山・地域の名所等
全校児童・保護者・学
校運営協議会委員

長浜市立高時小学校 0749-82-2242

61 10月17日（土）
『”しがCO₂ネットゼロ”ムーブメント』省エネ
キャンペーン

〇地球温暖化について、楽しく学んでみませんか？
 イオンモール草津にて、地球温暖化防止について学べる様々な体験ができるイベントを開催し
ます。
 　■VRシアター、エコドライブシミュレーター体験
 　■省エネ家電買替の節約効果をアドバイス
 　■来場・体験頂いた方には、景品のご用意も

イオンモール草津１階セント
ラルコート

どなたでも
公益財団法人淡海環境保
全財団

077-569-5301

62 10月17日（土） 第７回オープンキャンパス 衛生士と技工士のお仕事を体験するプログラムです。 京都歯科医療技術専門学校
高校生、短大・大学
生、社会人等
※保護者付添可

京都歯科医療技術専門学
校

075-812-8494

63 10月17日（土） 親子英語DEエクササイズ 「英語」、「エクササイズ」、「親子のふれあい」がひとつになったレッスン 県立武道館 幼児・保護者 県立武道館 077-521-8311

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、掲載している行事が中止・延期になる可能性があります。事前に、それぞれの主催にお問い合わせください。
※◎印がついているものは、特に県民・企業等が教育について考える気運の高揚に適している行事です。
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 令和２年10月に開催予定の「滋賀教育の日」関連行事
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64
１０月１７日（土）、24日
（土）、25日（日）
※11月にも実施

次世代アスリート発掘育成プロジェクト（通
称「滋賀レイキッズ」）第７期生選考会

滋賀県内の小学５年生を対象に運動能力テストを行い、受検者全員の中から４０名程度を選抜
 します。選抜された子どもたちには「滋賀レイキッズ７期生」としてさまざまな育成プログラムを

 受講していただきます。アスリートに必要な技術・感覚・精神面などを身に付け、自分の適性に
合った競技種目を見つけながら、将来、全国大会や国際大会で活躍できるトップアスリートを目

 指します。
   【日時・会場】

 １．令和２年１０月１７日（土）９：３０～１７：００
 　　長浜市民体育館

 ２．令和２年１０月２４日（土）９：３０～１７：００
 　　近江八幡市立運動公園体育館

 ３．令和２年１０月２５日（日）９：３０～１７：００
 　　東近江市総合運動公園布引体育館

 ※受検に要する時間は約３時間です。受検者数が多い会場は午前・午後の２グループに分ける
場合があります。

長浜市民体育館、近江八幡
市立運動公園体育館、東近
江総合運動公園布引体育館

県内の小学５年生

次世代アスリート発掘育成
プロジェクト事務局（県ス
ポーツ課競技力向上対策室
内）

077-528-3375

65
10月17日（土）
～3月7日（日）

第28回企画展示
「守りたい！少なくなった生き物たちー未来
につなぐ地域の宝物ー」

私たちの身のまわりにいる生き物たちの中には、少なくなっている種類が多くいます。そうした
生き物たちを未来につなぐにはどうすればよいのでしょうか！？生き物たちを守る取組を、貴
重な剥製や標本、パネルなどを使って紹介します。

県立琵琶湖博物館
企画展示室

どなたでも 県立琵琶湖博物館 077-568-4811

66 １０月１８日（日） 今津北小学校ＰＴＡ資源回収
ＰＴＡ活動の一つで、校区の住民にアルミ缶や段ボール、古紙などの資源回収を周知し、ＰＴＡ役
員や児童、教職員が協力して回収します。収益はＰＴＡ活動費に充て、教育環境を整えます。

校区内全域 保護者・児童・教職員 高島市立今津北小学校 0740-22-2134

67 10月18日（日） しがらき学ノススメ！穴窯体験講座（初級）
信楽町内在住の陶芸家による分かりやすい指導のもと、実際に作品をつくり、穴窯で焼成する
体験を通じて、穴窯の知識と技術の普及および公開を図ります。信楽酒器をつくります。

県立陶芸の森　信楽産業展
示館創作室

どなたでも 滋賀県陶芸の森 0748-83-0909

◎ 68 10月18日(日）
青少年のインターネット利用環境づくり
フォーラムin滋賀

モバイル端末の普及により、青少年のインターネット利用環境が急激に変化していることから、
国、地方公共団体、民間団体が連携してフォーラムを開催します。フォーラムでは、地域が自立
的・継続的に青少年のインターネット利用環境づくりに関する取組を実施できるようにするため
の連携体制構築について考えます。

県立男女共同参画センター
大ホール

どなたでも
青少年のインターネット利
用環境づくりフォーラム事
務局

03-5776-0376

69 10月19日(月）
人生100年時代の地域における学びと活躍
推進事業　　他分野連携型研修会

社会教育および福祉・まちづくりなど多様な分野から毎年度１テーマを設定し、関係機関・団体
等と連携しながら、生涯学習・社会教育関係者等とともに、全国的な先進事例や互いの取組を
学び合い、ネットワ―クを構築する場を設定することにより、分野を超えた地域課題に取り組む
新たな連携・協働を推進します。

県庁東館７階大会議室 どなたでも 県生涯学習課 077-528-4651

70 10月19日(月） 「びわ湖のヨシ原について」出前授業 びわ湖の自然環境を守るヨシ原の大切さを学び、四季を通じて生態系を知る。 野洲市立野洲北中学校 １学年155名 野洲市立野洲北中学校 077-587-3693

71 10月20日（火） 体育学習参観
運動会が中止となり、その代わりとして日頃の体育学習の成果を発表する場として参観を実施

 する。
１３５年の部と２４６年の部の２部制で実施し、徒走とリレーの２種目を行う。

大津市立和邇小学校運動場 全校児童・保護者 大津市立和邇小学校 077-594-0100

72 １０月２１日（水） 校内マラソン大会 日頃の業間マラソンでの練習成果を生かし、自己記録の更新を目指します。 校区内マラソンコース 全校児童 高島市立今津北小学校 0740-22-2134

73 10月21日（水） 輪を広げる人権講座

演題：日本における人身取引～子ども・若者への性的搾取の現状を知り、できることを考えよう
～
瀬川　恵子　氏（特定非営利活動法人人身取引被害者サポートセンターライトハウス 相談員・理
事）
人身取引は重大な人権侵害であり、「どういう状況の中でどんなことが起きているのか」被害の
実態を知ることで身近な問題として私たちに何ができるかについて考えるためのお話を受講し
ます。

大津市役所別館　大会議室 どなたでも
大津市教育委員会　生涯学
習課

077-528-2635

74
10月21日（水）、２８日
（水）

ビームライフル射撃教室
滋賀国スポ大会に向けての強化事業。ジュニア期からの取組により、育成に努めます。また、初
心者を対象とし、ライフル射撃の技術やマナーを習得させ、普及、振興を目的とします。

県立武道館
小学４年生
～高校３年生

県立武道館 077-521-8311

75 １０月２２日（木） 芸術鑑賞 子どもたちの楽しめる催しものの鑑賞 守山市立小津小学校 全校児童・保護者 守山市立小津小学校 077-582-0138

76 10月23日（金） 学習参観日 児童の学習の様子を参観します。 日野町立桜谷小学校 保護者 日野町立桜谷小学校 0748-52-0338

77 10月23日（金） 薪窯ワークショップ（焼成）
ゲストスピーカーによる公開制作を行い、その作家の指導のもと、参加者が壺、花器などの作
品を制作し、作家の制作技法、焼き締め陶器の産地による制作方法の違いを学びます。

県立陶芸の森　信楽産業展
示館ホール

一般・小～高生 滋賀県陶芸の森 0748-83-0909

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、掲載している行事が中止・延期になる可能性があります。事前に、それぞれの主催にお問い合わせください。
※◎印がついているものは、特に県民・企業等が教育について考える気運の高揚に適している行事です。
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78
10月23日（金）・24日
（土）・25日（日）

 薪窯の魅力を語る会×薪窯ワークショップ

 10月23日　薪窯ワークショップ
 　　陶芸家によるレクチャーと制作
 10月24日　薪窯の魅力を語る会

 　　陶芸家や学芸員などの陶芸に関わる人たちが、
 　　薪窯や地質、作陶について語り、当館館長と対話する

 　　※Webでのライブ配信
10月25日　24日の「語る会」の様子を放映

県立陶芸の森　信楽産業展
示館

どなたでも 滋賀県陶芸の森 0748-83-0909

79 10月24日（土） 薪窯の魅力を語る会
ＮＨＫの連続テレビ小説「スカーレット」のタイトルになった緋とした信楽焼の焼締（やきしめ）陶
器について、日本の薪窯焼成を代表する陶芸家らを迎え、改めて考える機会とします。

県立陶芸の森　信楽産業展
示館ホール

どなたでも 滋賀県陶芸の森 0748-83-0909

◎ 80 １０月２４日（土） 堅田駅前を美しくする運動
地域の方々と中学生がプランターに花を植えて、堅田駅前や支所、交番にプランターを設置し
ます。９：００～１１：００

大津市立堅田中学校広場 中学生、地域住民
堅田学区青少年育成学区
民会議

81 １０月２４日（土） 太陽黒点観察 天文ドームで太陽黒点を観測 大津市科学館天文ドーム どなたでも 大津市科学館 077-522-1907

82 １０月２４日（土） 星空観望会
 「火星・木星・土星を見よう」

プラネタリウムでの解説および天文ドーム、屋上天体観測場での天体観測
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 大津市科学館 077-522-1907

83 10月24日（土）

近江の文化財を活用した県民・地域健康増
 進事業

 文化財を活用した健康増進ウォーキング
「徳川幕府西国支配の要・彦根城を訪ねて」

魅力あふれる滋賀の歴史的環境を形作る多彩で豊かな文化財を、働く世代・ファミリー世代が
ウォーキングによって巡ることで、滋賀の文化財の魅力の体感と、県民や地域全体の健康増進

 を図ることを目的に、近江の文化財を活用した県民・地域健康増進事業です。
 

「徳川幕府西国支配の要・彦根城を訪ねて」と題して、特別史跡彦根城跡の城下町を巡ります。
 あわせて、機器によるからだ測定と健康ミニ講座も実施します。

四番町スクエア　2階「四番
町ホール」（彦根市本町１丁
目７）

県内在住の方（小学生
以下の方は保護者の
同伴、介助の必要な
方は介助者の同伴が
必要）

びわ湖放送　文化財を活用
した健康増進ウォーキング
事務局

077-524-0153

84 １０月２４日(土)
 授業参観

 教育講演会
引渡訓練

PTA主催で教育講演会を実施。保護者の教育力を高めるのが狙い。本年度は、スマホ、SNSに
ついて考えます。
関連して、子どもの様子を見ていただく授業参観、災害、事故、事件時の児童引渡訓練を行いま
す。

長浜市立朝日小学校　体育
館　等

保護者 長浜市立朝日小学校 ０７４９-７９-０００２

85 １０月２５日（日）
 10月のたいけんびじゅつかん

「青空たいけんびじゅつかん　木の間（この
ま）に描こう！」

文化ゾーンの自然を利用したワークショップで、森の空気や風景を感じながらものづくりを体
験します。（感染症対策の中でもできるワークショップ）のびのびと外で絵を描くことを体感しま
す。

びわこ文化公園内 小中学生と保護者 県立近代美術館 077-543-2111

◎ 86 １０月２５日（日） 栗東市アドベンチャーキャンプ2020 レクリエーション、アスレチック、クラフト等を通じて他学校、他学年との交流を行う。

10/25；栗東市学習支援セ
ンター　11/8栗東市金勝方
面　11/22高取山ふれあい
公園

栗東市の小・中・高校
生

栗東市アドベンチャーキャ
ンプ実行委員会

077-551-0496

87
10月27（火）、28日
（水）

「広野物語」リモート発表会

菩提寺北小学校開校当時から歌い継がれてきた合唱組曲「広野物語」。今年度は感染症対策を
とり、各学級がリモート合唱した映像を1つにまとめ、リモート発表会という形で開催します。各
学級の歌声の映像と、6年生による総合的な学習の時間の成果発表とを編集し、保護者様、地
域の方を対象とした動画を10月27日、28日の二日間の予定で放映します。

湖南市立菩提寺北小学校体
育館(予定）

保護者･地域住民 湖南市立菩提寺北小学校 0748-74-3881

88 10月28日（水） 仕事人と語ろう
働く人の話を聴いて見聞を広め、自分の将来を見通すとともに、自分自身と向き合い目標を持
ち、その目標を達成するために勉学に励むようチャンスを与えます。

彦根市立彦根中学校
第２学年
全生徒１４０名

彦根市立彦根中学校 0749-28-3000

89 10月28日（水） 職業人講話
キャリア教育の支援授業として実施。様々な職業で活躍されている方を講師として招聘し、仕
事の内容やなぜその仕事を選んだのか、さらには学生の今やっておいたほうが良いこと等のア
ドバイスをいただきます。

県立水口東中学校
第２学年
全生徒８０名

県立水口東中学校 0748-62-9953

90 １０月２８日（水） 学習参観日
 ＊例年、半日学習公開を行っているが、密を避けるため２時間のみとし学習を公開に変更

 　・保護者を地域ごとに２グループに分けて実施
 　・２校時と３校時に学習公開の時間を設定し、長休みの間に保護者の入れかえを行う

草津市立志津小学校　各学
級教室

保護者等 草津市立志津小学校 077-562-0341

91 １０月２８日（水） ふれあい音楽教室 びわ湖ホール声楽アンサンブルのメンバーが、４年生の児童に授業を行います。 日野町立必佐小学校 ４年生児童 日野町立必佐小学校 ０７４８-５２-０２６１

92 10月28日（水） 「おうちで読書」゛絵本の広場”ブース出展
絵本を会場に並べ、立ち寄られた親子に、絵本との出会いの場や
　　親子で読み聞かせを楽しむ機会を提供します。

彦根市福祉センター　別館2
階

おおむね６歳までの
乳幼児・保護者

県生涯学習課 077-528-4654

◎ 93 10月29日（木）
ヤクルト出前授業
「おなか元気教室」

模型やクイズ、アニメを交えながら、消化の仕組みや排便（うんち）について楽しく学びます。最
後にはヤクルトマンとのふれあいも実施。

野洲優愛保育園モンチ 園児・職員 京滋ヤクルト販売株式会社
077-583-8960
sp394wz9@sam
ba.ocn.ne.jp

94
１０月２９日（木）、３０日
（金）　※基準日

県高校秋季総体 全国選抜大会等の予選を含めた県内公式戦（競技種目別） 県内一円
県内高校生（高体連の
加盟校に在学）

滋賀県高等学校体育連盟 077-528-4621

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、掲載している行事が中止・延期になる可能性があります。事前に、それぞれの主催にお問い合わせください。
※◎印がついているものは、特に県民・企業等が教育について考える気運の高揚に適している行事です。
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 令和２年10月に開催予定の「滋賀教育の日」関連行事

電話番号等

取組の計画 主催連絡先

通番
実施

予定日
行事名 行事の概要

開催場所
（会場）

参加対象者 団体名

95
10月29日（木）
～ 11月22日（日）

 司書の一箱選書
“くさつ図書館ブックバル”

特設の展示棚を店舗に見立て、司書のおすすめ本を紹介する。
草津市立図書館 館内展示
コーナー

どなたでも 草津市立図書館 077-565-1818

96
10月29日（木）
 ～ 11月24日（火）

 司書の一箱選書
“みなくさとしょかんマルシェ”

特設の展示棚を店舗に見立て、司書のおすすめ本を紹介する。
草津市立南草津図書館 館
内展示コーナー

どなたでも 草津市立南草津図書館 077-567-0373

97 １０月３０日（金） 校内音楽集会

学年部ごとに合唱・合奏を行います。
 ２校時・・・低学年部の発表
 ３校時・・・中学年部の発表
 ４校時・・・高学年部の発表

※児童および保護者は順次入れ替わります。

愛荘町立愛知川東小学校体
育館

保護者 愛荘町立愛知川東小学校 0749-42-2307

98 １０月３０日（金） 校内音楽会 低学年・中学年・高学年に分かれて、合唱や合奏などを発表する。
高島市立朽木中学校・東小
学校共用体育館

全校児童・保護者 高島市立朽木東小学校 0740-38-2011

99 １０月３０日（金） ＰＴＡ教育講演会
進学進路指定アドバイザー招聘事業により連携している佛教大学から大学教授を招聘し、ＰＴＡ
研修部事業として講演会を開催します。

甲良町立甲良中学校　多目
的室

甲良中学校ＰＴＡ会員 甲良町立甲良中学校 0749-38-3200

100 10月30日（金）
ヤクルト出前授業
「健康は腸から」

模型やクイズ、アニメを交えながら、腸の健康や排便について楽しく学びます。希望者には血管
年齢測定も実施。

大津市青山公民館 青山小学校PTA 京滋ヤクルト販売株式会社
077-583-8960
sp394wz9@sam
ba.ocn.ne.jp

101 10月30日（金）
滋賀の気候変動・2051年しがCO₂ネットゼ
ロに向けた意見交換

滋賀県でこれまで生じている気候変動の影響を知り、自らが出来ることを考えるとともに、温
室効果ガスの排出と吸収の均衡が図られた「2051年しがCO₂ネットゼロ社会」を目指すに当
たっての、滋賀の将来像について意見交換を行います。

近江八幡市桐原コミュニティ
センター

地域住民15名 県温暖化対策課 077-528-3494

102
10月31日（土）
※11月と合わせて全5
回動画配信

２０２０年立命館びわこ講座
立命館大学びわこくさつキャンパス、草津市、草津市教育委員会の協働事業で、草津の豊かな
文化・歴史などについて広くとらえることを目的としています。今年は新型コロナウィルス感染
症対策として、動画配信形式で開講します。（全５回）

オンライン どなたでも
草津市教育委員会事務局
教育総務課

077-561-2427

103 10月31日 （土） ハロウィン・クイズラリー 図書館の中で図書館や本に関するクイズに答えてもらう。 草津市立図書館 幼児～小学生 草津市立図書館 077-565-1818

104 10月31日（土） 希望が丘まるごとファミリーフェスタ
公園内の施設を使い、スポーツや自然体験など家族で秋を堪能できるプログラムを提供しま
す。

滋賀県希望ヶ丘文化公園
青年の城ほか

県内在住で子どもを
含む10名以下の家族
やグループ

滋賀県希望が丘文化公園 077-586-2111

105 10月31日 （土） ハロウィン・クイズラリー 図書館の中で図書館や本に関するクイズに答えてもらう。 草津市立南草津図書館 幼児以上 草津市立南草津図書館 077-567-0373

106 １０月中旬 PTA、生徒による中庭花壇の整備 PTAと生徒会環境委員会が共同で中庭花壇の整備（花の植え替え作業）を行う 大津市立真野中学校　中庭 PTA研修部、生徒 大津市立真野中学校 077-573-6984

107 10月中旬 企業内人権研修会
人権に知見をお持ちの外部講師の方をお招きして、職員向けに人権意識の高揚を目的として
研修を実施します。

湖東信用金庫 本店５Fコ
ミュニティホール

同金庫役職員 湖東信用金庫 総務部 0748-20-2555

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、掲載している行事が中止・延期になる可能性があります。事前に、それぞれの主催にお問い合わせください。
※◎印がついているものは、特に県民・企業等が教育について考える気運の高揚に適している行事です。
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 令和２年1１月に開催予定の「滋賀教育の日」関連行事　

1
７月１日（水）
～１１月３０日（月）

ボート・カヌー体験教室
ボート、またはカヌーの説明、漕ぎ方の練習をした後、びわ湖へ漕ぎ出します。（ボートは４人１
組、カヌーは２人以上でお申し込みください。）
※当日のびわ湖のコンディションにより、実施できない場合もあります。

県立琵琶湖漕艇場
小学４年生以上の男
女

県立琵琶湖漕艇場 077-545-2165

2
9月15日（火）
～11月30日（月）

消費生活フェスタ2020

 （１）消費生活川柳の募集
 　消費生活の中での体験、想い、エピソード等を楽しく表現した川柳を募集します。

 　【応募〆切】１１月３０日（月）※郵送の場合は消印有効
 （２）バーチャルスタンプラリーの実施

　特設サイトで消費生活に関するクイズにチャレンジしていただき、５問中３問以上正解した方
 に、抽選で100名様にオリジナルマスクケースをプレゼントします。

 　【応募〆切】１１月３０日（月）
 （３）消費生活パネルキャラバン

　悪質商法の手口と対処法など消費生活に関するパネルを県内市町で巡回展示します（計14
 か所）。

 （４）特設会場での啓発イベント
　特設会場でクイズなど参加型の啓発イベントを実施します。

(2)(3)https://main-
shishohi.ssl-
lolipop.jp/vfes/index.
html

どなたでも 滋賀県消費生活センター 0749-27-2234

3
9月19日（土）
～11月8日（日）

草津宿街道交流館 令和2年度秋季テーマ
展「浮世絵から知ろう！！戦国時代の英雄
たち」

草津市所蔵の浮世絵から戦国時代を描いたものを展示し、浮世絵を通して当時の合戦や武
将のほか、描かれている物語や伝説についても紹介します。

草津市立草津宿街道交流館 どなたでも
草津市立草津宿街道交流
館

077-567-0030

4
10月3日（土）
～11月29日（日）

本陣四季彩々 復活！特別展「本陣職はつら
いよ～佐土原藩主急死事件とその後～」

天保10年（1839年)参勤の旅の途中、草津宿本陣で急死した日向国佐土原藩第9代藩主・島
津忠徹の相続をめぐり、草津宿本陣当主が東奔西走。その経緯を新たな発見史料とともに紹

 介します。
 関連イベント

 1.紙芝居のワークショップ（2回開催）
2.古文書講座も開催します。

史跡草津宿本陣 どなたでも 史跡草津宿本陣 077-561-6636

5
10月3日(土)
～12月13日(日)

特別展「奇跡の土－信楽焼をめぐる三つの
景色」

本展は「日本六古窯と信楽焼の景色」、「信楽焼とアメリカ陶芸」、「信楽・焼締めの今」という三
つのシーンから信楽焼を見つめるものである。

県立陶芸の森　陶芸館 どなたでも 滋賀県陶芸の森 0748-83-0909

6

10月10日（土）
～11月23日（月・祝）
※月曜休館
（ただし11月23日（月・
祝）は開館）

令和2年度秋季特別展「信長と光秀の時代」 織田信長や明智光秀が生きた時代と彼らに関する資料を展示します。
県立安土城考古博物館
企画展示室

どなたでも 県立安土城考古博物館 0748-46-2424

7
10月17日(土)
～3月7日(日)

第28回企画展示
「守りたい！少なくなった生き物たちー未
来につなぐ地域の宝物ー」

私たちの身のまわりにいる生き物たちの中には、少なくなっている種類が多くいます。そうし
た生き物たちを未来につなぐにはどうすればよいのでしょうか！？生き物たちを守る取り組
みを、貴重な剥製や標本、パネルなどを使って紹介します。

県立琵琶湖博物館
企画展示室

どなたでも 県立琵琶湖博物館 077-568-4811

8
10月29日（木）
～11月22日（日）

 司書の一箱選書
“くさつ図書館ブックバル”

特設の展示棚を店舗に見立て、司書のおすすめ本を紹介します。
草津市立図書館 館内展示
コーナー

どなたでも 草津市立図書館 077-565-1818

9
10月29日（木）
～11月24日（火）

 司書の一箱選書
“みなくさとしょかんマルシェ”

特設の展示棚を店舗に見立て、司書のおすすめ本を紹介します。
草津市立南草津図書館 館
内展示コーナー

どなたでも 草津市立南草津図書館 077-567-0373

10 11月１日（日）  しがらき学ノススメ！
 陶芸家の指導のもと制作を行います。

 信楽水指、茶碗をつくります。
県立陶芸の森　創作室 どなたでも 滋賀県陶芸の森 0748-83-0909

11 11月2日（月） がん教育 小学生を対象にしたがん教育を行います。 大津市立青山小学校 小学6年生
公益財団法人　滋賀県健康
づくり財団

077-536-5210

◎ 12 11月2日（月） 道徳参観授業 保護者・地域の方向けに、道徳の授業を公開します。 大津市立真野中学校
保護者、学校協力者
会議メンバー

大津市立真野中学校 077-573-6984

13 １１月２日（月） あいさつ運動 登校時に地域の方や保護者と一緒にあいさつをします。 守山市立小津小学校
全校児童・自治会役
員・PTA役員等

守山市立小津小学校 077-585-0138

14 11月2日(月) 音楽集会  各学年の合奏を発表。合唱は、検討中。２・３校時
愛荘町立秦荘西小学校体育
館

全校児童・保護者 愛荘町立秦荘西小学校 0749-42-2244

15 11月2日(月) ハートフルコンサート 野洲市在住の坂井孝之さんの楽しいトークと笛の演奏。４校時
愛荘町立秦荘西小学校体育
館

全校児童・保護者 愛荘町立秦荘西小学校 0749-42-2244

◎ 16
11月2日（月）、４日
（水）、5日（木）

学校公開日 教育活動の様子を保護者・地域の方々に終日公開します。 彦根市立城南小学校 保護者・地域住民 彦根市立城南小学校 ０７４９-２２-４５１８

取組の計画 主催連絡先

通番
実施

予定日
行事名 行事の概要

開催場所
（会場）

参加対象者 団体名 電話番号等

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、掲載している行事が中止・延期になる可能性があります。事前に、それぞれの主催にお問い合わせください。
※◎印がついているものは、特に県民・企業等が教育について考える気運の高揚に適している行事です。

- 19 -



 令和２年1１月に開催予定の「滋賀教育の日」関連行事　

取組の計画 主催連絡先

通番
実施

予定日
行事名 行事の概要

開催場所
（会場）

参加対象者 団体名 電話番号等

17
11月2日（月）、４日
（水）、5日（木）

学校公開　自由参観 保護者による授業参観。入校時刻を限定し，手指消毒と検温を実施します。 草津市立草津中学校 保護者 草津市立草津中学校 077-562-2125

18
11月2日(月)
～6日(金)

授業公開週間 保護者が学校や生徒の様子を参観します。 県立長浜北高等学校 保護者 県立長浜北高等学校 0749-62-0238

19
11月2日(月)、4日
（水）、5日(木)、9日
(月)

 ２学期個別懇談会
前期(10月末まで)の子どもの学習と生活の状況について、保護者と個別に担任が懇談を行
います。13:45～16:45

守山市立守山小学校 保護者 守山市立守山小学校 077-582-2424

20
１１月２日（月）
～１１月１０日（火）

福祉体験

 11/2　６年高齢者体験
 11/5　４年アイマスク体験

 11/6　３年車いす体験
 11/10　１・２年手話体験

　社会福祉協議会の方を講師に迎えて体験学習を行います。

長浜市立田根小学校
各教室・体育館

全校児童
長浜市立田根小学校
社会福祉協議会浅井支部

0749-74-8200

21 11月3日（火・祝） 図書館ビブリオバトル
Bibliobattle of the Year 2018の大賞に輝いた「まいにちビブリオバトル」を主催する
草津市立市民交流プラザと共催で行う、本のコミュニケーションゲーム

草津市立図書館 屋外玄関
前スペース

どなたでも （申込要） 草津市立図書館 077-565-1818

22 11月3日（火・祝） 絵本のひろば
絵本や料理本、写真集など様々なジャンルの本の表紙を見せて並べ、自由に絵本を楽しむ空
間を提供します。

草津市立図書館 屋外玄関
前スペース

どなたでも （申込要） 草津市立図書館 077-565-1818

23 11月3日（火・祝） 瀬田学区文化祭
 学校園の園児・児童・生徒の作品展示

幼稚園児による風船飛ばし
瀬田小体育館、瀬田小運動
場

学校園の園児・児童・
生徒

瀬田学区文化祭実行委員
会(瀬田支所)

077-545-2480

◎ 24 11月3日（火・祝） わくわくフェスタ2020

小学校教諭、養護教諭、幼稚園教諭、保育士などを将来目指すびわこ学院大学の学生が、地
域の子どもたちを対象に、夢中になってやりたい遊びを考え、一緒に活動します。その内容
は、科学実験系や身体を動かすアトラクション系、あるいは非日常空間を体験するシアター系
など多岐にわたり、子どもたちは８ブースの遊びを自由に選択して活動することができます。
１０時～１２時、１３時～１５時

びわこ学院大学 幼児・小学生・保護者 びわこ学院大学
0748-22-3388

25 11月4日（水） がん教育 中学生を対象にしたがん教育を行います。 大津市立青山中学校 中学2年生
公益財団法人　滋賀県健康
づくり財団

077-536-5211

26 11月4日(水) 学校公開日（地域関係者のみ）
学校協力者会議のメンバーが学校の様子を参観します。感染症対策のため、保護者等には公
開せず、参観も廊下からの参観とします。

大津市立南郷中学校
南郷中学校学校協力
者会議メンバー

大津市立南郷中学校 ０７７-５３４-７１２１

27 11月4日（水） 学習参観 児童の保護者を対象に、学習公開を行います。 日野町立日野小学校 保護者 日野町立日野小学校 0748-52-0073

28
11月４日（水）
～6日（金）

「滋賀 教育の日」にかかる公開授業 保護者を対象に授業を公開します。 県立石部高等学校 保護者 県立石部高等学校 0748-77-0311

29
11月4日（水）、１８日
（水）、２５日（水）

なかよしスポーツ教室
幼児、児童低学年学期に著しいとされる神経系の発達を促進させるとともに、仲良く楽しい
運動・体操を通して、運動好きを増やし、活発で逞しい幼児・児童の育成を図ります。

ウカルちゃんアリーナ

キッズコース
　年中・年長
小学生コース
　小学１～３年生

県立体育館 077-524-0221

30
11月4日（水）、11日
（水）、１８日（水）、２５日
（水）

ビームライフル射撃教室
滋賀国スポ大会に向けての強化事業。ジュニア期からの取組により、育成に努めます。また、
初心者を対象とし、ライフル射撃の技術やマナーを習得させ、普及、振興を目的とします。

県立武道館
小学４年生
～高校３年生

県立武道館 077-521-8311

31 11月5日（木） リトミック教室

０～１歳児コース　10：00～10：45
２～３歳児コース　11：00～11：45
親子でピアノ演奏と歌声などの音楽に触れ合いながら、楽しく体を動かし、幼児情操教育の
一環として開催します。

あづちマリエート ０～３歳児の親子 あづちマリエート 0748-46-2645

32 11月5日(木）
滋賀県社会教育研究大会
(人生100年時代の地域における学びと活
躍推進事業　生涯学習・社会教育研修会）

滋賀県内の社会教育委員・公民館関係者をはじめ、社会教育関係者が一堂に会し、各市町、地
域における社会教育活動の実践や研究成果をもとに、今後の社会教育の在り方や役割につ
いて研鑽し、活性化の方策について検討・考察します。
また、人生100年時代や人口減少社会の到来が見込まれる中、地域づくり、人材の育成が喫
緊の課題であるため、日頃の社会教育活動の取組についての交流とネットワークの形成を図
ります。

県庁東館７階大会議室 どなたでも
滋賀県社会教育委員連絡
協議会、県教育委員会（生
涯学習課）

077-528-4654

33
11月5日（木）、6日
（金）

河瀬オープンスクール

11月5日（木）6日（金）の二日間、授業を自由に参観できるオープンスクールを開催します。
今年度は感染症対策のため、参観者は、本校保護者と県内学校教員に限ります。

 11月5日（木）１～７限
 11月6日（金）１～６限

 公開している授業：中１～高２の全ての授業

県立河瀬中学校・高等学校
保護者・県内学校教
員

県立河瀬中学校・高等学校
(担当：教務課)

0749-25-2200

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、掲載している行事が中止・延期になる可能性があります。事前に、それぞれの主催にお問い合わせください。
※◎印がついているものは、特に県民・企業等が教育について考える気運の高揚に適している行事です。
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 令和２年1１月に開催予定の「滋賀教育の日」関連行事　

取組の計画 主催連絡先

通番
実施

予定日
行事名 行事の概要

開催場所
（会場）

参加対象者 団体名 電話番号等

34 11月6日（金） みんなで考える人権講座

演題：（仮）大津市における同和施策について
講師：吉田　泰之　氏（元人権・男女共同参画課　参事）
川辺　勉　氏（帝塚山学院大学　教授）
大津市職員、教職員として人権学習・人権啓発等に取り組んでこられた経験などをもとに、こ

 れまで大津市が取り組んできた同和施策について受講します。14：00～

大津市役所別館　大会議室 どなたでも
大津市教育委員会　生涯学
習課

077-528-2635

35 １１月６日（金） 学習参観日 学習参観を通じて、普段の学校での児童の様子を保護者が知る機会とします。 高島市立今津北小学校 保護者 高島市立今津北小学校 0740-22-2134

◎ 36 11月6日（金） 日野高カフェ
日野高校で「商品開発販売実習」を選択している生徒が、地域の地域の人とのふれあいと、商
品開発、原価計算などを学ぶことを目的に、カフェを運営します。

日野駅舎内「なないろ」 どなたでも 県立日野高等学校 0748-52-1200

◎ 37 11月7日（土） 栗東高校オープンスクール2020

学校・家庭・地域の連携と教育環境づくりの一環として、地域、家庭、中学生等に学校を開放
し見学していただきます。事前申し込みは不要です。
内容：学校紹介DVD、在校生との交流、進学Q＆A、図書館開放、パフォーマンスタイム（吹奏
楽・書道）、部活動見学

県立栗東高等学校 どなたでも 県立栗東高等学校 077-553-3350

38 11月7日（土） 国際情報高校　第３回　学校説明会 中学校３年生とその保護者を対象とした説明会（中学校から事前の申込が必要）。 県立国際情報高等学校
中学３年生の生徒・保
護者

県立国際情報高等学校 077-554-0600

39 11月7日（土） 滋賀県立長浜北星高等学校　公開授業 保護者対象に授業（5,6限）の公開 県立長浜北星高等学校 保護者 県立長浜北星高等学校 0749-62-3370

40 11月7日（土） 中学生学校説明会

 （1）進路状況について
 （2）ＤＶＤによる学校紹介

 （3）学校施設見学
（4）部活動見学

県立東大津高等学校
中学3年生・保護者・
学校関係者

県立東大津高等学校 077-545-8025

41 1１月７日（土） 「おうちで読書」゛絵本の広場”ブース出展
絵本を会場に並べ、立ち寄られた親子に、絵本との出会いの場や親子で読み聞かせを楽しむ
機会を提供します。

長浜伊香ツインアリーナ
おおむね６歳までの
乳幼児・保護者

県生涯学習課 077-528-4654

42 11月7日（土）
ワンコインコンサートシリーズ１３０
「なんだこりゃ！前代未聞の打楽器ワール
ドにレッツゴー♪」

乳幼児から本物の音楽に触れてほしいと願い開催する本格ホールコンサートです。　出演：岸
田うらら、安永早絵子、和田有隆

文芸セミナリヨ どなたでも 文芸セミナリヨ 0748-46-6507

43
11月7日（土）、１４日
（土）

親子英語DEエクササイズ 「英語」、「エクササイズ」、「親子のふれあい」がひとつになったレッスン 県立武道館 幼児・保護者 県立武道館 077-521-8311

44
11月7日（土）、8日
（日）、21日（土）

次世代アスリート発掘育成プロジェクト（通
称「滋賀レイキッズ」）第７期生選考会

滋賀県内の小学５年生を対象に運動能力テストを行い、受検者全員の中から４０名程度を選
 抜します。

選抜された子どもたちは「滋賀レイキッズ７期生」としてさまざまな育成プログラムを受講し
 ます。

アスリートに必要な技術・感覚・精神面などを身に付け、自分の適性に合った競技種目を見つ
  けながら、将来、全国大会や国際大会で活躍できるトップアスリートを目指します。

 【日時・会場】
 ４．令和２年１１月７日（土）９：３０～１７：００

 　　湖南市総合体育館
 ５．令和２年１１月８日（日）９：３０～１７：００　　　※10月に３回実施

 　　安曇川総合体育館
 ６．令和２年１１月２１日（土）９：３０～１７：００

 　　ウカルちゃんアリーナ
※受検に要する時間は約３時間です。受検者数が多い会場は午前・午後の２グループに分け
る場合があります。

湖南市総合体育館
安曇川総合体育館
ウカルちゃんアリーナ

県内の小学５年生

次世代アスリート発掘育成
プロジェクト事務局（県ス
ポーツ課競技力向上対策
室内）

077-528-3375

45
11月7日（土）、14日
（土）、21日（土）、28日
（土） （全5回動画配信）

２０２０年立命館びわこ講座
立命館大学びわこくさつキャンパス、草津市、草津市教育委員会の協働事業で、草津の豊か
な文化・歴史などについて広くとらえることを目的としています。今年は新型コロナウィルス
感染症対策として、動画配信形式で開講します。（全５回、10月に１回実施）

オンライン どなたでも
草津市教育委員会事務局
教育総務課

077-561-2427

46 １１月８日（日） 八幡工業高校オープンスクール
各科（機械科・電気科・環境化学科）の施設、設備の見学および実験、実習の様子の見学。部活
動の見学。卒業後の進路状況の紹介。

県立八幡工業高校 中学生・保護者 県立八幡工業高校 0748-37-7227

47 11月8日（日） 草津東高等学校学校説明会
中学3年生とその保護者を対象に、学校説明会を開催します。教育課程や進路、部活動など
入学後の様々な学校生活についての説明と、実際活動している部活動の見学ができます。そ
の他、施設見学や吹奏楽部、軽音楽部によるミニコンサートを開催します。

県立草津東高等学校 中学3年生・保護者 県立草津東高等学校 077-564-4681

48 １１月８日（日） 県高校駅伝競走大会 全国高校駅伝の県予選 滋賀県希望が丘文化公園
県内高校生（高体連
の加盟校に在学）

滋賀県高等学校体育連盟 077-528-4621

49 11月8日(日) 滋賀県立長浜北高等学校　学校説明会 中学校３年生とその保護者対象の学校説明会（事前の申込みが必要） 県立長浜北高等学校
中学校3年生の生徒・
保護者

県立長浜北高等学校 0749-62-0238

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、掲載している行事が中止・延期になる可能性があります。事前に、それぞれの主催にお問い合わせください。
※◎印がついているものは、特に県民・企業等が教育について考える気運の高揚に適している行事です。
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50 １１月８日（日） 学校開放
 ・授業公開をします。

※今年度については、新型コロナウイルス感染予防のため保護者のみを対象に限られた時間
の公開を予定

高島市立新旭南小学校 児童・保護者 高島市立新旭南小学校 0740-25-2009

◎ 51
11月8日（日）、11月
22日（日）

栗東市アドベンチャーキャンプ2020 レクリエーション、アスレチック、クラフト等を通じて他学校、異学年との交流を行う。
11/8栗東市金勝方面
11/22高取山ふれあい公
園

栗東市の小・中・高校
生

栗東市アドベンチャーキャ
ンプ実行委員会

077-551-0496

52 １１月１０日（火） ＰＴＡ人権講座
 コロナウイルスの影響により、まだ、内容、開催の是非も未定です。

開催する方向で、検討中です。
守山市立玉津小学校体育館 ＰＴＡ保護者 守山市立玉津小学校 077-585-0008

53
１１月１０日（火）
～１３日（金）

ブロック駅伝 県大会へのブロック予選
滋賀県希望が丘文化公園、
浅井ふれあいグラウンド、
今津総合運動公園

県内中学生（中体連
の加盟校に在学）

滋賀県中学校体育連盟 077-528-4619

54
11月10日（火）、１７日
（火）

ジュニアハンドボールアカデミー
ジュニア期からの取組により、有望な選手の育成・発掘・強化を目的として、国際大会の舞台
や２巡目滋賀国民スポーツ大会に向けての強化事業として位置付け、滋賀県ハンドボール協
会と連携しながら計画的・継続的に実施します。

ウカルちゃんアリーナ

①育成コース
　小学生
②選手コース
　小学高学年（経験
者）～中学生

県立体育館 077-524-0221

55
11月10日（火）、１７日
（火）

バドミントン教室
初心者から中上級者まで、レベルに応じた運動を行い、バドミントンを通して心身のリフレッ
シュと共に健康・体力づくりの増進に努めます。

ウカルちゃんアリーナ どなたでも 県立体育館 077-524-0221

56
11月10日(火)・11日
(水)・12日(木)

Ｗｅｂ会議システムを利用した「リモート方
式」による『e-ネットキャラバン（e-ネット安

 心講座）』の開催
 

※今回は、新たな取組としてトライアル実施
 を行うものです。

総務省、文部科学省の支援を得て実施している情報モラル教育に関する出前講座「e-ネット
キャラバン」について、以下の日程でＷｅｂ会議システム（Ｚｏｏｍを予定）を利用した「リモート

 方式」により開催します。
【詳しい日程】11月10日(火)11:30～12:15「小学3・4年生向け」、同13:30～14:15「小学
5・6年生向け」、　11月11日(水)11:00～11:50「中学生向け」、同13:30～14:20「高校生
向け」
　＊：「大人向け（Ｐｌｕｓ）」は、情報モラル講座に加えてフィルタリングの利便性・概要説明を行

 うものです。
 ※申込〆切はリモート講座開催日の7日前まで。

Ｗｅｂ開催_「学校等単位」で
受講（クラス単位可）

「小学3年生～高校生
の児童・生徒」および
「その児童・生徒を守
る立場の大人（保護
者・教職員等）」

一般財団法人マルチメディ
ア振興センター（以下「ＦＭ
ＭＣ」）

(1)ＦＭＭＣ（e-ネット
キャラバン事務局：
Tel 03-5403-
1090、業務用携帯
電話090-2720-
1090または090-
1034-1091）
(2)総務省 近畿総合
通信局（電気通信事
業課：06-6942-
8512）

57 １１月１１日（水） アートの時間 アーティストを学校に派遣して、間近で音楽にふれる体験をします。 長浜市立田根小学校体育館 児童・保護者
長浜市立田根小学校
県立文化産業交流会館

0749-52-5111

58
11月11日（水）
～11月17日（火）

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
行います。

－ － 総務部税政課 077-528-3211

59
11月12日(木)
～18日(水)

第74回滋賀県美術展覧会
広く県民の皆さんが日ごろの創作活動の成果を発表する場、また、身近に芸術を鑑賞する場
となることを目指し、滋賀県芸術文化祭の主催事業として毎年開催しています。
（9：00～17：00、入場無料）

県立文化産業交流会館 どなたでも
公益財団法人びわ湖芸術
文化財団地域創造部

077-523-7146

60
１１月12日（木）、１９日
（木）、２６日（木）

ジュニア強化バドミントンスクール
ジュニア期からの取組により、有望な選手の育成・発掘・強化を目的として、国際大会の舞台
や２巡目滋賀国民スポーツ大会に向けての強化事業として位置付け、滋賀県バドミントン協
会と連携しながら計画的・継続的に実施します。

ウカルちゃんアリーナ
小学１年～中学３年
生

県立体育館 077-524-0221

61 11月13日（金） アートの時間
県内小中学校、特別支援学校から希望校を募り、アーティストを学校の音楽室に派遣。間近で
音楽に触れる機会を提供。

草津市立草津第二小学校 6年生
草津市立草津第二小学校
県立文化産業交流会館

0749-52-5111

62 11月13日（金） 国際情報高校　公開授業 午後（４限～６限）の授業を保護者に公開します。
県立国際情報高等学校　各
教室および施設

保護者 県立国際情報高等学校 077-554-0600

63 １１月１３日（金） 伝統音楽教室 伝統文化派遣事業により、お琴や尺八の演奏を体験します。 長浜市立田根小学校作法室 ５・６年児童
長浜市立田根小学校
長浜文化芸術協会事務局

0749-63-7400

64 11月13日（金） 職業人講話
様々な職業で活躍されている方々の話を聴き、生徒の将来を考え行動化するためのキャリア
教育を実施します。

東近江市立聖徳中学校 第２学年全生徒 東近江市立聖徳中学校 0748-22-0413

65 11月14日（土）
 ＰＴＡ行事

親子演劇鑑賞
 市内演劇団体「furico」および「プラネットカンパニー」による演劇公演

演目「アレキサンダーとぜんまいねずみ」
長浜市立高時小学校　体育
館

高時小学校全校児
童・保護者

長浜市立高時小学校 0749-82-2242

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、掲載している行事が中止・延期になる可能性があります。事前に、それぞれの主催にお問い合わせください。
※◎印がついているものは、特に県民・企業等が教育について考える気運の高揚に適している行事です。
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 令和２年1１月に開催予定の「滋賀教育の日」関連行事　

取組の計画 主催連絡先

通番
実施

予定日
行事名 行事の概要

開催場所
（会場）

参加対象者 団体名 電話番号等

66 11月14日（土）
 オーロラ特別講演

「こんな時だからこそオーロラに元気をもら
おう！」

オーロラ写真家の中垣哲也さんによる、オーロラの映像と講演
1回目11時～12時、　2回目12時40分～13時40分、　3回目14時～15時

大津市科学館プラネタリウ
ム

小学生以上 大津市科学館 077-522-1907

67 11月14日（土） 昼間の星観察 天文ドームで昼間に見える星を観測。10時30分～ 大津市科学館天文ドーム どなたでも 大津市科学館 077-522-1907

68 11月14日（土） 星空観望会
 「しし座流星群を見よう」18時30分～

プラネタリウムでの解説および天文ドーム、屋上天体観測場での天体観測。
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 大津市科学館 077-522-1907

◎ 69 １１月１４日（土） 高月小フェスタ

「地域の人やものに学ぼう！触れ合おう！」をテーマに、地域の方々とともに体験活動を行い
ます。バル－ンア－トや手芸、折り紙、ちぎり絵、工作、昔の遊び、手品、お茶、将棋、カロムな
ど、多くのブースに分かれ、全校児童が体験します。地域の方に学び、地域の方と触れ合いな
がら、楽しく学びを深めます。

長浜市立高月小学校
全校児童・地域ボラ
ンティア・教職員

長浜市立高月小学校 0749-85-2002

70 11月14日（土）
「近江の文化財」魅力発信事業・東京講座
「戦国近江へのいざない～戦国近江と寺社
勢力」

 「戦国近江へのいざない～戦国近江と寺社勢力」をテーマとする講演会
INBOUND　LEAGUE新
宿（東京都新宿区新宿）

どなたでも
県文化財保護課安土城・城
郭調査係

077-528-4678

71 11月14日（土） 健康ウォーキング
2020年度びわ湖東北部地域　人生100年時代健康いきいきプロジェクト
・彦根コース４㎞（滋賀県立大学～八坂港跡～八坂地蔵尊～野田沼～泰山木～野田沼のポプ
ラ～滋賀県立大学）

滋賀県立大学南駐車場 特になし
聖泉大学地域連携交流セ
ンター

0749-43-7510

72 11月14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」を開催します。 滋賀県平和祈念館
小学６年～中学3年
生・家族
（定員20名）

滋賀県平和祈念館 0749-46-0300

73 11月15日（日） 「筝曲ジュニアアンサンブル」成果発表 小学5年生から中学生による箏のアンサンブルをお楽しみください。
県立文化産業交流会館　小
劇場

どなたでも 県立文化産業交流会館 0749-52-5111

74 １１月１５日（日） 体験入学 中学３年生を対象に学校の概要説明と部活動見学を実施します。９：００～１６：００ 県立大津高等学校
中学３年生（事前申込
が必要）

県立大津高等学校 077-523-0386

75 11月１５日（日） 出前講座
神　直人教授
「数学の考え方」

守山市立守山図書館 どなたでも
滋賀大学教育学部
教育実践総合センター

077-537-7993

76 11月16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

77 11月17日（火） 福祉体験学習
盲導犬ユーザーの方のお話を聞き、盲導犬との出会いを通して、視覚障害書の生活や苦労、
盲導犬の役割などを知るとともに、障害者福祉に関する理解を深める。

大津市立藤尾小学校　４年
生教室

４年生児童 大津市立藤尾小学校 077-522-2730

78 11月17日（火） 子ども電気出前教室 手回し発電機の作成・実験
豊郷町立豊郷小学校　理科
室

6年生　４３名
関西電気保安協会滋賀支
店　企画部広報グループ

06-7507-2277

79 11月17日（火） 剣道教室 これから剣道を始めようとする方や昇級・昇段を目指す方が対象の教室。 ウカルちゃんアリーナ 小学生以上 県立武道館 077-521-8311

80 11月18日（水） 避難訓練 地震・火災等を想定しての避難訓練 県立東大津高等学校 全学年生徒・教職員 県立東大津高等学校 077-545-8025

81 11月19日(木) 学習参観

子どもたちの学習の様子を保護者が参観します。
５校時(13:55～14:40)は下学年(1,2,3年生)、６校時(14:45～15:30)は上学年

 (4,5,6年生)と計画していますが、コロナの感染状況に応じて、開催時間や開催方法を変更
することがあります。

守山市立守山小学校 保護者 守山市立守山小学校 077-582-2424

82 １１月１９日（木） 学習参観 児童の学習の様子を保護者が参観します。 栗東市立治田小学校 児童・保護者 栗東市立治田小学校 077-552-0449

83 11月１９日（木） 出前講座
渡部 雅之教授
子どもが「こころ」に気づく時

金勝児童館
教員（保・幼）・児童館
職員

滋賀大学教育学部
教育実践総合センター

077-537-7993

84 11月19日（木） 仕事人と語ろう
働く人の話を聴いて見聞を広め、自分の将来を見通すとともに、自分自身と向き合い目標を
持ち、その目標を達成するために勉学に励むようチャンスとする。

彦根市立彦根中学校
第１学年
全生徒１４０名

彦根市立彦根中学校 0749-28-3000

85 １１月２０日（金） 第７１回滋賀県中学校駅伝競走大会 ブロック予選を勝ち抜いたチームによる県大会 滋賀県希望が丘文化公園
県内中学生（中体連
の加盟校に在学）

滋賀県中学校体育連盟 077-528-4619

◎ 86 11月20日（金） リモート工場見学会

・概要説明、ノートの作り方
・見学ビデオ、働く人のインタビュー
・ノートの糊づけ強度実験
・Q＆A

WEB開催
小学校３学年
５０名

愛荘町立秦荘東小学校 0749-37-2004

87
１１月２０日（金）
～２４日（火）

第１６回高島市美術展覧会
高島市の市民文化の向上に資することを目的に「平面」「書」「立体」「工芸」「写真」の５つの分
野で作品を募集し、展示を行う。

新旭体育館 自由参加
高島市教育委員会教育総
務部　社会教育課

0740-25-8561

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、掲載している行事が中止・延期になる可能性があります。事前に、それぞれの主催にお問い合わせください。
※◎印がついているものは、特に県民・企業等が教育について考える気運の高揚に適している行事です。
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88 １１月２１日（土）
 11月のたいけんびじゅつかん

「土から生まれたクレヨン」

2019年度の県内移動展示事業「土から生まれた」展の際に、新型コロナ感染症対策のため中
止した関連ワークショップを行う。講師は木版画家のふるさかはるか氏。土を色の素材として
注目し、身近な土からクレヨンをつくる。

かわらミュージアム　研修室 小中学生と保護者 滋賀県立近代美術館 077-543-2111

89 １１月２１日（土）

近江の文化財を活用した県民・地域健康増
 進事業

 文化財を活用した健康増進ウォーキング
「安土城と城下町を訪ねて」

魅力あふれる滋賀の歴史的環境を形作る多彩で豊かな文化財を、働く世代・ファミリー世代
がウォーキングによって巡ることで、滋賀の文化財の魅力の体感と、県民や地域全体の健康

 増進を図ることを目的に、近江の文化財を活用した県民・地域健康増進事業です。
 

「安土城と城下町を訪ねて」と題して、特別史跡安土城跡の城下町を巡ります。あわせて、機
 器によるからだ測定と健康ミニ講座も実施します。

県立安土城考古博物館

県内在住の方（小学
生以下の方は保護者
の同伴、介助の必要
な方は介助者の同伴
が必要）

びわ湖放送　文化財を活用
した健康増進ウォーキング
事務局

077-524-0153

90 11月21日（土） 第８回オープンキャンパス 衛生士と技工士のお仕事体験をしていただくプログラムです。 京都歯科医療技術専門学校
高校生、短大・大学
生、社会人等
※保護者付添可

京都歯科医療技術専門学
校

075-812-8494

91 11月21日（土） 満天の星in大津  大津市科学館オリジナルのプラネタリウム番組。11時～
大津市科学館プラネタリウ
ム

どなたでも 大津市科学館 077-522-1907

92
11月21日（土）
～22日（日）

しがらき学ノススメ！穴窯体験講座（上級）
信楽町内在住の陶芸家による指導のもと、実際に大壺などの作品をつくり、穴窯で焼成する
体験を通じて、穴窯の知識と技術の普及および公開を図ります。
信楽大壺をつくります。

県立陶芸の森　信楽産業展
示館創作室

どなたでも 滋賀県陶芸の森 0748-83-0909

93

１１月２１日（土）※雨天
中止のとき２２日（日）
２２日（日）も中止だっ
た場合２３日（月・祝）

ナンピック２０２０
日頃の体育学習の発表の場とすることを基本として、子ども集団・教師集団の力で一人ひと
りの子どもが各々に活躍する場を保障し、総合的行事としての運動会を成功させます。

日野町立南比都佐小学校
運動場

児童・保護者・南比都
佐幼稚園園児・保護
者

日野町立南比都佐小学校 0748-52-0804

94 11月22日（日） 生活実験工房田んぼ体験「秋の昆虫採集」

博物館内の屋外展示エリアにある生活実験工房での行事です。10:30～12:30
人数を制限して開催予定（先着順）
ホームページでお知らせします。
参加費無料。当日受付10:00～

県立琵琶湖博物館
生活実験工房

どなたでも（小学生
以下は保護者同伴）

県立琵琶湖博物館 077-568-4811

95 11月22日（日）
トリオコンサート
～音の地図～

ヴァイオリン・フルート・パイプオルガンの魅力満載のコンサートです。
出演：中村公俊（ヴァイオリン）、今井亨（フルート）、城奈緒美（パイプオルガン）

文芸セミナリヨ 小学生以上 文芸セミナリヨ 0748-46-6507

96 11月23日（月・祝） 学習発表会 生活科・総合的な学習の時間の学習成果を各学年から発表します。 長浜市立高時小学校
全校児童・保護者・地
域の方

長浜市立高時小学校 0749-82-2242

97 11月23日（月・祝） ミニサイエンス屋台村 科学実験の実演、体験
大津市生涯学習センター大
ホール、大津市科学館

どなたでも 大津市科学館 077-522-1907

98 11月23日（月・祝） 健康ウォーキング
2020年度びわ湖東北部地域　人生100年時代健康いきいきプロジェクト
・長浜コース３．５㎞（湖北野鳥センター～浄明寺～片山神社～廣福寺～葛籠尾崎湖底遺跡資
料館～湖北野鳥センター）

湖北野鳥センター 特になし
聖泉大学地域連携交流セ
ンター

0749-43-7510

99 11月24日（火） 福祉体験学習 点字サークルの方に点字についてのお話を聞き、点字の打ち方を体験します。
大津市立藤尾小学校４年生
教室

４年生児童 大津市立藤尾小学校 077-522-2730

100 11月25日（水） 道徳授業一般公開
 保護者など向けに道徳の授業を公開します。

 5校時の道徳の授業を、全学級で公開します。
本年度は廊下からの参観となる予定です。

大津市立田上中学校各教室
（廊下から参観）

保護者 大津市立田上中学校 077-549-0022

101 １１月２５日（水） 人権コンサート 歌手の松浦 陽子さんを招き、歌と体験談（講話）をうかがいます。
大津市北部地域文化セン
ター

在校生 大津市立堅田中学校 077-572-2165

◎ 102 11月26日（木） ＰＴＡ親子ひびきあい活動 清水健さんを講師に招き、「命の大切さ」をテーマにお話をうかがいます。 栗東市立葉山中学校体育館
葉山中学校生徒・保
護者

栗東市立葉山中学校ＰＴＡ 077-554-0030

103 11月２６日（木） 出前講座
大平 雅子准教授
「ストレスと上手に付き合う方法」
「良質な睡眠とは」

光泉カトリック中学校 中学生
滋賀大学教育学部
教育実践総合センター

077-537-7993

104 １１月２７日（金） 校内マラソン大会
保護者のみならず、地域の方からも声援を受けながら、児童は学校近くの農道を走ります。多
くの声援を受けることで、多くの児童が好タイムを目指して取り組んでいます。

日野町立西大路小学校近く
の農道

全校児童・教職員・保
護者・地域の方

日野町立西大路小学校 0748-52-2558

105 11月27日（金）
治田東小学校区人権教育地域ネット協議会
合同研修会

子育てに関する講演会を行う。
栗東市立治田東小学校　体
育館

治田東小学校保護
者・職員、治田東幼児
園保護者・職員、治田
東小学校区地域の方

栗東市立治田東小学校
治田東小学校区人権教育
地域ネット協議会

０７７-５５３-３７７１

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、掲載している行事が中止・延期になる可能性があります。事前に、それぞれの主催にお問い合わせください。
※◎印がついているものは、特に県民・企業等が教育について考える気運の高揚に適している行事です。
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 令和２年1１月に開催予定の「滋賀教育の日」関連行事　

取組の計画 主催連絡先

通番
実施

予定日
行事名 行事の概要

開催場所
（会場）

参加対象者 団体名 電話番号等

106 11月28日（土） 太陽黒点観察 天文ドームで太陽黒点を観測。10時30分～ 大津市科学館天文ドーム どなたでも 大津市科学館 077-522-1907

107 11月28日（土） 科学工作教室 未定 大津市科学館
大津市内小学4年生
以上中学3年生まで

大津市科学館 077-522-190７

108 11月28日（土） 希望が丘ハイキング（第３回）
自然とのふれあいを通して、心身の健康増進を図る機会を提供します。
コース（予定）青年の城～十二防～十二防温泉

滋賀県希望が丘文化公園
小学生以上（小学生
は保護者同伴）

滋賀県希望が丘文化公園
県スポーツ課

077-588-3251

109 11月29日（日） しがらき学ノススメ！穴窯体験講座（初級）
信楽町内在住の陶芸家による分かりやすい指導のもと、実際に作品をつくり、穴窯で焼成す
る体験を通じて、穴窯の知識と技術の普及および公開を図ります。
信楽焼の干支をつくります。

県立陶芸の森　産業展示館
創作室

どなたでも 滋賀県陶芸の森 0748-83-0909

110 11月29日（日） G-NETしがフェスタ2020
男女共同参画社会を実現するために、様々な団体が男女共同参画に関する日頃の活動を発
表・交流することで、広く県民に「男女の自立と共同参画」を学ぶ場を提供する。

県立男女共同参画セン
ター”G-NETしが”

どなたでも
県立男女共同参画セン
ター”G-NETしが”

0748-37-3751

◎ 111 １１月～１２月
アマビエにつづけ！コロナ退散　妖怪選挙
とみんなで「妖怪坊主めくり」を作ろう

 先生、児童対象に、デザインを募集してトレーディングカードを作成します。
コロナウィルスを退散させるキャラクターを集めて、カードを作ります。坊主めくりのような
遊びができるカードにします。

大津市立平野小学校 児童・教職員
平野小学校保護者会
大津市立平野小学校

077-522-2335

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、掲載している行事が中止・延期になる可能性があります。事前に、それぞれの主催にお問い合わせください。
※◎印がついているものは、特に県民・企業等が教育について考える気運の高揚に適している行事です。
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