
 

 

 

 

教育長定例記者会見 

  

日時：令和３年７月 21 日（水）11： 15  

場所：危機管理センター 災害対策室５・６  
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・・・・・10 

 

 

〇県立図書館 「びわ湖の日」制定 40 周年記念資料展示 

世界農業遺産認定を目指す「琵琶湖システム」展について 
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令和３年７月～８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）

6月25日（金）
～8月7日（土)

美術館オープニ
ング展覧会の関
連資料展示
□「さまざまな
テリトリー～越
境と共生のため
に～」
□「図書館で
「滋賀県立美術
館」！」
◆講演会　図書
館出張展示

　6月27日（日）にリニューアルオープンする滋賀県立美術
館との連携事業の第一弾の企画として、美術館の展覧会テー
マに関連した資料展示を図書館の２か所で行います。

□「Soft Territory　かかわりのあわい」展関連展示
　人と人、人間と自然、個人と社会など、さまざまなテリト
リーの「ふれあい」をテーマに本をセレクト。
　・場所：２階　一般資料室
　・期間：6月25日（金）～7月22日（木）

□「ひらけ！温故知新―重要文化財・桑実寺縁起絵巻を手が
かりに―」展関連展示
　｢桑実寺縁起絵巻｣やとその関連資料や今までの滋賀県立近
代美術館の刊行物を紹介します。
　・場所：２階　参考資料室
　・期間：6月26日（土）～8月１日（日）

◆講演会「《桑実寺縁起絵巻》に見る近江の景観表現とその
物語世界」～図書館出張展示
　・日時：8月7日（土）14:00～15:30
　・講師：亀井若菜氏（滋賀県立大学教授）

図書館
サービス課
調査協力課

サービス課
谷元　郁玲
調査協力課
伊藤　陽子
077-548-9691

6月30日（水）
～8月29日（日）

「びわ湖の日」制
定40周年記念資
料展示
"世界農業遺産
認定を目指す
「琵琶湖システ
ム」企画展"の開
催について

　今年で制定40周年をむかえる7月1日の「びわ湖の日」にあ
わせて、県立図書館のコレクション「水資料」を中心に琵琶
湖と環境保全、自然との共生を考えるための資料を展示しま
す。併せて、日本農業遺産「琵琶湖システム」の世界農業遺
産認定をめざす農政水産部農政課との共催で、「琵琶湖シス
テム」に関するパネル展示を行います。
　・会場：２階参考資料室、２階回廊、児童室
※詳しくは、本資料12ページをご覧ください。

図書館
調査協力課

長野　裕子
077-548-9691

7月25日（日）
～28日（水）

近江商人再生プ
ロジェクト

　県外の本校や本県とゆかりのある市町に赴き、販売実習を
行います。一方で、それぞれの市町の特産品などを仕入れ、
帰郷後、近江八幡市内で固定販売を実施します。

八幡商業高等
学校

國領　紀宏
0748-32-2072

7月下旬
　～9月中旬

「みんなに読ん
でほしい本大募
集！」について

　読書習慣の形成のため、発達段階に合わせた本への興味・
関心を広げる取組として、小学生が小学生におすすめする本
を公募します。応募いただいた本と紹介文のうち若干点数を
小学生向け読書啓発ポスターに掲載する予定です。
　・募集期間：7月下旬～9月中旬
　・詳細は滋賀県学習情報提供システム「におねっと」
　　（ https://www.nionet.jp/ ）に掲載予定。

生涯学習課
生涯学習振興
係

石田　万貴
077-528-4652
（内線4652）

8月3日（火）
13:30～16:30

しが生徒会オン
ライン交流会

　県内の公立中学校・義務教育学校（後期課程）から参加校
を募り、生徒会役員がオンラインで交流します。県立高校生
や大学教授から助言を受けながら、学校をよりよくしていく
ために協議します。
　・講師：杉田洋氏
　　（國學院大學人間開発学部初等教育学科教授）
　・ホスト会場：教育委員会室（県庁新館4階）
※参加校は各学校からオンライン参加。
※詳しくは、本資料６ページをご覧ください。

幼小中教育課
大西　智美
077-528-4665

①　学校行事、募集等
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令和３年７月～８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）

8月6日（金）
13:30～17:00

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、
地域の方々との交流と、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」

日野高等学校
奥村　源
0748-52-1200

8月19日（木）
～27日（金）
9:30～16:00

第１回「しがし
ごと検定」

　県立特別支援学校高等部生徒を対象に、「しがしごと検
定」（技能検定）を開催します。検定を通じて、就労意欲の
向上や就労に必要な態度や技能を高めるため、企業に協力い
ただき、学校と連携して学習に取り組んでいます。
　・内容：運搬陳列〔19日〕
　　　　　清掃メンテナンス（基礎・初級）〔24日〕
　　　　　清掃メンテナンス（中級・上級）〔25日〕
　　　　　事務補助・接客　〔27日〕
　・会場：ひこね燦パレス〔19日〕
　　　　　能登川コミュニティセンター〔24、25日〕
　　　　　コラボしが21〔27日〕

特別支援教育
課

津田　江利子
077-528-4643
（内線4643）

8月21日（土）
13:15～16:00

滋賀県第24回中
学生広場「私の
思い」県広場

　人格を形成する上で重要な時期にある中学生が、日ごろ考
えていることや感じていることを広く県民に訴えることを通
して、誇りと自覚をもち、自主性を伸ばすとともに、中学生
の思いを聞くことによって、県民の中学生に対する理解と関
心を深める契機とすることを目的としています。
　・会場：豊郷町豊栄のさと
　・内容：意見発表（12名）、活動発表
　　　　　審査結果の発表・講評・表彰
　　　　　　※感染症対策のため、関係者のみ入場可能。

主催
滋賀県青少年
育成県民会議

教育委員会担
当課
生涯学習課
地域・家庭教
育係

滋賀県青少年育成
県民会議担当
大更　秀尚
077-523-5484

生涯学習課担当
山浦　良平
077-528-4654
（内線4654）

8月25日（水）
～27日(金)
10:00～16:00

「夏休み子ども
の本まつり」の
開催について

　今年の１月～８月に刊行された子どもの本の展示会を開催
します。また、ご参加いただいた方のうち希望者には個別に
よみきかせ、読書案内を行います。
　・場所：滋賀県立図書館　地下1階　大会議室
　・申込方法：申込書にご記入の上、提出
　　　※7月28日(水)から受付。先着順。
　　　※空きがある場合は当日でも参加可

図書館
サービス課

川上 麻由子
077-548-9691
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令和３年７月～８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）

7月20日（火）
～8月31日
（火）
オンデマンド
配信

県立学校コミュ
ニティ・スクール
推進事業研修会

　県立学校におけるコミュニティ・スクール（学校運営協議
会制度）の有効的な取組に係る講演や事例発表を通して、円
滑かつ効果的な導入や取組の充実に資することを目的としま
す。
　・オンデマンド配信
　・対象：県立学校教職員、「学校を核とした地域力強化プ
　　　　　　　　ラン」事業担当者、学校運営協議会関係者　等
　・参加料：無料

生涯学習課
地域・家庭教
育係

石田　由美
・山浦　良平
077-528-4654
（内線4654）

7月27日（火）
9:30～12:00

子ども読書ボラ
ンティア研修会

　読書ボランティアの活動の幅を広げ、質を高める技術習得
の機会とするだけでなく、就学前からの読書習慣の形成、読
み聞かせを通した親子のコミュニケーションの重要性を効果
的に啓発し、次年度以降に向けて、「おうちで読書」事業の
普及および県域にわたる事業推進・協力体制を構築する機会
とします。
　・会場：滋賀県庁東館７階大会議室
　・対象：県内読書ボランティア関係者、「おうちで読
　　　　　書」推進チーム関係者、その他公共図書館・市
　　　　　町行政関係者等
　・参加料：無料
※詳しくは、本資料10ページをご覧ください。

生涯学習課
地域・家庭教
育係

藤本　聡子
077-528-4654
（内線4655）

8月11日（水）
14:00～16:00

第２回(仮)滋賀
県読書バリアフ
リー計画検討懇
話会

　令和元年6月に施行された「視覚障害者等の読書環境の整
備推進に関する法律（読書バリアフリー法）」に基づき県計
画を策定するにあたり、関係者から意見を聴取するため、検
討懇話会を開催します。
　・会場：滋賀県庁新館７階大会議室

生涯学習課
生涯学習振興
係

石田　万貴
077-528-4652
（内線4652）

8月27日（金）
13:30～16:30

「学校を核とし
た地域力強化プ
ラン研修会（事
業推進市町対
象）」

　家庭や地域と学校との連携・協働活動の充実を目指して、コ
ミュニティ・スクール（学校運営協議会制度）や地域学校協働
活動をすでに導入している市町・学校に対して、有効的な取
組に係る講演や事例発表を通して、体制の在り方を再確認
し、効果的な手立て・方策を学ぶ機会とします。
　・会場：男女共同参画センター／オンライン参加
　・対象：コミュニティ・スクールや地域学校協働活動を
　　　　　すでに導入している（導入2年目以上）市町担当
　　　　　者および市町立校園関係者
　・参加料：無料
　・事前申込：必要

生涯学習課
地域・家庭教
育係

山浦　良平
・石田　由美
077-528-4654
（内線4654）

②　研修・会議等

※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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                     提供年月日：令和 3年(2021 年)7 月 21 日 

                部 局 名：教育委員会事務局 

            所 属 名：教職員課 

                   担 当 名：人材育成・働き方改革係 

                担当者名：中川章子、山川剛  

                  内線：4536 電話：077-528-4536 

 

 

『滋賀の教員をめざす 

あなたを応援します』  

 

第 15 期『滋賀の教師塾』  募集 

 

１ 『滋賀の教師塾』の目的 

   滋賀の教育大綱に基づき、「未来を拓く心豊かでたくましい人づくり」を担う、高い『志』

と『実践力』を持つ、次のような塾生を育成します。 

   ○学び続けるための自信と謙虚さを持つ塾生 

   ○組織の一員としての自覚と実践的な指導力・柔軟な対応力を持つ塾生 

   ○グローバルな視野と滋賀の文化・伝統に関する理解力を持つ塾生 

 

２ 『滋賀の教師塾』３つの柱（開設講座と研修内容） 

 ○必修講座   演習、グループ討論、講義など全９回の講座を受講する。 

○学校実地体験 学校において教育活動を学ぶ。 

○選択講座   県施設、県機関等が実施する事業等の中から５講座を選んで参加する。 

 

３  募集について 

○スタンダードコース（１８０人程度） 

・大学３年生、大学院１年生および教職経験のない社会人対象。  

○アドバンスコース（２０人程度） 

  ・今年度、県内の公立学校で臨時講師または非常勤講師として任用されており（任用期間

６年未満）、採用選考試験を受験予定の人対象。 

 

４  出願期間 

   令和３年７月１日（木）から令和３年９月 10 日（金）まで 

 

５  通塾期間について 

    令和３年 10月９日（土）～令和４年６月４日（土） 

 

 

記者発表資料 
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記者発表資料 

 

 

 

 

新たなネットワークで生徒がつながる夢のプロジェクト 

県内の中学生とつながろう 

「しが生徒会オンライン交流会」の開催について 
   

 

【事業名】 令和３年度 ICT を活用した生徒会の交流による生徒の自治的能力向上事業 

 

【趣 旨】  県内各地の中学校生徒会をオンラインでつないでWEB会議を開き、情報交換会を行う。

学校の特徴や取組を交流したり、自分たちの学校をよりよくするためにできることを話

し合ったりすることで、各校生徒会の活性化を図る。また、子どもが主権者として、積極

的に社会参画する力の素地を養う。 

 

【日 時】 令和３年８月３日（火）１３：３０～ 

 

【内 容】 〇三日月知事からのメッセージ 

〇グループ協議 

 ・参加者（県内２４中学校生徒会に所属する生徒・生徒会に所属する高校生 

      國學院大學 杉田洋教授・前半は知事も参加） 

       ・以下の２テーマについて、各グループで交流・協議 

       （１グループ当たり、中学校４・５校と高校生１・２名） 

 ・テーマ①「自分たちの取組を紹介しよう」 

       ・テーマ②「自分たちの学校をよりよくするためにできることを考えよう」 

〇全体共有 

〇講義「『生活』を変えるのは、私たち」 

  講師：國學院大學人間開発学部初等教育学科 杉田 洋 教授 

※詳細は開催要項に記載。 

 

【参加校】 県内１２市町２４校 

提供日：令和３年（2021 年）７月９日（金） 

部局名：教育委員会 

所属名：幼小中教育課 教育課程指導係 

担当者：指導主事 大西 智美 

連絡先：077-528-4665（幼小中教育課）  

E-mail：ma10@pref.shiga.lg.jp 
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８月３日（火）
１３：３０～１６：３０（予定）
ウェブ会議システムによるオンライン会議
※詳細は後日連絡します。

問い合わせ 滋賀県教育委員会事務局 幼小中教育課 担当 077(528)4665

他の中学校は、どんな活動をしているのだろう。
ウェブ会議システムを用いて、県内全域の中学校と交流しよう。

★生徒会の力で学校をよりよくしよう★
県内各地の中学校生徒会をオンラインでつな

ぎ、各校の取組を交流します。
また、大学教授の話を聴いたり、アドバイスを

もらったりします。自分たちの活動を広め、さら
に進めていくために、ぜひ参加しませんか。
みなさんの応募をお待ちしています。

環境問題やボラ
ンティア活動に
取り組んでいる
学校はないかな。

私たちの活動を
アピールしよう。

アドバイスを受け
て、これからの活
動の参考にしよう。
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市町名 学校名 学校電話番号

大津市 志賀中学校 077-592-1221

大津市 唐崎中学校 077-579-2306

大津市 瀬田中学校 077-545-8001

大津市 打出中学校 077-522-6733

大津市 皇子山中学校 077-522-6673

長浜市 西中学校 0749-62-0029

長浜市 北中学校 0749-62-0894

近江八幡市 八幡東中学校 0748-37-1112

近江八幡市 安土中学校 0748-46-2157

近江八幡市 八幡中学校 0748-33-2059

近江八幡市 八幡西中学校 0748-34-8383

草津市 草津中学校 077-562-2125

草津市 新堂中学校 077-568-2990

守山市 守山南中学校 077-583-5900

守山市 明富中学校 077-585-7262

栗東市 栗東中学校 077-552-4359

高島市 マキノ中学校 0740-27-0025

東近江市 朝桜中学校 0748-55-0030

米原市 伊吹山中学校 0749-58-0044

米原市 双葉中学校 0749-52-0059

米原市 米原中学校 0749-52-0175

竜王町 竜王中学校 0748-58-0021

愛荘町 愛知中学校 0749-42-2162

甲良町 甲良中学校 0749-38-3200

参加校一覧
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令和３年度 ICTを活用した生徒会の交流による生徒の自治的能力向上事業 

「しが生徒会オンライン交流会」 

開催要項 
                               滋賀県教育委員会事務局幼小中教育課 

 

１ 趣 旨   令和３年度から全面実施となった中学校学習指導要領では、現代的な諸課題に対応して求

められる資質・能力として「主権者として求められる力」を挙げ、小学校・中学校・高等学

校の各段階を通じて教科横断的な視点で育成することとされている。また、学習の基盤とな

る資質・能力の一つである情報活用能力を構成する資質・能力として、「問題の発見・解決等

に向けて情報技術を適切かつ効果的に活用する力」が挙げられている。 

これらのことを踏まえ、中学生が身の回りのテーマについて情報交換を行い、学校等をよ

りよくしていくための自治的活動の活性化を目指すことを通して、主権者としての意識の涵

養につなげていきたい。その際、ＩＣＴ機器を活用し、生徒が主体的に他校の生徒等と交流

することにより、効果的な取組を進められるようにする。 

 

２ 主 催  滋賀県教育委員会事務局幼小中教育課 

 

３ 日 時  令和３年８月３日（火）１３：３０～１６：３０ 

 

４ 開催方法  Web会議（Zoom） 

 

５ 対 象  県内公立中学校および義務教育学校（後期課程）の生徒（生徒会役員等、学校から推薦を受けた者） 

 

６ 内 容  13:30～ 【 開 会 】 

   13:40～ 【知事メッセージ】「これからの生徒会に期待すること」 

   13:45～ 【 講義① 】「生徒会の『これが大事！』 

～本日の「めあて」ゴールイメージを持とう～」 

講師 國學院大學人間開発学部初等教育学科 杉田 洋 教授 

 

   14:00～ 【グループ協議】〔進行〕県教育委員会指導主事等 

〔助言〕県立高校生徒会役員（予定）  

 

テーマ①「自分たちの取組を紹介しよう」 

    テーマ②「自分たちの学校をよりよくするためにできることを考えよう」 

 

   15:00～ 【 休 憩 】 

   15:15～ 【全体共有】 

【質疑応答】「教授にきいてみよう」 

    【 講義② 】「『生活』を変えるのは、私たち」 

講師 國學院大學人間開発学部初等教育学科 杉田 洋 教授 

 

 

    【 まとめ 】 

   16:20～ 【 閉 会 】 

 

７ 準 備 物  各校における生徒会活動の取組について発表できるもの 
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                   提供年月日：令和３年(2021 年)７月 21 日 

               部 局 名：教育委員会事務局 

           所  属  名：生涯学習課 地域・家庭教育係 

           担 当 者 名：藤本 

           電      話：077-528-4654 内線 4654 

             E - M a i l：ma06@pref.shiga.lg.jp 

 

令和３年度 子ども読書ボランティア研修会 
      を開催します 

 

  読書ボランティアの活動の幅を広げ、質を高める技術習得の機会にすると同時に、「就

学前からの読書習慣の形成」「読み聞かせを通した親子のコミュニケーションの重要性」

を効果的に啓発する「おうちで読書」事業の普及、県域への事業推進・協力体制を構築す

る機会とします。 

 

１ 日時：令和３年７月 27 日（火）9:30～12:00 

 

２ 場所：滋賀県庁東館７階大会議室 

 

３ 対象：「おうちで読書」推進チーム関係者、県内読み聞かせボランティア関係者、 

公共図書館・市町行政関係者等 

 

４ 内容：◆開会、挨拶、日程説明（9:30～9:35） 

◆「おうちで読書」推進事業の取組報告（9:35～9:45） 

・事業概要、読み聞かせブース出展の様子等について 

◆講演（9:45～10:55） 

        ・演題：「子ども達をひきつけるお話会のコツと 

絵本の楽しみ方」 

・講師：絵本専門士 石橋 幸子 さん 

フリーアナウンサー、保育士、防災士 

ＮＰＯ法人アトリエ・Ｐｅｔａｔａ 理事長 

「絵本でＳＤＧｓ推進協会」理事 

◆グループ別情報交換（10:55～11:55） 

・グループに分かれ、絵本の読み聞かせ等についての情報交換を行います。 

      ◆閉会（11:55） 

 

５ その他：・新型コロナウイルス感染症の状況によっては、研修会の内容や持ち方を変 

更する場合があります。 

・滋賀県学習情報提供システムにおねっと https://www.nionet.jp 

にて研修会についての情報を発信しますので、御確認ください。 

             ・参加申込は締め切らせていただきましたが、取材は歓迎いたします。 

 

 

 

記者発表資料 

「おうちで読書」ボランティア
研修会、「子ども読書ボランテ

ィア・ステップアップ講座」を
合わせて実施します！ 
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令和３年７月27日（火）

「おうちで読書」推進チーム関係者、県内読み聞かせ

ボランティア関係者、公共図書館、市町行政関係者、

本事業に関心のある方等

👉 お知らせ 「おうちで読書」推進事業について

👉 講 演 「子ども達をひきつけるお話会のコツと
絵本の楽しみ方」

絵本専門士 石橋 幸子 氏

👉 グループ別情報交換・情報共有

絵本の読み聞かせ等についての情報交換

フリーアナウンサー 保育士 防災士
ＮＰＯ法人アトリエ・Ｐｅｔａｔａ 理事長
「絵本でＳＤＧｓ推進協会」理事

9：30～12：00（受付9：15～）

主催：滋賀県教育委員会

お問い合わせ 滋賀県教育委員会事務局生涯学習課 担当：藤本

お申し込み TEL ：077-528-4654 FAX：077-528-4962 E-mail：fujimoto-satoko@pref.shiga.lg.jp

日 時

対 象

内 容

滋賀県庁 東館 ７階大会議室
[大津市京町四丁目１番１号]

会 場
県「おうちで読書」とは、家庭で読書の習慣を
身につけ、発達段階に応じた読書活動をとおして

親子の思いを伝え合い、コミュニケーションを図

る取組の合い言葉です。

企業のイベントや研修、子育てサークルの場、

県内大型量販店、市町のイベントや乳幼児健診等

の会場の一角に「おうちで読書」ブースを出展し、

読書ボランティアの方々や図書

館の協力を得て、絵本との

出会いや親子で読み聞かせ

を楽しむ機会を一組でも多

くの親子に提供します。

新たな形での読み聞かせの楽しさ、大切さを伝える活動を一緒に始めませんか。
関心のある方ならどなたでもご参加可能です。市町や図書館関係の方も、一緒にやってみませんか。
読書ボランティアの活動を充実させたい方もぜひご参加ください。

・ご来場の際はマスクの着用にご協力ください。
・発熱、体調不良の場合は、来場をお控えください。

「おうちで読書」ボランティア研修会
子ども読書ボランティア・ステップアップ講座

滋賀県「おうちで読書」推進事業

新型コロナウイルス感染症

の状況によっては、研修会の
内容や持ち方を変更する場合
があります。滋賀県学習情報
提供システムにおねっと
https://www.nionet.jpにて研修

会についての情報を発信しま
すので、御確認ください。
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記者発表資料 

                  提供年月日：令和 3 年（2021 年）7 月 21 日 

                  部局名：教育委員会 

                  所属名：県立図書館 

                  担当課：サービス課 

                  担当者名：長野裕子 

                  電話：077-548-9691（月曜不可） 

                  Email：ma31@pref.shiga.lg.jp 
 
 

県立図書館 資料展 

「びわ湖の日」制定 40 周年記念資料展示 

世界農業遺産認定を目指す「琵琶湖システム」展 

                  を開催します。 

 
今年で制定 40 周年をむかえる 7月 1 日の「びわ湖の日」にあわせて、県立図書館のコ

レクション「水資料」を中心に琵琶湖と環境保全、自然との共生を考えるための資料

を展示します。併せて、世界農業遺産認定をめざしている日本農業遺産「琵琶湖シス

テム」に関するパネル展示を農政水産部農政課との共催で行います。 

 

日  時    令和 3 年 6 月 30 日（水）から 8 月 29 日（日）まで 

  場   所    滋賀県立図書館 2 階参考資料室・2 階回廊・児童室  

  そ の 他    展示資料は貸出可能 

 

皆様のご来場をお待ちしております。 
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■展示資料リスト（貸出可）を当館ホームページに掲載しています。（全 179冊） 

http://www.shiga-pref-library.jp/wo/opc/os/?otype=&dlang=&kno=0000000542 

 

■「びわ湖システム」に関する取組活動の最新情報については、滋賀県農政水産部農政課までお問合

せください。 

 

■会場の様子 

 

 

 

 

 

 
 

 

児童のみなさんにもおすすめの資料展示です。 

ご来場をお待ちしています。 
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