
 令和３年11月に開催予定の「滋賀教育の日」関連行事

1
4月1日(木)～
11月30日(火)

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下さい。)
※当日のびわ湖のコンディションにより、実施できない場合があります。

関西みらいローイングセ
ンター(滋賀県立琵琶湖
漕艇場)

小学４年生以上（親
子で２人乗りのカ
ヌー艇に乗る場合
は小学１年生以上）

関西みらいローイング
センター

077-545-2165

2
8月4（水）～令和4
年3月22日（火）

無料スマートフォンアプリ「ニッポン
城めぐり」地域（滋賀県）限定スタン
プラリー

無料スマホアプリ『ニッポン城めぐり』内において、地域（滋賀県）限定城めぐ
りスタンプラリーを開催します。テーマは『藤吉郎から太閤へ』～秀吉出世の軌
跡を近江にたどる～です。滋賀県内に点在する“秀吉ゆかりの城郭や神社仏閣”
に焦点をあて、長浜城から大坂城へ（竹生島宝厳寺唐門は大阪城からの移築）
を、ひとつの出世ストーリーに見立て、スタンプラリースポットを１５か所設定
しています。「出張！お城EXPO in 滋賀・びわ湖」にて『ニッポン城めぐり』運
営会社による関連イベントも実施します。

無料スマートフォンアプ
リ内

どなたでも
ユーエム・サクシード
株式会社

https://cmeg.jp/
w/

3
9月18日(土）～
12月19日(日）

特別展「Human and Animal 土に吹き
 込まれた命 21世紀陶芸の最先端」

 part2 アーティストたちに迫る

土と対話しながら生み出される土のアートの最先端を、日本やアメリカ、ヨー
 ロッパで今注目される作家たちの作品を通して紹介する特別展です。

県立陶芸の森　 陶芸館 どなたでも 滋賀県陶芸の森 0748-83-0909

4
9月25日(土）～
11月28日(日）

栗東市市制施行20周年記念展
「栗東のあゆみ」

栗東市の誕生から20年目という節目の年にあたり、栗太郡の歴史を含めて、まち
の成り立ちやあゆみを紹介する展覧会を開催します。

栗東歴史民俗博物館
第1展示室内・
展示ロビー

どなたでも 栗東歴史民俗博物館 0775-54-2733

5

10月1日(金）～
11月30日(火)
※平日のみ。原則、ご
要望いただいた日に
開催いたします

 ＜e-ネットキャラバン＞
インターネットの安心・安全な利用の
ための情報モラルについてのビデオ配
信講座
（Ｗｅｂ講座。Zoomにて配信）

インターネットの「危険の実態」、危険に対する「予防・対策・心構え」について、事
 例等を交えてわかりやすくお伝えします。具体的内容は以下の通りです。

 　　１．ネット依存　　　　　　　５．個人情報
 　　２．ネットいじめ　　　　　　６．ネット詐欺

 　　３．不確かな情報の拡散　　　７．著作権・肖像権
 　　４．誘い出し・なりすまし　　８．まとめ・予防策

保護者・教職員向けの「Plus」講座では、上記に加えてご家庭等におけるスマー
 トホン利用ルール作りやフィルタリング機能の活用等についてお伝えします。

  　　詳細URL 　https://www.fmmc.or.jp/e-netcaravan/
 　　申込〆切　講座開催日(ビデオ配信日)の２週間前

  ※実績：2021年度で全国の学校等にて約2千回、30万人が受講
※協力：総務省、文部科学省、情報通信関連各企業

Ｗｅｂ開催
（開催場所は任意）
 ※原則、学校等単位、
クラス等単位にて受講く
ださい。

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
e-ネットキャラバン
事務局
※e-mail：
e‐netcaravan@
fmmc.or.jp
※URL：
https://www.fmmc.or.j
p/e-netcaravan/

事務局
03-5403-1090
※繋がらない場合
携帯
090-2720-1090
または
090-1034-1091

6
10月1日(金)～
11月30日(火）

滋賀教育月間啓発ポスターの掲示 啓発のためポスターの掲示をします。 事務所・工場 全従業員 日野薬品工業株式会社 0748-52-1231

7
10月9日(土）～
11月21日(日）

 令和３年度 秋季特別展
「黎明　―東西文化が共生した先史時
代の近江―」(滋賀県文化財保護協会
設立50周年記念)

滋賀県文化財保護協会の発掘調査から、縄文・弥生時代の調査成果を選び出し、
東日本と西日本の文化が共存していた近江の先史時代の様子を紹介します。

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

8
10月23日(土)～
11月23日(火・祝)

「日本の刀装―刀を飾る技と美―」

鞘や柄、鐔などからなる刀装は、刀身を収め携行するための道具です。刀装に
は、古くから装飾が施され、その種類は時代が下るにつれて豊かになっていきま
す。特に江戸時代の鞘塗はバリエーションに富み、漆を使ったさまざまな塗り方
に加え、種々の素材を取り合わせた変わり塗が発展しました。本展では、日本の
刀装の変遷を、鞘塗を中心とする装飾に焦点を当てて紹介するとともに、その魅
力に迫ります。

彦根城博物館 どなたでも 彦根城博物館 0749-22-6100

9 11月中旬 家庭教育啓発ポスターの作成・配付

滋賀県教育委員会では、社会全体で子どもの育ちを支える環境づくりを推進する
ため、県民の方からキャッチコピーを募集して「家庭教育啓発ポスター」を作成
します。ポスターの発行は11月中旬ごろを予定しています。ポスターは、県内各
教育関係施設や協力企業などに配布・掲示します。

県内学校園、図書館、公
民館、家庭教育協力企
業、子育て支援拠点など
で掲示

― 県生涯学習課 077-528-4654

10 11月1日(月) 学習参観日 児童の学習の様子を参観します。 豊郷町立日栄小学校 保護者 豊郷町立日栄小学校 0749-35-2010
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　※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。



 令和３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

11 11月1日(月) フリー参観日 午前中をフリー参観できる日として設定します。 豊郷町立豊郷小学校 保護者 豊郷町立豊郷小学校 0749-35-2071

12 11月1日(月) 授業参観 保護者向けに授業参観を実施します。 大津市立晴嵐小学校 保護者 大津市立晴嵐小学校 077-537-0749

13
11月1日(月)～
5日(金)

授業公開週間 保護者を対象とした授業(4～6限)参観です。 県立信楽高等学校 保護者 県立信楽高等学校 0748-82-0167

14 11月2日(火）  グローバルスタディ講演会  「総合的な探究の時間」に外務省の方を講師に招き講演会を実施する。 県立守山高等学校 高校1年生 県立守山高等学校 077-582-2289

15 11月2日(火） 体育学習発表会
 体育科の学習を発表します。

団体演技、団体競技を学年部で発表する予定です。
大津市立藤尾小学校
運動場

児童 大津市立藤尾小学校 077-522-2730

16
11月2日(火）、4日
(木）、5日(金）

「滋賀　教育の日」にかかる公開授業 保護者を対象にした授業の公開です。
県立石部高等学校
各教室

保護者 県立石部高等学校 0748-77-0311

17
11月2日(火）、4日
(木）、5日(金）

校内音楽会学年別参観
校内音楽会を開催するにあたり、学年ごとのリハーサル時に保護者が参観しま
す。リハーサルについては、学年ごとに日および時間を分けて行います。

野洲市立祇王小学校
体育館

児童・保護者 野洲市立祇王小学校 077-587-0129

18
11月2日（火）、4日
（木）、30日（火）

ジュニア強化剣道教室
ジュニア期からの一貫した指導理念に基づいた選手強化事業として定着させま
す。さらには2025滋賀国スポを見据えた選手育成・強化をねらい実施します。

県立武道館 小学生・中学生 県立武道館 077-521-8311

19
11月2日（火）、30日
（火）

初心者から経験者まで学べる柔道教室
これから柔道を始めようとする人や、柔道を愛好し昇級・昇段を目指す人を対象
に、各自の技能や能力に応じた指導を行い、県内の柔道の普及振興と競技人口の
増加を図ります。

県立武道館 小学生以上 県立武道館 077-521-8311

20
11月2日（火）、30日
（火）

剣道教室
これから剣道を始めようとする人や、剣道を愛好し昇級・昇段を目指す人を対象
に、各自の技能や能力に応じた指導を行い、県内の剣道の普及振興と競技人口の
増加を図ります。

県立武道館 小学生以上 県立武道館 077-521-8311

21
11月2日（火）、30日
（火）

護身術も学べる合気道教室 合気道を通して、心身ともに健康でたくましく活力ある生活の実現を図ります。 県立武道館 小学３年生以上 県立武道館 077-521-8311

22 11月3日(水） 子ども統計プログラミング教室
小学校の統計学習に役立つデータ検索をテーマに、データを分析するためのプロ
グラミング学習を中心としたワークショップを行います。

さざなみタウン
長浜文化福祉プラザ

小学５、６年生と
その保護者

滋賀大学
産学公連携推進課

0749-27-1141

23 11月3日(水）
歴史文化財講座
「祈りのちから～五百井神社の信仰～」

平成25年（2013）９月の台風18号による山崩れで、本殿や拝殿が倒壊し、一帯が
土砂と倒木に覆われるという壊滅的な被害を受けた五百井神社（栗東市下戸
山）。被災後、神社の関係者や地元の人たちが中心になって、土砂に埋もれた男
神坐像（平安時代）と狛犬（南北朝時代～室町時代）が発見されたことは、その
後の復興の大きな原動力となりました。その根底にある“祈りのちから”につい
て考えます。

栗東歴史民俗博物館
研修室

どなたでも 栗東歴史民俗博物館 0775-54-2733

24

11月3日（水）、10日
（水）、17日（水）、20
日（水）

ビームライフル射撃教室
2025滋賀国スポに向けての強化対策事業です。ジュニア期からの取組により競技
人口の増加と育成に努めます。初心者を対象とした教室を開催することにより、
射撃の技術やマナーを習得とライフル射撃競技の普及振興を目的としています。

県立武道館 小学生・中学生 県立武道館 077-521-8311

25 11月4日(木） 道徳の授業公開 全クラスの道徳の授業参観です。廊下からの参観となります。
大津市立北大路中学校
各教室

保護者 大津市立北大路中学校 077-534-0430

26 11月4日(木）
出前授業
「クルマと社会　つながる教室」

身近な乗り物であるクルマに触れ、観察し、体験する活動を通して、安全や環
境、福祉などに配慮したクルマ作りがおこなわれていることを理解する。
（５年生社会科「自動車を作る工業」に対応の内容）

守山市立速野小学校 ５年生児童
トヨタカローラ滋賀
株式会社

077-563-4111
※申込みは「しが学
校支援センター」経
由

　※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。
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27 11月4日(木）

令和３年度
文化庁　文化芸術による子供育成総合

 事業ー巡回公演事業ー　
日韓トップダンサー夢の競演

 『これがヒップホップダンス！』

事前ワークショップでの初めてダンス体験から本番のダンス参加まで、生徒たち
へのダンスの指導とプロのトップダンサーとのコミュニケーション・相互交流が

 多数行われる公演です。
 【本公演の構成内容】

　○オープニング　　○ヒップホップダンス？
　○ヒューマンビートボックス　　○ＴＨＥ　ＢＡＴＴＬＥ
　○みんなで踊ろう！！　　○質問コーナー　　　○エンディング

大津市立伊香立中学校
体育館

生徒・教職員・伊
香立小学校６年生

大津市立伊香立中学校 077-598-2016

28
11月4日(木）、5日
(金）

河瀬オープンスクール

11月４日（木）、５日（金）の２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、参観できるのは本校保護者と県内

 学校教員に限ります。
  　　11月4日（木）１～７限　　　11月５日（金）１～６限

　　公開している授業：中学１年～高校２年までの全ての授業

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

29
11月4日(木）、11月
19日(金）

学習参観（分散） 対象保護者を４分割した分散学習参観です。 大津市立唐崎小学校 保護者 大津市立唐崎小学校 077-525-2375

30

11月4日（木）、11日
（木）、18日（木）、25
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、有望な選手の発掘や強化を目的として、国際大会
の舞台や２巡目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
ドミントン協会の協力を得ながら長期プランをもって計画的・継続的に実施しま
す。

ウカルちゃんアリーナ
（滋賀県立体育館）

小学生・中学生
ウカルちゃんアリーナ
（滋賀県立体育館）

077-524-0221

31 11月5日(金） 親子教室 ヴァイオリンコンサート
県立守山養護学校
プレイルーム

児童生徒・保護
者・教職員

県立守山養護学校 077-583-5857

32 11月6日(土） 中学生学校見学会
 １ 進路状況について　　　　　　　３ 学校施設見学

 ２ ＤＶＤによる学校紹介　　　　　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

33 11月6日(土） 星空観望会
プラネタリウムでの解説及び天文ドーム、屋上天体観測場での天体観察です。
　　テーマ「木星とその衛星」

 　　時　間 18:30～

大津市科学館天文ドー
ム・プラネタリウム

小学生以上（申込
要）

大津市科学館 077-522-1907

34 11月6日(土） 体験入学
中学３年生を対象に学校の概要説明と運動部・文化部の見学を実施します。(野球
部は体験を行います。)また、家庭科学科では、実習体験を行います。
　　時間　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

35 11月6日(土）
布引丘陵・掩体壕群フィールドワーク
（学習講座）

東近江市の布引丘陵に残る戦争遺跡である掩体壕群について、さまざまな資料を
示しながら学習講座を開催します。

滋賀県平和祈念館 どなたでも 滋賀県平和祈念館 0749ｰ46ｰ0300

36 11月6日(土)
県立長浜北星高等学校
公開授業および学校説明会

授業（５,６限）および部活動の公開 県立長浜北星高等学校
保護者・中学生と
その保護者

県立長浜北星高等学校 0749-62-3370

37 11月6日(土) 文化祭

 ・クラス展示（生徒・有志）
 ・模擬店（生徒・PTA・有志）

※令和３年度についても、新型コロナウイルス感染症対策のため、地域の方の入
場は不可とします。

県立瀬田工業高等学校定
時制校舎

生徒・保護者とそ
の家族

県立瀬田工業高等学校
定時制

077-545-5315

38 11月6日(土)
Ｏｐｅｎ！ ＺＥＺＥ Ｈｉｇｈ2021
秋の部

生徒による学校紹介、教員による説明、クラブ紹介・活動発表、施設見学など 県立膳所高等学校
中学３年生とその
保護者

県立膳所高等学校 077-523-2304

39 11月6日(土） 栗東高校　オープンスクール

 栗東高校の部活動見学
 展示作品鑑賞（美術部・華道部・まんがアニメ部）

 美術科進学相談会（概要説明・作品展示・施設見学）
憩いの場（入試Q&A・生徒会など在校生と語る会）
　　時間　9:00～13:00

県立栗東高等学校
関係者・近隣地域
の方・中学生およ
びその保護者

県立栗東高等学校 077-553-3350

　※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。
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開催場所
（会場）

参加対象者 団体名 電話番号等

40 11月6日(土) 石部高校第２回オープンスクール

本年度第２回目の「中学生の高等学校等体験入学」です。第１回[８月４日（水）]で
は石部高校全体の概要説明や「国語・数学・社会・理科・英語・情報」の体験授
業を行いましたが、今回は、「福祉健康コース」の概要説明を中心に実施しま
す。参加者全員に「スポーツ」「保育」「介護」の３つの授業を体験できます。

県立石部高等学校
各教室

中学３年生および
その保護者

県立石部高等学校 0748-77-0311

41

11月6日(土)
※雨天時は翌日7日
(日)に延期

滋賀けんせつみらいフェスタ2021
重機の見学・試乗、ものづくり体験など、建設業の魅力を発信するイベントで
す！

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

42

11月6日(土)、7日
(日)　、3日(土)、14
日(日)

学林作業
学校の財産である学校林を保全し、子ども達の教育に有効活用し、今後につなげ
ていくために作業します。

学林
日野町立日野小学
校PTA

日野町立日野小学校
PTA学林育成部

0748-52ｰ0073

43
11月6日（土）、20日
（土）

親子英語ＤＥエクササイズ教室
小学校において英語科が加わったことから、早期に英語に親しむ機会を提供しま
す。親子で英語を用いたエクササイズを楽しく実施し、親子の触れ合いの場とし
ます。

県立武道館 幼児・保護者 県立武道館 077-521-8311

44 11月7日（日） 希望が丘秋のプチキャンプ
秋をテーマにした自然体験や野外調理を行い、自然やアウトドア活動への興味関
心を高めていただきます。

滋賀県希望が丘文化公園
野外活動センター

子どもを含む家族
やグループ

滋賀県希望が丘文化公
園　野外活動センター

077-586-1100

45 11月7日(日）
部落解放・人権確立をめざす第46回滋
賀県青年集会
※高校生等交流集会と合同開催

県内の青年が部落差別をはじめ、あらゆる差別の現実を学び、互いの思いや願い
を交流するとともに、人権尊重に向けた実践活動をさらに発展させる目的で実施
します。また、各地域、職場、団体での人権を尊重する取組をさらに発展させ、
連帯の輪を広げるため、高校生等とも交流の場を設けます。
　　時間　13:45～16:00

近江八幡市文化会館
大ホール

どなたでも
公益財団法人
滋賀県人権センター

077-522-8253

46 11月7日(日）
2021滋賀県高校生等交流集会「ヒュー
マンライツwithアクション」※青年集
会と合同開催

県内の高校生等の若者が自ら人権をテーマに交流・連帯を深め、地域のリーダー
としてそれぞれの地域社会において活動できるための育成事業を目的としていま
す。さらに、実行委員会を通じて同世代や青年層との連帯を高め、広く人権を大
切にする集団作りをめざします。
　　時間　13:45～16:00

近江八幡市文化会館
大ホール

どなたでも
公益財団法人
滋賀県人権センター

077-522-8253

47
11月9日(火)～12
日(金)

ブロック駅伝大会 県駅伝大会のブロック予選会
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

48
11月9日（火）、16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、有望な選手の発掘や強化を目的として、国際大会
の舞台や２巡目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
（滋賀県立体育館）

小学生・中学生
ウカルちゃんアリーナ
（滋賀県立体育館）

077-524-0221

49
11月10日（水）、17
日（水）、24日（水）

なかよしスポーツ教室
幼児、児童低学年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、活発でたくましい幼児・児童の
育成を図ります。

ウカルちゃんアリーナ
（滋賀県立体育館）

年中・年長・
小学１～３年生

ウカルちゃんアリーナ
（滋賀県立体育館）

077-524-0221

50
11月10日(水）～
1１月１９日(金）

第65回滋賀県人権教育研究大会
（甲賀湖南大会）全体会動画配信

「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」を
テーマに、半世紀以上にわたる歴史を積み重ね、第65回目を迎える研究大会で
す。今年度は、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、動画配信での開
催とします。
＊詳細は（公社）滋賀県人権教育研究会ホームページでご確認ください。

ｗｅｂ開催 どなたでも 県人権教育課 077-528-4592

51 11月11日（木）  フィールドワーク
社会的課題（ＳＤＧｓ）から設定した研究テーマに基づき決定した取材先への訪
問（オンライン可）取材を実施します。

各取材先・
県立守山高等学校

高校２年生 県立守山高等学校 077-582-2289

52 11月11日（木）
インターネット人権マスター講座
オープン講座２

オープン講座の第２講座。早稲田大学研究助手の堀川裕介さんからネット依存の
現状と問題点についてお話しがあります。
　　時間　13:30～15:00

解放県民センター
「光荘」

どなたでも
公益財団法人
滋賀県人権センター

077-522-8253

　※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。
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53 11月11日(木） みんなで考える人権講座
 　演題（仮）自分らしく生きる　～ジェンダー・セクシャリティを学ぼう～

　講師　仲岡　しゅん　氏（弁護士）
　時間　13:40～15:30

和邇文化センター どなたでも
大津市教育委員会事務
局生涯学習課

077-528-2635

54
11月11日(木)～17
日(水)

税を考える週間

この週間は、国民・納税者の皆様に税の仕組みや目的等を考えていただき、国
税・地方税に対する理解をより一層深めていただくことを目的とした広報広聴週

 間です。テーマを「くらしを支える税」とし、国民・納税者の皆様の日常生活と
税の関わりに対する理解を図り、納税者意識の向上を図るため、様々な広報広聴
活動を行います。

― どなたでも 県税政課 077-528-3210

55 11月12日(金） 授業公開日 学習活動の参観をとおして、家庭との連携を深め教育内容の充実を図ります。 県立瀬田工業高等学校 保護者 県立瀬田工業高等学校 077-545-2510

56 11月12日(金） 読書講演会「あらしのよるに」 絵本作家の木村裕一氏を講師に招いて実施する読書の楽しさを学ぶ講演会
彦根市立高宮小学校
体育館

全校児童 彦根市立高宮小学校 0749-22-0512

57 11月12日(金） 第１回　学校見学会

中学校３年生とその保護者を対象とした説明会です。
 　　時間　18:15～20:00

 　　内容　・学校の概要説明　　　　施設見学
　　　　　・機械類型および電気類型の実習見学
　　　　　　　　※中学校から事前の申込が必要です。

県立瀬田工業高等学校定
時制校舎・実習棟

中学３年生の生徒
とその保護者

県立瀬田工業高等学校
定時制校

077-545-5315

58 11月13日(土) 公開講座「わくわくテニス教室」
テニスを通じて、明るい豊かな街づくりや地域社会との交流・連携を実現するこ
とを目的として、プロ選手や大学生と一緒にテニスを楽しみます。

滋賀大学彦根キャンパス
テニスコート

小学生以上
滋賀大学
産学公連携推進課

0749-27-1279

59 11月13日(土) 昼間の星観察
天文ドームで昼間に見える星を観測します。
　　時間　10：30～

大津市科学館天文ドーム
小学生以上、幼児
も参加可

大津市科学館 077-522-1907

60 11月13日（土）
文化財を活用した健康増進ウォーキン
グ

魅力あふれる滋賀の多彩で豊かな文化財を、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ります。（健康づ
くりのためのミニ講座とウォーキングを実施）

野洲市五条一帯 どなたでも 県文化財保護課 077-528-4674

61 11月13日(土) 国際情報高校 中学生一日体験入学
中学３年生や保護者の方に国際情報高校の理解を深めてもらうため、体験授業を
はじめ、学校説明、施設見学、部活動見学、進路相談を行います。

県立国際情報高校
中学３年生とその
保護者

県立国際情報高校 077-554-0600

62 11月14日(日) 鳥居本学園ＰＴＡ資源回収
ＰＴＡ厚生部を中心とした活動で、校区住民に段ボールや古新聞・古雑誌などの
資源回収をＰＴＡ役員や地域委員、生徒、教職員等が協力して行います。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・生徒・教
職員

彦根市立鳥居本小学校 0749-22-2214

63 11月14日(日) 醒井紅葉ます祭
養殖ビワマス等の在来マスの普及や地元活性化、水産物に慣れ親しんでもらうこ
とを目的として実施します。

醒井養鱒場 どなたでも
滋賀県漁業協同組合連
合会（醒井指定管理
者）

0749-54-0301

64
11月14日(日)、28
日(日）

栗東市アドベンチャーキャンプ2021
レクリエーション、野外炊飯、クラフト等を通じて異学年、他学校との交流を行
う。

14日(日)ブルーメの丘
28日(日)栗東市学習支援
センター

栗東市内の小中高
生

栗東市アドベンチャー
キャンプ実行委員会

077-551-0496

65 11月16日(火） フリー参観
２～４校時をフリー参観として、保護者および地域の方々に授業を公開します。
なお、各学級とも１時間は「特別の教科 道徳」を公開します。
　　時間　9:35～12:15（２～４校時）

彦根市立稲枝北小学校・
各教室等

保護者・地域の方 彦根市立稲枝北小学校 0749-43-2205

66 11月16日(火） いなむら教育を語る会

今年度に実施した各種評価やアンケート結果について報告し、地域の関係諸団体
等代表の方から、本校教育に対するご意見や要望をお聞きし、今後の教育活動等
の充実改善に反映します。
　　時間　13:30～15:00

彦根市立稲枝北小学校
音楽室

地域の関係諸団体
等代表・校長・教
頭・教務

彦根市立稲枝北小学校 0749-43-2205

67
11月17日(水）、18
日(木）

道徳と教科の授業公開 保護者を対象に、全学年の道徳と教科の授業を公開します。
大津市立青山中学校
各教室

保護者 大津市立青山中学校 077-549-0348

68 11月17日(水） 避難訓練 地震・火災を想定しての避難訓練 県立東大津高等学校 全校生徒 県立東大津高等学校 077-545-8025

　※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。
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69 11月17日(水） ハローパーティー
外国人ゲスト（６名）を招き、様々な国について話を聞いたり、自分たちが調べ
た日本の遊びやふるさとの紹介などをします。国際理解教育の一環として行いま
す。時間と場所を限定し、保護者は分散参観とします。

米原市立春照小学校
全校児童・保護
者・教職員・ゲス
ト

米原市立春照小学校 0749-55-0150

70 11月17日(水） 学習参観とＰＴＡ研修会
 各学級の授業参観

ＰＴＡ研修部主催の講演会（講師や講演内容は検討中）
高島市立マキノ南小学校
各教室・体育館

保護者・地域の方
高島市立マキノ南小学
校

0740-27-0013

71
11月17日（水）、24
日（水）

スポーツデー
家族、友人、職場のサークルなど、県民のライフスポーツを定着させるため、気
軽にスポーツができる機会を提供し、スポーツへの興味関心と健康の保持増進を
図ります。

ウカルちゃんアリーナ
（滋賀県立体育館）

幼児～成人
ウカルちゃんアリーナ
（滋賀県立体育館）

077-524-0221

72 11月18日(木） 永っ子広場 各学年の学習の成果の発表と芸術鑑賞
長浜市立永原小学校およ
び西浅井いきいきホール

児童・保護者・学
校運営協議会・教
職員

長浜市立永原小学校 0749-89-0004

73 11月19日(金） 第72回滋賀県中学校駅伝競走大会
ブロック駅伝予選会を勝ち抜いたチームによる県大会。男女それぞれ上位5校に近
畿大会(兵庫大会)、上位2校に全国大会(滋賀大会)出場の権利が与えられます。

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

74 11月20日(土） ふたばの日
双葉中学区の保護者及び園児、児童、生徒を対象に講演等を行い地域での教育に
ついて考える機会とします。

米原市立双葉中学校
体育館

双葉中学区保護
者・園児・児童・
生徒

米原市立双葉中学校 0749-52-0059

75 11月20日(土） 公開講座「らくらく野球教室」
スポーツを通じた地域社会の活性化を目指し、子どもたちが地域の仲間と一緒に
“気楽に”“楽しく”野球に触れる機会を提供します。

滋賀大学彦根キャンパス
野球場

小学生
滋賀大学
産学公連携推進課

0749-27-1279

76 11月20日(土） 「ふたばの日　教育フォーラム」
双葉中学校で「教育フォーラム」を実施します。内容は、双葉中学校吹奏楽部、
子育て講演会、パネルディスカッションの３本だてです。

ふたば体育館
双葉中生徒・保護
者

米原市立双葉中学校 0749-52-0059

77 11月20日（土） 部落解放第58回滋賀県女性のつどい
部落差別や女性差別の現状から学びます。部落解放ならびに女性解放に向けたつ
どいになります。
　　時間　13:30～16:00

米原学びあいステーショ
ン

どなたでも
公益財団法人
滋賀県人権センター

077-522-8253

78 11月20日(土） キャンパスＳＤＧｓびわ湖大会2021
ＳＤＧｓをテーマに、学生と知事の意見交換やゲストによる基調講演、また小学
生から大学生までのＳＤＧｓに関連する活動を行っている様々な団体が参加する
活動報告会を行い、情報交換や交流を図る。

滋賀県立大学
（WEB開催）

小学生以上
滋賀県立大学
地域共生センター

0749-28-9851

79 11月20日(土） 満天の星空in大津
職員による季節の星空解説です。
　　時間　11:00～

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

80 11月20日(土） 朝日っ子学習発表会
 学年ごとにテーマを決めて、学習してきたことを発表を行います。

  　　２校時…奇数学年　　３校時…偶数学年
　　　　　※児童及び保護者は、順次入れ替わります。

長浜市立朝日小学校
体育館

保護者 長浜市立朝日小学校 0749-79-0002

81 11月20日（土）
学習参観
児童引き渡し訓練

授業時の児童の様子を保護者が参観します。下校時には、災害、事故、事件等が
起きたときに行う「児童の引き渡し」の訓練を実施します。

長浜市立朝日小学校
各教室

保護者 長浜市立朝日小学校 0749-79-0002

82
11月20日(土）、
21日(日）

 しがらき学ノススメ！
穴窯体験講座（上級）

 信楽大壺をつくる

陶芸家の指導のもと作品をつくり穴窯で焼成する体験を通して、穴窯の知識と技
 術の普及を図ります。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

83 11月22日(月） ３年生親子進路学習会
３年生の生徒・保護者を対象に、中学卒業後の進路決定にむけて学習会を行い、

 理解を深めてもらいます。
彦根市立西中学校
体育館

３年生生徒・保護
者

彦根市立西中学校 0749-22-4808

84 11月23日(火）
ぶんさん０歳児からのコンサート
＜文化芸術×共生社会フェスティバル
参加＞

びわ湖ホール声楽アンサンブルと大阪交響楽団メンバーによる特別編成のファミ
リーコンサートです。赤ちゃんから年配の方々まで幅広く楽しんでいただくた
め、演奏曲目からベビーカー席や車いす席の設置など、内容から設備まで様々な
配慮がなされた演奏会です。

滋賀県立文化産業交流会
館イベントホール

どなたでも
滋賀県立文化産業交流
会館事業課

0749-52-5111

　※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。



 令和３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

85 11月23日(火） 「環境美化の日」環境美化活動 清掃活動　　時間　9:30～10:00 野洲川運動公園周辺 希望する生徒 南部環境事務所 077-567-5456

86 11月25日(木） 学習参観日
密を避けるため２校時～４校時まで３時間の授業を公開し、そのうち１時間を参
観とします。

彦根市金城小学校
各教室

保護者 彦根市立金城小学校 0749-22-4898

87 11月26日(金） 学習参観日 保護者が児童の学習の様子を参観します。 野洲市立三上小学校 保護者 野洲市立三上小学校 077-587-0049

88 11月27日(土） 太陽黒点観察
天文ドームで投影版を使って太陽黒点を観測します。
　　時間　10:30～

大津市科学館天文ドーム
小学生以上、幼児
も参加可

大津市科学館 077-522-1907

89 11月27日(土） 科学工作教室
科学好き、工作好きの子どもを育成を目指します。
　　テーマ「LEDイルミネーションを作ろう」

 　　時　間 9:30～
大津市科学館実験室

小学５年生～中学
３年生（申込要）

大津市科学館 077-522-1907

90 11月27日(土） 中学生実技体験入学
 実技体験を通じて本校の教育内容を理解し進路選択の参考にしてもらいます。

 今回は化学工業科のみの実施（午前）。
　　※参加希望者は中学校を通して申込みをしてください。

県立瀬田工業高等学校
化学工業科の実習棟

中学３年生 県立瀬田工業高等学校 077-545-2510

91 11月27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）：妹背の里～雪野山ウォーク

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
総務課企画広報係

077-586-2110

92 11月28日(日） プラネタリウムオーロラ特別講演

講師の中垣哲也氏に、プラネタリウムにて、オーロラの写真・映像とともに楽し
いお話を聞くことができます。

 　　テーマ「プラネタリウムでオーロラ体験　地球の奇跡を実感しよう」
　　４回公演　①10:30～　②11:30～　③13:30～　④15:00～

大津市科学館プラネタリ
ウム

小学生以上（申込
要）

大津市科学館 077-522-1907

93 11月30日（火） 出前講座
講師　　山田 淳子
テーマ「子どもの興味関心に合わせた子どもが楽しんで取り組める運動遊び」

草津立市立志津こども園 園児・保育者
滋賀大学教育学部
教育実践総合センター

077-537-7993

　※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。


