
 

 

 

 

教育長定例記者会見 

  

 

 

 

＜広報事項＞ 

 

〇「滋賀 教育の日」について 

・・・・・２ 

 

 

○令和４年９月－10 月の広報事項＜教育委員会＞     

・・・・・３ 

 

 

 

＜話題提供＞ 

 

〇石山高等学校『第 53 回音楽科定期演奏会』 

～音楽科の学習の成果を発表する学校行事～ 

・・・・・５ 

 

 

〇滋賀県政 150 周年記念事業  

公文書館所蔵資料活用公開授業について 
・・・・・６ 

 

 

〇人権文化の花を咲かせよう 

第 66 回滋賀県人権教育研究大会（東近江大会） 

・・・・・７ 

 

 

配布資料 

日時：令和４年９月 15 日（木）11：00  

場所：教育委員会室 
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企業から学ぼう！ 
● 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 

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」 

問合せ先：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 

シンボルマーク 
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令和４年９月～10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）

9月17日（土）
11:00～20:00

LINK UP FESTA
2022にて、伊吹
高生が開発した
パンを販売

　県立伊吹高等学校では、総合的な探究の時間に「湖北未来
プロジェクト（ＫＭＰ）」として、地域探究活動に取り組ん
でいます。本年度は、つるやパンと共同で「高校生に刺さる
パン」の開発を行っています。このプロジェクトで生まれた
パンをLINK UP FESTA 2022というイベント（事務局：一般社
団法人長浜青年会議所）で販売を行います。このイベントで
は、パンの販売だけでなく、司会等にも伊吹高生が携わり、
書道部、筝曲部によるステージ・ワークショップも予定して
います。
　　・会　場：8月6日：江北図書館駐車場
　　　　　　　9月17日：伊吹薬草の里文化センター
　　・参加料：無料

県立伊吹高等
学校

中川　裕子
0749-55-2350

9月29日（木）
11:10～11:30

令和４年度　学
習船「うみの
こ」不審者侵入
防止訓練

　学習船「うみのこ」への不審者侵入を想定して、乗組員の
連携による通報・防護活動を敏速かつ的確に行い、児童の安
全を確保できるよう訓練をします。
・実施場所：大津港桟橋

※今年度も乗船校不在での訓練となります。

滋賀県立びわ
湖フローティ
ングスクール

谷口　健太郎
077-524-8225

9月30日（金）
13:45～17:00

10月16日(日）
10:00～14：30

日野高カフェ
＠Home営業につ
いて

　３年生の「課題研究」の授業の一環として「起業者教育・
課題解決能力の育成・地域理解の推進」などを目的に、月に
一度CAFÉの営業を行っています。地域の方に愛されるお店作
りを目指し、６年目を迎えました。
　また、日野町内の商店で作られている商品も販売する予定
です。

　　場　所：近江鉄道日野駅舎「なないろ」

日野高等学校
奥村　源

0748-52-1200

10月1日（土）
14:00～16:00

第53回音楽科定
期演奏会

　詳しくは、５ページをご覧ください。
県立石山高等
学校

深山　朗子
077-537-3371

10月5日（水）
13:20～15:20

滋賀県政150周
年記念事業　公
文書館所蔵資料
活用公開授業に
ついて

　詳しくは、６ページをご覧ください。 高校教育課
御厨　篤志
077-528-4573

10月9日（日）
10:00～11:30
13:00～15:00

「うみのこ」見
学会

　学習船「うみのこ」における魅力ある活動の一部を広く保
護者や県内外の方々に公開し、フローティングスクール事業
への理解を図ります。
　学習船「うみのこ」の船内見学やびわ湖学習の体験を通し
て、児童と保護者が安心して乗船できる一助とし、フロー
ティングスクールの思い出を通して親子がつながるきっかけ
とします。
　　・会　場：大津港停泊中の学習船「うみのこ」
　　・参加料：無料　事前申込は不要
　　・持参物：上ばき
　　　　※受付は午前午後ともに終了時刻の30分前です。

滋賀県立びわ
湖フローティ
ングスクール

谷口　健太郎
077-524-8225

10月16日（日）
13:00～15:30

滋賀県ジュニア
音楽祭

　普段接することのない児童・生徒が一堂に会し演奏を披露
しあう機会を設けるため、また、一層音楽を愛好する心を育
てるため実施します。
　・対　象：県内に在住または在籍する小中学生
　・会　場：県立石山高等学校湖声ホール
　・参加費：１プログラム１０００円
　　　　　　　（講師による講評をお渡しします）
　・申込期限：8月19日(金)

県立石山高等
学校
県立石山高等
学校音楽科同
窓会

深山　朗子
077-537-3371

①　学校行事、募集等
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令和４年９月～10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25日(火)
13:50～14:10

学習船「うみの
こ」地震発生時
対応訓練

　学習船「うみのこ」での地震発生を想定して、乗組員なら
びに乗船校引率教員の連携による避難誘導を敏速かつ的確に
行い、児童の安全を確保できるよう訓練をします。
　　・実施場所：長浜港沖航行中の「うみのこ」船内
　　・参加者　：乗船校関係者（河南小学校・坂田小学校
　　　　　　　　・永原小学校）児童130名、教職員14名、
　　　　　　　　「うみのこ」乗組員（船員・食堂職員・
　　　　　　　　フローティングスクール所員）
　　　　　　　　　　　　14名、総合計158名

滋賀県立びわ
湖フローティ
ングスクール

谷口　健太郎
077-524-8225

（基準日）
10月27日（木）
10月28日（金）

第43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
各地で発表・展示を行います。開催部門は、合唱、吹奏楽、
器楽・管弦楽、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、
弁論、文芸です。
　※詳細は高等学校文化連盟事務局まで、電話にてお問い
　　合わせください。

滋賀県高等学
校文化連盟事
務局
（県立八日市
高等学校内）

事務局長
安田　祥代
0748-23-3322

募集中～
9月30日（金）

「しが中学生お
すすめ本50
選」・「しがは
いすくーるおす
すめ本50選」の
募集について

　同世代が読書の楽しさを伝える取り組みを行うことで、自
主的な読書活動のきっかけをつくり、読書活動の推進につな
がるように、中高生による中高生のためのおすすめ本の紹介
を実施します。
　県内の中高生が、「同年代に読んでほしい本」の紹介文を
200字以内で作成し、学校を通じて応募します。応募のあった
作品について、応募校等の生徒自身が審査員となり、今年度
の優秀作品を50編を選定する取組です。

生涯学習課
生涯学習振興
係

石田　奈緒子
077-5258-4650

10月7日（木）
14:30～16:45

第5回ふれあい
教育対談

　教職員等関係者との対談を通して地域の教育事情を的確に
把握し、本県教育の振興に生かすことを目的に、県教育委員
が、学校・園や教育関係機関、社会教育施設等を訪問し、教
育活動の現場や教育環境を視察します。
　　・場　所：彦根市立稲枝中学校
　　・テーマ：部活動の地域移行
　　　　　　　外部指導員の配置について

教育総務課
森野　浩史
077-528-4512
(内線4512)

10月18日（火）
14:00～

10月定例教育員
会

地方教育行政の組織及び運営に関する法律の規定に基づき会
議を招集し、教育行政の重要事項について審議を行います。
　　・会場：県庁新館４階教育委員会室
　　・議事：未定（前日、記者室ホワイトボードに掲示）

教育総務課
大橋　雄一
077-528-4512
（内線4512）

10月22日（土）
、23日（日）

第66回滋賀県人
権教育研究大会
（東近江大会）

詳しくは、７ページをご覧ください。 人権教育課
安居　和磨
077-528-4592

10月28日（金）
13:30～16:00

第２回子ども読
書ボランティア
研修会

　県内各地で実施する子ども読書ボランティア研修会を、今
回は野洲市で開催します。参加者相互の実践交流もあわせて
実施します。
　　・会　場：野洲市立図書館
　　・対象者：小・中・高校生向け本の読み聞かせ(朗読）
　　　　　　　ボランティア関係者、公共図書館等
　　・内　容：講演「ひろがる つながる 地域に根差した読
　　　　　　　　　　　書ボランティア活動」、実践交流・情報交換
　　・講　師：藤田直子氏（和歌山県社会教育委員会議議
　　　　　　　長、和歌山県大学教育学部教職大学院非常
　　　　　　　勤講師。８月に社会教育委員会議より「読
　　　　　　　書文化の醸成に向けて」を提言。県教育庁
　　　　　　　指導主事時代に「高校生よみかたりボラン
　　　　　　　ティア」の養成を通して、地域の高校生と
　　　　　　　小学生をつなぐ取組を始められました。）

生涯学習課
生涯学習振興
係

堀田　秀樹
077-528-4651
(内線 4651)

②　研修・会議等

※新型コロナウイルス感染症の状況に応じて、掲載する行事等が中止・延期される場合があります。
　事前にお問い合わせください。
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３年生による独唱や独奏、重奏、また、音楽科全生徒による合唱、合奏など、

音楽科生徒の日頃の学習成果を発表する場であるとともに、県内中学生や保

護者の方々に公開することにより、音楽科の魅力発信の機会としています。 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

  〇日 時 ： 10月１日（土） 

  開場 13:30   開演 14:00 開演 

〇対 象 ： 希望する中学生とその保護者、学校関係者 

       本校生徒（普通科１年生生徒含む）・保護者 

〇会 場 ： 栗東芸術文化会館さきら 大ホール 

〇参加料 ： 無料 

〇事前申込： 必要（申込期限 9月22日） 

〇その他 ： 新型コロナウィルス感染症の感染状況により、 

参加対象者の縮小等を行うことがあります。 

 

記者発表資料 

発表年月日：令和４年（2022 年）９月 15 日 

所 属 名：県立石山高等学校 

担 当 者 名：深山 朗子 

電   話：077－537－3371 

E-mail：ma44e@pref-shiga.ed.jp 

 

石山高等学校 

『第 53 回音楽科定期演奏会』 
 

～音楽科の学習の成果を発表する学校行事～ 

【演奏予定の曲目（抜粋）】 
 ＜管弦楽合奏＞  

・喜歌劇「こうもり」序曲 
（ヨハン・シュトラウスⅡ世 作曲） 

 ＜合唱＞ 
・Ｍａｌａｋａｔｕｍｂａ 
（Josu Elberdin 作曲） 

＜ピアノ独奏＞ 
   ・バラード第２番 Ｓ.171/Ｒ.16 ロ短調 

（Ｆ．リスト 作曲） 
 ＜スネア独奏＞ 
   ・ＡＳＶＥＮＴＵＲＡＳ  

（Ａ．ゲラシメス 作曲） 
 ＜独唱＞ 
   ・恋とはどんなものかしら  

（Ｗ．Ａ．モーツァルト 作曲）  

←石山高校の HP はこちら 
※取材に関するお問い合わせは、上記担当者ま

でお電話いただきますようお願いします。 
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提 供 年 月 日：令和４年(2022 年)９月 15日 

部 局 名：教育委員会 

所 属 名：高校教育課 

係 名：学校経営支援係 

担 当 者 名：有馬、御厨 

連 絡 先 (内 線 )：077-528-4573  (4573)  

Ｅ - m a i l：ma0902@pref.shiga.lg.jp 

 

 

 

滋賀県政 150 周年記念事業 公文書館所蔵資料活用公開授業について 
 

中学校および高等学校学習指導要領では、歴史学習において「資料」を積極的に活用するこ

とが重視され、また、滋賀県公文書等の管理に関する条例においても、資料の提供その他の方

法により、特定歴史公文書等の「学校教育における活用」を図ることが規定されています。 

令和３年度に、県政150周年事業の一環として、公文書館と連携し特定歴史公文書等を活用し

た中学校および高等学校における授業の学習指導案を作成しました。つきましては、９月29日

に「滋賀県誕生の日」から150年の節目を迎えることから、特定歴史公文書等を活用した公開授

業を実施することとしました。 

 

 

１ 目  的  高等学校学習指導要領の改訂を踏まえ、特定歴史公文書等やＩＣＴを活用した新たな

学びとその手法について普及を図る。 

 

２ 日  時  令和４年 10月５日（水）13時 20 分から 15時 20分まで 

 

３ 場  所  滋賀県立膳所高等学校（大津市膳所二丁目 11－１） 

 

４ 参 加 者  県内の県立高等学校教員および市町立中学校教員等 

 

５ 実施内容  13:20～14:10 公開授業  

          ・内 容 「富国強兵と文明開化」（「歴史総合」１年９組） 

・主 題 「膳所城と彦根城の近代」 

          ・授業者 山本茂雄 教諭（滋賀県立膳所高等学校） 

14:20～15:20 シンポジウム  

・テーマ 「歴史学習等における公文書館所蔵資料の活用について」 

・シンポジスト 大学教授、公文書館職員、授業者等 

 

６ そ の 他  ・公開される授業の概要については、「滋賀のアーカイブズ」NO.12 を御覧

ください。（ＵＲＬ https://archives.pref.shiga.lg.jp/index.php） 

 

・新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、内容が変更となる場合があります。 

 

記者発表資料 
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記者発表資料 

                                       
 

人権文化の花を咲かせよう 

第 66 回滋賀県人権教育研究大会（東近江大会） 

 

３年ぶりに県内の保育・教育関係者や、保護者、地域、企業、関係団体等が集

い、「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。」

を主題に、様々な人権問題を、他人事ではなく自分自身の問題として捉え、解決

のために「自分にできること」を考えるきっかけとするために、第 66 回滋賀県

人権教育研究大会を開催します。 
 

【テーマ】 

  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 

【現地大会テーマ】 

人権文化の花を咲かせよう～気づき、つながり、共育ち～ 
 

【10月 22 日（土）全体会】12：20～16：00 

東近江市八日市文化芸術会館 

・現地メッセージ 
「人権文化の花を咲かせよう～気づき、つながり、共育ち～」東近江市からの発信 

・特別報告「『しづらさ』のさきに～エクレレで共に作り、共に感じ～」 
   社会福祉法人蒲生野会プリズム：西村 俊 さん 
・記念講演「部落差別の現在～学ぶことで見えてくるもの～」 
   関西大学社会学部：内田 龍史 さん              他 

 

【10 月 23 日（日）分科会】9：00～13：00 

能登川中学校、能登川南小学校、五個荘中学校、能登川コミュニティセンター 

・東近江市内の小・中学校で分科会 
   ７８本の実践レポートを持ち寄り、２７の分散会に分かれて討議 
・夜間中学についての特別分科会 
   映画「こんばんはⅡ」の上映、講演 和歌山信愛大学：江口 怜 さん 

 

※参加費は無料です。どなたでも参加できますが、コロナ禍のため事前申し

込みが必要です。なお、１日目の全体会は後日、動画配信を行います。 

滋賀県人権教育研究会のホームページをご覧ください。→ 

 

※取材していただく場合、事前に御連絡ください。 

発表年月日：令和４年（2022 年）９月 15 日 

部 局 名：教育委員会 

所 属 名：人権教育課 企画振興係 

担 当 者 名：安居 

電   話：077-528-4592 

E - m a i l:ma02@pref.shiga.lg.jp 
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