学校支援メニュー
総括版

滋賀県教 育 委 員 会

はじめに
■「地域の力を学校へ」推進事業について
滋賀県教育委員会では、平成19年度より、専門的な知識や技能を持った地域の人々・企業・
団体・ＮＰＯ等（以下「支援者」という。）が学校を支援する仕組みづくりを目的として「地域の
力を学校へ」推進事業に取り組んでいます。生涯学習課に学校支援ディレクターを配置し、「し
が学校支援センター」が学校と支援者をつなぎ、連携授業をコーディネートしています。

■「学校支援メニュー」総括版について
「地域の力を学校へ」推進事業への関心の高まりとともに、「学校支援メニュー」の登録団体や
メニュー数が増加し、学校支援の輪も広がっています。
そこで、
「学校支援メニュー」を有効に使っていただくために、これまで発行した４冊の「学
校支援メニュー」ハンドブックに掲載しているメニューの内容を１冊にまとめ、『
「学校支援メ
ニュー」総括版』として発行することとなりました。
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学校支援メニューとは？
出前授業や見学、ならびに校外学習の受入等で提供できる学校支援のことです。
支援者に登録いただいた内容を、メニューとして用意し、子どもたちに基礎・基本
を定着させたり、補充･発展学習を行っていただくなど、主として学校の授業で活用
していただいています。

連携授業までの流れ
「しが学校支援センター」に相談・依頼を！
「このメニューで連携授業を行いたい。」「メニューの詳しい内容をもっと知りたい。」
「他にも、こんな授業はできないの？」などのご相談はお電話で！
まずは「しが学校支援センター」にご連絡ください。

学校

支援者

幼稚園・小学校・中学校
高等学校・特別支援学校
等

⑤打ち合わせ

地域の人々・企業・
団体・NPO 等

学校支援
連携授業風景

紹
介

しが学校支援センター（滋賀県教育委員会事務局生涯学習課）
〒520-8577 滋賀県大津市京町四丁目１番１号
TEL：077−528−4654
FAX：077−528−4962
E-mail：ma0601@pref.shiga.lg.jp
HP：http://www.nionet.jp/
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②問い合わせ

③提案・回答

④

①依頼・相談

学校支援ディレクターにお問い合わせください

学校と支援者による連携授業の実践例
「働くこと」

「選挙を体験してみよう」

社会保険労務士から、社会保険について学ぶ【高等学校】

模擬選挙を体験し、選挙制度について学ぶ【中学校】

「漁師と一緒に琵琶湖の恵みを
食べようプロジェクト」

「中学生チャレンジウィークに
向けてのマナー講座」

漁師から琵琶湖の環境について学ぶ【小学校】

挨拶やマナーについて学ぶ【中学校】

「くらしとごみ」

「ものづくりの現場に学ぶ」
ごみの積込み作業を体験し、リサイクルなどについて学ぶ【小学校】

一冊一冊のノート作りにかける思いから学ぶ 【中学校】

●生徒たちにとって学ぶことがたくさん
ありました。すばらしい機会を持た
せていただき、お世話になった方々
には感謝の気持ちでいっぱいです。

●生徒のみなさんと楽しく学習ができ、
とてもうれしかったです。

●事 前の 打合 せや授 業 内容 等、丁寧
に準備していただき、充実した授業
ができました。

●この 連 携 授 業で の 体 験 が、次の 活
動にどうつながっていくのか楽しみ
です。

●子どもたちが話し合って考え、発表
する姿を見ていて、子どもたちが主
体的に学べたことを実感しました。

●こちらに任せきりでなく、先生がサ
ポートしてくださり、スムーズに進め
ることができました。
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●子どもたちが将来の夢を考える一助
になればうれしく思います。

「夢タイム〜生き方学習〜」

「おなか元気！みんな元気！」

様々な職業の方から、仕事や生き方を学ぶ【小学校】

生活のリズムを整えることの大切さを学ぶ【幼稚園】

「３Ｄプリンターで
何ができるの？」

「ロボットを動かしてみよう」
車ロボットをラインに沿って走らせるプログラミングを学ぶ【小学校】

21世紀の日本を支える“ものづくり”について学ぶ
【特別支援学校】

その他の取組
しが学校支援メニューフェア

「学校支援メニュー」について
支援者が教員に説明

「学校と地域を結ぶコーディネート担当者」等新任研修

「情報交換会」
パネルディスカッションの様子

ＫＪ法による「実践交流」の様子

学校と支援者の連携を一層促進

支援者や教員との意見交換をと

学校と地域を結ぶ指導的役割を

するため、「学校支援メニュー」
に登録する支援者と教員等が一
堂に会し、気軽に意見交換でき

おして「学校支援メニュー」に
ついての理解を深め、連携授業
のあり方や様々な教育活動への

担う教員の研修を年３回実施し
ています。第３回目の研修では、
各学校での実践をグループに分

る場を設定しています。

活用について考えます。

かれて交流しています。

−3−

安
全

分野別「学校支援メニュー」一覧
「学校支援メニュー」の見方

「学校支援メニュー」のテーマ、対応できる内容等を分野
別に掲載しています。メニューによっては、謝金や旅費、材
料費などが必要な場合もありますのでご留意ください。

分野／自然・環境
番号

機関・施設・団体名

謝金
旅費
等

対応できる内容等

①小、中、高、般 ②総、理 など ③出前授業 * 材料費 ** 遠方は要

③主となる支援形態
出前授業、見学／校外学習 = 校外学習、

①対象：幼稚園児・保育園児＝幼
小学生＝小
中学生＝中
高校生＝高
一 般＝般
※ PTA 親子行事や保護者、教職員対象
のメニューも 一般 としています。
それ以外の表記は、現在ホームペー
ジに掲載中のとおりです。

それ以外の表記は、現在ホームページ
に掲載中のとおりです。

②対応教科等：国語＝国 社会＝社 算数 = 算 数学＝数 理科＝理
生活＝生 音楽＝音 図画工作 = 図 美術＝美 体育＝体
保健体育＝保 家庭 = 家 技術・家庭＝技・家 英語＝英
道徳＝道 特別活動＝特 学級活動 = 学活 総合的な学習の時間＝総

*

琵琶湖の環境について

応相談

（例）琵琶湖の水質や生態系、外来魚が琵琶湖の生態系に与える影響について、
実験を通して学習を進めます。

○○株式会社
0

応相談

テーマ

**

謝金、旅費に
* や ** が あ
る 場 合、「 対
応できる内容
等」欄内で留
意事項を説明
しています。

※教科はあくまで参考です。それ以外の表記は、現在ホームページに
掲載中のとおりです。

分野／安全
番号

通学路（校区内）における
安全マップ作り

不要

５

不要

一般社団法人
日本損害保険協会近畿支部

不要

みんなで楽しく「ぼうさいダック」

応相談

一般社団法人
日本損害保険協会近畿支部

ＪＡＦに登録したボランティアが音楽を通じて幼稚園児およびその保護
者を対象に交通安全教室を行います。
「一般社団法人日本自動車連盟」のホームページをご覧ください。

不要

４

ＪＡＦドレミぐるーぷ滋賀
交通安全教室

*当連盟規定実費

不要

３

①小、中、高 ②総、生 ③出前授業

不要

一般社団法人
日本自動車連盟滋賀支部

クルマの特性を理解し、クルマと自転車による交通事故防止と交通安全
に役立てていただく内容です。
「一般社団法人日本自動車連盟」のホームページをご覧ください。

*

ＪＡＦ交通安全教室

①小
（５〜６年）、中、高、般
（保護者・教職員） ②総、道、特、技・家
③出前授業

不要

一般社団法人
日本自動車連盟滋賀支部

昨今子どもたちがスマホ等を使い、インターネットを容易に利用できる環
境の中で、子どもたちをインターネットのトラブルや事件・事故から守る
ことが目的です。子どもたちに迫るトラブル等の実態や特徴を学び、受
講後、親子等の対話により、インターネット利用時の家庭内ルールの作
成を推奨する内容です。講座のお申込みは開催日より３ヶ月前の末日です。

謝金
旅費
等

不要

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

２

対応できる内容等

テーマ

不要／一部有料

１

機関・施設・団体名

①幼 ②− ③出前授業

派遣講師による「ぼうさいダック」の実演
（カードゲームを通して災害時の初動を楽しく学びます。）
詳細は「一般社団法人日本損害保険協会」のホームページをご覧くださ
い。
①幼 ②− ③出前授業

資料送付、事前説明および当日のまち歩きとマップ作りのサポート。
※本テーマは、全国規模のマップコンクールの対象となりますので、申
込みいただきますと、実施キットを提供します。
防災・防犯・交通安全等のテーマで実施いただけます。
詳細は
「一般社団法人日本損害保険協会」のホームページをご覧ください。
①小（３〜６年） ②−
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③出前授業

機関・施設・団体名

不要

不要

不要

不要

不要

不要

不要

不要

不要

不要

不要

不要

不要

不要

不要

要︵応相談︶

不要

スマホ・ケータイ安全教室

ネットトラブルを未然に防ぐための知識や心構えをトラブルの実例を挙
げながらスライドや映像を使ってわかりやすくお話します。
「株式会社ＮＴＴドコモ」のホームページをご覧ください。
電車・バス等で伺うため訪問できない場合、また、開催日時の重複等に
より、ご希望にそえない場合もございます。

謝金
旅費
等

不要

株式会社ＮＴＴドコモ
６

対応できる内容等

テーマ

①小、中、高、般（保護者・教員向け）
②技・家、特、情報の時間（高校）③出前授業

７

公益財団法人
滋賀県交通安全協会

楽しく学ぶ交通安全教育

佐川急便株式会社
８

さがわきゅうびん
交通安全教室・環境授業

１．自転車シミュレーター等を利用した歩行者、自転車利用者に対する
参加・体験・実践型の楽しく学ぶ交通安全教室
２．シートベルト、チャイルドシート着用衝撃体験教室等
①幼、小、中、高、般 ②特、総、保 ③出前授業

子どもたちの生命を悲惨な事故から守りたいという強い思いから、全国
の営業店で実施しています。運営の中心は弊社従業員で、日頃からハン
ドルを握っているドライバーが中心となり、子どもたちの真剣なまなざし
や笑顔に出会うことで、教える側も改めて多くのことを学び、安全に対す
る意識を向上させています。／信号教育、横断歩道の渡り方、車両の特
性
（死角）、正しい自転車の乗り方、環境授業
「地球環境について考えよう」
①（幼）、小

自衛隊滋賀地方協力本部
９

知ってみよう！自衛隊の仕事
（出前授業）

自衛隊滋賀地方協力本部
10

見て、感じる！自衛隊の仕事
（見学）

②理、社、生、総

③出前授業

日本の平和と独立及び国民・滋賀県民の暮らしの安心・安全を守るため
の幅広い分野にわたる自衛隊の仕事をわかりやすく説明します。校内説
明にかかる費用は一切ありません。
詳細は、「滋賀地方協力本部」のホームページをご覧ください。
①幼、小、中、高、般 ②特 ③出前授業

日本の平和と独立及び国民・滋賀県民の暮らしの安心・安全を守るため
の自衛隊の仕事について、実際に駐屯地・基地等や装備・車両等を直接
目で見ていただくことにより、災害に備えた普段の準備や訓練等に取り
組む隊員の生の声を確認いただくことが可能です。
詳細は、「滋賀地方協力本部」のホームページをご覧ください。
①幼、小、中、高、般 ②総 ③校外学習

滋賀県土木交通部
11 建築課建築指導室

工作で学ぼう住まいの防災教室

住宅の紙模型を作成しながら、紙模型による簡単な住宅の耐震実験を
行い、住まいの地震対策の必要性について学んでいただきます。 また、
地震と住まいに関する○×クイズにより、地震発生のしくみから住まい
の地震対策の必要性までを学んでいただくメニューも用意しています。
電源（100Ｖ）が必要です。○×クイズの場合は、電源（100Ｖ）の他に、
Ｓ端子入力可能なモニターテレビが必要になります。
①小 ②社、理、図 ③出前授業

滋賀県土木交通部
流域政策局流域治水政策室
12

みんなで考えよう！
水害から命を守る「流域治水」

近年大雨による水害が多発していますが、水害への備えは十分ですか。水害
から命を守るために、水害の基礎知識の説明から通学路点検など現場での実
践まで、地域特性や対象者に応じた内容で講座を企画します。【最適な例】
学校が水害リスクの高い地域にある／自分の命は自分で守るという力をつけ
る授業がしたい／地域の水に関する歴史を学ぶ授業がしたい／学校として水
害対応に取り組みたい。他にも、ニーズにあった講座を企画します。
①小、中、般 ②社、理、総 ③出前授業

滋賀地震防災市民ネット
13

地震と防災についての学習

地震と防災の学習を通して、いのちの大切さや思いやりの気持ちを育む授業で
す。楽しく学ぶ、児童･生徒自身が気づき考える、自分の問題としてまとめ発
表する、家族と一緒に考える等を心がけ、先生方とご相談しながら手作りの授
業でお手伝いします。（例）阪神淡路大震災の被災VTR視聴／滋賀県と地震／
自分の部屋の安全点検／みんなで考えるクイズ 地震が起きたときどうする／
工作と実験 地震に安全な家／通学路の安全点検／ハザードマップの作成 等
①小、中 ②総、理 ③出前授業

デジタルアーツ株式会社
14

インターネット安全安心教室

インターネットの有効性とともに、その危険性と対策方法についてご説明
します。また、スマートフォンをはじめネットワーク音楽プレーヤー・ゲ
ーム機などインターネットに接続できる様々な端末について、無料メッセ
ージアプリなどのアプリについてもご説明を実施。実際にあった事件やト
ラブルの事例を元に、分かりやすく具体的に、また体験・体得できるよう
な内容を心がけております。当社ホームページもご覧ください。
①小、中、高、般 ②総 ③出前授業
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全

番号

安

分野／安全

安

分野／安全

全

番号

機関・施設・団体名

不要
不要
不要
応相談

ＡＬＳＯＫあんしん教室

不要

18

不要

ＡＬＳＯＫ

要

こども交通安全教室

応相談

ヤマト運輸株式会社
17 滋賀主管支店

不要

〜安全・安心・快適なドライブの
ために〜

不要

高速道路交通安全セミナー

不要

16

不要

中日本高速道路株式会社
（ＮＥＸＣＯ中日本高速道路
交通安全セミナー事務局）

不要

子育て家族防災
トレーニングプログラム

子育て世代の親子を対象に、減災の意識につながる防災トレーニング
をプログラム化し、親子で遊びながら防災トレーニングに参加するこ
とで、親子が緊急事態にも戸惑うことなく災害時の対応ができるよう
に防災トレーニングを実施する。

謝金
旅費
等

要

科学︵理数︶

特定非営利活動法人
ＮＰＯ子どもネットワークセンター天気村
15

対応できる内容等

テーマ

①幼、般 ② ― ③出前授業

高速道路と一般道との違いを学習します。／家族とのドライブの際に
万一のトラブルが起こった場合など、高速道路の安全・安心・快適なド
ライブをするためのノウハウについて、学習します。／「中日本高速道
路株式会社」のホームページをご覧ください。
①小（４〜６年）、中、高、般

②総

など

③出前授業

トラックの運転席から見る死角／車の制動距離／横断歩道の渡り方／自
転車の乗り方／人間の視覚（子どもの視野、反応）など
※くろねこ環境教室 もやっています。…紙芝居（低学年向け）、ハイ
ブリッド車について
①幼、小、中、高 ②− ③出前授業

守りのプロである現役ガードマンを派遣し、防犯授業を行います。／「安
心して登下校」編（低学年・高学年向け）／「安心してお留守番」編（中
学年向け）／「安全な街って何だろう」編（高学年向け）
「ＡＬＳＯＫ」ホームページをご覧ください。
①小 ②総 など ③出前授業

ＡＬＳＯＫ
19

『人の命を助けるってなんだろう』

倒れた人を発見した場合の対処法や心肺蘇生法を仲間との協力作業を体
験して「自分たちでもできることがある」と認識させます。また、それ
らの体験を通して、「思いやりの心」や「勇気」をもって行動する大切さ
を学びます。AEDの存在とその役割を「人命救助の模擬試験」をするこ
とによって、命の大切さを伝える授業です。
「ＡＬＳＯＫ」ホームペー
ジをご覧ください。
①小（高学年向け） ②道、体

KDDI株式会社
20

ケータイ（スマホ含む）の
安心・安全な使い方

③出前授業

KDDIケータイ教室認定講師が学校などにお伺いし、ケータイ・スマホ
を使う際に起こりやすいトラブル事例とその防止策や対処法をご説明し
ます。
KDDIケータイ教室サイトをご覧ください。
「KDDIケータイ教室」の受
講者には、テキストを差し上げています。
①小、中、高、般（保護者・教職員） ②総 など ③出前授業

21

NPO
日本ネットワークセキュリティ協会
（JNSA)

情報セキュリティ啓発セミナー
「インターネット安全教室」

学校や家庭でインターネットを利用する児童・生徒・教職員・保護者の方々を
対象に、インターネットを安全・安心に利用するにはどうしたらいいか、被害
にあったときにはどうしたらいいか、といった情報セキュリティの基礎知識を
習得するためのセミナーです。
「インターネット安全教室」のビデオ上映と講師
による解説を行います。授業時間にあわせて45〜90分程度で実施可能です。
当協会ホームページ インターネット安全教室をご参照下さい。
①小（３〜６年）、中、高

②総

③出前授業

分野／科学（理数）
番号

機関・施設・団体名

①小(４〜６年) ②総、理 など ③出前授業

−6−

不要

子ども電気安全・エネルギー
教室

「手作りモーター」や「備長炭電池」の組み立て実習を通して、電気に対
する興味を持っていただくことを目的としています。又、講義学習では
家庭内の身近な電気機器の正しい取り扱いや省エネルギーについて説明
を行います。
工作教材は当協会で準備します（無料）

謝金
旅費
等

不要

一般財団法人
関西電気保安協会滋賀支店
22

対応できる内容等

テーマ

分野／科学（理数）
番号

機関・施設・団体名

①小（５〜６年） ②理、総

見つけよう自分の夢を!!
〜ムラタセイサク君®の
開発講話と実演〜

《体験型》レモンをはじめとした食べ物を使用し、電気を自分たちで発
電させることにより、電池の特徴を学び、理科の不思議さ、面白さを体
験していただきます。参考：ホームページ「ムラタブログ」
授業人数 ： 1回につき1クラスまで ご準備いただくもの：プロジェク
タ、スクリーン等、詳細はお問い合わせください。
①小
（４〜６年） ②理、総

「電気エネルギー」を学ぼう！

《体験型》弊社オリジナル「コンデンサ学習キット」を使用し、電気を自
分たちで発電させることにより、コンデンサの特徴を学び、理科の不思
議さ、面白さを体験していただきます。また、その結果を用いて、現代
社会で問題視されている地球温暖化問題にも触れ、電気の大切さ、省エ
ネとの関係性を学んでいただきます。参考：ホームページ「ムラタブロ
グ」 授業人数等、詳細はお問い合わせください。
①小
（５〜６年） ②理、総

※対象エリア：東近江市内

①小、中、般 ②数（図形：トポロジー：位相幾何学、絡み目〉
③出前授業

要

ドーナツ形の立体等を切って、つなぎ目のない「絡んだ輪（鎖状）」をつ
くる体験学習。創造的、発展的学習内容を、工作を通して学びます。
受講対象者：ハサミを安全につかえる人／目的：<１>楽しむ <２>
体験する <３>考える <４>思考の幅を広げる

*

つなぎ目のない鎖を作ろう

③出前授業

応相談

からみ目工作教室
28

※対象エリア：東近江市内

不要

株式会社村田製作所
八日市事業所

③出前授業

不要

27

※対象エリア：野洲市内

不要

食べ物で電池を作ろう！

①小、中 ②理、総 ③出前授業

不要

株式会社村田製作所
26 八日市事業所

《講話形式》講演「ムラタセイサク君®の開発物語」を中心に電子部品の
解説やセイサク君の実演を行います。理科・科学・ものづくりへの興味
をもっていただきたいと思います。
参考：ホームページ「ムラタブログ」 ご準備いただくもの：プロジェ
クタ、スクリーン等、詳細はお問い合わせください。

不要

25

※対象エリア：野洲市内

不要

株式会社村田製作所
野洲事業所

③出前授業

*材料費等

不要
不要

実習を通して計量について学習

不要

滋賀県計量検定所
31

不要

体のしくみや働きなどについて

人体の構造や機能を通じて、生命の大切さと研究のおもしろさを紹介し
ます。

**

不要

国立大学法人
30 滋賀医科大学

①小 ②理 ③出前授業
* 17,000円
（助手１名含む。材料代、交通費込み）
**事前打ち合わせがある場合、自宅からの往復交通費が必要。工作があ
るので、１名の補助が必要。

*

電気の利用

要

京都技術士会
29

電流と磁石で物を動かす仕組みを学び、２極モータを手作りする。リニアモー
タのビデオ鑑賞。小学校６年生の理科「電気の利用」に対応。夏休み子ども理
科実験教室開催しております。ホームページ「京都技術士会」をご覧ください。

①小、中、高 ②理 ③出前授業

授業（例）
「棒はかりを作ってみよう」…１. 検定所の紹介 ２. いろいろ
なはかり（計量器）について ３. 棒はかりを実際に作って、身近なもの
をはかってみる。またその結果がどれだけ正しいか、電気式はかりで確
認する。（実習）４. 質疑応答／「いろいろはかってみよう」…１. 検定所
の紹介 ２. いろいろなはかり（計量器）について ３. 実際にはかりを使
ってみる。グループに分かれて実施（実習）４. 質疑応答
①小 ②理 ③出前授業
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科学︵理数︶

《体験型》弊社オリジナル「コンデンサ学習キット」を使用し、電気を自分たち
で発電させ、コンデンサの特徴を学び、理科の不思議さ、面白さを体験してい
ただきます。また、その結果を用いて、現代社会で問題視されている地球温
暖化問題にも触れ、電気の大切さ、省エネとの関係性を学んでいただきます。
参考：ホームページ「ムラタブログ」／授業人数：1回につき１クラスまで ご準
備いただくもの：プロジェクタ、スクリーン等、詳細はお問い合わせください。

不要

ムラタセイサク君®と一緒に
「電気エネルギー」を学ぼう！

①小、中、高、般 ②算、数 ③出前授業

不要

株式会社村田製作所
野洲事業所

要

数学・算数に関して

数学・算数に関して
ホームページ「一般社団法人日本数学会」をご覧ください。

謝金
旅費
等

不要

一般社団法人
23 日本数学会

24

対応できる内容等

テーマ

分野／科学（理数）
番号

機関・施設・団体名

不要
不要
要

金融・経済

不要

計量検定所の見学および
ハカリの構造、使用方法の学習

不要

科学︵理数︶

32

・バネはかり、電気式はかりの構造、使用方法の学習をおこないます。
・天びん、電気式はかり、当所の設備の見学。
・両替天びん、升などの展示品の見学。

不要

滋賀県計量検定所

謝金
旅費
等

対応できる内容等

テーマ

見学については、30人程度まででお願いします。業務により対応でき
ないときもありますので事前に日程等を相談してください。
①小 ②理 ③校外学習

滋賀職業能力開発短期大学校
33

3Dプリンタで何ができるの？等
／科学工作

長浜バイオ大学CELL部
34

①小、中、高 ②理、総 ③校外学習

おもしろ科学実験
例：跳ねるスライムの作成、シャボン玉の実験、ブロッコリーのDNA抽
出実験、人工イクラ作りなど他にもいろいろな実験を行っています。
依頼をご希望の場合、一か月以上前にはご連絡ください。

*

子ども向けの簡単な体験実験

機械・電子情報・建築分野のものづくり体験教室・体験授業、職業に関
する学習など対象者に応じて行います。
先生の研修や先生との教材開発もご相談ください。
ホームページは「滋賀職能大」で検索し、ご覧ください。

①小、中、高、般 ②理、図／美、総 ③出前授業
*材料費などはご負担ください。

要

③出前授業

洗濯機、換気扇、冷蔵庫、さらに電気自動車や電車などは磁気による力
の利用です。モーターと発電機、マイクとスピーカなど磁気における電気
発生の原理も分かる授業にします。他にも、絵の具・墨汁の廃液を処理
して金魚が住めるのを見ていただけます。これらの原理を楽しく理解で
きる実験機材を持参し、平易に共通な原理として体感していただきます。

楽しい物づくりの世界
（主に電気分野・電磁石の働き、
①小、中、高、般 ②理 ③出前授業
電気の利用）

*

36

②技、理、数、総

要

枚方テクノカレッジ

①小（４〜６年）、中、高

要

ロボット・プログラミング

車ロボット「コロボ」を思い通り操る。（光センサー、タッチセンサーを
使って）黒いライン上を走行させる。お掃除ロボットの動きをさせる。
などプログラムでいろんな動作をさせることができます。ロボットの概
要は「コロボ」のＨＰをご覧ください。

応相談

認定特定非営利活動法人
35 コアネット

*15,000円（補助スタッフ分含む、交通費含まず）

不要

産業応用の世界

不要

枚方テクノカレッジ
37

工場等での装置の自動化や、エレベータの設計、電線製造関連の装置、
水処理装置など多岐にわたり私自身が手がけた装置などが展示されてい
ます。絵の具・墨汁の廃液を処理して金魚が住めるのを見ていただけます。
状況では私が開発した装置などを実用している日野第２工業団地の電線
工場見学も可能
①中、高 ②理 ③校外学習

分野／金融・経済
番号

機関・施設・団体名

対応できる内容等

テーマ

不要

不要

不要

金融・経済に関する出前講座

不要

一般社団法人
38 全国銀行協会

銀行のしくみ、ローン・クレジットのしくみとお金の使い方 など ■「銀
行のしくみ」の実践例（約50分）１. 講義・VTR視聴：銀行三大業務 ２.
札勘体験：お札を数える業務を体験 ３. まとめ ■「社会に出て気をつ
けたいお金のこと」
（約50分）１. 講義・VTR視聴：社会に出るに当って
気をつけてておきたいお金の知識 ２. まとめ／詳細は「全国銀行協会金
融経済教育サイト」をご覧ください。

謝金
旅費
等

①中、高、般 ②社、技・家、生、総 ③出前授業

一般社団法人
全国銀行協会
39

金融経済教育・消費者教育の
ための学習教材の無料配布

銀行の仕組みと役割、お金の使い方やローン・クレジットの仕組みにつ
いての中学生向け教材・高校生向け教材を無償で配布しています。それ
ぞれ先生用の指導書をセットにして送料とも無償で希望部数をお送りし
ます。ＨＰ上のデジタルコンテンツとあわせてご活用ください。※消費
者教育、キャリア教育にもご活用ください。
「全国銀行協会の金融経済
教育」サイトの授業で使える教材コーナーからお申込みください。
①小、中、高 ②社、技・家、生（金融・経済）、総 ③教材提供
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分野／金融・経済
番号

機関・施設・団体名

対応できる内容等

テーマ

③出前授業

お金のしくみ、お金のひみつ、金融機関のしごと、お金のかたちなど、
ご要望に応じさせていただきます。
対象エリア：近江八幡市、東近江市、甲賀市、湖南市、蒲生郡
①小 ②社 など ③出前授業

滋賀県の社会経済構造の特徴と最新の県内の経済情勢について、各種の
経済指標と独自に収集した地域情報等を用いて学習を進めます。また、
その中で、滋賀県内の各種地域活性化に向けた取組みの現状と課題を学
習するとともに、その解決策を検討することにより理解度を深めていき
ます。
①小、中、高、般 ②社 ③出前授業
財政とは何？日本の財政はどうなっているの？からスタートする講義と
ともに、実際の予算編成シュミレーションを行いながら学習を進めます。
また、諸外国の財政状況と比較・考察することで、わが国財政の方向性
を考えます。
「財務省」ホームページをご覧ください。
①小、中、高、般 ②社 ③出前授業

多様化する振り込め詐欺、金融商品取引詐欺、キャッシュカード犯罪な
どの金融犯罪から被害にあわないための基礎知識について説明します。
「財務省近畿財務局大津財務事務所」ホームページをご覧ください。
①小、中、高、般 ②社 ③出前授業

知っているようで知らない国有財産が、皆さんの地域でいかに活用され
ているか事例を紹介し、国有財産行政の当面の課題と国有財産の有効活
用についてお話します。
「財務省」ホームページをご覧ください。
①高、般 ②社 ③出前授業
金融・経済・生活設計・消費生活に関するもので、教科、対象学年、時
間等、ご要望に応じて講義テーマを決定。
テーマ例「お金はどこから来てどこへ行くの？」
「親子で学ぶお金の使い
方」
「若者に多い消費者トラブル」など
できるだけ開催希望日の一ヶ月前までにお申し込み、お問い合わせくだ
さい。
①小、中、高 ②社、生、家、道、総、特 ③出前授業

滋賀県消費生活センター
47

消費生活に関する出前講座

消費生活相談員を講師として派遣します。高校生向けには、滋賀弁護士
会から弁護士を講師として派遣することもできます。主な内容：悪質商
法の手口と対処法／携帯電話、インターネットに関するトラブル／クレ
ジット、キャッシングの仕組みや多重債務問題
ビデオ・書籍・糖度計・悪質商法ゲームなどの貸出も行っています。教
材貸し出しの送料は、負担願います。
①高、般 ②社、家、総 ③出前授業

滋賀県租税教育推進連絡協議会
48

ゼイシル博士の「税金教室」

小学生には税の仕組みや種類などを、中学生には税の重要性などを、高
校生には社会や経済の仕組みとして税などをテーマとし、また、所得税
の確定申告書の書き方の体験なども行っています。
「滋賀県租税教育推進連絡協議会」のＨＰをご覧ください。
①小、中、高、般 ②社、家、総 ③出前授業
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金融・経済

金融・経済に関する出前講座

不要

滋賀県金融広報委員会
46

不要

国有財産の利用状況等について

不要

財務省近畿財務局
45 大津財務事務所

不要

金融経済教育【多重債務問題、
金融資産を守るための基礎
知識（うまい話に注意）など】

不要

44

不要

財務省近畿財務局
大津財務事務所

不要

すぐ分かる日本の財政
予算編成にトライ！

不要

43

不要

財務省近畿財務局
大津財務事務所

不要

景気はどないですか？
滋賀県経済の特徴と現状
（3ヶ月ごと更新）

不要

42

不要

財務省近畿財務局
大津財務事務所

不要

お金のはなし

不要

41

など

不要

湖東信用金庫

②総、家

不要

①小（４〜６年）、中、高

不要

「標準化教室」出前授業

不要

経済産業省／
40 一般財団法人日本規格協会（JSA）

「身のまわりにある標準化」や「社会に役立つ標準」などをテーマに、標準の役
割や、その重要性などについて、楽しく理解していただくことを目的に実践をし
ています。例：乾電池の大きさは、標準化されているおかげで、世界中で同じ
種類のものが使えるようになっている等。生徒・児童に対して、こうした身近な
標準の事例をもとに、その重要性について理解し、標準化などの活動について
関心をもっていただくことを期待しております。詳細はお問い合わせください。

謝金
旅費
等

分野／金融・経済
番号

機関・施設・団体名

シェア先生の経済教室
（経済と株式会社の仕組み）
起業体験プログラム

③出前授業

万が一、金融機関が破綻したときに、皆様の預金を守るのが、預金保険
という国の制度で、法律に基づき運営しているのが預金保険機構です。
例：【高校生向けプログラム】１. 預金保険制度や金融機関の破綻処理の
仕組みを学ぶ。２. 預金保険制度や預金保険機構の業務をわかりやすく
説明したパンフ、図書の提供。／教員向けプログラムもあります。
ホームページにも様々な学習コンテンツ等ありますので、是非ご覧ください。

不要

大切な預金を守ります！

②社、家、生、道、総、特

不要

金融・経済

預金保険機構
50

①小（５〜６年）、中、高

不要

49

株式会社の仕組み〜社会や経済の動きと株価／ボードゲーム「ブルサ」
の実践／起業体験プログラム（対象：中学生、高校生）／その他、キャ
リア教育、
「株式学習ゲーム」の導入・講評など。内容はホームページ
でも概要がご確認いただけます。詳細は、お問い合わせください。

不要

日本取引所グループ
（東京証券取引所・大阪取引所）

謝金
旅費
等

対応できる内容等

テーマ

①高、般 ②社、生、家、総 ③出前授業

国際理解

分野／国際理解
番号

機関・施設・団体名

国際理解・外国人住民・
人権について

要

51

〈例〉
「非識字体験ゲーム『ここは、何色?』」世界の様々な言語を使って楽し
むぬり絵ゲーム／
「わたしん家の食事から カードゲーム版」食文化を切り口
に、多様性や異文化遭遇、外国人住民の気持ちを理解／
「言葉がわからない
体験ゲーム 何が起こった？
（震災編）」言葉から情報を得ることが難しい方々
の苦労や不安などの疑似体験 等／他、貧困、平和、異文化理解、多文化共
生など体験型メニューが多数。PTA活動や教員研修のプログラムもあります。

応相談

（公財）滋賀県国際協会

謝金
旅費
等

対応できる内容等

テーマ

①小、中、高、般 ②総、国、社、生、技・家、道 など ③出前授業

不要

応相談

これまでにも、小学生〜大学生・一般まで幅広い年齢層の来所者を受け
入れ、訪問研修にも対応しています。姉妹都市交流、国際協力や私たち
（公財）滋賀県国際協会
の生活と世界とのつながりについて、また、県内はじめ全国の外国人住
民の状況や国際協会の業務の説明などを行っています。調べ学習などの
52
見学／校外学習・訪問研修
フィールド先としてもご利用ください。教材の貸し出し等もあります。
（国際理解、外国人住民について） 「（公財）滋賀県国際協会」のHPをご覧ください。
①小、中、高、般 ②総、社 ③校外学習

国際理解教育
（世界の生活・文化・教育など）

要

53

アメリカ・ブラジルからの国際交流員がそれぞれの国の文化や学校生
活、その他について紹介します。使用言語は、日本語・母国語どちらで
も対応できます。また、ブラジルに関しては、実際に現地で使われてい
る物品を携行し、実際に手でふれて体験することもできます。打ち合わ
せの時間が必要です。ブラジルの物品を使用する場合、運搬費用を負担
していただく場合があります。

不要

滋賀県商工観光労働部
観光交流局

①小、中、高、般 ②総、特 ③出前授業
応相談

①小、中、高 ②英、特、総 など ③出前授業

*

国際理解講座〈タイ〉

不要

滋賀文教短期大学
54

タイ人留学生と日本人教員が共同で、タイの芸術・文化・言葉・遊びな
どを紹介します。内容は、校種・学年・ご要望によって、ご相談の上、
決定致します。
*講師・スタッフの公共交通機関の交通費のみ実費

応相談
要︵応相談︶

ヨーロッパ・ハンガリーの
紹介、国際交流

要︵応相談︶

55

ハンガリーなどの紹介（一般的でも、エコな面でも）
：ヨーロッパのエ
コなお菓子づくり（調理室不要）
（英語での対応も可能）
詳しくは「循環型社会創造研究所えこら」のホームページをご覧くださ
い。

応相談

循環型社会創造研究所えこら

①小、中、高、般 ②英、社、生、総、特 など ③出前授業

JICA関西
（国際協力機構関西国際センター）
56

ＪＩＣＡボランティア活動体験談

JICAボランティア（青年海外協力隊、シニア海外・日系社会ボランティア）
は、開発途上国約80ヵ国で、自らの経験と技術を活かして、
「現地の人々と
ともに」をモットーに、現地の言葉を話し、ともに生活し、国づくり、人づ
くりのための仕事をしています。日本では情報の少ない開発途上国の日常
や豊かな文化、現地での写真や生活用品、民族衣装・音楽、現地の料理な
どの紹介や、ボランティア活動へのきっかけや思い、体験談をお伝えします。
①小、中、高、般 ②社、英、道、総 など
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③出前授業

分野／国際理解
番号

機関・施設・団体名

対応できる内容等

テーマ

要

国際理解教育

世界各国の国情を歴史、文化、経済、社会、国民性等について、その国
で実際に仕事と生活をした講師が分かり易く解説します。
内容は学校・学年によって多様な分野とレベルに対応可能です。
ABICのホームページもご覧下さい。

応相談

NPO法人
（ABIC）関西デスク
57 国際社会貢献センター

謝金
旅費
等

①小、中、高、般 ②社、総 ③出前授業

分野／自然・環境
番号

機関・施設・団体名

③出前授業

①小、中、高、般 ②理、社、生、総 ③校外学習

おおつ環境フォーラム
子どもが遊べる川づくりプロジェクト
60

*

水生生物を通して地域の河川の
水環境を知る

上流や中流、下流の水生生物（川の生きもの・・・水生昆虫、魚）調査
及び「自然度調べ」等／水生生物や水質調べの支援と指導
川の自然環境について体感・学習し、人間を含む全ての生きものが共生
できる自然環境を考えます。「おおつ環境フォーラム子どもが遊べる川
づくりプロジェクト」ホームページをご覧ください。
①小、中 ②総、理 ③出前授業 地域：大津市中心部
*遠方は要

*

ソーラーボートづくりを通して、
地球温暖化とエネルギーに
①小、中、高、般 ②理、社、技・家 ③出前授業
ついて考えよう

不要

61

パワーポイントによるエネルギー学習と温暖化の解説。
ソーラーボートづくり。
「オーパルオプテックス株式会社」ホームページをご覧ください。
※校外学習も可能です。

応相談

オプテックス株式会社

*県内不要

応相談
不要

不要

不要

環境問題、地域環境について

不要

62

環境問題、地域環境、ごみはなぜ出るの？
瀕死の重態→現在の地球（どうすれば救える？）
住みよい社会を作るには、ルールを守ろう！！
「株式会社イール」ホームページをご覧ください。

応相談

株式会社イール

①小、中、高、般 ②社、道、総 ③出前授業

株式会社コクヨ工業滋賀
63

びわ湖のヨシ（葦）を守り・
育て・活用することの大切さ

株式会社コクヨ工業滋賀
64

工場見学とびわ湖のヨシを
通した環境学習

・びわ湖の自然環境を守るヨシ（葦）の働きと活用の大切さをパワーポ
イントを使い説明します。（約30分）
・ヨシを原料にした紙の出来る工程と、ノートの出来る工程をパワーポ
イントで説明します。（約15分）
実際のヨシやヨシパルプ、ヨシのノートなどの現物を紹介します。
滋賀県環境学習支援センター｢エコロしーが｣
（ホームページ）をご覧ください。
①小、中、高、般 ②社、生、総、理 ③出前授業
・ノートなど紙製品の出来る工程を見学（約30分）
・びわ湖のヨシについての環境学習（パワーポイントを使い 約30分）
但し、受け入れ人数はスタッフ数の関係上、事前打ち合わせ時、相談願
います。
滋賀県環境学習支援センター ｢エコロしーが｣（ホームページ）をご覧く
ださい。
①小、中、高、般 ②社、生、総、理
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③校外学習

自然・環境

『ガス科学館』
（大阪府高石市）・
『姫路ガスエネルギー館』
（兵庫県姫路市）エネ
ルギーと地球環境問題に関する映像や参加型の展示物を通して、省エネルギー
やリサイクルの大切さを学んでいただくことができます。／『ハグミュージアム』
（大阪市西区）2015年１月にオープンした「食と住まいの情報発信拠点」。ガスが
あるから実現できる、ちょっと先の豊かな暮らしを、見て、触れて、味わって、
体感いただけます。詳細はお問い合わせください。ホームページもご覧ください。

国際理解

応相談

見学学習（ガス科学館、
姫路ガスエネルギー館、
ハグミュージアム）

不要

59

不要

大阪ガス株式会社

不要

①小、中、高、般 ②理、社、生、家、総

不要

エネルギーと環境問題の
かかわりについて

エネルギー環境教育を行います／『地球にやさしい 燃料電池を知ろう』
／『ガスコンロのしくみ〜燃焼のふしぎ』／『エコ・クッキング』／『地球
にやさしいラーメンづくりセミナー』／『地球にやさしく！くらし見直
し隊』／『エコ・エンジェルセミナー』／『地球環境問題とエネルギーセ
ミナー』／所要時間は45分〜90分です。調理実習室で行うプログラム
もあります。事前にご相談ください。ホームページもご覧ください。

謝金
旅費
等

不要

大阪ガス株式会社
58

対応できる内容等

テーマ

分野／自然・環境
番号

機関・施設・団体名

株式会社島津製作所

不要
応相談
不要
不要

不要

不要

不要

不要

不要

不要

不要

不要

不要

不要

草から燃料！
地球の未来を救うエネルギー

不要

66

不要

株式会社スリー・イー

応相談

「水のお話」
「ごみとリサイクルの話」
「生物多様性」

「水と分析」の話
「ごみとリサイクル」の話
「地球環境と生物多様性」の話
※しが学校支援センターを通してください。

不要

65

謝金
旅費
等

対応できる内容等

テーマ

①小 ②総 ③出前授業
地球温暖化ってどういうこと？どうすれば地球を救えるの。バイオマス
って何？私たちにもできること。雑草や水草は有益な自然エネルギー、
未利用バイオマス使って地球を救おう。未来に向かってすべきこと、地
域の連携・力の結集が必要。
地球のおかれた自然環境の現状とこれに対応した意外な未来エネルギー
の一端を学びます。
①小、中 ②総、理、社 ③出前授業

株式会社スリー・イー
67

バイオエタノール精製の
実証実験場の見学

自然・環境

株式会社平和堂
68

平和堂エコピースクラブ
〜学ぼう・エコショッピング〜

「ウォーターステーション琵琶」内で、水草・雑草からバイオエタノー
ルが実際に精製される実証実験の様子、その液体（アルコール）が燃え
るところを見学していただけます。
①小、中 ②総、理、社 ③校外学習

環境への関心を高めてもらうため、お店でオリジナル教材「エコみつけ
シート」にチャレンジしながらエコショッピングの仕方を楽しく学びます。日々の
お買い物はごみ問題や地球温暖化など様々な環境問題につながっており、お買
い物の仕方を工夫すれば環境を守ることにつながります。
「エコバッグを使う」な
ど、自分にできる身近なエコを見つけることを目標としています。／実施店舗：
要相談／詳細はお問い合わせください。ホームページ「平和堂エコピースクラブ」
①小（３〜６年） ②社、総、家

株式会社村田製作所
野洲事業所
69

ムラタセイサク君Ⓡと一緒に
「エコ」を学ぼう！

《参加型》地球環境を保護する上での資源循環の重要性、地球温暖化問
題、自然共存について、班対抗のクイズ形式を通して楽しみながら学ん
でいただき、普段の生活の中でできる自分なりのエコ活動に繋げていた
だきたいと思います。参考：ホームページ「ムラタブログ」／授業人数：
1回につき最大３クラスまで／ご準備いただくもの：プロジェクタ、ス
クリーン等、詳細はお問い合わせください。
①小（４〜６年） ②総

株式会社村田製作所
八日市事業所
70

クイズで一緒に「エコ」を
学ぼう！

71

環境・エネルギー教室
（電気や地球環境について）

72

原子力発電所見学会
（電気を作る工場）

※対象エリア：野洲市内

③出前授業

※対象エリア：東近江市内

家庭で使う電気がどのようにして作られているのか。発電のしくみや電気
の届くしくみについて、発電模型を使いながら学習します。地球温暖化や
エネルギー資源問題とあわせて、省エネルギーの大切さなどを一緒に学
びます。
（カリキュラム：標準）講義：
（約50分）私たちのまわりに存在す
る電気／電気ができる仕組み
（実験器具使用）／地球温暖化〜環境にやさ
しい電気の使い方〜未来の電力 等。詳細は、お問い合わせください。
①小（５〜６年）、中

関西電力株式会社
滋賀支社

③出前授業

《参加型》地球環境を保護する上での資源循環の重要性、地球温暖化問
題、自然共存について、班対抗のクイズ形式を通して楽しみながら学ん
でいただき、普段の生活の中でできる自分なりのエコ活動に繋げていた
だきたいと思います。参考：ホームページ「ムラタブログ」／授業人数：
1回につき最大３クラスまで／ご準備いただくもの：プロジェクタ、ス
クリーン等、詳細はお問い合わせください。
①小（４〜６年） ②総

関西電力株式会社
滋賀支社

③校外学習

②理、社、総

③出前授業

関西電力施設の原子力発電所をご見学いただけます。時期：年末・年
始・毎週月曜日を除く平日で対応可能です。ご希望の時期は、相談させ
て頂きますが、見学希望日の２ヶ月前までにご連絡ください。費用：施
設見学費用は無料／交通費は距離・規模に応じ別途ご相談／昼食代は学
校様にてご負担（お弁当の持参は可。）ください。その他：見学の際、弊
社社員が２名随行させて頂きます。詳細は、お問い合わせください。
①小（５〜６年）、中（引率者の同行要） ②理、社、総

キリンビール株式会社
73 滋賀工場

ビールの工場見学

③校外学習

立体映像やコンピューターグラフィックスなどの映像を駆使し、ビール
の製造工程をわかりやすくご案内します。希望により、ツアー後、従業
員との質疑応答もできます。
詳細は弊社「キリン滋賀おいしさ体感ファクトリー」のホームページを
ご覧ください。（パッケージング工程は映像でご紹介します）
①幼、小、中、高、般 ②社、環境学習 など ③校外学習
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分野／自然・環境
番号

機関・施設・団体名

不要

不要

不要

不要

不要

不要

不要

不要

不要

不要

不要

不要

不要

不要

不要

清涼飲料の工場見学

キリンビバレッジを代表する商品ブランド「キリン 午後の紅茶」のおい
しさの秘密を体感できるツアーです。他にもPETボトル商品のつくり方
や、「キリン 午後の紅茶」を通じた社会貢献活動などもご紹介します。
希望により、ツアー後、従業員との質疑応答もできます。
詳細は弊社「キリン滋賀おいしさ体感ファクトリー」のホームページを
ご覧ください。

不要

キリンビバレッジ株式会社
74 滋賀工場

謝金
旅費
等

対応できる内容等

テーマ

①幼、小、中、高、般 ②社、環境学習 など ③校外学習

近畿環境保全株式会社
75

リサイクルに関する環境学習

パッカー車を学校に持ちこみ、ごみ回収の仕組みを実際に見学し、積み
込み体験をしてもらいます。また、ごみ分別のやり方や資源ごみはリサ
イクルしたらどのように生まれ変わるかなど、ゲームやクイズを通じて
学んでいただけます。ドライバーとも触れ合うことができます。当社の
リサイクル工場の見学可。工場見学には定員がありますので、ご相談く
ださい。湖南市の工場30名、草津市の工場15名。
①小、中 ②社、生、総、特 など ③出前授業

合同会社西友
76

環境問題、食の安全、
小売業についてなど

水生生物調査

①小、中、高、般 ②社、生、技・家、総 ③校外学習

川の中で暮らす生物から水質を調べてみよう！ 29種類の指標生物が川
の中に何種類すんでいるかを調べて、その種類と数から川の水の状態を
４段階から判定します。／調査地点は瀬田川と野洲川で、当方から指
定します。／調査地点での集合、解散となります（送迎はできません）。
／川の中で調査しますので、水に濡れても良いような準備が必要です。
／天候や河川の状況により中止となることがあります。
①小（５〜６年）、中、高、般

湖南地域みずすまし推進協議会
78

田んぼの役割と田んぼの生き物

②理

田んぼの役割や田んぼの生き物について、小学校などに出向き、パワー
ポイントやビデオを使って出前講座を実施します。／田んぼの役割／田
んぼの生き物／魚のゆりかご水田 など、内容や時間などはご相談させ
ていただきます。
①小、般 ②理、社 ③出前授業

滋賀県企業庁
79

浄水場のしくみや水道について

③校外学習

対象エリア：湖南地域

概要説明：
「水道のおはなし」パンフレットおよび浄水場の仕事のビデ
オを用いて、琵琶湖や河川の水を浄化して飲料水になるまでの過程を学
ぶことにより、水の大切さを見つめ直すなど、水道について理解を深め
る。／実験：試料水に凝集剤（ＰＡＣ）を注入して沈澱していく様子を
観察する。また、水道水の残留塩素濃度を測定し、消毒効果を確認する。
詳細は「企業庁」ホームページをご覧ください。
①小 ②社 ③出前授業 企業庁給水エリア内に限ります。

滋賀県企業庁
80

浄水場の見学を通じて、
水道についての理解を深める。

概要説明：
「水道のおはなし」パンフレットを用いて、琵琶湖や河川の
水を浄化して飲料水になるまでの概要を説明する。／現地説明：浄水場
の各施設において、施設の機能や働きを説明するとともに琵琶湖や河川
の水が飲料水になるまでの浄水処理過程を学ぶことにより、水の大切さ
を見つめ直すなど、水道について理解を深める。
詳細は「企業庁」ホームページをご覧ください
①小 ②社 ③校外学習

滋賀県農政水産部
水産課
81

*

漁師と一緒に琵琶湖の恵みを
食べようプロジェクト

びわ湖の魚と漁業について、県の水産技術職員が、スライド等を用いてお話を
します。要望に応じて、びわ湖で操業する漁師さんも講師として派遣すること
ができます。コアユの佃煮調理体験や、校外での漁船乗船体験なども対応可
能です。
（例）琵琶湖の魚の話、漁業環境の話、刺し網漁見学、コアユの佃煮
調理体験、シジミ汁調理、シジミストラップ作成体験、ワタカと水草の話等。
①小、中、高、般 ②社、家、総 ③出前授業
*調理体験の材料費等は主催者でご準備願います。

①小（４〜６年）、中、高
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②総、理、社、生

など

③出前授業

不要

新エネルギーについて

新エネルギーについて、そのメリット・デメリットを学習するとともに
ソーラーカーや、風力発電等、実験器具を使って体験をします。

不要

滋賀県地球温暖化防止
82 活動推進センター

自然・環境

国土交通省近畿地方整備局
77 琵琶湖河川事務所

環境問題（環境に配慮した製品の開発・販売、ごみの減量・リサイクル、
省エネなど）や食の安全など、幅広いテーマに対応した店舗での学習。
ホームページ「SEIYU『コミュニティへの貢献』」をご覧ください。

分野／自然・環境
番号

機関・施設・団体名

不要
不要

89

不要

滋賀県地球温暖化防止
活動推進センター

不要

温暖化防止出前講座
火おこし（小型・大型）体験

不要

88

②総

不要

滋賀県地球温暖化防止
活動推進センター

③出前授業

③出前授業

ゲームを通して家庭内のムダを見つけだしてみよう。
日頃、多くの家電製品を使用していることに気づき、自分たちが実践で
きる省エネルギーな暮らし方を見つけ出す。
①小（５〜６年）、中、高、般

不要

節電・省エネ出前講座
あっとホーム

など

など

不要

87

②総、理、社、生

不要

滋賀県地球温暖化防止
活動推進センター

③出前授業

どのような仕組みで温暖化が起こるかを、手書きの絵を使ったパネルで
親しみやすく説明します。
理解するとともに、その影響でどのような現象が起こっているか、また、
それを防ぐために具体的に自分たちは何ができるかを考えます。
①小（４〜６年）、中、高

不要

温暖化について

②総、理、社、生、家

不要

自然・環境

滋賀県地球温暖化防止
86 活動推進センター

など

50年前の家と現在の家の間取り図に家電製品カードを貼り、家電製品
の多さを比較して昔よりも現在の暮らしは電気の消費量が多いことを学
びます。そして、どんな家電製品を使用すると電力使用量が多いかをワ
ットアワーメーター（電力計）で実際に測定し、使い方の工夫や使わな
くて済む方法を考えることにより、自分たちの節電行動につなげます。
①小（４〜６年）、中、高

不要

エコの種をとりもどそう

②総、理、社、生、家

不要

滋賀県地球温暖化防止
85 活動推進センター

③出前授業

小麦からパンができるまでの過程をカードを使って参加者に並べても
らい、CO2がどこで出ているかを考えます。輸送段階でいかに多くの
CO2を排出しているか（フードマイレージ）を理解し、地産地消の重要
性を認識する参加型プログラムです。
①小（４〜６年）、中、高

不要

食とエネルギー

など

不要

滋賀県地球温暖化防止
84 活動推進センター

②総、理、社、生、家

不要

①小（４〜６年）、中、高

不要

旬の食材

グループに分かれ相談しながら、食材カードを四季に分けられた紙の旬
だと思う季節上においていきます。どこのグループが正解が多いかを競
います。
ゲーム感覚で、旬の食材を知るとともに、ハウス栽培にいかにエネルギ
ーがかかっているかなどを学習します。

不要

滋賀県地球温暖化防止
83 活動推進センター

謝金
旅費
等

対応できる内容等

テーマ

③出前授業

マッチやライターのない時代の人たちが、どのようにして火をおこして
いたか体験しエネルギーの原点である火の大切さを学ぶ。
①幼（親子で体験）、小（１〜２年は親子で体験）、中、高、般
③出前授業

②総

びわ湖の現状を知り、びわ湖に起こりつつある変化について学ぶ。
将来も美しく豊かなびわ湖であるため、今自分ができることを考える。
※正方形の32個のボックスに貼られた琵琶湖の生物写真を夏から冬へ
と転換していく中でびわ湖の実態や課題を学び、自分たちでできる活動
を考えるワークショップを行う。

「びわ湖-美しさと豊かさを永遠に」
○○ボックス 滋賀県バージョン ①小（５〜６年）、中、高、般 ②うみのこの事前学習、総
③出前授業

緑のダムづくりってご存じですか？子どもたちのもとへ、フクロウ先生が森林
の働きをやさしく解説する出前講座を実施します。『がんばれフクロウくん』
（森林の働き啓発模型）やクイズで、緑のダムづくりが環境や地域を守る上で
いかに大切かを学べる講座です。詳しくは「滋賀県琵琶湖環境部森林保全課
フクロウ先生の森・守塾
フクロウ先生の森・守塾」ホームページをご覧ください。PTAや先生方への
（模型やクイズで行う出前講座） 講座も行っています。滋賀県林業普及センター等校外での実施も可能です。

滋賀県琵琶湖環境部
森林保全課／森林政策課
90

①小、中、般 ②理、生、総、特 ③出前授業

滋賀県琵琶湖環境部
91 琵琶湖政策課

琵琶湖の環境・保全について

滋賀県や琵琶湖の環境や保全の取り組みなどを、琵琶湖政策課の職員が、
冊子「滋賀の環境」やパワーポイントを使って説明します。／滋賀県･琵
琶湖の概要／水質や生態系など琵琶湖で抱えている課題について／課題
に対する取り組みについて
内容や時間などはご相談させていただきます。
①小、中、高、般 ②総、特 など ③出前授業
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分野／自然・環境
番号

機関・施設・団体名

応相談

③校外学習

・「うみのこ」体験学習の事前・事後学習で「びわ湖の今と昔を学び未来
を考える」を授業とワークショップ
・「うみのこ」体験学習を自主的に発展させる。
・ワークショップは５〜７名の班分けをしてグループみんなで考えて、
びわ湖の未来へ行動することをまとめて発表する。
滋賀大学「環境学習支援士」会ホームページをご覧ください。
③出前授業

・びわ湖の水の汚れについて、現状を簡易実験を含め理解しましょう。
・びわ湖のプランクトンを顕微鏡で観察してびわ湖の理解を深め、何を
なすべきか考えます。
①小、中、高、般 ②理、総 ③出前授業

・樹木の蓄えている二酸化炭素の量を計算し、樹木が私たち生物を支え
てくれていることを学ぶ。

樹木のはたらき
①小、般 ②総、理 など ③出前授業
（二酸化炭素の貯え、吸収について）
− 15 −

自然・環境

滋賀大学
「環境学習支援士」会

応相談

環境教育
「びわ湖の水とプランクトンの
教室」

要

①小（４〜６年） ②理、社、総

①小（５年） ②総、理、社

100

③校外学習

シジミストラップをつくろう
（予約がいります。）

滋賀大学
「環境学習支援士」会

③校外学習

・昔の暮らしについてのお話
・足踏み脱穀機の体験
・石臼で粉ひきの体験
・手押しポンプの体験

・セタシジミのお話
・シジミストラップづくり

びわ湖の環境について考える

不要

①小（５〜６年） ②理、社、総

滋賀県立琵琶湖博物館

滋賀大学
「環境学習支援士」
会
98

99

③校外学習

・富栄養化のお話
・富栄養化の原因を確かめる実験
・せっけん運動のお話
・私たちにできること

①小（３〜６年） ②社、総

不要

97

昔の暮らしを体験しよう
（予約がいります。）

不要

96

不要

滋賀県立琵琶湖博物館

不要

琵琶湖の富栄養化って何だろう
（予約がいります。）

不要

95

不要

滋賀県立琵琶湖博物館

③校外学習

・ヨシと琵琶湖のかかわりのお話
・ヨシ笛つくり
①小（４〜６年） ②理、総

不要

ヨシ笛をつくろう
（予約がいります。）

不要

94

不要

滋賀県立琵琶湖博物館

③校外学習

・化石のお話（琵琶湖のおいたち、化石のでき方・わかること）
・レプリカづくり（２人１組）
・実物化石の観察
①小（３〜６年） ②理、総

不要

化石のレプリカをつくろう
（予約がいります。）

不要

93

不要

滋賀県立琵琶湖博物館

①小（５〜６年） ②理、総

不要

琵琶湖のプランクトンを見て
みよう
（予約がいります。）

・プランクトンのお話
・プランクトンの採集（プランクトンネットを使い、琵琶湖畔で採集）
・双眼実体顕微鏡による観察（２人で１台）

謝金
旅費
等

不要

滋賀県立琵琶湖博物館
92

対応できる内容等

テーマ

分野／自然・環境
番号

機関・施設・団体名

琵琶湖のプランクトンの観察

応相談

滋賀の理科教材研究委員会
106

要

琵琶湖大洪水と瀬田川洗堰に
ついて学ぶ

要

105

要

①小、般 ②総、理 など ③出前授業

・野外教室で水の測定法と底生動物について学びます。
・観察会は、水質調査、底生動物採集を班分けして交互に行い、川の水
やそこに住む生きものに興味を持ち知ると楽しくなります。測定・採
集結果から水の汚れを知ることができます。
滋賀大学「環境学習支援士」会ホームページをご覧ください。
①小（４〜６年） ②総、理

③校外学習

・葉っぱのふしぎを考え解説します。
・観察会は、葉っぱを顕微鏡で観察し、葉っぱのふしぎを確認します。
滋賀大学「環境学習支援士」会ホームページをご覧ください。
①小（３〜６年） ②総、理

③出前授業

第１段階：夏・冬休み前の事前学習（温暖化ってなに・クイズ形式で温
暖化の影響、再生可能エネルギー）
第２段階：休み中にワークブックでエコな生活を実践し、エコライフの
進捗を記録
第３段階：休み後のふりかえり学習は、診断書によりふりかえり、グル
ープワークで継続目標・みんなで発表する
①小（５〜６年） ②−

滋賀大学
「環境学習支援士」会

要

あゆっこエコチャレンジ！

要

自然・環境

滋賀大学
「環境学習支援士」
会
104

応相談

自然のふしぎの気づきと驚き
の体感

要

103

応相談

滋賀大学
「環境学習支援士」会

不要

流れる水のはたらき、
水生生物の観察

不要

102

不要

滋賀大学
「環境学習支援士」会

不要

きょう食べたものはどこから
きたの

「フードマイレージ」は、食べ物が運ばれた距離のことで、食べること
と二酸化炭素がでることのつながりを学びます。

謝金
旅費
等

不要

滋賀大学
「環境学習支援士」会
101

対応できる内容等

テーマ

③出前授業

琵琶湖の洪水の歴史と瀬田川の浚渫の歴史、明治の大洪水の規模や影響
について、洪水碑の例に学び、琵琶湖の水の大切さ、瀬田川洗堰の役割
について学び、滋賀県・日本にとって大切な琵琶湖についての知識を広
めていくことを目的としています。
①小（４〜６年） ②−

③出前授業

小学校５年生が「うみのこ」に乗船の際に、「プランクトン学習」を通し
て琵琶湖の水環境を考えるきっかけとなるための事前学習の支援を行
う。／夏休みの自由研究のためのアドバイス等／プランクトンをテーマ
に研究を進めるための個別指導／プランクトンの同定方法など
（職員研修）プランクトン学習の実習／プランクトンの採集、同定、撮
影等の実習
①小、中 ②総、理 ③出前授業

里山自然環境学習

里山自然環境学習、または竹細工体験（プランター、ペン立て、花器、
灯ろう、竹の打楽器づくり等）
対象エリア：草津市、栗東市、守山市、湖南市、大津市、野洲市、近江
八幡市

*

市民活動支援
107 レッツ栗東

①小、中、般 ②理、総 ③出前授業
*3000円〜（メニューによって応相談）

不要

３Ｒ（リデュース、リユース、
リサイクル）を体験しよう

応相談

108

不要

循環型社会創造研究所えこら

〈１〉長期的な分別体験→資源ごみ収集活動（皆さんから回収・リサイクルし 〈1〉
た資源物の収益の一部を寄付し、びわ湖の環境保全に役立てる。）
→資源ご
みに関する価値観が変わり、地域のために活動できる。
〈２〉リユース体験
（油
でキャンドル作りワークショップ、ダンボールや包装紙、ペットボトル等で
〈2 〉
クリスマスオーナメント作り など）／回収できる資源物は決まっています。
詳しくは
「循環型社会創造研究所えこら」ホームページをご覧ください。
①小、中、高、般 ②社、生、総、特 など ③出前授業

廃棄物（資源ごみを含む）の
中間処理とリサイクルの見学

①小、中、高、般 ②社、生、総、特 など ③校外学習
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不要

109

家庭や工場などから出た廃棄物の行方を見学できるプログラムです。廃
てんぷら油のリサイクル、紙のリサイクル、その他資源物と産業廃棄物
の中間処理及びリサイクルをプロから学べます。
詳しくは「循環型社会創造研究所えこら」ホームページをご覧ください。

不要

循環型社会創造研究所えこら

分野／自然・環境
番号

機関・施設・団体名

不要
不要
不要
要

不要

不要

不要

不要

建設現場の中の自然をテーマに
勉強を行います

不要

111

不要

高島鉱建株式会社

不要

聞けばなっとく
なるほど石油講座

石油とエコ、石油の安定供給の確保、地球温暖化問題など「石油の基礎
知識」や「石油の最新情報」について専門講師を派遣して、皆様の疑問
にお答えします。
「石油連盟」ホームページをご覧ください。

謝金
旅費
等

不要

石油連盟
110

対応できる内容等

テーマ

①小、中、高、般 ②総、（理、社）など ③出前授業
道路、河川、ビルなど、普段から目にするたくさんの建設現場。その中で、
あの人は、何をしているのだろう？あれは、何をする機械なのだろう？どうして
こんな工事をしているのだろう？と疑問に思っていることがたくさんあります。
建設業は、人々の暮らしに大きくかかわっており、建設業の必要性、重要性
を一緒に勉強していきましょう。また、普段乗ることの出来ない大型の建設
機械に乗車したり、交通安全についての勉強もしていきたいと考えております。
①小、中 ②理、総 ③校外学習

東京海上日動火災保険株式会社
112

「みどりの授業」
−マングローブ物語−

テーマ：地球温暖化防止・生態系保護 生物多様性（マングローブと食物
連鎖、マングローブと人間の関わり）
〈マングローブとは・マングローブの役
割・地球を守るためにできること〉
（ビデオ放映を含む）／
〈身近な地球環境
保護について〉グループに分かれて自分たちでできる「地球温暖化防止」の
ための身近な取組について話し合い、発表。
〈まとめ〉等。
「東京海上日動
火災保険株式会社
『みどりの授業科』」ホームページをご覧ください。
①小（４〜６年） ②理、社、総

「海」をテーマとする出前授業

東京大学海洋アライアンスの教員が講師として小中学校や高校などに出
向き、海に関する最先端の研究内容を含め、いろいろな事柄を楽しく学
んでいただくプログラムです。もちろん最先端とは言っても、聞き手に
合わせたわかりやすい授業を心掛けておりますので、ご心配なく。
詳細は当機構のホームページをご覧ください。
①小、中、高 ②総、理 など ③出前授業

パナソニック株式会社
114 アプライアンス社

ファクトリーツアー
［工場見学］

『ものづくりを身近に感じる 工場見学』社会科の単元に沿って、
「働く
人」にスポットを当てて、身近な家電製品を教材に用いて学習するプロ
グラムで、３年生の『はたらく人とわたしたちのくらし』の単元に対応
しています。《１ 》見学事前学習《２ 》工場見学…冷蔵庫工場を見学し、
働く人や工場の工夫を体感します。《３ 》振り返り学習
■ホームページは
「エコ体験学習」でご検索ください。事前にご相談ください。
①小（３年） ②社

パナソニック株式会社
アプライアンス社
115

エコファクトリーツアー
［工場見学］

③校外学習

『地球温暖化をテーマに 工場のエコを学ぶ』パナソニック草津工場の省
エネ技術を軸とした体験学習を通じて、地球温暖化に対する理解を深め、
エコ活動へのきっかけをつかむプログラムです。《１ 》地球温暖化学習
《２》
工場見学《３》エコ約束《４》ワークショップ（Ｍｙ水筒づくり）
《５》
まとめ
■ホームページは
「エコ体験学習」でご検索ください。事前にご相談ください。
①小（３〜６年） ②総、社、理

*

①小、中、般 ②理、道、特 ③校外学習

不要

チャレンジ！実験・工作／お話

要︵材料費︶

東近江市博物館グループ
116

③校外学習

館受け入れ体験／チャレンジ！実験・工作〈１〉ダイヤモンドダスト実験
〈２〉過冷却水の実験〈３〉雪の結晶 紋切りあそび（工作）
〈４〉不思議な
光の箱（工作）
〈５〉立体万華鏡（工作）／お話〈１〉西堀榮三郎に学ぶ〈２〉
近江商人に学ぶ〈３〉ちょっと昔のエコなお話※
「お話」は、出前授業も可
能です。要：事前打ち合わせ
（担当：西堀榮三郎記念探検の殿堂）
*出前授業の場合は要

天気予報が発表されるまで

②理 ③出前授業

気象知識の理解や普及を目的とした、施設の見学などを受け付けており、職員
による気象台の業務や施設、観測設備等の説明を行います。内容は、おもに
「現
業室、観測露場の見学」
「気象についてなどの解説」等となっています。見学で
きる人数等の条件もございますので、事前にご相談ください。平日の10：30
〜12：00または13：00〜14：30での対応です。気象台庁舎は、バリアフリー
対応になっておりません。
「彦根地方気象台」ホームページもご覧ください。
①小、中、高、般

不要

彦根地方気象台
118

要

①小、中、高、般

不要

天気、気象台について

不要

彦根地方気象台
117

主な内容〈１〉地震・津波に関する話〈２〉気象
（台風・大雨等）に関する話〈３〉
防災に関する話〈４〉天気の利用に関する話〈５〉滋賀県の気象特性に関する
話〈６〉地球環境に関するお話／詳しくはお問い合わせください。実施希望日
の１-３ヶ月前までにお申込み願います。気象状況や業務の都合により急遽お断
りすることがあります。平日の10：00〜16：00での対応とさせていただきます。
「彦根地方気象台」ホームページもご覧ください。

②理 ③校外学習
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自然・環境

東京大学海洋アライアンス
113

③出前授業

分野／自然・環境
番号

機関・施設・団体名

応相談

不要

不要

不要

不要

不要

要

要

要

環境学習に関する情報提供・
コーディネート

応相談

環境学習の企画づくりのサポートや情報提供を行っています。／環境学習推進
員がテーマに応じた講師の紹介やプログラムなどの情報提供、アドバイスを実施
／環境学習情報ウェブサイト「エコロしーが」での情報提供、メールマガジン「そ
よかぜ」での情報の発信／図書・ビデオ等、授業で使える教材の貸出し／自然・
水・大気・地球環境について、廃棄物・リサイクル、エネルギー、産業と環境、
歴史と環境、生活と環境、など環境学習に関することなら何でもご相談ください。

琵琶湖博物館環境学習センター
119

謝金
旅費
等

対応できる内容等

テーマ

①小、中、高、般 ②理、社、生、図／美、家、総、特 など ③情報提供

三井物産株式会社
120

森の恵みと林業の仕事

１. 人間を含め、生きものは森からたくさんの恵みを受けているというこ
と／２. 森の恵みを受けるためにも、日本の４割を占める人工林を豊かな
森にするために手入れし続けることが重要であること／３. 森の恵みである
「木材」を日々の暮らしの中でもっと活用していくことが、豊かな森づくり
のサイクルのために重要であること／を学んでもらいます。
自社のホームページ「三井物産の森」および「森のきょうしつ」をご覧ください。
①小（３〜６年）、中、高、般

三菱自動車工業株式会社
121 パワートレイン製作所（滋賀工場）

自動車と環境について「環境授業」

②総、社

など

③出前授業

１：自動車産業・環境・電気自動車について … クイズ形式で学習
２：自動車部品のリサイクルについて … クイズ形式で学習
３：電気自動車（i-MiVE）、プラグインハイブリット車（アウトラン
ダーPHEV）の試乗体験
当社の関連ホームページ「こどもクルマミュージアム」をご覧ください。
①小（５年） ②理、総

など

③出前授業

自然・環境

菜の花からバイオ燃料をつくる資源循環型社会の仕組みを紙芝居「とも
ちゃんと菜の花」で学習する。菜種から手作り搾油機で油をしぼる実験
NPO法人
をする。
122 おおつ環境フォーラム・菜の花プロジェクト 「ＮＰＯ法人おおつ環境フォーラム・菜の花プロジェクト」のホームペ
ージもご覧ください。
菜の花を通じた環境学習
主に大津市内、他地域は相談に応じます。
①小 ②生、総 ③出前授業

食 育

NPO法人
123 蒲生野考現倶楽部

水質調査、水環境学習

川の生き物観察
水質検査（５項目調査、ＣＯＤ、リン酸、硝酸、亜硝酸、アンモニウム）
パックテスト
川や琵琶湖での水中音による水環境学習
①小、中 ②総、特 ③出前授業

※出前講座は滋賀県内可能

分野／食育
番号

機関・施設・団体名

不要

③出前授業

食育の図書館である「店舗」にて、
「見て」
「聞いて」
「食べる」体験学習
を通して、野菜・果物を食べることの大切さを学びます。
詳しくはイオンリテールホームページをご覧ください。「イオン 食育」
で検索してください。申込みは実施の２ヶ月前までにお願いします。

*

イオン食育体験学習会

不要

イオンリテール株式会社
125

①小（３〜６年） ②総、家

不要

食育活動「味覚教室」

「おいしさ」や「味を感じるしくみ」、和食を支える「だし」、
「うま味」に
ついて体験を交えて楽しく学んでいただく食育プログラムです。
「味の素株式会社」ホームページをご覧ください。

謝金
旅費
等

不要

味の素株式会社
124

対応できる内容等

テーマ

①小 ②家、総、特 ③校外学習
*店舗までお越し頂く交通費はご負担ください。

*クッキング材料の野菜の事前購入と費用負担は、実施校でお願いします。
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不要

①小 ②家、総、特 ③出前授業

*

イオン食育出前授業

不要

イオンリテール株式会社
126

イオンの社内講師が豊富な実務経験を活かして、「見て」
「聞いて」
「食べ
て」と五感を使って、野菜を食べる大切さと楽しさを学習する食育出前
授業を実施します。
詳しくはイオンリテールホームページをご覧ください。「イオン 食育」
で検索してください。申込みは実施の２ヶ月前までにお願いします。

分野／食育
番号

機関・施設・団体名

不要

*材料費一部負担の場合があります。

小学生おさかな学習会／
PTA料理教室／日本の海、魚、
食 ①小 ②社、家（料理実習） ③出前授業

*

成長期児童・生徒への日本の魚、栄養、他食材とのバランス食日本の食
文化／全国会員をつなぐ「おさかな食べようネットワーク」では、専門
分野会員からの各種情報、助言発信ができます。／滋賀県内の関係機関
での見学・校外学習も可能です。
当法人ホームページをご覧ください。

要

128

①幼、小、中 ②家、総 ③出前授業

応相談

一般社団法人
大日本水産会

*

ヘルシーメニュー推進
ふるさと料理普及事業

地域に伝わる料理や特産物を使ったヘルシーメニューについて、子ども
達が実際に食材に触れ、調理体験することで食育の実践を行う。
私たち調理師会は県内に1600人の会員がいます。県内のどの地域でも
対応できます。

謝金
旅費
等

不要

一般社団法人
滋賀県調理師会
127

対応できる内容等

テーマ

*事前打ち合わせが必要な場合、公共の交通機関交通費

不要

不要

不要

不要

不要

不要

不要

不要

不要

不要

応相談

不要

不要

食育学習教材の無料配布

不要

大阪ガス株式会社
129

「楽しく学ぼう食育研究会」が発行した５・６年生対象の食育教材制作に協力
し、当社都市ガスサービスエリア内の小学校にご希望に応じて無償で配布し
ていきます。児童用教材
（A4・29ページオールカラー）、先生用指導の手引き
で、希望される部数を配布させていただきます。
（エリア外の場合は、個別に
ご相談いただければ、弊社の可能な範囲で、対応させていただきます）。
ホームページは「大阪ガスのエネルギー環境教育」をご覧ください。
①小 ②社、体／保、家、総 ③教材提供

カゴメ株式会社
130

ジュース用トマト
「凛々子」の苗プレゼント

131

５ＡＤＡＹスーパーマーケット
食育体験ツアー

①幼、小 ②生、家、総 など

特に、野菜、果物の摂取することの大切さを知っていただくことを目的とし
ています。５ＡＤＡＹ食育インストラクターが講師となり、三色食品群・食事
バランスガイド等を使って、１日に必要な食べ物の量を知るとともに、バラン
スの良い食事の大切さを学びます。また、実際の売り場でのお買い物ゲーム
（買
い物の模擬体験）や、クイズなどを通じて、楽しみながら学んでいただけます。
平和堂のホームページ「食育活動宣言コーナー」で、詳細が見られます。
①小（３〜６年） ②家、社、総

株式会社明治
132 関西支社

食育セミナー（出前授業）

③教材提供

③校外学習

自然がくれた恵み「乳」を通して楽しく食を学びます。
【不思議！ミルクの国探
検隊】主として小学校の中・高学年生向けに、お話（45分）と実験（45分）をセ
ットにしたプログラムです。■知って得するお話・・
「朝ごはんのミラクルパワー」
等ご希望講座１つを選択■みんなで実験！乳の不思議・・「生クリームから、バ
ターをつくる」等ご希望コース１つを選択／詳細はお問い合わせください。
「株式会社明治『明治の食育』」ホームページもご覧ください。
①幼、小、中 ②理、社、家、総 ③出前授業

株式会社明治
関西支社
133

工場見学
（明治関西工場・明治大阪工場）

■明治ヨーグルト館／月〜金曜10:00〜、13:00〜、15:00〜／ヨーグ
ルトの歴史や文化等を楽しく学ぶ展示ゾーン、映像ゾーン、ヨーグルト
の製造工程をご覧いただける工場見学ストリートからなっています。
■明治大阪工場／月〜金曜9:30〜、
13:30〜／
「カール」や「きのこの山」
等の製造工程の見学。チョコレートができるまでの展示ホール等があり
ます。「株式会社明治『工場見学』」ホームページをご覧ください。
①幼、小、中、高、般 ②理、社、家、総 ③校外学習

食育・ KIDS-シェフ 概要の解説
◇コンセプト◇ファーストフード等の食品で鈍りがちな子供たちの味覚
株式会社ヤヨイサンフーズ
を、味覚が発達する時期に、地域の食材に向かわせる事で、再び味覚を
134
取り戻す事を学習します。
食育 KIDS-シェフ （味覚教育）「株式会社ヤヨイサンフーズ」のホームページをご覧ください。
①小、（般） ②総 ③出前授業

株式会社ヤヨイサンフーズ
135

工場見学
（冷凍食品ができるまで）

工場見学
『おいしい！安心！冷凍食品』
、『なるほど冷凍食品』／冷凍食品協会制
作ビデオ・ＤＶＤを教材に学習し、冷凍食品ができるまでを見学します。
「株式会社ヤヨイサンフーズ」のホームページをご覧ください。
①小 ②総 ③校外学習
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食 育

株式会社平和堂

加工用トマト「凛々子」の苗を無料で提供いたします。
毎年２月下旬〜４月上旬に「カゴメ株式会社」ホームページで参加校を
募集します。詳しくは、お問合せください。

分野／食育
番号

機関・施設・団体名

不要

不要

不要

不要

不要

不要

不要

不要

不要

応相談

要

不要

要

キッコーマンしょうゆ塾

主に小学校中学年（３〜４年生）を対象に実施する、キッコーマンオリ
ジナルの食育授業です。キッコーマンの社員が扮する博士と進行役が、
しょうゆの原料・製法・魅力・働きなどを、見る・ふれる・香りをかぐ
などの体験を交えながら進めていきます。そして、みんなと「どのよう
にしたら食事がおいしく食べられるか」を考えます。
「キッコーマン株
式会社」ホームページをご覧ください。

不要

キッコーマン株式会社
136

謝金
旅費
等

対応できる内容等

テーマ

①小 ②国、理、社、家、総 など ③出前授業

キッコーマン食品株式会社
137 高砂工場

工場見学
（しょうゆづくり体験）

小学校を対象に、しょうゆづくりを実際に体験できる工場見学コース。
「原材料に触れる」、「こうじ・もろみを観察する」、「もろみをしぼる」
など実際に行い、最後はしょうゆをおせんべいに塗って焼いて試食。（兵
庫県高砂市 所在）
「キッコーマン食品株式会社 しょうゆづくり体験
コース」ホームページ をご覧ください。
①小（３〜６年）、般

②総

③校外学習

※その他学年はご相談ください。

キユーピー株式会社
138

マヨネーズ教室／講演会

〈マヨネーズ教室〉講義と実習からなります。 講義でマヨネーズがどんな原料か
らどのように作られているのか等、ご説明します。その後、グループに分かれ
てマヨネーズを作り、工場で作られたマヨネーズと食べ比べをします。身近な
食品であるマヨネーズがどのようにして作られているか、加えて野菜摂取の重要
性も 学べるようにしています。
〈講演会〉プログラム A：楽しく食べて、健康に！
／B：聞いて、なるほど！マヨネーズのお話〜おいしさの秘密、表示の見方〜
①小（マヨネーズ教室）、般（講演会） ②家、総

キユーピー株式会社
139

工場見学（全国５工場）と
マヨテラス見学

食 育

京滋ヤクルト販売株式会社
140

食育「おなか元気教室」

③出前授業

全国５工場とマヨテラスで見学を受け入れています。2014年度の見学
者数は約９万人。マヨテラスは2014年にオープンしたマヨネーズの な
るほど が体感できる施設です。（工場ではありません。）
①小、中、高、般 ②− ③校外学習

生活リズムを整えて、『うんちを「出す」ことの大切さ』を知ってもらう
授業です。
「早寝・早起き・朝ごはん・朝うんち」をキャッチフレーズに、
元気な身体をつくることを理解してもらう内容で、身体の模型などの教
具を使用しているので分かりやすいです。特にうんちの模型が好評で、
よいうんちは浮くのか！？ の実験は、必見です。ホームページ「おな
か元気教室」をご覧ください。
①幼、小、中 ②理、総 ③出前授業

公益社団法人
141 滋賀県栄養士会

食育指導、調理実習指導など

滋賀県健康推進員団体連絡協議会
142

①幼、小、中、高 ②総 ③出前授業

食べ物を選ぶ力・食べ物の味がわかる力・料理をする力・元気なからだの
わかる力・食べ物の命を感じる力 の食育で育てたい５つの力を育てるため
に、学年に合わせて出前授業を行います。カルタや紙芝居等も使用します。
／・簡単朝ご飯メニュー・手作りおやつを作ろう等、料理をする力を育て
よう(調理実習)を学年にあわせて行います。教職員・ＰＴＡに対してもあり
ます。健康推進員は、県内に3800人の会員がいます。 *材料費は要
①小、中、高、般 ②技・家、総、生、特

*

親子くらしの体験セミナーの
実施とビデオ等の貸出

親子が共に体験学習し、食育に対する正しい知識を身につけ健康な生活
を送ることができるよう、消費者教育の機会を提供します。内容：食品
中の糖分等の測定他※ビデオ、書籍、糖度計等の貸出を行っています。
*教材貸出および提供の送料は負担願います。糖度計の貸出の場合は、
当センターまで来所ください（郵送対応は不可）。事前に連絡をお願い
します。

不要

143

③出前授業

不要

滋賀県消費生活センター

*

食育で育てたい５つの力、
調理実習

調理実習や講義により、食育に対する正しい知識を身につける機会を提
供する。
「公益社団法人滋賀県栄養士会」のホームページをご覧ください。

①小 ②生、家、総 ③教材貸出および提供
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*

①小 ②総、理、社、家 など ③校外学習

要

農業や調理等、環境および
地産地消に関する学習

*

144

自治振興交付金のメニューとして、
「たんぼのこ体験事業」を実施します。
●農業・調理体験等を実施する上で必要となる費用等の支援●農業・調
理体験と合わせて、生き物観察、作物の生育観察等環境学習や地域農産
物の学習、地域伝統食の調理体験等の経費支援●体験活動以外で、外来
講師を呼んでの出前授業も可能。*自治振興交付金事業として取り組む
場合に、その算入額の範囲内で出してください。

要

滋賀県農政水産部
食のブランド推進課

分野／食育
番号

機関・施設・団体名

不要
不要
不要
不要
不要

①小 ②総、理、社、家 など ③出前授業

野菜の種まきや収穫体験など、農作業体験ができます！
※学校給食用野菜を生産する地元農業者が講師を務めます。
詳細は、食のブランド推進課までお問い合わせください。
①小 ②総、理、社、家 など ③校外学習

・食育の大切さ
・「早寝・早起き・朝ごはん」
・滋賀の伝統食と食文化
・食生活と環境について
①小、般（保育園・幼稚園の職員） ②総、家 ③出前授業

「しょうゆ出前授業」：大豆、小麦、塩を原料として、しょうゆができる
までの発酵・熟成をテーマに、香り・味み・色などについて学ぶための
多数の教材を持ち込み「見て、触れて、味わって…」の体験学習を行う。
「しょうゆ情報センター」ホームページをご覧ください。
①小（３〜６年）、中、高、般
③出前授業

②理、社、技・家、総、国

各食品業界[洋食 中華 和食 製菓]の団体（協会及び食品メーカー）様と連携し
て、講師の派遣、当日までの詳細打合せ、当日の原料及び資材の準備・食材の
提供・資料の準備・補助の人員手配等、多岐にわたるお手伝いをさせていただ
きます。
《食の匠 》技術者の皆さんの技、食に関する逸話や食の楽しさ、食の
ルールやマナー、調理実習や子供達との会話交流を通じて、食育への貢献をし
たいと願っております。ホームページ「フジノ食品株式会社」をご覧ください。
①小 ②総、家 ③出前授業

〈出張授業〉食の大切さや健康作りに役立つ牛乳について学ぶ／牛乳・乳
製品のお話をクイズ形式で紹介／牛乳・乳製品を使った簡単レシピで楽
しく実習 等〈M'S Kitchen エムズキッチン〉全員が実習に参加するタ
イプの本格的な料理／牛乳・乳製品の知識等のお話／講師によるデモン
出張授業／
ストレーション後、実習し試食。親子・ＰＴＡの開催も可。
「森永乳業株
M'S Kitchen
（出張料理講習会） 式会社」ホームページをご覧ください。詳細は、お問い合わせください。

森永乳業株式会社
西日本支社
150

①小（３〜６年）、般(PTA)

森永乳業株式会社
151 西日本支社

工場見学（兵庫県神戸市灘区）

②家

③出前授業

2006年５月に製造を始めた最新の乳製品工場の見学(見学を通じての環
境学習）可能日：月〜金曜10時〜、13時〜
（見学時間約70分 体験を含む
場合は約90分）直線120メートルの見学通路からさまざまな商品の製造
設備がご覧になれます。展示ルームでは牛乳、乳製品ができるまでを製
造工程ごとに分かりやすく紹介しています。ご希望によりチーズの手づくり
を無料で体験できます。
「森永乳業株式」ホームページをご覧ください。
①小、中、高、般 ②理、社、技・家 ③校外学習

152

雪印メグミルク株式会社
関西販売本部
関西コミュニケーションセンター

施設内の見学後、
「乳の食育」についての学習を進めます。
詳細は「雪印メグミルク株式会社」ホームページをご覧ください。
①幼、小、中、高、般 ②家、総 など ③校外学習
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不要

牛乳やヨーグルトなどの
製造工程見学

②家、総 など ③出前授業

*一部に参加費・材料代が必要な講座があります。

不要

153

雪印メグミルク株式会社
関西販売本部
関西コミュニケーションセンター

①幼、小、中、高、般

*

「乳の食育」出前授業／
各種セミナー

①牛乳の大切さ②骨の成長に大切なこと③バター作り④チーズ体験等。③
④のみの受付は致しておりません。生クリームを使ったバター作り体験は、
６〜９月は、品質管理上実施していません。その他、親子向けプログラム
等あります。詳しくは、
「雪印メグミルク株式会社」ホームページをご覧願
います。お伺いできる地域の範囲がございますので、事前にご相談ください。

食 育

食育「食の匠の食育出張講座」

応相談

フジノ食品株式会社
149

不要

しょうゆもの知り博士の
出前授業

不要

148

不要

日本醤油協会

不要

食育「滋賀の伝統食と食文化」

不要

滋賀大学
「環境学習支援士」
会
147

不要

学校給食野菜を通じた食育活動
（見学／校外学習）

不要

146

不要

滋賀県農政水産部
食のブランド推進課

不要

学校給食野菜を通じた食育活動
（出前授業）

野菜の作り方や特徴などを教える出前授業をします！
※学校給食用野菜を生産する地元農業者が講師を務めます。
詳細は、食のブランド推進課までお問い合わせください。

謝金
旅費
等

不要

滋賀県農政水産部
食のブランド推進課
145

対応できる内容等

テーマ

分野／スポーツ・運動・自然体験
番号

機関・施設・団体名

不要

琵琶湖環境体験学習

明日の社会を担う子どもたちに自然の大切さを学んでもらい、社会や人との
豊かな関係を築いていける「生きる力」の獲得につながるために、自然体験
等の機会と場を提供しています。まず琵琶湖に親しむことが重要であると考
え、水や波、風に触れる
【琵琶湖の水環境体験学習】
【生き物調べ体験学習】
【ヨ
シ笛づくり体験学習】
【カヌー体験学習】等の体験学習を行っています。
「オーパルオプテックス株式会社」ホームページをご覧ください。

謝金
旅費
等

応相談

オプテックス株式会社
154

対応できる内容等

テーマ

①小、中、高、般 ②理(環境)、体、社 ③校外学習

①小 ②総、特 ③出前授業

要
*

スポーツ指導者がいなくて困っておられませんか？みなさんの身近なと
ころにたくさんの指導者がおられます。日本体育協会、健康・体力づく
り財団、日本レクリエーション協会などの公認資格を保有した指導者を、
みなさんのニーズに応じて派遣します。
詳細は「公益財団法人滋賀県体育協会」のホームページをご覧ください。

*

人材（スポーツ指導者）派遣

*外部講師を要請の場合は必要

要

公益財団法人
156 滋賀県体育協会

*

子ども達に
「自然・環境の体験学習」を

不要

155

不要

草津塾

〈１ 〉川での生き物調査・観察〈２ 〉植物観察・植物遊び〈３ 〉川での自
然観察、水質調査〈４ 〉菜の花プロジェクト(菜種苗の植え付け〜刈り取
り〜油搾り・キャンドル作り等) ／これらの活動を通じて、子ども達に
自然体験の面白さと自然環境保全の大切さを学んでくれたらと思ってい
ます。
草津塾HPをご覧ください。対応可能地域：栗東、草津市内

①幼、小、中、高、般 ②体、総 ③出前授業 *講師により応相談

環境教育／
理科「木の葉の標本箱」

応相談

*3000円〜（メニューによって応相談）

不要

不要

不要

ネイチャーゲームやPA(プロジェクトアドベンチャー)を通し、自然の大切さや
私たちとの関係を学べる上、仲良く、信頼関係が深まる学習です。間伐材で
マイ箸作りも可能です。講師は、県自然体験活動指導者養成事業「しが心の冒
険プログラムSMAP研修」修了。場所はどこの公園や森でも可能ですが、栗東
の自然観察の森や彦根の荒神山公園、高島のびわ湖青少年の家をよく使って
います。詳しくは
「循環型社会創造研究所えこら」ホームページをご覧ください。

応相談

自然体験活動、ネイチャーゲーム

①小、中、般 ②理、総 など ③校外学習

*

循環型社会創造研究所えこら
161

栗東市での里山で、自然についての学習や、里山保全の体験・竹細工を
体験
詳細は、資料をご請求ください。

*

里山保全等自然体験学習

①小、中、般 ②理、総 ③出前授業

要

市民活動支援
160 レッツ栗東

・樹木の区別や種類を学びましょう。
・木の葉にはどんな種類があるでしょう。
・色々な樹木・木の葉を学習エリアで観察しながら、見本の標本箱の葉
を探して、自分たちのグループの標本箱を作り、他のグループの標本
箱と比較して、グループ活動の進め方や、樹木の葉の役割を学びます。

応相談

159

①小、中、高、般 ②総、特、体 など ③出前授業

不要

スポーツ・運動・自然体験

滋賀大学
「環境学習支援士」会

応相談

自然体験活動／
しが「心の冒険プログラム」
SMAP研修

要

158

〈１ 〉
（自然体験活動）自然体験活動指導者養成事業において養成された
指導者が自然体験活動の全体指導や補助指導を行う。
〈２ 〉
（しが「心の
冒険プログラム」SMAP研修）人と人との関わりを通した人間関係づく
り（集団づくり）の支援を様々なアクティビティ（活動）を通して行う。
〈３ 〉職員研修での講師の派遣／詳細は滋賀県学習情報提供システム「に
おねっと」HPをご覧ください。

不要

滋賀県教育委員会事務局
生涯学習課

*

コーディネーション運動を
リズムに合わせて体験

人数制限なしで、ソロ・ペア・グループでとカリキュラム多彩／ペアで
行うことで、相手への思いやりや社会性を育てる／複合の動きで身体能
力アップ／３世代交流カリキュラム（いきいき健康体操）／滋賀県ダン
ス教師協会のＨＰをご覧ください。
「滋賀県ダンス教師協会」で検索。
①幼、小、中、高、般 ②体、(親子活動) ③出前授業
*主講師１人分の実費（アシスタントは不要）

不要

157

公益社団法人
全日本ダンス協会連合会
滋賀県ダンス教師協会

①小、中、高、般 ②総、特 ③校外学習

龍谷大学
里山学研究センター
162

「龍谷の森」の里山を中心に
した環境教育

龍谷大学瀬田学舎に隣接する「龍谷の森」をフィールドにして、里山に
住む生物のいとなみや人と自然の繋がりについて科学的な視点からわか
りやすく紹介します。また、通常授業の内容に合わせた自然観察等も行
います。
「龍谷大学里山学研究センター」の研究内容についてはホームページを
参考にしてください。
①小、中、高、般 ②理、総、特 ③校外学習
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分野／スポーツ・運動・自然体験
番号

機関・施設・団体名

応相談

陸上競技に関する実技指導
及び教育活動

一般の方々に陸上競技の実技指導（お遊びも含む）を行い、陸上競技普
及の活動をする。また、子どもたち（小学生）に陸上競技の実技指導（お
遊びも含む）を通じてスポーツの楽しさや礼儀や規則の大切さを教える。

謝金
旅費
等

応相談

NPO法人滋賀マスターズ陸連
163

対応できる内容等

テーマ

①小、般 ②体、総 ③出前授業

分野／福祉・ボランティア
番号

機関・施設・団体名

要︵応相談︶
要︵応相談︶

バリアフリー教室

応相談

国土交通省
166 近畿運輸局

要

NPO・市民活動団体・ボラン
ティアグループの情報提供、
学校とのコーディネート

不要

165

不要

淡海ネットワークセンター
（公益財団法人淡海文化振興財団）

応相談

やさしい介護技術体験
抱えない介護、
尊厳をまもる介護

潜在能力を活かした介護方法や、介護にかかわるうえで大切な「人の尊
厳（そんげん）」について、考えながら人にかかわります。
介護についてや、障がいのある人や認知症のある人と接するときのコミ
ュニケーションについても一緒に考えましょう。

謝金
旅費
等

要

一般社団法人
滋賀県介護福祉士会
164

対応できる内容等

テーマ

①小、中、高、般 ②社、特、総 など ③出前授業
滋賀県内のＮＰＯや市民活動団体・ボランティアグループの活動を支援
しています。まちづくり・環境・福祉・多文化共生・人権・平和・食
育・歴史・文化・・・など、さまざまな分野で活躍する、ＮＰＯやボラ
ンティアグループに関する情報提供とともに、団体と学校現場とのコー
ディネート（ＮＰＯやボランティア活動に実際に取り組んでいる人との
連絡や調整）を行います。
①小、中、高、般 ②社、生、道、総 ③情報提供
バリアフリー社会を実現するためには交通や建物のバリアフリー化だけ
では十分ではなく、高齢者や障がい者への理解を深める「心のバリアフ
リー」を進めて行くことが重要です。「心のバリアフリー」の具体策とし
て実施している「バリアフリー教室」では、高齢者や障がい者の擬似体
験、介助の実施体験などを行います。
「国土交通省近畿運輸局」ホームページもご覧ください。
①小、中、高 ②総、特 ③出前授業

バリアフリー学習

①中、高、般 ②社、生 ③出前授業

168

①− ②− ③情報提供

①中、高 ②総、特 など ③出前授業

社会福祉法人
滋賀県聴覚障害者福祉協会

身体障害者の中でも聴覚障害者は外見からは解りにくく、その不便や困難さも
理解されにくい面があります。ろう者や難聴者、中途失聴者、高齢の難聴者な
ど聞こえの程度やコミュニケーションの方法も様々です。このことを理解し、聴
覚障害者の暮らしや諸問題を知り、聴覚障害者とのコミュニケーション方法を
学習します。内容によっては手話について学び、手話でのあいさつや会話を体験
します。
「滋賀県立聴覚障害者センター」のホームページを参考にご覧ください。

聴覚障害者とコミュニケーショ
ンの理解のために。
手話の学習など

①小、中、高、般 ②総 など ③出前授業
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要

高齢者疑似体験
（インスタントシニア）

不要

体におもりをつけたりすることなどにより高齢者の身体の様子を疑似体
験し、思いやりのこころや福祉への関心を高めます。
事前打ち合わせ要。多人数の場合は応じられないことがあります。

要

170

社会福祉法人
滋賀県社会福祉協議会・
福祉用具センター

̶ ̶

不要

169

福祉やボランティアに関する
情報提供

１. 滋賀県ボランティア地域情報サイト「しがボランティアネット」の
運営／２. ボランティア情報チャンネル編集発行（毎月１日発行）／３.
ボランティア体験情報の発信／４. ボランティア相談／５. 福祉学習の
ための資機材の貸し出しをしています。各市町の社会福祉協議会と連携
して取り組みます。

福祉・ボランティア

社会福祉法人
滋賀県社会福祉協議会

スポーツ・運動・自然体験

国土交通省
167 近畿運輸局

誰もが安心・快適に暮らせるバリアフリー社会実現のための取り組みやその内容
を学習します。
「どこでも、だれでも、自由に、使いやすく」というユニバーサル
デザインの考え方に基づき、高齢者や障がい者の方々など誰もが使いやすい公
共交通等を整備し、
「心のバリアフリー」を進める取り組みが行われています。基
本となる「バリアフリー法」の概要やバリアフリーに関する「近畿地方」の現状や
課題について説明します。
「国土交通省近畿運輸局」ホームページもご覧ください。

分野／福祉・ボランティア
番号

機関・施設・団体名

*
要
不要

被害にあったら？／デートDVとは？ふたりがよりよい関係をつくるために／
周りの被害者への対応、言葉のかけ方／被害者の心情／被害者の心に触れ
る手記の朗読グループ『リーフ』の講演／相談の受け方、心に寄り添って話
を聞くとは、聴き方を考える ※ＰＴＡ研修や、職員の人権研修などにもご
利用いただけます。
※パンフレットの配布、パネル展示も可能です。詳細は
「認
定NPO法人おうみ犯罪被害者支援センター」ホームページをご覧ください。

不要

「性教育」
「デートＤＶ」
「聴く」

*講義を希望される場合は、ご相談ください。

応相談

認定NPO法人
172 おうみ犯罪被害者支援センター

①幼、小、中、高、般 ②社、総 など ③校外学習

*

滋賀県立聴覚障害者センター
見学

不要

171

施設の目的や役割を学び、聴覚障害者への理解を深めます。
詳細は、「滋賀県立聴覚障害者センター」ホームページをご覧ください。

不要

社会福祉法人
滋賀県聴覚障害者福祉協会

謝金
旅費
等

対応できる内容等

テーマ

①中、高、般（PTA、教職員など） ②総 など ③出前授業

JICA関西
（国際協力機構関西国際センター）
173

見学（JICA関西）

JICA関西施設訪問では、JICAボランティアによる活動体験談、JICA技術研修
員との交流、世界における日本の技術協力事業を実施するJICA事業概要説
明などのプログラムがあります。また、キャリア学習で活用いただける職場体
験プログラムを実施しています。フロント業務、技術研修員受け入れ業務の補
助、広報素材の作成などを体験いただけます。ホームページ「独立行政法人
国際協力機構JICA関西」
「公益財団法人滋賀県国際協会JICAについて」
①小、中、高、般 ②国、社、生、技・家、道、総 ③校外学習

分野／文化・伝統・芸術
番号

機関・施設・団体名

不要

不要

不要

要

要

囲碁授業の提供

日本文化の一つである囲碁の教育、
（プロ棋士による）指導：正規授業やクラ
ブ活動への導入を前提として、日本の伝統文化の一つである囲碁の教育を行
うことが可能です。指導は、一般財団法人関西棋院所属のプロ棋士または講
師が行い、マナーや挨拶、私語を慎む等、精神面の向上を図る効果も期待
できます。親子向け囲碁体験講座の実施や囲碁普及に関する要望には全面
的に対応いたします。
「一般財団法人関西棋院」ホームページをご覧ください。

不要

一般財団法人
174 関西棋院

謝金
旅費
等

対応できる内容等

テーマ

①小、中、高 ②総 ③出前授業

一般財団法人
175 関西棋院

関西棋院見学（大阪・北浜）

176

朗読を楽しもう！
まずは、発声練習と滑舌練習！

②国、総

など

不要

音楽でふれあい、音楽に親しみをもつことのできる参加型コンサート。
／音楽で祝う記念日コンサート。／音楽と絵本でハートフルコンサート、
人権学習。／ピアニカや打楽器体験教室（クラス単位）
。／音楽でふれ
あう親子フォーラム。
ＰＴＡ行事等にも対応できます。人権学習・芸術鑑賞・親子フォーラム
等でも活用してください。

要

参加型コンサート及びワーク
ショップ

①幼、小、中（放送部のみ）、高（放送部のみ）、般
③出前授業

不要

177

基礎テキストを使用し「早口ことば」や「外郎売」で滑舌練習等をします。
リズミカルに一人で読みあげる楽しさやリレー朗読で読み上げる楽しさ
を体験しながら練習をしていただきます。詳細は、
「一般社団法人日本
朗読協会」ホームページをご覧ください。 *5,000円／２回（１〜２時
間／回）／一人一冊基礎テキスト（20ページ、500円）が必要です。

要

音の宅配便 そよかぜ

①小、中、高 ②総 ③校外学習

*

福祉・ボランティア 文化・伝統・芸術

一般社団法人
日本朗読協会

囲碁普及団体である、一般財団法人関西棋院（大阪・北浜）での見学受
け入れを実施します。（見学の日時、人数等については別途相談）
囲碁普及に関する要望には全面的に対応いたします。
「一般財団法人関西棋院」ホームページをご覧ください。

①幼、小、般 ②音 等 ③出前授業

鍛冶屋研究会
178

鍛冶屋体験教室
（移動式炉を使った技術指導）

鍛冶屋の仕事を子ども達に知ってもらうために、移動式の炉を作製し、
出張して、鉄の加工（鍛冶）を見てもらえるようにしました。作業は、
守山市今宿の馬本鉄工所が行うので、守山近辺が望ましいです。
①小、中 ②理、総、社 ③出前授業
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分野／文化・伝統・芸術
番号

機関・施設・団体名

スペイン・セビリア万国博にて原寸大に復元された安土城５・６階部分
や安土御献立の復元レプリカの解説をまじえた見学。新設された「VR
安土城」
（バーチャル・リアリティ映像）の上映もご覧いただけます。入
館料：小・中学生170円（団体120円）／高校生350円（団体250円）※
団体20名以上

不要

滋賀県最大のパイプオルガンを設置した音楽ホール「文芸セミナリヨ」で、楽器
の王様 パイプオルガン を鑑賞していただく。ホールそのものが楽器であるこ
とから、座る位置によって音の響きが異なることを体験。子どもたちには、実
際に楽器の鍵盤なども触ってもらう、デモンストレーション用のパイプを用いて
実際にパイプを吹いてみる等、パイプオルガンについて学ぶ。事前予約要。ホ
ールの空き日にのみ対応。お一人様につき入場料100円
（空調使用時は別途要）

不要

不要

不要

不要

不要

要

不要

不要

不要

要

不要

不要

不要

要

180

*材料費については応相談。

不要

公益財団法人
安土町文芸の郷振興事業団
安土城天主信長の館

不要

①小、中 ②総 ③出前授業

*

手引き真綿の職人技体験
−真綿布団を作ろう−

実際に繭からできた手引き真綿に触れて、びっくりするような手引きの
感覚を体感できます。／手引き真綿の布団を完成させ、ものづくりのお
もしろさを体験します。／自然素材を用いた日用品は、限りあるいのち
と資源から作られているので、先人の知恵に学び、ものを無駄にせず、
傷んだら修理し、長く使うことの大切さを伝えたいと思います。
パワーポイント形式のスライドまたは紙芝居で繭と蚕への理解を進めます。

謝金
旅費
等

不要

株式会社ロマンス小杉
179

対応できる内容等

テーマ

復元された安土城、およびバーチャル・
リアリティによる安土城や城下町等の映
像を中心に、館内をご覧いただけます。 ①小、中、高、般 ②社（歴史） ③校外学習

公益財団法人
安土町文芸の郷振興事業団
181 文芸セミナリヨ

見学（パイプオルガン鑑賞会）

①幼、小、中、高 ②音、社 ③校外学習

公益財団法人
滋賀県文化振興事業団
182

次世代文化芸術推進事業
「アートのじかん」

滋賀県教育委員会事務局
183 文化財保護課

戦国時代の近江

次代を担う子どもたちに生の文化芸術に触れる感動と楽しさを伝える事
業を展開しています。芸術体験プログラムとして授業で実演するアーテ
ィストを派遣し、音楽（クラシック・邦楽（箏））、日本舞踊、現代ダンス、
演劇などを実施します。
実施期間10月〜２月
①小、中（特別支援学校は高等部生徒も可） ②総、音、体
③出前授業
滋賀県には1300のお城があります。皆さんが住んでいる所にも館跡や
砦や城があるはずです。それらのお城の歴史や戦国時代の近江ではどの
ような暮らしをしていたのかといった教科書には載っていないお話をし
ます。
教育委員会の「文化財」のホームページをご覧ください。
①小、中、高、般 ②総、社 など ③出前授業

滋賀県教育委員会事務局
文化財保護課
184

安土城跡・観音寺城跡の現地
ガイド

滋賀県教育委員会事務局
185 文化財保護課

大中の湖南遺跡の時代

大中の湖南遺跡の現地ガイド

滋賀県埋蔵文化財センター
187

弥生時代の農耕集落である大中の湖南遺跡をテーマに、弥生時代の生活
や社会の様子についてお話します。
①小、中、高、般 ②社、総 ③出前授業

弥生時代の農耕集落である大中の湖南遺跡について、現地で分かりやす
く専門職員が解説します。
①小、中、高、般 ②社、総 ③校外学習

歴史・埋蔵文化財・文化財に関することあるいは埋蔵文化財を用いた授業
等。授業の内容については、相談の上決定します。／実際に児童、生徒
に出土品に触れてもらい、授業を行います。／勾玉作り など／実際に児
童・生徒に本物の出土品に触れてもらう機会を提供し、あわせて写生・創
作活動を支援します。講座、講演等の講師を紹介する事業も行っています。
①小、中、高、般 ②社、図／美、総（歴史） ③出前授業
*体験に使用する消耗品については実費が必要な場合があります
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*

歴史・文化財に関すること等

①小、中、高、般 ②総、社 など ③校外学習

文化・伝統・芸術

滋賀県教育委員会事務局
186 文化財保護課

安土城跡・観音寺城跡のお城の歴史や構造を城郭調査担当職員が分かり
やすく現地で解説します。また、安土城下町や観音寺城下町の戦国時代
から残る遺跡や文化財の現地案内も希望があればいたします。１名ずつ
に安土城跡解説リーフレット（最新版）を配布します。

分野／文化・伝統・芸術
番号

機関・施設・団体名

不要

縄文〜古墳時代や
戦国時代についての
展示解説＆体験プログラム

①小、中、高、般 ②社、総（歴史） ③校外学習

縄文〜古墳時代や戦国時代の出土遺物や古文書などの実物資料を展示室
で見学、要望に応じてビデオ上映、勾玉づくりや火起こし・土器に触れ
る体験学習を行い、文化や歴史への理解を深めます。館内では、県内の
発掘調査で出土した土器などの整理作業も行っています。見学・説明を
ご希望の方は併せてご相談下さい。

*

189

不要

滋賀県立安土城考古博物館

要

見学（展示コーナー等）

当センターの展示コーナーの見学／埋蔵文化財の整理調査の見学／出土
品を活用した講義 など
講座、講演等の講師を紹介する事業も行っています。

謝金
旅費
等

不要

滋賀県埋蔵文化財センター
188

対応できる内容等

テーマ

①小、中、高、般 ②社、総、特 など ③校外学習
*体験には材料費が必要になるものもあります。詳細はご相談下さい。

*

複製画を用いた観賞と
コミュニケーションの体験学習

応相談

190

不要

滋賀県立近代美術館

アートゲーム（ゲーム形式で作品の鑑賞法を学べる教育プログラム）を中心に
幾つかのプログラムを用意しています。グループ間のコミュニケーションを活
性化させたり、ヴィジュアル・リテラシー
（読解力）能力を高めるものや、郷土
学習、地域学習につながるようなものも用意してあります。／グループ内のコ
ミュニケーション活性化ツールでもある《アートゲーム》の貸し出しを行ってい
ます。親子間・世代間のコミュニケーションなどに結びつける事も可能です。
①小、中、高、般 ②図／美、総、（国、理、社、生） ③出前授業

滋賀次世代文化芸術センター

①小、中、般 ②理、社（昔のくらし）、生、道、特 ③教材貸し出し
*運搬費実費
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*

キットの貸し出し

不要

東近江市博物館グループ
196

貸し出しキット：簡単な解説付き、希望者には事前レクチャーあり
〈１ 〉南極地域観測隊員なりきりセット〈２ 〉
「南極へようこそ！」越冬
隊員の生活−今、むかし−〈３ 〉近江商人行商姿なりきりセット
〈４ 〉ちょっと昔のくらし体験セット（３種類）
要：事前打ち合わせ ＊担当：西堀榮三郎記念探検の殿堂

要

「美しいもの、本物に触れて輝い
て！」文化施設・芸術家と学校と
を繋いで、本物の文化・伝統・
芸術に触れる体験活動の実施

要

195

県内の美術館・博物館・文化ホールと連携して、小・中・高校・特別支援学
級・学校等の校外学習を実施しています。
（例：グループに分かれて作品鑑賞
をする。学芸員のお話。館内施設の見学。文化芸術プログラムの体験。など）
センターでは、学校の希望に合わせて、文化施設側と調整し、校外学習
をコーディネートします。当日は、文化ボランティアがスタッフにつきます。
①小、中、高、特別支援学級・学校、適応指導教室
②総、図／美、社、音 ③校外学習

要

文化・伝統・芸術

滋賀次世代文化芸術センター

要

「美しいもの、本物に触れて輝い
て！」文化施設・芸術家と学校とを
繋いで、本物の文化・伝統・芸術
に触れる体験プログラムの実施

要

194

県内の美術館・博物館・文化ホールや芸術家と連携し、学校での授業（文化芸術
体験プログラム）を実施（年間約200回）。美術鑑賞、造形体験、陶芸体験、茶
道体験、音楽体験など。コーディネーターが、学習のねらいや要望に応えながら、
体験プログラム当日まで、講師（文化施設等の専門家・芸術家等）と学校との相
談・調整をし、当日には子どもたちをサポートするスタッフを派遣し、学校の状
況に応じた細やかな支援を心がけています。
①小、中、高、特別支援学級・学校、適応指導教室
②総、図／美、社、技・家、音 ③出前授業

不要

やきもの体験
つちっこプログラム（来園）

*

193

陶芸の森の園内施設である、陶芸館、登り窯・穴窯、野外作品等の展示
などから、学校の要望に合わせてスケジュールを組み立てていきます。
制作体験を希望される学校には、見学と制作を組み合わせて、本物との
出会いに刺激を受けてやきものづくりを体験するプログラムを展開して
います。詳細は、「滋賀県立陶芸の森」ホームページをご覧ください。
①幼、小、中、高、般 ②社、図／美 ③校外学習
*制作体験（材料費・焼成費・謝金）１人あたり450円〜2,500円程度

要

滋賀県立陶芸の森／
世界にひとつの宝物づくり実行委員会

不要

やきもの体験
つちっこプログラム（出張）

*

192

学校・美術館・文化ボランティア・陶芸家たちと連携しながら、やきものづ
くりの楽しさ、不思議、陶芸の森を広く知っていただくことを目指し、県内
各地の学校や特別支援学校への出張授業を進めています。
〈例〉ねんどで遊
ぼう！高く、高く／パプアニューギニアの土器と出会って、土面をつくろう 等。
詳しくは「滋賀県立陶芸の森」ホームページをご覧ください。
①小、中、高、般 ②図／美、社、理 ③出前授業
*制作体験（材料費・焼成費・謝金）１人あたり450円〜2,500円程度

要

滋賀県立陶芸の森／
世界にひとつの宝物づくり実行委員会

不要

美術館の裏側をのぞく
（見学とワークショップ）

*

191

要

滋賀県立近代美術館

美術館の裏方（美術館の役割や、どのようにして展覧会ができあがるか、な
ど）を学習できるような見学の受け入れが可能です（ただし会場の都合で少
人数に限ります）。展示室や美術館の裏方の見学をした後、
「自分だけの美
術館作り」ワークショップ等を実施し、美術館の仕事を体験学習できます。
※時間的に余裕を持って申し込んでください。
①小、中、高、般 ②図／美、総、（国、理、社、生） ③校外学習
*ワークショップと組み合わせる場合は実費負担

分野／文化・伝統・芸術
番号

機関・施設・団体名

不要

展示見学対応（学校の利用に対して）
総合学習での来館に際した質問への対応
※内容によって対応可能な場合とそうでない場合があります。学習のね
らいと内容を明確にした上で、必ず事前にお問い合わせください。／
入館料：彦根市内は無料、滋賀県内は小・中学校は無料、その他は有
料です。

不要

展示見学

*交通費等含めて

不要

彦根城博物館
198

①小、中、高、般 ②国（俳句、短歌） ③出前授業

*

日本の伝統文学を
子どもたちに伝えよう

俳句や短歌を通じ、日本語が持つ美しい言葉や表現を正しく伝えること
や、自然や命の大切さに向き合うことなど豊かな心を育み日本の伝統文
学の伝承につなげていくことを目的に活動しています。

謝金
旅費
等

応相談

東近江文学会
197

対応できる内容等

テーマ

①小、中、高 ②社、総 ③校外学習

**

①小、中、高、般 ②音 ③出前授業

応相談

吹奏楽部、合唱部を技術指導のみの補強ではなく、日常活動のマニュア
ル化と部活動のより円滑な運営方法や予算獲得や対保護者対応などにつ
いても指導していく。／音楽の好きな顧問の先生に指導されている部吹
奏楽部、合唱部、軽音楽部など

**

*

よりスキルアップする部活指導

* 1名派遣20,000円（交通費含）
**ジャズバンドの場合は最低３名から（＋最低２名のスタッフ要）。
器材等の設備がなく器材持ち込みの場合、交通費要。

要

ＣＫミュージックコンサルタント
202

①幼、小、中、高、般 ②音 ③出前授業

*

ポピュラー、クラシック、民
族音楽、ジャズコンサートや
サロンコンサートの実施

要

201

音楽家１名から派遣します。学校体育館でもどこでも演奏します。ピア
ノがない場所でもギターや電子楽器で対応します。

**

応相談

ＣＫミュージックコンサルタント

* 1クラス１授業単位・指導料2,000円
**補助スタッフは必要ありませんが、単級の場合は２授業単位からお願い
します。１授業のみを希望の場合、別途交通費要。県境の遠隔地は、
交通費の補助をお願いする場合あり。

*

楽しい音楽鑑賞

①小、中、高、般 ②音 ③出前授業

要

ＣＫミュージックコンサルタント

応相談

音楽鑑賞を楽しく体験する。映像だけに頼らず音楽からイメージをふくらます鑑賞授業
／事前に各学校が所有している再生装置と音楽ソフトについて詳細に知らせてください。
200

応相談

*

リコーダー入門

要

ＣＫミュージックコンサルタント
199

リコーダー導入における正しい楽器の扱い方と正しい奏法について、初級合
奏法／ソプラノ、アルトどちらでも対応します。また両方同時にも指導可能です。
①小、中、高、般 ②音 ③出前授業
* 1クラス１授業単位・指導料2,000円
**補助スタッフは必要ありませんが、単級の場合は２授業単位からお願
いします。１授業のみを希望の場合、別途交通費要。県境の遠隔地は、
交通費の補助をお願いする場合あり。

**

* １指導・半日３時間6,000円 1日６時間10,000円
**交通費の補助をお願いする場合あり
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文化・伝統・芸術

①小、中、高、般 ②総、特 ③校外学習

**

要

生活文化
（昔の暮らしの学習と体験）

不要

205

昔の生活用具や農具などを使った暮らしの学習と体験
・東近江市大塚町のあたらしや学問所では農家の暮らしを見学
・日野町鎌掛のしゃくなげ学校では農家と商家の暮らしを見学
※出前講座は滋賀県内可能

要

NPO法人
蒲生野考現倶楽部

・当館所蔵品「鳥獣人物戯画断簡」を基に、
「鳥獣人物戯画」のレプリカ
を観察し、模写を行う授業：実施対象：小学１〜６年生
・尾形乾山や茶の湯の導入から茶碗、器の製作、そしてお茶会や盛り付
け撮影でしめくくる授業： 実施対象：小学４年生〜高校３年生
人数制限は特になし
①小、中、高 ②国、社、生、図／美、技・家、総、特 ③出前授業
* **外部専門家に依頼の場合、必要。*材料費が必要になる場合がある。

*

文化芸術

*サックス奏者のみの場合は不要であるが、他楽器の演奏者を追加する
場合に必要になる。

不要

ＭＩＨＯ ＭＵＳＥＵＭ
204

①幼、小、中、高、般 ②総、音 ③出前授業

*

ジャズサックス奏者等による
音楽授業や音楽指導 ほか

不要

203

ＪＡバンク滋賀イメージキャラクターである女性プロサックス奏者等に
よるジャズの演奏。 プロ活動に至るまでのサクセスストーリーの講演。

応相談

ＪＡバンク滋賀

分野／文化・伝統・芸術
番号

機関・施設・団体名

応相談

未来を担う子ども達へ
「音楽の贈り物」

音楽会の企画、プロデュース、コーディネート。
音楽鑑賞会（体験型、鑑賞型）企画、コーディネート。
音楽物語制作、よし笛コンサート、体験学習。
よし笛に関する音楽鑑賞、体験学習、クラブ活動等、お手伝いいたします。

謝金
旅費
等

応相談

ＷＩＴＨ（アートＮＰＯ）
206

対応できる内容等

テーマ

①小、中、高、般 ②音、総 ③出前授業

分野／その他
番号

機関・施設・団体名

対応できる内容等

テーマ

不要

不要

不要

膜ろ過による水の浄化技術

不要

旭化成株式会社
207 守山支社

〈1〉旭化成の中空糸膜ろ過技術が人工腎臓など医療分野、医薬品・飲料はじめ
多くの製造業、そして世界の浄水場など幅広く利用されていること、
〈２〉ろ過
のメカニズムを説明します。次いで〈３〉汚水等を自分の手で膜ろ過して浄化す
る体験を行います。また、
〈４〉企業人として
「人びとのいのちとくらしに貢献する
仕事に関われることの誇りと喜び」を生徒に伝えたいと考えています。弊社HP：
CSRニュース
「出前授業」や
「地域社会との応急給水訓練」などご覧ください。

謝金
旅費
等

①小、中、高 ②総、理 ③出前授業

旭化成株式会社
守山支社
208

地下水膜ろ過飲料水供給設備
他の見学

一般財団法人
滋賀県教職員互助会
209

学校生き生き活動支援事業
（助成金）

滋賀県内の公立小学校、公立中学校および県立学校が取り組む学校教育
活動支援者（学校支援ボランティア等）を活用した教育実践に要する経
費に対し、予算の範囲内において助成金を交付します。条件があります
のでお問い合わせください。助成金の交付申請書、実績報告書は「滋賀
県教職員互助会」ホームページからダウンロードしてください。

− −

①滋賀県内の公立小・中学校、県立学校 ②− ③助成金交付

不要
不要

応相談

応相談

要

不要

県内公立学校（小学校・中学校・高等学校・特別支援学校）のニーズに
応じて、校外学習の引率補助者、図書館・読書ボランティア、教科・総
合的な学習の時間のゲストティーチャー等を派遣します。
詳しくは、
「一般財団法人滋賀県退職教職員互助会」ホームページをご
覧ください。

不要

人材（退職教職員）派遣

①小、中、高 ②総、理 ③見学／校外学習

不要

一般財団法人
210 滋賀県退職教職員互助会

守山支社は地下水を中空糸膜でろ過して安全な飲料水を従業員に供給し
ています。その設備の見学とともに地元との共生の取り組み、膜ろ過技
術の紹介を行います。
弊社HPのCSRニュース「出前授業」や「地域社会との応急給水訓練」な
どご覧ください。

①小、中、高 （※公立学校のみ） ②すべての教科、総 ③出前授業

一般財団法人
211 滋賀県動物保護管理協会

動物なかよし教室

・身近な動物（犬・ねこなど）との接し方についての説明（その習性や
同じ命あるものとしての接し方、事故防止の観点から知らない犬に出
会ったらどうすればよいかなど）
・身近な動物についてよく知る（引率の先生の管理下で、動物の温かさ、
命の大切さを肌で感じ、動物に対する関心を高めます。）
①幼、小（１〜２年） ②生、総 ③校外学習

文化・伝統・芸術

おうみ未来塾
「仕事人と語ろう！」グループ
212

企業家の事績を通して生きる
こと・働くことを学ぶ

①小（５〜６年）、中、高、般

②総、社

③校外学習

*入館料等、詳細はお問い合わせください。
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*

その他

大阪を舞台に活躍した企業家105名（松下幸之助さん等）の事績を通して、
「志をもち、これからの世の中がどのように変わっていくのかを考え、創意
工夫しながら挑戦し、自分の力でやりぬく意志（＝企業家精神）」の大切さ
を学ぶ。／ミュージアムスタッフの講話の後、スタッフの案内のもと展示を
見学。大阪企業家ミュージアムの展示内容は、ホームページをご覧ください。

様々な職種の 仕事人 を派遣し、
小・中学校のキャリア教育支援
を行います。
①小、中、高、般 ②社、家、総 ③出前授業
大阪商工会議所
大阪企業家ミュージアム

213

地域の中で様々な仕事で活躍している職業人（看護師、消防士、美容師、
保育士、弁護士、料理人、技術士・・・）を 仕事人 として招き、仕事
をしていて楽しいことやつらいこと、目標にしていることや、どうしたら
その職業につけるのかなどを本音で語っていただきます。子どもと保護
者に広い職業観を養っていただき、家庭においても 仕事 そのものへの
共通理解を深めようとするものです。
「マナー講座」も対応可能です。

分野／その他
番号

機関・施設・団体名

不要
不要
不要
要
要
要
要
不要
不要

FMラジオ工作および
ラジオCMの制作

不要

217

不要

株式会社エフエム滋賀

要

愛校精神を下級生たちに
伝えるために
（学校施設・遊具の塗装）

応相談

216

応相談

おかけんリフォーム

要

大津地方検察庁の見学等

不要

大津地方検察庁
215

不要

裁判、裁判員制度、
検察庁職員の仕事、役割等

刑事裁判のしくみ
・裁判員制度の説明、質疑応答等
・検察庁職員（検察官・検察事務官）の職務内容等の説明、質疑応答等

謝金
旅費
等

不要

大津地方検察庁
214

対応できる内容等

テーマ

詳しくは、「大津地方検察庁」ホームページをご覧ください。
①小、中、高、般 ②社、総 ③出前授業

庁内見学、業務説明等。
詳しくは、「大津地方検察庁」ホームページをご覧ください。
①小、中、高、般 ②社、総 ③校外学習

最近では外で遊ぶ機会が減ってきています。子どもたちに本来の遊びや
活動というものを知ってもらい、そのことを下級生たちに引き継いでもら
うために、児童・生徒たちと遊具の塗装、学校施設の塗装を実施します。
「おかけんリフォーム」ホームページをご覧ください。対象エリア：彦根市、
愛知川、東近江市、近江八幡市、米原市。
（長浜市はご相談ください。
）
①小、中 ②− ③出前授業
・ラジオのプロによるラジオの仕組み講義＋ラジオ工作
・ラジオのプロとつくる学校CM制作および当該CMの放送
前半はラジオキットを作って電子回路の基本を学び（ハードの製作）
、
後半は学校のラジオCMを作ってコミュニケーションの基本を学びます
（ソフトの制作）。そのCMは希望時間にe-radioの放送でオンエアされ
ますので作ったラジオで聞くことが出来ます。
①小、中 ②図、道、技 ③出前授業

株式会社宙（sora）
218

子育て＆教育コーチング講座

コーチングのコミュニケーションスキルを活用したワークをたくさん取
り入れた大人も参加できる講座です。子供のやる気や能力、行動力、可
能性を引き出し、未来の夢や目標を叶えるヒントをお伝えします。
詳細は「株式会社宙（sora）」ホームページをご覧ください。
①小、中、高、般 ②総

株式会社宙（sora）
219

マナー講座

株式会社宙（sora）
220

「怒り」の連鎖を断ち切ろう！

③出前授業

マナーは相手を思いやる気持ちです。マナーをわかりやすく楽しく実践
しながら身につけていただきます。
詳細は「株式会社宙（sora）」ホームページをご覧ください。
①中、高、般 ②総

③出前授業

「ムカツク！」
「イラッ！とする」など「怒り」の感情をそのまま相手にぶつけるコミ
ュニケーションが増えてきました。
「怒り」の感情について正しい心理教育や心理
トレーニングをすることで自分で「怒り」の感情を適切に扱えるようになります。
「怒りの感情」は「悪いこと」でも「恥ずかしいこと」でもありません。怒りの感情
は連鎖します。安心安全な環境をつくるために、親子で「怒りの感情をコントロー
ルするスキル」を学びませんか？保護者、教師対象のメニューもご提案できます。
①小、中、高、般 ②道、コミュニケーション ③出前授業

株式会社ブリヂストン
221 彦根工場

タイヤ製造工場見学

ワコールツボミスクール

①般 ②社、総

③校外学習

・成長期の女の子と保護者や養護教諭の方を対象に、からだやこころの変化、
初めての下着選びについて楽しく学んでいただくスクールです。／・小、中、
保護者の３つのコースがあります。／・保護者コースでは、ワコール人間科学
研究所のデータに基づき、昔と今のティーンの成長の違いや、最新の下着事情
についてもご紹介しています。詳細は、
「ツボミスクール」で検索してください。
①小（４〜６年女子）、中（１〜２年女子）、小１〜中２年女子の保護者、
養護教諭 ②体／保、特 など ③出前授業
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その他

株式会社ワコール
222

一般工場見学を年２回実施。タイヤ製造の一連の過程を見学後、質疑応
答にて学習していただきます。
事前連絡をお願いします。

分野／その他
番号

機関・施設・団体名

要

要

要

不要

不要

不要

不要

不要

不要

不要

不要

不要

不要

不要

要

不要

不要

マナー講座

官公庁や大学等でコミュニケーションやマナーの研修を行うと共に、キャリアカウ
ンセラー、パーソナルコーチとして支援活動も行っています。高校生や中学生を対
象としたマナー講座等、実技を中心にした授業は実践的で分かり易いと、リピー
ターも多く好評を頂いています。／マナー講座／面接対策講座／コミュニケーショ
ン講座／キャリア講座／子どもを伸ばすコーチング講座 詳細は「研修オフィスＳ
ＡＫＵＲＡ」のホームページをご覧ください。「研修オフィスＳＡＫＵＲＡ」で検索

謝金
旅費
等

要

研修オフィスＳＡＫＵＲＡ
223

対応できる内容等

テーマ

①小、中、高、般 ②総 ③出前授業

研修オフィスＳＡＫＵＲＡ
224

折れない心レジリエンス講座・
アサーション講座他

ストレスの多い現代、自分をどうコントロールし、周りとの関係性をどのように構
築するかが大切になってきました。逆境にあっても折れないレジリエンス力をつけ、
コミュニケーションを高める講座です。 保護者向けにも、子供のレジリエンス力
を育てる関わりや、やる気を高める関わり方の講座を開催しています。◆レジリエ
ンス講座◆エンパワーメント／キャリア講座◆アサーション講座◆コミュニケーショ
ン講座◆コーチング講座／詳しくは添付資料、ホームページをご覧ください。
①小、中、高、般 ②総 ③出前授業

「生衛業」の職業体験の実施。すし職人やクリーニング師による技術の実演、
理容師・美容師によるレッスン用ウイッグを使ってのカットやワインティング技
術の実演、旅館・ホテルにおける接客技術、また、社会人としての「あいさつ」
の仕方などについてのお話。
「中学生チャレンジウィーク」の事前授業やキャリ
理容、美容、すし、クリーニング、 ア教育等の一環としてご活用ください。「公益財団法人滋賀県生活衛生営業指
導センター」ホームページ の
「出前インターンシップのご案内」をご覧ください。
コーヒーなどの実演とお話

公益財団法人
滋賀県生活衛生営業指導センター
225

①小、中、高 ②生、技・家、総 ③出前授業

公益社団法人
滋賀県獣医師会
226

動物とのふれあい教室、
飼育管理指導 ほか

・ウサギやモルモットなど学校飼育動物をよく知ってもらうため、スラ
イド等を用い子ども達にお話します。／・実際に動物と触れあってもら
い、動物の温もり、生命を感じてもらいます。（ふれあい教室）／・飼
育現場を見せていただき、飼育のアドバイスなどを希望に応じて行いま
す。また、必要に応じて診療・治療を行います。
情報誌「ふれあい」を年２回、各園･校に送付しています。
①幼、小 ②総（命の教育） ③出前授業

国土交通省近畿地方整備局
227 琵琶湖河川事務所

天ケ瀬ダム再開発事業

天ケ瀬ダム再開発事業の目的である「洪水調節機能の強化」
「水道用水の
確保」
「発電能力の増強」をわかりやすくご紹介します。また日本最大級
となる水路トンネル工事の進捗状況を現地で見学してもらい、土木工事
のスケールの大きさを体感してもらいます。工事の進捗状況等によりご
希望に添えない場合があります。
①中、高、般 ②理 ③校外学習

国土交通省近畿地方整備局
228 琵琶湖河川事務所

瀬田川洗堰の歴史と役割

国土交通省近畿地方整備局
229 琵琶湖河川事務所

琵琶湖河川事務所事業概要

国立大学法人
230 滋賀大学

滋賀大学出前講義

その他

三恵工業株式会社
231

「ものづくり」工場見学
〜自動車部品のできるまで〜

琵琶湖・淀川のしくみと瀬田川洗堰ができるまでの道のり、琵琶湖と淀
川における治水・利水・環境に関する瀬田川洗堰の役割を学んでいただ
きます。
アクア琵琶での実施も可能です。
①小（４〜６年）、中、高、般

②社

③出前授業

瀬田川洗堰による琵琶湖の水位管理や天ケ瀬ダム再開発事業及び瀬田
川・野洲川・琵琶湖における河川改修、河川管理、河川環境、河川利用
に関する様々な取組についてご紹介します。
アクア琵琶での実施も可能です。
①般 ②社 ③出前授業

大学教員による出前講義です。
詳しくは「国立大学法人滋賀大学」ホームページをご覧ください。
①幼、小、中、高、般 ②ー ③出前授業

工場内の各過程を見本を見ながら説明させていただきます。
詳細は「三恵工業株式会社」ホームページをご覧ください。
①小 ②社、総 ③校外学習
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分野／その他
番号

機関・施設・団体名

対応できる内容等

テーマ

*
不要
不要

不要

不要

不要

不要

不要

不要

不要

不要

学習会の開催−産業や技術に
関する学習を支援します！

県の産業・技術の現状や当センター業務の概要説明、施設や機器の見学・
実習体験などをとおして、ものづくり・科学技術教育を支援します。／当
センターでは、次世代人材の育成対策にも積極的に貢献しようと、高等
学校の科学技術教育を支援する学習会を企画。
（Ａ）センター業務から学
ぶ（Ｂ）併せて産業と技術の現状を学ぶ（Ｃ）機器操作により実習体験をす
るの各コースを設定しましたので、授業の一環としてご活用ください。

不要

233

*講師との相談による

不要

滋賀県工業技術総合センター

要

①般 ②ー ③学校教員向け研修会等

*

生徒指導に関わった内容

不登校に関すること／いじめに関すること／少年非行に関すること／暴
力行為に関すること／インターネット、携帯電話に関すること／機関連
携に関すること／虐待に関すること／生徒指導全般に関わって／教育相
談全般 に関わって／詳細は学校教育課生徒指導のホームページをご覧
ください。

要

滋賀県教育委員会事務局
232 学校教育課

謝金
旅費
等

①高 ②理 ③校外学習

滋賀県社会保険労務士会
234

将来きっと役立つ！
働くときの基礎知識

滋賀県選挙管理委員会事務局
235

選挙を体験してみよう！

滋賀県統計課
236

出前講座
「しが統計・キッズクイズ」

将来、社会に出る生徒の皆さんに、年金をはじめとした社会保障や労働
に関する専門家として、国民の権利と義務について、実務を通した現実
味のある知識を分かり易く伝えます。
詳細は「滋賀県社会保険労務士会」のホームページをご覧ください。
①中、高 ②社、公民、総 ③出前授業

選挙の意義や重要性などを学習してもらうことを目的として、選挙の話
や模擬投票などを行います。
募集期間となりましたら、各学校あてに募集要項を送付いたします。
①小（高学年）、中

②社、総

③出前授業

子どもたちが楽しみながら、統計的なものの見方や考え方について理解
が深められるよう、各種統計データから見えてくる滋賀県の姿をテーマ
にして、クイズ形式で学んでいくものです。
併せて、
「統計グラフコンクール」の入選作品も紹介し、統計グラフの
表現の仕方などについても紹介します。
①小 ②総、社 など ③出前授業

滋賀県動物保護管理センター
237

動物愛護学習

・動物保護管理センターの業務について学ぶ／（センターの業務説明と
施設見学を行い、命の尊さ、動物に対する義務と責任等を考える契機
とします。）
・動物の適正飼養について学ぶ／
（身近な動物、特に犬・猫の習性・生理
を理解することにより、動物と共生するために必要なことを学びます。）
①小（４〜６年）、中、高、般

滋賀県平和祈念館
238

その他

③出前授業

不要
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②保

*

①小（６年）、中、高

不要

病気やがんの予防

がんや病気の予防と健康について

不要

滋賀県立成人病センター
240 疾病・介護予防推進室

*

平和学習を支援します！
（見学／校外学習）

・展示見学と館内学習のサポート／当館は、平成24年に開館しました。満
州事変から15年にわたる戦争に関わる滋賀県の方の体験談や資料を活用
して、
【平和学習】をサポートいたしますのでご相談ください。ホームページ
「滋賀県平和祈念館」
「しがけんバーチャル平和祈念館」において資料や体
験談の一部、学習指導案や取組事例を紹介していますので、ご覧ください。
①小、中、高、般 ②社、総、国、道 など ③校外学習
*語り部、外部講師については応相談。貸し出しにかかる費用は要。

*

239

・教材や資料を活用した授業サポート
（講師派遣と教材、資料の紹介）
・資料や写真パネル、視聴覚資料等の貸し出し など
※戦後70年が経過し、約30,000点の資料収集と約1,500人の方から戦争体験の
聞き取り調査を行ってきました。それらの資料や体験談をもとに、次の世代に戦
争体験を伝え、戦争の悲惨さや平和について考えていくための機会を提供します。
①未就学児、小、
中、高、
大学生、般 ②社、総、
国、道 など ③出前授業
*語り部、外部講師については応相談。貸し出しにかかる費用は要。

不要

滋賀県平和祈念館

③校外学習

*

平和学習を支援します！
（出前授業）

②生、総

分野／その他
番号

機関・施設・団体名

対応できる内容等

テーマ

不要
不要
不要
不要

不要

不要

不要

要

不要

応相談

不要

要

不要

不要

キャリア教育支援

不要

滋賀職業能力開発短期大学校
242

男女共同参画に関する資料の説明や貸し出しを行います。

不要

男女のパートナーシップ・
デートＤＶ防止など

不要

241

不要

滋賀県立男女共同参画センター

謝金
旅費
等

①小、中、高、般 ②社、総 など ③校外学習

コンピューターを使った職業選択応援システムで、職業適性診断「キャ
リアインサイト」の操作をとおして、自己理解および仕事理解（仕事調
べ）を行うことができます。職業選択の意識を高めることができます。
当校のコンピュータ実習室：25名
詳細は、ホームページで紹介しています。ホームページは「滋賀職能大」
で検索してください。
①中、高 ②総 ③校外学習

滋賀掃除に学ぶ会
243

トイレ掃除で
心を磨くお手伝いをします

学校で実施されるクリーンデーなどに、日本を美しくする会・掃除に学
ぶ会のトイレ掃除方法を教えながら、一緒にトイレ掃除などをしていた
だく心磨きの会です。
なぜトイレ掃除なのかなど詳しくは「滋賀掃除に学ぶ会」のホームペー
ジをご覧ください。
①小、中、高、般 ②− ③出前授業

滋賀ダイハツ販売株式会社
244

掃除に学ぶ

掃除から、いろいろな学びがあります。身の回りをきれいにするだけで
はなく、心も磨かれていきます。また、これからの人生の中で、たくさ
んの問題に対面していきます。汚れたところと向き合うことにより、問
題から逃げない、前を向いて歩いて行く、そんな気持ちをもっていただ
けたら幸いです。
①小、中、高 ②総、道 など ③出前授業

滋賀ダイハツ販売株式会社
245

自動車の楽しみ方、
福祉車両って？

滋賀文教短期大学
246

学校図書館に関して

滋賀文教短期大学
247

やってみよう！読み聞かせ

現在は、自動車社会です。車には乗っていると思いますが、エンジン音
の体験やエアバックなど日頃あまり見られない部分を見ていただきま
す。
他、福祉車両の体験 など。30名まででお願いします。
①小、中、高 ②総、社 など ③出前授業

学校図書館に関して。
１ヶ月前までには連絡下さい。
①小、中、高 ②総 ③出前授業

読み聞かせのイロハを講義いたします。
〈１ 〉本の選び方や〈２ 〉読み聞かせの方法（本の持ち方、ページのめく
り方など）を説明し、講師による読み聞かせのデモンストレーションを
行います。
将来保育者になりたい、あるいは、図書館で働きたいと考えている中高
生の方を対象とすることも可能です。
①中、高 ②国、総 ③出前授業

滋賀文教短期大学
248

今 ｢本を読む｣ とはどういうこ
とか？

児童生徒が日常生活のなかで何気なく行っている ｢本を読む｣ ということ。一
般的には ｢本に書かれた内容を読み取る行為｣ を指しますが、はたしてその理
解は本当に正しいのでしょうか？一体、今、児童生徒はどのような創造／想
像力を働かせているのか、｢本を読む｣ という行為はどのような変化を迎えて
いるのか。彼らを取り巻くメディア環境や近年の出版動向などを交えながら、
あらためて考えてみませんか。保護者・教師向けのメニューも提案可能です。
①小、中、高 ②国、総 ③出前授業

その他

滋賀弁護士会
249

弁護士による出張授業

滋賀弁護士会会員（弁護士）による１時間程度の授業を予定しています。
〈１ 〉日本国憲法について〈２ 〉裁判の仕組み・裁判員制度について〈３ 〉
消費者・ネット問題について〈４ 〉労働問題について〈５ 〉交通事故に
ついて〈６ 〉弁護士の仕事について （
〈１ 〉〜〈６ 〉以外のテーマについ
てもご相談には応じますが、ご希望に添えない場合もございます）
①中、高 ②総、社（公民） など ③出前授業
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分野／その他
番号

機関・施設・団体名

不要
要︵応相談︶
不要
実費程度
不要
不要

不要

不要

要︵応相談︶

不要

不要

不要

がんちゃんの冒険
−みんなの命を守る為に−

不要

251

不要

市立長浜病院

②ー

応相談

①中（３年）、高

不要

働くルール
労働基準法を知ろう！

不要

250

すべての働くひとに関わってくるルール 労働基準法。それにもかかわ
らず、労働基準法を知らないまま社会へ出て行くことが多いのではない
でしょうか。これから社会へ巣立つ生徒みなさんに、働くルール 労働
基準法 を知ってもらうため、事例を交えて分かりやすく説明します。
詳しくは、「滋賀労働局」ホームページをご覧ください。

不要

滋賀労働局

謝金
旅費
等

対応できる内容等

テーマ

③出前授業

ＤＶＤ「がんちゃんの冒険」などを活用し、「自分とみんなの命を守るた
めに〜本当は怖くないがんの話〜」をテーマに、がんについてわかりや
すくご説明します。
一般の皆さんにも、「がんとこころ」
「切らずに治す放射線治療」
「納得で
きる人生を」テーマにお話します。詳しくは、「市立長浜病院」ホームペ
ージをご覧ください。「出前講座の活動紹介」もご覧ください。
①小、中、高、般 ②道、総 ③出前授業

総務省
滋賀行政評価事務所
252

困ったら
一人で悩まず

行政相談

駄菓子屋系古本屋本の森
253

254

本とのつきあい方、
学校との向き合い方

トヨタ自動車株式会社／
株式会社トヨタマーケティングジャパン／
滋賀県内のトヨタ販売店各社

トヨタ原体験プログラム
クルマ原体験教室

255

トヨタ自動車株式会社／
株式会社トヨタマーケティングジャパン／
滋賀県内のトヨタ販売店各社

トヨタ原体験プログラム
クルマまるわかり教室

日本弁理士会
256 近畿支部

知的財産特別授業

総務省の行政相談制度のご説明や実際に身近な行政の問題に関する意
見・要望等をお伺いすることを通じて、日常生活と行政との関わりにつ
いて理解を深めることを目指します。
詳細は「総務省滋賀行政評価事務所」ホームページをご覧ください。
①小、中、般 ②社、技・家、総 ③出前授業

いつか社会に出て、生き抜いてゆくチカラを、本と学校を通してどう学
ぶのか？路地裏の古本屋と一緒に考えてみませんか？
職場体験学習の事前学習にも対応します。
授業の内容は学校の要望により調整します。
①小、中、高、般 ②国、総、図書館利用 ③出前授業
クルマを題材に、 わくわく ドキドキ 、楽しく学習しましょう！小学校４
年生の理科の単元で学習する「空気の性質」にも一部連動したプログラム構
成となっており、空気エンジンカー
（空気を圧縮し解放した際の力で走るミ
ニカー）や、実車などを用い、主には クルマのパワーとコントロール につ
いて、児童に体験的に学習いただける内容となっております。申込受付期
間など詳細は、
「トヨタ原体験プログラム」ホームページをご覧ください。
①小（４年） ②理、総

③出前授業

クルマを題材に、 わくわく ドキドキ 、楽しく勉強しましょう！小
学校５年生の社会科の単元で学習する「自動車をつくる工業」に連動し
たプログラム構成となっており、未来の「クルマと環境・経済との関わ
り」をクイズやゲームを通じて、児童が体験的に学習いただける内容と
なっております。申込受付期間など詳細は、「トヨタ原体験プログラム」
ホームページをご覧ください。
①小（５年） ②社、総、環境、経済

③出前授業

〈1 〉小学校向け「知財授業」：物づくりの楽しさを実体験し、発明品の
アイデアが貴重な財産となることを学ぶ。
〈２ 〉小・中・高等学校向け
「発明工作授業」：ビー玉とお皿と厚紙を自由な発想で加工した回転台を
各自作る。
〈３〉中学校向け「知財授業」：寸劇等で、発明者を守る制度（特
許制度）の必要性や仕組み、弁理士の役割について学ぶ。ホームページ
ＴＯＰ→知財支援活動→小中高校に対する知的財産教育をご覧ください。
①小、中、高、高等専門学校生 ②総、社 など

人をつくる塾
257

社会人マナー講座、
やる気を考える講座

③出前授業

１. 社会人マナー講座＝社会人として働くにあたり、最低限度知っておかな
ければいけないマナーと、人と人との出会いに感謝するこころ、また、日
本人としての大切なおもてなしのこころを学びます。２. やる気を考える講
座＝マナーとあわせて、自己表現、コミュニケーションも大事な社会人に
なるための要素です。人間関係に悩まない心の強さ、やさしさ、思いやり、
大切さを学ぶ講座です。詳細は当社のホームページを参照ください。
①中、高、般 ②総、道 など ③出前授業

258

①小（５年） ②社、総
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等

③校外学習

*

自動車と環境について
「環境とものづくりの現場」

１：自動車産業・環境・電気自動車について…クイズ形式で学習 ２：工
場見学…自動車用エンジン部品の組立作業の見学（完成車の見学ではあ
りません）
※受入人員：最大40名 ３：電気自動車（i-MiVE）
、プラグイン
ハイブリット車（アウトランダーPHEV）の試乗体験／当社の関連ホームペ
ージ「こどもクルマミュージアム」をご覧ください。 *工場内が広いため、
バス等での移動になります。スクールバス等でお越しください。

その他

三菱自動車工業株式会社
パワートレイン製作所（滋賀工場）

分野／その他
番号

機関・施設・団体名

本物の体験を通じて学習でき
るミュージアム

不要

259

体験型展示を通して、ものづくりやエネルギー変換の仕組みを学ぶ。
【展
示室内体験コーナーの一部】・本物のトラクターに乗れる・本物のミニシ
ョベルを操作 等【その他】・クイズラリー用紙の提供可能・少人数でのワ
ークショップ対応可能・ランチスペース有・研修室（160名収容）有・びわ
湖フローティングスクール「ふれあい体験学習」での利用実績有※詳細は
「ヤンマーミュージアム」ホームページをご覧いただき、
お問合せください。

要︵入館料 ︶

ヤンマーミュージアム

謝金
旅費
等

対応できる内容等

テーマ

①幼、小、中、高、般 ②総、社、理、生、技・家、歴史 ③校外学習

不要
不要
要
不要
要

①小（５〜６年） ②総

要︵応相談︶

※要事前申込 ※会場：NHK大津放送局
詳細は「ＮＨＫ大津放送局」のホームページをご覧ください。

要

放送局見学

・放送局の仕事について楽しみながら勉強してもらいます。
・身近な話題について取材し、ニュース番組を作ります。

要︵高島市外︶

NHK大津放送局
262

**外部の専門家に依頼の場合は要。材料費：要になる場合あり。

不要

キミが主役だ！
NHK放送体験クラブ

**

不要

261

不要

①中、高 ②− ③校外学習
*

NHK大津放送局

*

見学体験（職場体験学習）

不要

ＭＩＨＯ ＭＵＳＥＵＭ
260

月曜日〜金曜日の５日間に、様々な業務の体験学習を行う。
業務内容：受付係り、展示係り、清掃、造園、教育普及、発送、設備管
理、惣菜、製菓、レストラン、喫茶、等。人数制限は特にありませんが、
当館までの交通費はご負担ください。

③校外学習

おうみ発630（平日午後６時30分〜７時、NHK総合で放送中）を普段
放送しているスタジオの見学や、NHKの過去の番組を視聴できるNHK
アーカイブスの体験など行います。
※所要時間は約60分 ※事前に団体様でお申込ください。
詳細は「ＮＨＫ大津放送局」のホームページをご覧ください。
①小、中、高、般 ②総 ③校外学習

NPO法人
絵本による街づくりの会
263

読書から、自然・体験・環境等
の関わりを考える

春の絵本を読んでから、実際に身近な自然の中へ飛び出して、春を探す。
身体で体験をすることで、人として自然とどう係わっていけば良いか考える
機会とする。活動例「里山を 歩いて 食べて 感じよう！」等／取り組みた
いテーマで、プログラムをアレンジすることは可能です。職場体験（特に保育
園、幼稚園、高齢者施設）での読み聞かせ活動等。絵本を活用した人権学習、
福祉学習、平和学習もご相談に応じます。詳細はお問い合わせください。
①小、中、高 ②総、生、国 ③出前授業

NPO法人
ママの働き方応援隊
264

日本一ちっちゃな先生が出張し、
「命の授業」をします

毎回成長する赤ちゃん先生とその母親との触れ合いから「生まれてきたことの奇
跡」と「自分自身の命の偉大さ」を学ぶ。生まれたときの話などを聞くことで、
親の思いや自分の価値、周りの仲間のいのちの価値に気付くことができ、いじ
めや自殺への防止につなげる。８つのプログラムの中から2回以上（例）小中学
生向け／自分はどれだけ大きくなったかな（親への感謝）／命の力（命の奇跡、
性教育）等。詳細はホームページ「NPO法人ママの働き方応援隊 Mamahata」
①小、中、高、般 ②道、社、総 ③出前授業

NPO法人
265 Ｄ．Ｌｉｖｅ

社会を変える を仕事にする

NPOという働き方について講話を行います。一般企業との違いや、
NPOだからこそ得られるやりがいや喜びについて話すことで、子ども
たちが将来について希望や期待をもてる内容です。キャリア教育や道徳
などでご活用下さい。
①小（３〜６年）、中、高、般

※総括版の内容は、平成27年12月15日現在の情報です。
詳しくは、「におねっと」内「学校支援メニュー」、
または、しが学校支援センターにお問い合わせください。

その他
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②総、社、道

③出前授業

｢学校支援メニュー｣ 登録団体等一覧

※登録名称の五十音・アルファベット順です。

「学校支援メニュー」掲載ページ（分野／通し番号）

企業・団体等名

※分野名は一部省略し、表記しています。

〈あ〉旭化成株式会社守山支社

P28
（その他207・208）

味の素株式会社

P18
（食育124）

イオンリテール株式会社

P18
（食育125・126）

一般財団法人関西棋院

P24
（文化174・175）

一般財団法人関西電気保安協会滋賀支店

P 6（科学22）

一般財団法人滋賀県教職員互助会

P28
（その他209）

一般財団法人滋賀県退職教職員互助会

P28
（その他210）

一般財団法人滋賀県動物保護管理協会

P28
（その他211）

一般財団法人マルチメディア振興センター

P 4
（安全1）

一般社団法人滋賀県介護福祉士会

P23
（福祉164）

一般社団法人滋賀県調理師会

P19
（食育127）

一般社団法人全国銀行協会

P 8（金融38・39）

一般社団法人大日本水産会

P19
（食育128）

一般社団法人日本自動車連盟滋賀支部

P 4
（安全2・3）

一般社団法人日本数学会

P 7
（科学23）

一般社団法人日本損害保険協会近畿支部

P 4（安全4・5）

一般社団法人日本朗読協会

P24（文化176）

淡海ネットワークセンター
（公益財団法人淡海文化振興財団）

P23（福祉165）

おうみ未来塾
「仕事人と語ろう！」グループ

P28
（その他212）

大阪ガス株式会社

P11/P19
（自然58・59/食育129）

大阪商工会議所大阪企業家ミュージアム

P28
（その他213）

おおつ環境フォーラム子どもが遊べる川づくりプロジェクト

P11
（自然60）

大津地方検察庁

P29
（その他214・215）

おかけんリフォーム

P29
（その他216）

音の宅配便 そよかぜ

P24
（文化177）

オプテックス株式会社

P11/P22
（自然61/スポーツ154）

〈か〉カゴメ株式会社

P19
（食育130）

鍛冶屋研究会

P24
（文化178）

株式会社イール

P11
（自然62）

株式会社エフエム滋賀

P29
（その他217）

株式会社コクヨ工業滋賀

P11
（自然63・64）

株式会社島津製作所

P12（自然65）

株式会社スリー・イー

P12
（自然66・67）

株式会社宙
（sora）

P29
（その他218・219・220）

株式会社ブリヂストン彦根工場

P29
（その他221）

株式会社平和堂

P12/P19
（自然68/食育131）

株式会社村田製作所野洲事業所／株式会社村田製作所八日市事業所

P7/P12
（科学24・25・26・27/自然69・70）

株式会社明治関西支社

P19
（食育132・133）

株式会社ヤヨイサンフーズ

P19
（食育134・135）

株式会社ロマンス小杉

P25
（文化179）

株式会社ワコール

P29
（その他222）

株式会社NTTドコモ

P 5（安全6）

からみ目工作教室

P 7
（科学28）

関西電力株式会社滋賀支社

P12
（自然71・72）

キッコーマン株式会社

P20
（食育136）

キッコーマン食品株式会社高砂工場

P20（食育137）

キユーピー株式会社

P20
（食育138・139）

京都技術士会

P 7
（科学29）

キリンビール株式会社滋賀工場

P12
（自然73）

キリンビバレッジ株式会社滋賀工場

P13
（自然74）

近畿環境保全株式会社

P13（自然75）

草津塾

P22
（スポーツ155）

経済産業省／一般財団法人日本規格協会
（JSA）

P 9（金融40）

京滋ヤクルト販売株式会社

P20（食育140）

研修オフィスＳＡＫＵＲＡ

P30
（その他223・224）

公益財団法人安土町文芸の郷振興事業団安土城天主信長の館

P25
（文化180）

公益財団法人安土町文芸の郷振興事業団文芸セミナリヨ

P25
（文化181）
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公益財団法人滋賀県交通安全協会

P 5
（安全7）

公益財団法人滋賀県生活衛生営業指導センター

P30（その他225）

公益財団法人滋賀県体育協会

P22
（スポーツ156）

公益財団法人滋賀県文化振興事業団

P25
（文化182）

公益社団法人滋賀県栄養士会

P20（食育141）

公益社団法人滋賀県獣医師会

P30
（その他226）

公益社団法人全日本ダンス協会連合会滋賀県ダンス教師協会

P22（スポーツ157）

（公財）
滋賀県国際協会

P10
（国際理解51・52）

合同会社西友

P13
（自然76）

国土交通省近畿運輸局

P23
（福祉166・167）

国土交通省近畿地方整備局琵琶湖河川事務所

P13/P30
（自然77/その他227・228・229）

国立大学法人滋賀医科大学

P 7
（科学30）

国立大学法人滋賀大学

P30（その他230）

湖東信用金庫

P 9（金融41）

湖南地域みずすまし推進協議会

P13（自然78）

〈さ〉財務省近畿財務局大津財務事務所

P 9
（金融42・43・44・45）

佐川急便株式会社

P 5
（安全8）

三恵工業株式会社

P30（その他231）

自衛隊滋賀地方協力本部

P 5
（安全9・10）

滋賀県企業庁

P13（自然79・80）

滋賀県教育委員会事務局学校教育課

P31（その他232）

滋賀県教育委員会事務局生涯学習課

P22
（スポーツ158）

滋賀県教育委員会事務局文化財保護課

P25
（文化183・184・185・186）

滋賀県金融広報委員会

P 9
（金融46）

滋賀県計量検定所

P 7・8（科学31・32）

滋賀県健康推進員団体連絡協議会

P20
（食育142）

滋賀県工業技術総合センター

P31（その他233）

滋賀県社会保険労務士会

P31（その他234）

滋賀県商工観光労働部観光交流局

P10（国際理解53）

滋賀県消費生活センター

P 9/P20
（金融47/食育143）

滋賀県選挙管理委員会事務局

P31（その他235）

滋賀県租税教育推進連絡協議会

P 9（金融48）

滋賀県地球温暖化防止活動推進センター

P13・14（自然82・83・84・85・86・87・88・89）

滋賀県統計課

P31（その他236）

滋賀県動物保護管理センター

P31（その他237）

滋賀県土木交通部建築課建築指導室

P 5（安全11）

滋賀県土木交通部流域政策局流域治水政策室

P 5（安全12）

滋賀県農政水産部食のブランド推進課

P20・21（食育144・145・146）

滋賀県農政水産部水産課

P13（自然81）

滋賀県琵琶湖環境部森林保全課／森林政策課

P14
（自然90）

滋賀県琵琶湖環境部琵琶湖政策課

P14
（自然91）

滋賀県平和祈念館

P31（その他238・239）

滋賀県埋蔵文化財センター

P25・26（文化187・188）

滋賀県立安土城考古博物館

P26（文化189）

滋賀県立近代美術館

P26（文化190・191）

滋賀県立成人病センター疾病・介護予防推進室

P31（その他240）

滋賀県立男女共同参画センター

P32（その他241）

滋賀県立陶芸の森／世界にひとつの宝物づくり実行委員会

P26（文化192・193）

滋賀県立琵琶湖博物館

P15
（自然92・93・94・95・96・97）

滋賀地震防災市民ネット

P 5
（安全13）

滋賀次世代文化芸術センター

P26
（文化194・195）

滋賀職業能力開発短期大学校

P 8/P32
（科学33/その他242）

滋賀掃除に学ぶ会

P32（その他243）

滋賀大学
「環境学習支援士」会

P15・16/P21/P22
（自然98・99・100・101・
102・103・104・105/食育147/スポーツ159）

滋賀ダイハツ販売株式会社

P32（その他244・245）

滋賀の理科教材研究委員会

P16
（自然106）

滋賀文教短期大学

P10/P32
（国際理解54/その他246・247・248）

滋賀弁護士会

P32（その他249）

滋賀労働局

P33
（その他250）

市民活動支援レッツ栗東

P16/P22
（自然107/スポーツ160）
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社会福祉法人滋賀県社会福祉協議会

P23（福祉168）

社会福祉法人滋賀県社会福祉協議会・福祉用具センター

P23（福祉169）

社会福祉法人滋賀県聴覚障害者福祉協会

P23・24（福祉170・171）

循環型社会創造研究所えこら

P10/P16/P22（国際理解55/自然108・109/スポーツ161）

市立長浜病院

P33
（その他251）

石油連盟

P17
（自然110）

総務省滋賀行政評価事務所

P33
（その他252）

〈た〉高島鉱建株式会社

P17（自然111）

駄菓子屋系古本屋本の森

P33
（その他253）

デジタルアーツ株式会社

P 5（安全14）

東京海上日動火災保険株式会社

P17
（自然112）

東京大学海洋アライアンス

P17
（自然113）

特定非営利活動法人ＮＰＯ子どもネットワークセンター天気村

P 6
（安全15）

トヨタ自動車株式会社／株式会社トヨタマーケティングジャパン／
滋賀県内のトヨタ販売店各社

P33
（その他254・255）

（ＮＥＸＣＯ中日本高速道路交通安全セミナー事務局）
〈な〉中日本高速道路株式会社
長浜バイオ大学CELL部

P 6
（安全16）
P 8（科学34）

日本醤油協会

P21（食育148）

日本取引所グループ
（東京証券取引所・大阪取引所）

P10（金融49）

日本弁理士会近畿支部

P33（その他）
256

認定特定非営利活動法人コアネット

P 8
（科学35）

認定NPO法人おうみ犯罪被害者支援センター

P24
（福祉172）

〈は〉パナソニック株式会社アプライアンス社

P17
（自然114・115）

東近江市博物館グループ

P17/P26
（自然116/文化196）

東近江文学会

P27
（文化197）

彦根城博物館

P27
（文化198）

彦根地方気象台

P17（自然117・118）

人をつくる塾

P33
（その他257）

枚方テクノカレッジ

P 8
（科学36・37）

琵琶湖博物館環境学習センター

P18（自然119）

フジノ食品株式会社

P21
（食育149）

〈ま〉三井物産株式会社

P18
（自然120）

三菱自動車工業株式会社パワートレイン製作所
（滋賀工場）

P18/P33
（自然121/その他258）

森永乳業株式会社西日本支社

P21（食育150・151）

〈や〉ヤマト運輸株式会社滋賀主管支店

P 6
（安全17）

ヤンマーミュージアム

P34
（その他259）

雪印メグミルク株式会社関西販売本部関西コミュニケーションセンター

P21
（食育152・153）

預金保険機構

P10
（金融50）

〈ら〉龍谷大学里山学研究センター

P22（スポーツ162）

〈英〉ＡＬＳＯＫ

P 6
（安全18・19）

CKミュージックコンサルタント

P27（文化199・200・201・202）

ＪＡバンク滋賀

P27
（文化203）

JICA関西
（国際協力機構関西国際センター）

P10/P24
（国際理解56/福祉173）

KDDI株式会社

P 6
（安全20）

ＭＩＨＯＭＵＳＥＵＭ

P27/P34
（文化204/その他260）

ＮＨＫ大津放送局

P34
（その他261・262）

NPO日本ネットワークセキュリティ協会
（JNSA）

P 6
（安全21）

NPO法人絵本による街づくりの会

P34
（その他263）

NPO法人おおつ環境フォーラム・菜の花プロジェクト

P18
（自然122）

NPO法人蒲生野考現倶楽部

P18/P27
（自然123/文化205）

NPO法人国際社会貢献センター
（ABIC）関西デスク

P11
（国際理解57）

NPO法人滋賀マスターズ陸連

P23（スポーツ163）

NPO法人ママの働き方応援隊

P34（その他264）

NPO法人D.Live

P34
（その他265）

WITH（アートＮＰＯ）

P28
（文化206）
※詳しくは、
「におねっと]」内
「学校支援メニュー」、または、しが学校支援センターにお問い合わせください。

− 37 −

