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事務局からのご連絡 

①2015年度会費納入をお願いいたします。（同封の振込用紙をご利用ください） 

②事務局員募集・・・お力をお貸しください。 

事務局のお手伝いをできる方を募っています。事務局会議は第 2・第 4 土曜の午後、教育文化会館２階滋賀

民研事務室（または小会議室）で開いています。事務局会議出席の際の旅費は実額支給しています。会議に

出席できない方でも、一太郎・ワードなどで文章作成・編集ができる方、大歓迎です。 

※問い合わせ先；galileo1642new@yahoo.co.jp（090-4303-6529）滋賀民研事務局  宮下 まで 

③PDF 配信にご協力を！・・パソコン環境おありの方はぜひ、「紙媒体」から「電子データ」への

切り替えにご協力ください。電子データですので保存や整理が簡単で、研究活用にもご活用できます。手

続きはホームページからお願いします。（現在 団体 20、個人 25名の方がご利用されています） 

（直接、事務局までメールで申し込んでいただいても結構です E-mail：shiga.minken@gmai.com） 

④7/11（土）研究委員会は各部会代表者会議に変更します。 

⑤滋賀民研 2015年度版『年報 教育研究しが』 掲載の実践記録･研究論文･

研究ノートを募集します。（別刷り 4P 投稿要項 参照） 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

子ども・子育て･教育のための 行事予定 
 

月 日 曜日 時 刻 内容 

7 4 土 13：00 民研交流集会 inなら（4～5（日）） 

 11 土 13：30 事務局会議 

 19 日 9：30 滋賀県母親大会（豊郷小学校） 

 25 土  ☆印刷 11:00  13:30 発送作業・事務局会議 

8 10 月 13：30 事務局会議 

 16 日  教育の集い（～18（火）） 

「別刷」 2015 年 7 月号  

手をつなぐ  

 

発行：〒 520-0052 

大津市朝日が丘 1-11-3 滋賀民研  

TEL& FAX 077-525-5364 

E-mail： shiga.minken@gmai.com 

http:/ /shiga-minken.j imdo.com/ 
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 29 土 13：30 ☆印刷 11:00  13:30 発送作業・事務局会議 

 29 土 13：00 東海近畿教育サークル研究集会（～30（日））日本福祉大学東海キャンパス 

 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

  教育 110番 077-523-3715 

滋賀民研の電話教育相談 

◇相談時間  （祝日除く）水曜 14～16時        

 子育て･教育のこと。お気軽にお電話ください。 

先生の悩みもお聞きします。<秘密厳守> 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

▼親子支援ﾈｯﾄﾜｰｸ ひだまり 

ひとりで悩まないで,みんなで考えてみま

せんか？ 

日時：7月 11日（土） 13時 30分から 

場所：日夏里館 

連絡先 TEL090-1716-8039(山田よし子) 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

■"ブラック"職場をなくす滋賀県連絡会学習

会 人間らしい働き方ってなんだろう？ 

～働く人のいま、と実態 

7月5日(日) 13:30草津市立まちづくりセンター 

201 会議室（JR 草津駅から徒歩 3 分） 

講師：ジャーナリスト・東海林智さん参加費無料

主催："ブラック"職場をなくす滋賀県連絡会 

 077-521-2536（県労連内） 

 

■不登校を考える大津・湖南交流会・うさぎの

会 

7 月 11 日(土) 14:00 

大津市・教育文化会館（JR 大津駅から徒歩 10 分

弱） 

参加費：300 円 

問合せ：登校拒否・不登校問題滋賀県連絡会 

090-7762-9431（山田さん） 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

☆高生研例会のご案内 

2015 夏 in 大阪 

大会テーマ 生きづらさをかかえる生徒か

ら学校を見直す 

8月 8日(土)～10日(月)大阪商業大学 

一般分科会 ８月９日（日） 

問題別分科会 ８月１０日（月）9:00~12:00 

 

高生研は全国高校生活指導研究協議会の略称

です。全国の高校教師と研究者を中心とした研究

会です。 

 １８歳になる若

者達が市民となる

ために。あなたの

教育の仕事につい

て、語り合える仲

間がいますか？  

高生研には、お互
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いの実践について聴き、交流する、必要により検

討・議論する活動の歴史があります。興味をお持

ちの方は、お問い合わせ下さい。研究会の場をご

紹介いたします。 

お問い合わせ先 夏原（彦根西高校） 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

★科学教育研究協議会 第 62回全国研究大会 

全国研究大会 大阪大会のご案内 

主催 科学教育研究協議会 

大会テーマ 自然科学をすべての国民のものに 

―子どもたちの命と未来を守ろう！ 豊かな自

然と確かな認識を― 

会期 2015 年８月８

日(土)、９日(日)、

10日(月) 

 

会場 近畿大学 11号

館・11 月ホール(大

阪府東大阪市小若

江 3－４－１) 

(近鉄大阪線長瀬

駅から徒歩 10 分 案内図をご参照ください。駐車場

はありません。電車でおいでください。) この研究

大会は、自然科学教育に関心を持つ人々、及び研究・

交流を望むすべての人々を対象にした研究会です。

どなたでも自由に参加し、発言することができます。 

参加費 会員(当日入会者も含む)：4000円 一般：5000

円 1日参加：2000円教職 3年目まで：2000円 一日

参加：1000円 学生：1000円 

※参加受付は当日会場で行います。 

http://kakyokyo-osaka.main.jp/ (ここから各種申

し込みができます。) 

◎大会についての問い合わせ先 大阪大会実行委

員会事務局長 玉井 裕和 

〒577-8502 東大阪市小若江 3 丁目 4-1 近畿大学

教職教育部 ＴＥＬ：06-4307-4236 

 メール：tamai17@kindai.ac.jp 

 

 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

★第 53回東海近畿教育サークル研究集会 

研究主題： 生き生きと楽しく学べる教育実践

をつむごう! 

主催：東海・近畿教育研究サークル連絡協議会・愛

知集会実行委員会  後援：愛知県教育委員会 

 

日時：年８月２９日（土）～８月３０日（日） 

会場： 日本福祉大学東海キャンパス 

（名鉄常滑線・名古屋駅→１７分→太田川駅→徒歩

５分→日本福祉大学東海キャンパス＊大学構内駐車

場はつかえません。付近に有料駐車場があります） 

 

８月２９日（土） １３：００～ 

＊講演「教育改革病と多忙に拍車がかかる時代の

教職員と保護者のいい関係づくり」小野田正利（大

阪大学大学院人間科学研究科教授） 

＊資料代：教職員 2,000 円一般 1,500 円(1 日参加

でも 2 日参加でも同じ) 

＊フレッシュ割引 1,000 円（＊臨時教員と教職３年

以内。自主申告） 学生無料 

＊当日参加も受け付けます。 

 

 

 

 

 

 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

 

 

 

 

 

 

このページへ掲載希望の教育･子育て関係･団

体･サークルは､毎月 22 日までに下記までご連

絡ください。（翌月 1 日 発行） 

galileo1642new@yahoo.co.jp（090-4303-6529） 

滋賀民研事務局  宮下ゆたか 

mailto:tamai17@kindai.ac.jp
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＊＊＊＊＊＊＊投稿要項＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

(1)趣旨 

 滋賀でのこれまでの研究活動を集約し、研究を深め、普及するため、編集委員会（滋賀民研研究委員

会）から研究論文、研究ノート、実践記録等を依頼しますが、これ以外にも広く会員の皆様から投稿い

ただき、教育・子育ての研究や実践に役立つことをめざします。積極的な投稿を期待します。 

 

(2)応募資格 

 滋賀民研会員 

 

(3)募集原稿 

 ①研究論文・研究ノート／400 字詰原稿用紙 30 枚（図表等を含む）まで 1 本程度 

 ②実践記録 同上 25 枚（図表等を含む）まで１本程度 

 

(4)提出方法 

ワープロ（「一太郎」or「ワード」or ﾃｷｽﾄﾌｧｲﾙ）で入力したデータを 

滋賀民研事務局：shiga.minken@gmail.com 

および 

桂田良高（年報 担当者）：katsuradahome@gmail.com 

あて e-mail にてご送付ください。   

その際、原稿の種類（研究ノート、実践記録、その他）を明記ください。 

※ワープロにてプリントアウトしたものを事務局あて送っていただいても結構です。（経費節減に

ご協力お願いいたします） 

 

(5)提出期限 2015 年９月 30 日(厳守) 

 

(6)原稿の選考 投稿された原稿の選考は選考委員が行います。 

①選考委員 研究委員会の委員の中から互選します。 

②選考基準  

未発表のもの(ただし、口頭発表、プリントによるものは除く)、「滋賀民研のめざすもの」の趣旨を

踏まえ厳正・公正に選考します。 

 

(7)本の体裁 Ａ５判、横書き、１ページ 15 字×2 段×33 行、150 ページ以内。 

 

(8)製本方法  編集・割付・印刷版下原稿作成を事務局で行い、印刷・製本は業者に委託します。 

①発行部数･発行日 400 冊 11 月１日（予定）。 

②配布対象 滋賀民研全会員および県内外の民間研究所等交流諸団体・県内ﾏｽｺﾐ 30 社(無料配布)、

希望者に有料（¥500）で頒布します。 

 

(9)掲載された原稿の著作権は滋賀民研に属します。 

【お問い合わせ】事務局 桂田良高まで（katsuradahome@gmail.com, 090-4768-4255）まで 


