
 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 9 土 13：30 13：30事務局会議  16：00研究部会代表者会議 

 23 土 13：30 第 2回滋賀民研将来構想検討委員会（民研事務所）13：30～15：15 

 23 土 15：30 第 2回民研市民講座 担当者会議（民研事務所）15：30～17：00 

 30 土 13：30 「手をつなぐ」発送作業、事務局会議 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

2016年度会費納入 
今年度会費納入用紙を同封しました。お早めに会

費納入をお願いいたします。 

PDF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 29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） 

滋賀民研へのご招待 
お知り合い、お友だちに民研加入を訴えてくださ

い。会員の方の高齢化もすすんでいます。若い方の

入会 大歓迎です。リーフレット「滋賀民研へのご

招待」を同封しました。加入訴えにご利用ください。 

※滋賀民研 ホームページからもダウンロード

できます。 

 

☆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> 

登校拒否・不登校問題 

滋賀県連絡会 
不登校やひきこもり、発達障害について一緒にお話

しませんか。 

  子どものこと、学校のこと、同じ悩みをもつも

のどうし、一緒にお話しませんか。自分の悩みを聞

いてくれる人があること、ありのままの思いを受け

とめてもらえる場所があることで心はだんだんと

落ちついてきます。親が元気になれば、子どもも元

気になっていきます。進路の相談、情報交換もでき

ます。初めての方もお気軽におこしください。 

連絡先：〒520-0052 

大津市朝日が丘 1-11-3 滋賀民研気付 

・TEL 077-523-3715 FAX 077-525-536

「別刷」 2016 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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人間発達研究所第 31回研究集会 

設立 30周年記念誌出版記念          

 

「人間発達研究の創出と展開・・田中昌人・

田中杉恵の仕事を通して歴史をつなぐ」 

 

＊日時 ７月２日（土）10:00～15:00 昼食は各自

ご用意下さい 

＊内容 30周年記念誌執筆者による連続講演 

中村隆一所長  白石恵理子さん（滋賀大学）  

玉村公二彦さん（奈良教育大学）他 

＊会場  大津市ふれあいプラザ 大会議室          

滋賀県大津市浜大津四丁目 1番 1号 

＊交通  JR琵琶湖線「大津駅」より路線バス「浜

大津」下車（100 円） または京阪「浜大津」下車

徒歩約３分｡ 

＊参加費（上記書籍代＜税抜き定価 3500円＞を含み

ます）  会員 3000円 非会員 3500円 

＊お申込 人間発達研究所 

〒520-0052 滋賀県大津市朝日が丘 1-4-39  

Tel/Fax 077-524-9387      

email j-ih63su@j-ihd.com 

※この書籍の目次は人間発達研究所のホームペー

ジをご覧下さい． http://www.j-ihd.com/ 

 

☆☆☆事務局から☆☆☆ 

総会議決をふまえて動き出したこと・・・・

組織の活性化と組織の拡大をめざして 

1988 年に滋賀県民主教育研究所が発足して 30 年

近く経過し、子どもたちの人間的な発達をめざして、

父母・県民と共同して子育て・教育に関する実践の

交流や研究活動を積み重ねてきましたが、現状は会

員の減少が続いています。 

各地の会員制地域教育研究所においても、活動が

「困難」になってきた状況があります。会員の高齢

化による会員数の減少、学校現場の上からの管理強

化、「多忙化」からくる現役教員会員の減少などが、

研究所活動の停滞・後退の主たる原因であると思わ

れます。 

設立当初 140人、ピーク時には 360人の会員数も

200名にまで減少しました。現状の活動を維持する

ためには、これら減少を打ち消す会員数を毎年増や

し、会員数 200名を維持していくことは必須の条件

です。そのためには、滋賀民研の存在を広く知らせ

ていくとりくみ、魅力ある活動のとりくみ、意識的

に会員を増やすとりくみなどが求められています。  

会員拡大のとりくみは事務局だけではなく会員

のみなさまのバックアップが欠かせません。同時に、

滋賀民研が今日的に求められている交流・研究活動

とは何かを考えながら活動していくことも重要で

す。（議案書から一部抜粋） 

 

①「滋賀民研将来構想検討委員会」の立ち上げ・・・

滋賀民研の組織拡大につながる提言をします。 

②「民研市民講座」（仮称）の開講・・・滋賀民研

ならではのとりくみとして、父母・県民の方を対象

にした公開講座の開催の具体化を早急にすすめる。

10月から 11月にかけて開講予定です。 

③「滋賀の教育白書」（仮称）づくり・・・早急に

立ち上げ、研究活動をスタートします。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

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。 

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

滋賀民研事務局 宮下ゆたか 

 

 

http://www.j-ihd.com/
mailto:galileo1642new@yahoo.co.jp（090-4303-6529


  教師、親、生徒・学生、誰でも気軽に参加でき、明日の教育や子育てに役立つ研究集会 
 ２０１６年 
 日本生活教育連盟第６８回夏季全国研究集会(京都・滋賀集会) 
  主  催：日本生活教育連盟 第６８回日本生活教育連盟全国研究集会京都・滋賀集会実行委員会 
  後  援：滋賀県教育委員会(申請中) 
 

  研究主題    世代をつなぎ 他者とつながり 希望を紡ぐ   

    日  時： ２０１６年８月６日(土)～８月８日（月） 

    研究会場：  アヤハレイクサイドホテル                        

      〒520-0801  滋賀県大津市におの浜 3-2-25 TEL:077-524-2321 (代表) 

 
開会全体会   ８月６日(土)１３：００～１６：００ 

テーマ 「生きづらい時代に学び、育つ」           

  ・「 浦島浩司と仲間たち」―歌の世界を一緒に広げよう！ 
中学校教師を30年余、今はFM伊東のパーソナリティーをしながら世          
の中に目を向け、若者や市民を応援し、歌い続けています。 

 
 ・講演 高垣忠一郎氏（立命館大学名誉教授） 

「生きづらい時代と自己肯定感」 
何故今の私達の社会は生きづらさを抱えているのか、もう一度立ち止             
まって考えてみませんか？そして、自分が自分であっていいとはどうい   
うことなのか、私達が抱えている課題とこれからの歩みをもう一度考えます。 

 
・パネルディスカッション 「生きづらい時代に学び、育つ ～若者からの発信～」  

佐伯宗信さん（公立学校講師）、日野貴博さん（学習支援団体 Atlas） 
高垣忠一郎氏（コメンテーター）、春日井敏之氏（コーディネーター） 

私は、どのように生きてきて、どのように学んできたのか、その歩みを振り返りながらこれからの未
来を考える。高垣さんと若者を交えて、今の時代に「学ぶこと」「生きること」について 語り合う。
会場のあなたも、参加者のひとりです！ 

 
 
 
 

 生活教育講座       ８月６日(土)１０：００～１２：００ 

 
 ① 生活教育とは何か        行田稔彦(和光大学／日生連委員長) 
 ② 学ぶ意欲を育てる算数の模擬授業 渡辺恵津子(大東文化大学／日生連副委員長) 
 ③ 子どもと深める命の授業     金森俊朗（北陸学院大学／日生連拡大常任委員）   
 ④ 子どもが見えてくる実践の記録  竹沢 清（日本福祉大学／日生連愛知） 
 ⑤ 私たちの追求する道徳教育    荒木寿友（立命館大学／日生連京都） 
 ⑥ 被災地の子どもたちは今     制野俊弘（和光大学／前/宮城東松島市立鳴瀬未来中学校） 

⑦ 子どもの貧困と支援       村井琢也（特定非営利活動法人・山科醍醐子どものひろば） 
 
 
 



 

   文化活動実技講座   ８月７日（日）１６：００～１８：００ 

 
 
①  消しゴムスタンプを作ろう  赤沢真世（大阪成蹊大学）       

 ②  パネルシアターの世界を楽しもう  田村真広（日本社会事業大学／日生連研究部長） 

田辺基子（神奈川工科大学／日生連研究部） 
 ③ レクリエーションを楽しもう 岩崎 哲（日本レクリエーション協会／和歌山大学講師） 
 ④  クラスみんなで歌おう              三野紀子（日生連京都）川崎正美（日生連石川） 
 ⑤ 基礎からのダンスをプロから学ぼう SHOTA(Tigh-z） 
 ⑥  けん玉を楽しもう                 森川紘一（日生連大阪） 
 ⑦  100 円ショップで楽しむ理科実験 船田智史（立命館大学）  
  ⑧  子どもが喜ぶ手作りあそび工作 鬼頭正和（愛知県立大学／日生連愛知） 
 
 

     閉会全体会   ８月８日（月）１１：３０～１２：３０  
 

   講演 「対人援助職として 
―私たちの主体形成と子どもへの指導・支援―」 

春日井敏之（大会実行委員長） 
 
＜タイムテーブル＞ 
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                             【 会場案内 】 
                      アヤハレイクサイドホテル 

 〒 ５２０－０８０１ 滋賀県大津市におの浜３－２－２５（琵琶湖湖岸）  

  TEL：０７７－５２４－２３２１ FAX：０７７－５２５－８７５１ 

  〇 大会日程の全て（分科会・全体会・講演・レセプション・宿泊）をこの会場で行います。 

  〇 駐車場あり（無料） 

 〇 名神高速道路大津 ICより 約 8分  

  〇 JR大津駅よりタクシー利用の場合 ５分 

     （８月６日は 9時 9時半 10時 12時 12時半 ホテルのマイクロバスが出ます）  

〇 JR膳所駅又は京阪膳所駅より 徒歩 10分 


