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大阪狭山市では、読書 eプラン連絡会を中心に、子ど

もの読書活動をより積極的に推進していきます。読書

を通じて、子どもたちの考える力、豊かな感性や情操、

幅広い知識、コミュニケーション能力、言語力を育成

します。 

・子どもフェスティバルの開催 
・図書ボランティアの派遣 
・ブックスタート事業、 
ブックスタートフォローアップ事業の充実 

 
・「読み聞かせ会」「出前お話し会」の開催 
・夏休み中の読書相談窓口の設置 
・幼稚園、保育園、学校への絵本や本の団体貸出 
 

大阪狭山市教育委員会 大阪狭山市立図書館 

０～３歳児 

・図書館主催の親子絵本

読み聞かせ教室の開催 
・ぽっぽえん、公民館、

図書館における市民ボ

ランティアによる絵本

や紙芝居の読み聞かせ 

小・中学校 

・「朝の読書」「読書週間」などの読書活動および「調

べる学習」を全校全学年で計画的に実施 
・ブックマラソン、調べる学習コンクールの実施・

読書感想文、読書感想画の作成 
→子どもフェスティバルで発表・表彰 

・学校図書館の環境整備と蔵書の充実 

幼稚園・保育園 

・読み聞かせ活動を計画的に 
 実施 
・園児による絵本の朗読 
・「図書コーナー」「絵本スペー

ス」などの空間づくり 
・子どもや保護者への啓発活動 

 

中学卒業～成人 

・読書習慣の確立と

より積極的な図書

館の活用 
・他市図書館の相互

利用 

子ども 

読書eプラン連絡会 

 
・家族で読書を楽しむ環境づくり 
・絵本や本の読み聞かせ 
・親子読書、家族読書 
・読んだ本について家族で話し合い 

家庭 

いい 



平成２７年度大阪狭山市読書eプランに係るコンクールの表彰について 

 

○各コンクールの表彰数について 

 

(1) 読書感想文コンクール＜６名＞ 

 ・大阪狭山市長賞……１名 

 ・大阪狭山市教育委員会教育長賞……１名 

  ・大阪狭山市立図書館長賞……１名 

 ・優秀賞……３名（小学校低学年・中学年・高学年 各１名） 

  

(2) 図書館を使った調べる学習コンクール＜９名＞ 

 ・大阪狭山市長賞……１名 

  ・大阪狭山市教育委員会教育長賞……１名 

  ・大阪狭山市立図書館長賞……１名 

  ・優秀賞……３名（小低学年・小中学年・小高学年 各１名） 

 ・佳 作……３名（小低学年・小中学年・小高学年 各１名） 

 

(3) 読書感想画コンクール＜１１名＞ 

  ・大阪狭山市長賞……２名（保幼・小中 各1名） 

  ・大阪狭山市教育委員会教育長賞……２名（保幼・小中 各1名） 

  ・大阪金剛ロータリークラブ会長賞……３名（保幼・小・中 各１名） 

  ・優秀賞……２名（保幼・小中 各１名） 

・佳 作……２名（保幼・小中 各１名） 

 

     ※ こどもフェスティバルで表彰（１１月２８日） 

  



そったく
大阪狭山市教育委員会学校教育グループ１０４号

啐啐啐啐啄啄啄啄とはとはとはとは「「「「内内内内からからからから殻殻殻殻をたたくをたたくをたたくをたたく雛雛雛雛、、、、外外外外からからからから殻殻殻殻をつつくをつつくをつつくをつつく親鳥親鳥親鳥親鳥」」」」 呼吸がぴったり合わさって命が誕生していくさまを表しています。

今年も呼吸を合わせて子どもたちを育ててまいりましょう。 どうぞよろしくお願いします。

教職員集団』です。

このエンジンの性能を決め

るのは「一人ひとりの子ども

を大切にしよう」「学校総体で

子どもを育てよう」「課題や問

大阪狭山市では、毎年子 題は一人で抱え込まずにみん

どもたちの実態や教職員の なで取り組もう」という熱い

意識の把握をはじめ、教育 思いとその共有です。

活動に関しての評価・検証を この『思いと共有』が、教職員一人ひとりの得意分野

丁寧に行っています。これ や経験、考え方、持ち味などの多様性を、まとまった大

らを基に教育内容や方法を きな力にしていくのだと思います。

改善し、より一層充実した ４月から新任や転任の教職員が各学校園に着任しまし

ものにしていくために、明確な目標を掲げ、私たちの た。チームワークでトライ&トライ！！です。

気持ちを一つにして歩み続けてまいりました。

平成２７年度におきましても、本年度策定されまし

た『大阪狭山市教育振興基本計画』の基本理念

“学びあい、つながりあい、未来に輝く人づくり”に

基づく保育教育指針に沿って、積極的な教育活動を推

進してまいります。

 平成２７年 ４月 １３日
http://www.osakasayama.ed.jp
gakkou@city.osakasayama.osaka.jp

平成２７年度 大阪狭山市保育教育指針大阪狭山市保育教育指針大阪狭山市保育教育指針大阪狭山市保育教育指針

さやまっ子の夢をふくらませる教育
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取組取組取組取組みのみのみのみの重点重点重点重点 ①①①① 学校力学校力学校力学校力のののの向上向上向上向上

大阪狭山市の教育に助言頂いて

いる大阪大学の志水宏吉教授は、

学校をスクールバスに例えて学校

力の向上を説明されています。

◆「「「「学校力学校力学校力学校力」」」」向上向上向上向上のためののためののためののための

８８８８つのつのつのつの要素要素要素要素（大阪府教育センター「学力

改善のためのガイドライン」より）

①①①①気持ちのそろった教職員集団【エンジン】

②②②②戦略的で柔軟な学校運営【アクセルとブレーキ】

③③③③豊かなつながりを生みだす生徒指導【前輪（左）】

④④④④すべての子どもの学びを支える学習指導【前輪（右）】

⑤⑤⑤⑤ともに育つ地域・校種間連携【後輪（左）】

⑥⑥⑥⑥双方向的な家庭とのかかわり【後輪（右）】

⑦⑦⑦⑦安心して学べる学校環境【座席・内装】

⑧⑧⑧⑧前向きで活動的な学校文化【ボディ（外観）】

これら①①①①～～～～⑧⑧⑧⑧が備わったスクールバスは、凸凹道

も力強く走ります。特に、学校としての活力や実践

力を生みだすエンジンは『気持ちのそろった

子どもたちを乗せたスクー

ルバスが走し出しました。

取組取組取組取組みのみのみのみの重点重点重点重点 ②②②② 学力学力学力学力のののの向上向上向上向上

◆◆◆◆アクティブアクティブアクティブアクティブ・・・・ラーニングラーニングラーニングラーニングのののの研究研究研究研究とととと推進推進推進推進・・・

「活用型学習」と「探究型学習」の強化を謳う次期学

習指導要領(平２８年度 全面改定)の最大のエッポクがアクティ

ブ・ラーニングと言

われ、今、強い関

心が寄せられてい

ます。これは“能

動的学習”の総称

で、『自らの課題を

解決するために主

体的・協働的に探

究し、学びの成果

を的確に表現していく学習方法』として次のような効

果が期待されています。

論理的思考力の向上・言語能力の伸長・課題

解決型の学習過程の定着・認め合い信頼し合える学習

集団づくりなど

そして、何にもまして“受動的な学習”から“主体

的な学習”への転換を要請するものです。

大阪狭山市におきましては、これまでの成果の上に、

アクティブ・ラーニングの積極的な研究・実践を進め、

「「「「主体的な学びと一層の学力向上」」」」を目ざします。

◆◆◆◆家庭学習家庭学習家庭学習家庭学習のののの習慣化習慣化習慣化習慣化とととと自学自習力自学自習力自学自習力自学自習力のののの定着定着定着定着・・

全国学力・学習状況調査から、さやまの子どもたちは

“宿題”はしているものの“自主的に学習に取り組む

姿勢”に課題があることがわかりました。

昨年度の先進地（秋田県）視察報告会において『家

庭学習ノートによる自学自習力の育成』が報告されま

した。志水宏吉教授は「子どもたちの学習 （（（（裏面裏面裏面裏面へへへへ））））

これまでの取組みの成果を継承すると共に

★アクティブアクティブアクティブアクティブ・・・・ラーニングラーニングラーニングラーニングによるによるによるによる言語活動言語活動言語活動言語活動

のののの充実充実充実充実 ★★★★家庭学習家庭学習家庭学習家庭学習のののの習慣化習慣化習慣化習慣化を進め、一層

の学力向上へ トライ&トライ。

「大阪狭山市教育振興基本計画」

と本年度の「保育教育指針」を

基に、育てる子ども像を明確に

していきました。（管理職総会）

教師としての使命感や子ども

理解、指導方法、教育公務員

としての遵守事項･･学ぶべき

ものは多い。（初任者研修会）



意欲をどう高めるかは、習慣づけをどう図るかという

“行動レベルの問題”」でもあると指摘されます。

さらに、家庭学習の習慣化と自学自習力の定着が、

豊かな学習意欲と確かな学力の向上に結びつくとされ

ています。(岩波新書「学力を育てる」志水宏吉著）

大阪狭山市では、子どもた

ちの「家庭学習の習慣化」と

「自学自習力の定着」に資す

る教材を開発する目的で、昨

年、プロジェクトが発足しま

した。１４人の小学校の先生

が国語科と算数科に分かれて

鋭意作業を進め、このほど４

年生～６年生を対象にした

『自ら学ぶノート(上)』が完

成しました。表紙にはこの度

国の史跡指定を受けた“狭山

池”がデザインされ、子ども

たちが“ふるさと狭山”を感

じ取れるようになっています。

４月に配付される(上)巻は『自学自習』の基本を身

につける内容を中心に、(下)巻は『自ら学習課題を決

めて取り組む』構成になっており、だんだんと自学自

習力を高めていけるようになっています。

学習意欲を高め、自主的に学ぶ習慣を身に付けさせ

たい。学ぶことは楽しい。探究することはワクワクす

る。知ることはすてきだと思える子どもを育てたい！

こんな願いから、既に子どもたちの自学自習

力の育成に取り組んでいる先生がいます。今回の『自

ら学ぶノート』の活用で、一層大阪狭山市の子どもた

ちの自学自習力を引き出すことを願って止みません。

『自ら学ぶノート』国語(上)

様々なジャンルからの課題が

おもしろさと視野を広げます。

『自ら学ぶノート』算数(上)

１学年下の学習内容をバラン

スよく設けて自信を重ねます。

取組取組取組取組みのみのみのみの重点重点重点重点 ③③③③ 心心心心のののの力力力力のののの向上向上向上向上

◆◆◆◆互互互互いにいにいにいに高高高高めめめめ合合合合うううう人間関係人間関係人間関係人間関係づくりづくりづくりづくり・・・

アンケート「あなたは自分に自信がありますか」「あ

なたは自分に誇りを感じていますか」････自尊感情や

自己肯定感を問う多くのアンケートでは、日本の子ど

もたちは“自分自身をマイナス評価”する傾向が強い

ことが示されています。

自分をプラス評価できる子どもは、将来

さまざな課題に対して積極的に取り組み、

新しいことに挑戦するエネルギーを生み出

します。また、他者との信頼関係をどんど

ん築いていきます。

教師の最大の使命は『自尊感情を高め、

自信をつけること』だと思います。

そこで最も重要なことは

『周りの人がどう評価してい

るか』です。子どもの良いと

ころを見つけ、肯定的な評価

をたっぷり与えることが大切

です。教師はもちろん、たく

さんの人から肯定的評価を受

ければ受けるほど、子どもは生きる意欲が高まります。

“子どもの自尊感情を高めるという視点”から教育活

動を振り返り「教師と子ども」「子どもと子ども」「地

域と学校」の関係を高め、心の力を高めましょう。

◆◆◆◆道徳教育道徳教育道徳教育道徳教育のののの推進推進推進推進・・・

学校教育全体で行う道徳教育を補充･深化･統合し、

思いやりや規範意識などの道徳性が身につくよう本年

度も道徳の授業の充実を図ってまいります。

また“さやま”を愛し誇りに思い、“さやま”にア

イデンティティを感じ、生涯の心の豊かさへとつなが

る「ふるさとさやま学習」を進めてまいります。

これまでの教育成果の継承と

本年度の取り組みを共通認識

しました。（合同研修会）

取組取組取組取組みのみのみのみの重点重点重点重点 ④④④④ 体力体力体力体力のののの向上向上向上向上

体育の時間の工夫 学校生活における工夫

例 例

全国体力･運動能力･運動習慣等調査の

結果から、大阪狭山市の子どもたちの

課題として・・①日常的に運動する子ど

もとしない子どもとの二極化 ②平均記録

が国基準を下回っている項目が多いこと が挙げ

られます。

この課題に対応するため、体力向上プロジェクト会

議を中心に｢体育の時間の工夫｣と｢学校生活における

工夫｣に取り組んでいきます。体力の向上は、健康な

生活・生涯体育・生涯スポーツにつながります。この

ことからも、各学校園において『意欲が続く工夫』の

開発が期待されます。

幼児期からの体力向上を進めるために、本年度から

幼稚園･保育所･こども園の先生方にも“研究授業の案

内と資料提供”を行い、連携を深めます。

○遊び･ゲームの要素を入

れた多様な動きの指導

○達成感が得られる運動量

○本時の課題と学習の流れ

が分かる掲示

○励まされる･認められる

場

○子ども同士の振り返り

○意欲が続く工夫…記録の

掲示・子どもの写真掲示・

一言感想や励ましの掲示

○楽しめる外遊びの紹介

○空間・時間･仲間の三つの

間づくり

○季節などを考慮した変化

に富んだ環境づくり



           

 

 

 

 
 市内の３つの中学校では原則として全ての教員が部活
動の顧問となり、放課後や休日は子どもたちと活動してい
ます。今回はその様子をいくつか紹介します。 

 

■狭山中学校 

●野球部 

「最後まで全力でやり遂げる心を育てる！」を目標に、生

徒自らが必要とする練習を 

考え、自発的に取組んで 

います。南河内地区秋季大 

会ではその成果を発揮し、 

ベスト８に入りました。 

●卓球部 

「自分が頑張ることがチームのためになると考え、みんな

で成長する」を目標に 

取組んでいます。練習から 

一打一打を大切にし、自分 

で考えて打つようにしてい 

ます。昨夏の南河内地区総 

体ではベスト８に入り、 

ベスト４をめざしています。 

 

■南中学校 
●吹奏楽部 

「人との和や時間を大切にし、最後までやり遂げる心を育

てる」ことを目標に、日々練習 

に励んでいます。毎年１１月 

に定期演奏会を開き、地域の 

方々にも大阪府吹奏楽コンク 

ール南地区大会で金賞をいた 

だいた成果を披露しています。 

 

●男子バレーボール部 

「素直な心を大切に、謙虚な姿勢を大事に！」を目標に、 
・チームワークを重視する 
ための声かけ声だしなど 

・先輩から後輩へ優しく 
丁寧な指導 

・感謝の気持ち 
を心がけて練習しています。 

大阪を代表するチームとして、 
近畿中学生バレーボール選抜優勝大会ベスト８、大阪府中
学生バレーボール大会３位など活躍しています。 

●ソフトボール部 

「技術向上はもとより、あいさつや礼儀を一番大切に」
練習に励んでいます。 
ソフトボールを通して、相手 
の立場に立って考えることや、 
相手を思いやる心を身につけ 
ていくように指導しています。 
 そのチームワークで南河内 
地区秋季大会 3 位、選抜チー 
ムの一員として全国大会に出場したメンバーもいます。 

■第三中学校 

●バドミントン部 

「一生懸命取組むことで得られる達成感や自信が成長に

つながる」として、日々の練習 

に取組んでいます。卒業生も 

時々、練習に参加するなど、 

部員同士の仲もよく、主体的 

に活動しています。 

 南河内地区新人戦で準優勝、 

学年別でも１年生が優勝しています。 

 

●ソフトテニス部 

「部活動を通して、礼儀の大切さや、人を思いやる気持

ちを育む」ことを目標に活動し 

ています。大会で顕著な成績は 

残していませんが、仲良く、熱 

心に練習しています。 

市の事業で指導してくれてい 

るコーチも毎日のように練習に 

来ています。 

 

 

 

■おわりに 
中学校の部活動では、コンクールや試合等での成績よ

りも日々の活動において心身の鍛錬や他学年の生徒との

交流を大切にしています。 

教育委員会では、平成２０年度から「中学校部活動支

援人材活用事業」を実施し、卒業生や地域人材の方に協

力・支援していただいております。昨年度は２０名のか

たのご協力をいただいてきました。 

今後も子どもたちの多様な希望に応えるため、専門的

な知識や技能等を持った、地域人材の活用・充実を図り

ます。 
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本年６月８日で、大阪教育大学附属小学校児童等殺傷事

件から１４年が経過します。大阪府教育委員会は「子ども

を守る大人のスクラム」を合言葉に、毎年６月を「子ども

の安全確保推進月間」、６月８日を「学校の安全確保・安

全管理の日」と位置付けています。そこで今回は、本市の

学校園で進めている子どもたちの安全確保の取組みの中

から、２点について紹介します。 

 

■安全・安心スクール 
地域防災の担い手となる中学生の防災意識と防災行動

力の向上を目的として、市内の全ての中学３年生を対象

に、「安全・安心ス

クール」を実施し

ています。「安全・

安心スクール」で

は、大阪狭山市政

策調整室危機管理

グループ、市民協

働・生涯学習推進

グループ、大阪狭

山市消防本部、市民ボランティアのみなさんの協力を得

て、心肺蘇生法や AED等救命手当についての「普通救命講

習」を行っています。受講した生徒には、卒業時に資格証

明書が交付されます。 

５月１３日（水）・

１４日（木）の２日間、

狭山中学校で「安全・

安心スクール」が実施

され、３年生の生徒が

熱心に心肺蘇生法の実

技に取り組みました。 

 

■交通安全教室 

 黒山警察と大阪狭山市都市整備部土木グループの協力

を得て、市内の学校園で毎

年交通安全教室を実施し

ています。５月１日（金）、

第七小学校の１年生児童

が交通安全教室に取り組

み、実習を通して安全な歩

道の歩き方や横断歩道の

渡り方について学習しま

した。 

 

 
  

５月２日（土）・３日（日）の２日間、恒例の一大イベン

ト「狭山池まつり」が行われました。本市の先生たちが

５０名以上参加し、ＰＴＡと一緒に出店したり、児童生

徒の活動をサポートしたり、運営ボランティアとして実

行委員のみなさんと一緒に会場設営したりと、様々な場

面でまつりの運営に協力しました。 

 特に２日（土）の夕方には、「灯火輪（とうかりん）」

の準備のために

多くの先生たち

が集まり、実行

委員や市民ボラ

ンティアのみな

さんと一緒に活

動しました。（写

真はキャンドル

アートの準備を

する先生たちの

様子です。）狭山池まつりを通して、市民やスタッフのみ

なさんと交流を深めることができました。 
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◎◎ 教室環境整備の取組み紹介 ◎◎ 

ちょっとした環境整備の工夫で、子どもたちの意

欲的な学びを引き出せることがあります。東小学校

の環境整備の取組みから、２点紹介します。 

①１階の教室の窓に

フィルムを貼って、す

りガラス仕様にして

います。窓の外の景色

に気を取られること

なく、集中して学習す

ることができます。  

②教室の床や廊下の

一部をビニールテー

プで四角く囲ってい

ます。掃除の時に子ど

もたちが目印にして、

たくさんごみを集め

るようになりました。  
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【自分の意見を発表中】 

【班の仲間と考え中】 

【討議会の様子】 

 

          

 
 
 

 

 
 

■６月７日（日）市内小学校にて 

市内のすべての小学校で運動会が実施されました。各校
それぞれオリジナルのスローガンを掲げ、競技に応援に一
生懸命取り組んでいました。その姿が観ている全ての人に
感動を与えていました。縦割り活動としての競技にも取り
組む学校が増えてきているようです。新しい学年になって
からの短い準備期間ではありましたが、工夫をこらした種
目がたくさんありました。 

【全員で心を一つにして！！】 

【呼吸をあわせて揃えた！】 【力をあわせてオ～エス！】 

 

■６月１９日（金）南第一小学校にて 

【説明する力がついてきています！】 【討議会の様子】 

「アクティブ・ラーニング（Active Learning）」（課
題の発見、解決に向けた主体的・協同的な学び）につい
て、効果的な指導方法の研究をするために、本年度、南
第一小学校が大阪府教育委員会の指定を受けています。
グループや学級で話し合うなど、「何を教えるか」という
知識の質・量の改善に加え、「どのように学ぶか」という、
学びの質や深まりを大切に考え、日常的な授業の工夫改
善に学校全体で取り組んでいます。 

先月は、第３学年の授業研究がありました。事前に、
教育センターの指導主事の指導も数回受け、指導案作成、
模擬授業、事前授業を経ての研究授業でした。「それいい
ですね」「こんなのどうですか」「どうしてですか」とい
った新しい視点を積極的に出し合って授業を分析されて
いました。 

 

 

 

■６月１７日（水）南中学校にて 

 南中学校は、大阪府教育
センター主催の校内研究
支援プロジェクトの１つ
である、校内研究ワーキン
グに参加しています。 

校内研究ワーキングと
は、学習評価をいかした授
業改善に向けた校内研究
の在り方について、研修参
加者が主体的に考える、と
いうものです。 

今回は、１年生の理科担
当教諭が理科の授業を発
表しました。授業後の討議
会で、先生たちは、教科の
枠を超え、写真に見られる
ような子どもたちが説明
する場面や、互いに頭を寄
せ合い、思考する場面をど
のようにして作るか、熱心
に意見を交わしていまし
た。 

南中授業スタンダード
の確立にむけて、確かな一
歩を踏み出したようです。 
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を

子どもの育ちは、誕生からさまざまな出会いの歴

史です。そして「愛されたい！自分を伸ばしたい！

自信をもって進みたい！」どの子も強い願いを抱い

ています。これらの実現をめざし、『大阪狭山市教

育振興基本計画』には“郷土愛”を育む学習活動も

大切な方針の一つとして掲げています。ふるさとを

愛し誇りに思う心情は、自己を確立する上で大きな

影響があると言

われます。

このような観点

からも「自分･生

き方･人･地域」

を見つめ、触れ

合う学習を各保

･幼･小･中では積極的に進めています。“地域を愛す

る人たち”との温かな交流は、子どもたちの「人へ

の関心と信頼感」を高めます。これが“地域への愛

着や関心”に結びついていきます。

大阪狭山市の教育に助言を頂いている大阪大学の

志水宏吉教授は「地域･人とのつながりの中で、子

ども自身が大事にされているのを認識し、自尊感情

を高めることが学力向上には非常に重要です。全国

学力テストで好

成績を続ける秋

田県や福井県の

結果は、子どもた

ちと地域・人との

“ つながりの力 ”

の反映 であると

も言えます。」と

述べています。（志

水宏吉著『つながり格差が学力格

差を生む』亜紀書房）

将来、自立して社会の中で生きていく力は「自分は

多くの人から愛されている」という実感の中で育って

いきます。今後とも「地域・人」を学習のフィールド

にした取組みの充実が期待されます。

半田幼稚園に何度も来てくれている狭山高校

のお姉さんお兄さんから、園児が運動会に招

待されました。「優しくされる・してあげられ

る」「大事にされる・してあげられる」お互い

が心地よさと効力感を感じていきます。

「大野ブドウ」を子

どもに伝えたい！熱

い思いで語る地域の

方。その思いを感じ

ながら袋をかぶせる

作業を体験しました。

（南二小３年）

地域の方々と１１１１ ,１２０１２０１２０１２０個

のポットに花の苗を入

れていきます。｢丈夫

に育てて７月に校区の

花壇に植えるねん」と

地域への関心が高まり

ます。 （東小 ３年）

大部分の子どもたちが、田植えの体験がないからこそ「ぜひ体験させて

あげたい。楽しませてあげたい。子ども時代の良い思い出にさせてあげ

たい。」の気持ちがいっぱいの地域の人たち。米に関する知識や米作りの

現状や課題、地球温暖化などの話しから、地域の人達の暮らしに関心が

広がります。 （南一小・七小・西小 ５年）

大阪狭山市では体力向上を目ざし、｢体育の授業の工

夫｣と｢運動の日常化｣に取り組んでいます。

今回二つの小学校(七小･南三小)に、取組み内容、成

果と課題等について尋ねました。

両校とも「運動の日常化」を図

るために「意欲をどう持続させる

か」に最も腐心していますが、こ

のアプローチの方法には、いくつ

かあるように思われました。

■一年間を通して全校で取り組

む運動の場を設けること
例）全校ジャンプアップ

チャレンジ大会（２ヶ月毎に実施）

ドッジボール・鉄棒・マラソン・短縄とびなど（飽

きずに取り組める期間･種目を設ける）

■「夢中で・全力で・集団で」戸外遊びを楽しむ子ど
も像を目ざすこと 例）戸外遊びを知らない子

どもたちに、様々な戸外遊びを紹介し、遊びの楽し

さを伝承する。「外で遊ぶのは楽しい。集団で汗を流

すのは気持ち良い」と感じさせながら走･跳･投の力

を高め、運動に親しむ子どもを育んでいく。

■次のチャレンジにつながる励ましの工夫と場を設

けること 例） 記録の掲示方法を工夫して関

心を高め、頑張る子どもの姿･感想･励ましの言葉な

どを添えて意欲を持続する。個人カードの工夫や成

果を確認できる記録測定会を定期的に実施し、効力

感や達成感に結び付ける。

各校がスポーツテストの

結果を経年比較し、実態把

握や効果測定を行い、取組

みの工夫･改善を進めま

す。 （南一小）

今年度から始まった「さくらプロジェクト｣。これ

は、大学等と連携･研究を進め ①子どもの「生きる

力」の育成 ②実践力を備えた教員の養成 ③活力あ

る学校づくりの推進を目的にしたプロジェクトです。

この一環として、大阪教育大学

の１回生１５人が６月の二日間、

市内小学校で観察実習を行いま

した。朝早くから夕刻遅くまで

“児童の学校生活と教師の仕事”

をつぶさに観察すると共に、子

どもと交わり楽しく過ごしてい

ました。 【感想より】

★授業の進め方や教え方が、小学生だった頃と驚く

ほど変わっていてとっても勉強になりました。

★自分にとって必要となる教育技術や課題は何なの

かが改めて明確になりました。

★子どもの小さな変化にも気付き、動ける教師にな

れるよう大学生活を過ごそうと強く思いました。

ガチガチに緊張の一日

目。でも、いい先生にな

るぞ！の気持ちがあふれ

ていました。（西小）
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夏夏夏夏にににに

厳しい暑さが続く中、真剣に学ぶ姿がありました。

汗を流し躍動する姿がありました。仲良く楽しむ姿も

ありました。子どもたちも先生たちも眩しく輝いた夏

の一コマを紹介します。

この夏、アクティブ・ラーニングの新学習指導要領

への導入決定の外、今後の教育の基本に関わる内容が

次々に打ち出されました。そんな中、子どもたちの学

力向上についての調査報告が文科省専門家 （裏面裏面裏面裏面へへへへ））））

 

夏に学ぶ

夏に楽しむ

地域の方々に、先生たち

が「狭山音頭」を楽しく教

えていただきました。市歌

も声高らかに歌い上げ、大

阪狭山市への愛着が高まり

ました。（“子どもたちのふ

るさと さやま発見”研修

にて）

夏休みに市内３カ所でスタートした「はなま

る学習室」。生徒と先生との熱心な学び合いが、

分かる喜びと自信に結びつきました。

“車椅子体験”を通し

て、心でつながる大

切さを学びました。

（南中）

「うまくなっ

たよ！」各小

学校では,どの

子にも泳力目

標を達成して

もらいたいと

夏休みに水泳

教室を開いて

粘り強く指導

しています。

（ 西 小 )

｢運動の楽しさをもっと子どもたちに！」

こんな願いの先生たち５０人が,暑さをもの

ともせず「動きのバリエーション作りと

リレー指導」に取り組んでいました。

年長さんワクワク。英語で

お話ししましょう。絵本や

ゲームなどを通して楽しく

英語にふれていました。

（南第二幼）

こども園とのプール交流会。

｢頼りにされている。役に立っ

ている。」この実感が５,６年

生の自尊感情を高めます。

（南三小）

各小学校で「英語体験教室｣が開かれ

ました。２人のＡＬＴの巧みな指導で,
子どもたちは英会話をたっぷり楽しん

でいました。 （南二小・七小）

苦しい練習

で 流 れ 落 ち

る 汗 。 で も

仲 間 と の 励

ま し 合 い が

あるから、

や っ ぱ り

ク ラ ブ は

楽 し い 。

（狭山中）

若手教師の比率は年々高まって

います。教育に対する熱意と実践

的指導力を一日も早く身につけて

もらいたい！こんな願いから昨年

スタートしたのが「がじゅまるカ

フェ」です。

今年度は毎回、大阪教育大学

岡田 耕治先生の指導をうけなが

ら、日々の教育活動の中で迷っていることや困って

いること、効果のあった実践事例などを交流し合い

ます。そして、互いに学び合っていきます。この若

手を育てる取組みがマスコミに注目され、新聞やテ

レビで大きく取り上げられました。

第３回がじゅまるカフェは 7/9
に開講されました。一日の勤務を

終えた先生たち約３０人が次々に

会場に向かいます。先輩の先生た

ちも駆けつけます。…子どもの本

心をどのようにつかむの？ 信頼

関係をどのように深めるの？ ･･･

毎回、テーマに沿って体験的･実践的な学習が進めら

れていきます。参加した先生の一人は「皆さんから

たくさんのアドバイスをもらって『明日からこうし

ていこう、こんなこと出来るかも･･』と気付きまし

た。」と明るい表情で答えていました。

この若手育成の取組みについて、

テレビ出演のコメンテーターは

「良いです。もの凄く良いです。

若手先生は少し助言するだけでと

ても変わるんです。学校現場が多

忙になり、ベテラン先生が少なく

なる中、この取組みはすばらしい

です。」と････心強いコメントでした。

「一人で抱え込まず、若

い先生同士が解決策を考

えていける場に」との思

いが伝わってきます。

「家庭の人と一緒に考え

ていきたいのですが･･」

悩みを一緒に考えます。

｢子どもを信じて委ねる」

という事を頭でなく体を

使って体感しました。

平成２７年 ９月 ７日発行
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市 内

市内の三つの中学校では、よ

り充実した学校生活を送るため

に、様々な課題について意見交

流する場として「生徒会交流会」

を毎年開いています。今年は、

初めて小学校に参加を呼びかけ

8/25 に開催したところ、小･中

学生 50 人が集う合同交流会が

実現しました。

はじめに、兵庫県立大学 竹内和雄先生から市内

小５年生～中３年生 2,612 人のアンケート結果が示

されました 学年が上がる毎にスマホ所有

率が高まり、中３女子では 75 ％に達すること。ス

マホ使用は、学習･日常生活･友達関係･様々なトラ

ブルと密接に結びついていること 実態を

知った子どもたちは、「スマホ問

題」を自分たちの問題として真

剣に考えていきました。更に７

つの斑に分かれて意見や提案を

出し合いました。

各班の小･中学生の協力はすば

らしく、はじめの緊張した雰囲

気は和やかな笑い声に包まれる

ようになっていきました。最後に、全員で“大阪狭

山市のスマホ三か条”をつくり上げました。

第１条 時間とは ムダにできない必需品

第２条 LINE やメール つながっても 心までは

つながらない

第３条 危ないよ そのメールは赤信号

今回 の成果を各学

校へ広めるために、

子どもたちの手作り

ポスターと各中学校

区毎の｢スマホ通信」

の発行が計画されています。

自分たちの

問題を自分

たちで考え

行動する大

切さを学び

ました。

７つの斑毎に話し合い,
練り上げた内容を発表

していきました。

会議でなされました。これを行ったのは、お茶の

水女子大学耳塚寛明教授の研究班。この研究班は、

既に親の年収・学歴と学力の関係を指摘していま

すが、今回は「親の年収と学歴から推計される平

均成績を大きく上回った上位 30 校」を「教育効

果の高い学校」と位置付け、下位 30 校と比較分

析しました。

それによると、小 6 国語（Ａ問題）では「子ども

が調べたり考えたことを文章に書かせる指導」を

『よく行った』のは、下位 30 校では 26.7 ％だが、

「教育効果の高い学校」では 53.3 ％にのぼった。

また、小 6 算数（Ａ問題）では、「授業の最後に

学習を振り返る活動を計画的に取り入れる指導」

を『よく行った』のは、下位 30 校では 26.7 ％だ

が、「教育効果の高い学校」では 63.3 ％と大幅に

上回った。

更に、「教育効果の高い学校」のうち、活用力

を見る問題（Ｂ問題）で成果をあげている 12 校

に訪問調査を行った。その結果

◆教育課程や学習習慣等での小・中連携の推進。

◆家庭学習は必ず読み、手を入れて返している。

◆教科を超えた研究授業をし、教員は協力し支え

合う意識が高い。

◆発展的学習よりも基礎基本の定着を重視。

といった共通点が浮かび上がります。また ,以下

の取組みも教育効果との関係が強いようです。

・適切にノートを取るなど学習方法に関する

小 共通指導。

学 ・家庭学習の課題の与え方について、教職員

校 で共通認識を図る。

・全校学力調査などの結果を、教育活動を改

善するために学校全体で活用。

中 ・地域の人材を外部講師として招いた授業。

学 ・数学で補充的な学習の指導。

校 ・教職員が校内外の研修や研修会に参加し、

成果を教育活動に積極的に反映。

今年１月の先進地視察（秋田県）報告会での内容

と重なる点が多いことに気付きました。

スマホのプラス面･マイ

ナス面を次々に書き込み,
関連付けていきました。

教職経験

が 6 年目

までの先生たち約 70 人が対象で

す。この研修を企画･準備･運営す

るのは少し先輩の先生たち。

大阪教育大学 岡田 耕治先生に

よるワークショップでは「周囲か

ら見た自分像」と「自身が思う自

分像」との差異や的確な指示の出し方についても学び

ました。

8/10、市内の保･幼･小･中の全教員が会する熱い研

修会が、SAYAKA ホールでひらかれました。

【午前】「豊かなつながりが、自尊感情を高めていくこ

との確かさ」を西小学校･南中学校の実践報告から深

く学ぶことができました。また、 高槻市人権まちづ

くり協会 岡本工介さんの講演会では、部落差別をは

じめ様々な人権問題解決に向け

た着実な歩みに多くのことを学

びました。

【午後】キャリア教育を中心に、

深まる南中学校区の保･幼･小･中

連携は、地域も含めて「学びの

共同体」を形づくりつつあるこ

とに強い共感を覚えました。

関西大学 竹内 理先生の

「グローバル人材とは何か」

で、体験を通したたくまし

い人づくりが大切だと感じ

ました。

チームワーク研修(8/7)

各校の経験豊かな先生や

管理職が各テーブルを巡

って共に考える場面も。

タイムリー研修 ～一人ひとりの子どもを大切に育むために～



そったく
大阪狭山市教育委員会 学校教育グループ１０９号

 

４年目を迎える“まるごとパック事業”では、子ど

もたち･先生たちの頑張りと研究実践発表から多くの

ことを学んできました。

今年度は４校が研究発表を行いますが、10/21(水)開

催の東小学校と 11/7(金)開催の第七小学校の校長先

生を訪ね、取組みの方向性や内容・特色などを伺い

ました。

東小学校 鈴木校長 □Ｑ ■Ａ

□ 10/21 の発表会に向け準備が進

んでいるようですね。

■「東小が大事に思い気持をそろ

えて取り組んでいることを“ま

るごと”伝えたい」と、各部が精力的に資料や記

録を整理し、発表原稿を検討してるところです。

教職員の「子どもの学びを高めたい」との願い

が強いので、先生たちから前向きな提案がどんど

ん出できます。

□研究・実践で最も大切にされているのは何ですか。

■どの子どもにとっても安心して学べる場にするこ

とと、子どもの６年間の学びが確実に積み上がる

ようにすることの２つを大切に『東小スタンダー

ド』の研究と実践を進めています。

□『東小スタンダード』の中身をお教えください。

■大阪府のスタンダードを参考に、みんなで話し合

って作成しました。「学級環境を整える」「授業を

整える」「個別に整える」の３分野にそれぞれ５つ

のスタンダードを設けています。このことで、ク

ラス替えで担任が代わり、教科ごとに指導者が代

わっても“一貫した指導”が可能になると考えま

す。

■例えば「板書の工夫」もその１つですが、チェッ

クリストで４段階の自己点検を行い、次の目標に

つなげていきます。日々の振り返りが教師力向上

にも結びつくと思っています。

□『東小スタンダード』と共に、基礎的環境整備＝

ユニバーサルデザインが東小教育の柱と伺いまし

たが。

■どの子にも“学ぶ喜びを味わってほしい”との願

いを実現する上で、ユニバーサルデザインに重点

を置いています。それが、すべての子をきめ細か

く丁寧に支援することに結びつきます。

□ 10/21 当日の時程はどうなりますか。

■ 1:10 からの清掃からになります。東小の清掃は《し

ずか清掃》がスタンダードです。お昼休憩の後、授

業を参観して頂きます。授業については「課題解決

型の授業をベースに、東小スタンダードやユニバー

サルデザインの観点を採り入れた授業などを行いま

す。教室環境の構造化の様子もご覧ください。

また、授業参観の際には一定の指導案様式で作成

した“指導案集”と“東小スタンダードチェックリ

スト”を手にご覧ください。

□授業後のプレゼンテーションはいかがですか。

■学校組織を挙げて各部から報告します。楽しみにし

ておいてください。

第七小学校 沼田校長

□これまで進めてこられている研

究・実践の内容や、11/7 の発表

会に向けた進捗などをお聞かせ

下さい。

■２年間大阪府の指定を受けて取り組んできた授業の

ユニーバーサルデザイン化を今年は更に深化させ、

子どもの心をより豊かにし友だちと強くつながる力

を育てようと「心のユニーバーサルデザイン化」を

中心に進めています。どのような言葉掛けやコミュ

ニケーションが“子どもの心と意欲を育てるのか”

の視点を大事にして進めています。例えば、各教室

には《ありがとうカード》や、ノート指導の一環と

して《すてきなノート》を掲示するなど、自尊感情

を高める一助にしています。

《授業づくり・心の力の向上・体力づくり》の観

点で三部から発表します。

□当日の公開授業についてお話しください。

■できるだけ多種類の教科を公開します。ＭＩＭやＩ

ＣＴの活用、キッズサポーターの協力に加えて、教

室環境の構造化や視覚提示、心情面を育てる言葉掛

けなどユニーバーサルデザインの観点でご覧頂けれ

ば幸いです。“何かひとつ、明日から使えるものを

提案しよう！”という気持ちで教職員は準備してい

ます。

□当日の時程はどうなりますか。

■ 1:20 からは《雑巾がけを中心にした縦割りそうじ》

を行います。昼休憩時には、短縄やゴム跳びなどの

遊びを通した体力づくりの一端も紹介できたらと思

います。

■当日は、子どもたちに温かな励ましと共に私たちが

気付いていない点、見過ごしている点をご指摘して

頂けると幸いです。

平成２７年１０月１日発行
http://www.osakasayama.ed.jp
gakkou@city.osakasayama.osaka.jp



《子どもが主体的･協働的に活動する授業》の追究を

市全体で推進しようとシリーズ「授業力向上研修」が

行われています。第１回目は、南中学校３年生で山科

善規先生が社会科(公民)の研究授業を公開しました。

『耐震工事により半分しか使えなくなった運動場を

巡り運動クラブ同士が対立する。この対立に折り合い

をつけるには？・・・』この学習

課題に、一人ひとりがしっかり考

え、取り組みました。ＳＴ分析で

は５０分授業の中で約７０％が生

徒の主体的活動でした。

「生徒自身への問い」になるよう

に大型テレビとワークシートを活

用した課題提示。自分や班の考え

を確認できる書く活動。たとえ不十分な意見でも尊重

される良質な学習集団づくり。肯定的な言葉で語り生

徒の良さに言葉を贈る先生。意見の交流が活発になっ

ていくよう iPad やホワイトボードの積極使用。個人

の考え→班での意見交流→全体での意見交流など、多

様な意見が生まれやすい場の設定など・・多くの配慮

と工夫によって生徒が主体的学習に向かうのを感じま

した。

授業後の検討会では、様々な視点

から活発な意見が出され研究が深ま

りました。２回目の「授業力向上研

修」は、10/6 七小 小学校国語。

共に学び合いましょう！

南第二小学校のブドウ畑に、甘くて大きくて輝く

ブドウが実りました。おいしさのひみつは《人と人

との結びつき》です。地域の方と南第二幼稚園の園

児たち、南二小の子どもたち全員を結び付けていき

ます。

「どのブドウがいい？｣

「このブドウがいい。」

「今からつるを切る

よ。」｢はい！」

南二幼の年長さんを

優しくお手伝い。

採り入れたブドウを

年長さんと仲良くいた

だいた後、３年生が計

画したゲームを楽しみ

ました。大きな歓声が

何度も起こりました。

豊作でした。二小全

員が楽しみにしていま

す。おいしく食べても

らおうと、３年生が一

生懸命に水洗いです。

「おいしいね。３年生にな

ってブドウをつくりたい

ね。」「ブドウの採り入れは

いい思い出になったね。」

…そんな会話が聞こえてき

そうです。

教師力ＵＰをめざす「がじゅまるカフェ」への取材

が相次いでいます。9/25 の 南第三小学校図書室では、

民放２社のカメラが回りＮＨＫ記者が熱心にメモを

とっていました。時代の要請に「がじゅまるカフェ」

が一つの答えを出し、その必要性と真価に注目が集

まっているように感じます。

講師の大阪教育大学 岡田耕治

教授は、8/7 のチームワーク研修

会で次のようなことを話されて

います。「大阪狭山市の教育は大

阪府内でも注目されています。

皆さんが参加する『がじゅまる

カフェ』もそうです。大阪狭山

市で何かすごいこと起こってん

のじゃないの？って。というのは、皆さんと同じ若

手教師の育成に多くの市町村がとっても困っている

んですけれど、大阪狭山市では教育委員会や管理職

が一緒になって、実践的な研修を進め効果をあげて

います。皆さんを見守るような温かい雰囲気の中で

“戸惑ったり迷ったり困ったりし

ていること”について、学び合い

の場がつくられてきています。こ

れが、みなさんが教師として巣立

っていく上で大きな力になってい

きます。」

この子のために！の熱意の高ま

りと仲間とのつながりを心に感じさせてくれる「が

じゅまるカフェ」であるからこそ、様々な方面から

高い関心が寄せられるのかも知れません。

子どもの心をとらえる。

それは,子どもを心で受け

とめること。…日々の実

践に活かされます。

カメラとマイクが迫って

きても、テーマに沿った

子どもの話に自然に身が

乗り出します。

近い将来、大地震の発生が予想さ

れる中、防災教育の一環として 9/24
の給食に『防災カレー』が提供さ

れました。電気･ガス･水道がスト

ップした災害時を想定し、温めず

に食べられて食物アレルギーにも

対応したレトルトカレーです。

大阪狭山市では初めてのことで、

ＰＴＡの方々も取材や見学に来ら

れていました。

子どもたちの感想には「思って

いたよりもおいしい。野菜などの

具もいっぱい入っていてよかった」

と概ね好評でした。

レトルトカレー・ご飯

･牛乳･小魚パックのメ

ニューです。（東小）

こぼれないようにあけ

るのは、ちょぴりむず

かしいなー。

自分の考えを書いた後、

意見交流を行い班として

の考えをホワイトボード

に記入していきます。

様々な意見が自分の授

業を振り返るヒントに

なりました。
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連合運動会

１０月１５日(木) 市民総合グラウ

ンドに集合した６年生５３０人。半

年後には３つの中学校で共に学ぶ仲

間たちです。運動会当日までにも、

各中学校区の小学校間では交流会を

行っています。学ぶ小学校が違っても連合運動会で

知り合い、共に頑張り、応援し合った経験は「希望

と期待」につながります。

 

中学校 運動会

１０月２日(金)。朝５時過ぎ。市内３つの中学校で

は、運動場にたまった雨水の排水作業が始まりまし

た。教職員は一生懸命です。“運動会の成功に向け

て取り組んできた子どもたちの情熱と頑張り”に応

えてやりたい！・・登校してきた生徒たちも次々と

手伝いに向かいます。

開会時刻は少し遅れましたが、開会前から生徒･教

職員が汗をかいたことで各学校とも「団結・挑戦・

全員参加」を一層強く感じさせてくれる素晴らしい

一日になりました。

幼稚園 運動会

先生たちはどの場面でも｢子どもに寄り沿う姿勢｣

で接し、意欲を高める言葉をたくさん投げ掛けてい

ます。“共感的で受容的”な指導は幼児期･学童期･

思春期のいずれにあっても教育を支える一番の基盤

です。子どもたちの仲良くいきいきした姿が本当に

すてきでした。

吹奏楽部の演奏に合わ

せ校歌斉唱。溌剌とし

た歌声に母校への誇り

を感じました。（狭山中）
走り高跳び。１６０１６０１６０１６０㎝の

バーに挑戦！しーん

と静まり返った運動

場。全員が祈る中、

全力でトライ。（南中）

団旗に向けた真剣な眼

差しと沸きあがる闘志

が運動会を創り上げて

いきます。（狭山中）

優勝をめざし心を一つ

に取り組みます。ゴー

ルで抱き合う･･倒れ込

む･･涙を流してＶサイ

ン。そんな必死な頑張

る姿が…。（三中）

３分間に全員が跳ん

だ回数を競う大縄跳

び。クラスの気持ち

が一つに高まり挑戦

が続きます。（南中）

団長を中心に各色で考

え練り上げた一糸乱れ

ぬ応援合戦。（三中）

ダイナミックな動き

で毎年感動します。

何度も練習したダンスに

大きな拍手が送られます

共に楽しみました。

わが子の成長を実感。

ジェンカで仲間意

識が高まります。

一本の綱に込められ

た団結の力！

仲間の応援に応えた

いとの思いで疾走。

中学校区毎に分かれての

応援に熱がこもります。

教科や校種を超え《子どもが主体的･協働的に活動

する授業》をめざし、シリーズ「授業力向上研修」

が次々に実施され、成果や具体的な改善点などの交

流が進められています。

今回は、第２回～第５回までの「授業力向上研修」

の概要を紹介します。公開された授業は、いずれも

意欲的で深く考えられた授業であり｢今求められる授

業｣を考えていく上で示唆に富むものでした。

【【【【第第第第２２２２回回回回 １０１０１０１０月月月月６６６６日日日日】】】】

第七小学校 有田雅子先生。５年

国語科 単元名「資料を生かして

考えたことを書こう」

授業の様子 海岸の環境保護につ

いての資料(写真やグラフ等)から情報の読み取り

“読み取った情報”を活かして文章化 ポ

スターの完成へと進められていく「非連続型テキ

スト｣を教材にした学習が丁寧に進められていきま

した。資料や文章をどのように活用・処理すれば

“より多くの人の目にとまるポスター”になるのか、

資料･文章･ポスターを関連付けながら一人で･グル

ープで･全体で考え、発表していきました。

｢見出し｣の学習では、ICT で示された実際の新

聞記事から“見出しのポイント”を理解した後、

ポスターにふさわしい｢見出し｣をグループに持ち

寄り･練り合わせ･掲示し発表していきます。掲示

された｢見出し｣を相互評価し、気付いた良い点を

交流していきました。更に、見出しの特性理解を

深めようと、｢見出し｣を仲間分けする学習も進め

られていきました。 （裏面へ ）

平成２７年１１月１３日発行
http://www.osakasayama.ed.jp
gakkou@city.osakasayama.osaka.jp



交流会で ○重要度が増す「非連続型テキスト｣を教材

にした学習の進め方について ○実際の生活と、見出

し･資料･写真･文章を組み合わせた学習活動との関連

付けについて ○全員発表につながる教師の支援や場

の構成について･･･等々。意見や実践例が多く出され

「非連続型テキスト｣教材への理解が高まりました。

【【【【第第第第３３３３回回回回 １０１０１０１０月月月月２８２８２８２８日日日日】】】】

第三中学校 奥田 曜先生。

１年 理科 単元名「水溶液の性質」

授業の様子 塩化ナトリウムと硝酸

カリウムの溶解と析出とが学習課

題。生徒たちは課題解決に向け、実験･観察を中心に

盛りだくさんの学習活動を各班員の協力により手際

よく進めていきました。

黒板と生徒の学習プリントに示された１時間の学

習内容と実験･観察の手順と留意点。周到に準備され

た実験･観察用具と操作手順の的確な押さえ。班員同

士の円滑な関係と役割分担。理解しやすい教師の説

明･指示。これらにより｢何をなすべきか｣がよく理解

され滑らかに授業展開されました。

交流会で ○小学校での既習内容と本時学習内容との関

連付けについて ○どの場面で､何を､誰と考えさせ､

どう発信させるのかについて ○予想･実験結果･生徒

の考え等の取り上げ方について ○実験を進める上で

の安全性について････等々。小･中の先生による活発

な意見交流がなされました。

【【【【第第第第４４４４回回回回 １０１０１０１０月月月月３０３０３０３０日日日日】】】】

東小学校 中野 豪丈先生。２年 体育

単元名「表現リズム遊び」

授業の様子 本時の学習の流れを確認し

た後『体ほぐし運動（ラダー･身体じゃんけん･あんたがた

どこさ･インサイドアウトサイド）』から『リズム遊び』

『表現遊び』へと展開されていきました。“走･転･伸･

縮･跳･ポーズ”の動きを、太鼓に合わせ『リズム遊

び』を楽しみました。『表現遊び』では｢生き物｣と｢動

き｣が記された２種類のカードを選択し、カード指定

の｢生き物｣になりきることと｢動き｣を工夫すること

に夢中で取り組んでいました。動きを工夫し楽しむ

だけでなく、運動量もたっぷり確保されていました。

交流会で ○リズムに合わせた動きができる体づくりの

重要性について ○音楽や太鼓のリズムと動きやすさ

について ○工夫した動きを互いが伝え合い、評価し

合える場の設定について ○多様な動きづくりにおけ

る道具設置の±について････等々。多くの先生たち

が意見交流を深めていきました。

大阪教育大学 井上 功一准教授からは「チャレン

ジ精神にあふれた、これぞ研究授業のあるべき姿な

んだ！」と、授業者の積極性に称賛が送られました。

【【【【第第第第５５５５回回回回 １１１１１１１１月月月月１２１２１２１２日日日日】】】】

南第一小学校 田中 清啓先生。

３年 算数 単元名「円と球」

授業の様子 地図上に隠された宝を、できるだけ早

く見つける方法を子どもたちが探究します。操作を

通して見つけた２つの方法を発表し比較検討し合う

中で、２方法の長所･短所をカバーする簡易コンパ

スが提示されます。これを操作することで宝の等距

離性に気付き“円の定義”につないでいきました。

交流会で 南一小の実践報告と授業者への質疑応答

の後、大阪府教育センター新坊 昌弘先生から以下

の助言をもらいました。○子どもが意欲的･主体的

に取り組む授業の大切さについて ○長所･短所を踏

まえた ICT 機器の活用について ○授業を組み立て

る上での｢山場づくりと課題の与え方｣について○意

外性･興味関心･驚き･切実感などで情意的側面を揺

さぶる課題設定について ○スタンダードと臨機応

変さについて ○操作を通した｢概念・原理｣の理解と

正しい用語･道具の使用について････聞き漏らさな

いぞ！の思いでメモを取る多くの先生でした。

学校力の向上を目ざして、東小が 10/21 に第七小が

11/6 に学校をまるごと公開しました。子どもたちの

明るい挨拶が、たくさんの参観

者を迎えてくれました。

清掃の時間での｢静か清掃｣や

｢拭くを大切にする清掃｣、遊び

時間での｢体作り｣の取組みなど

からも、目ざす子ども像の一端

が窺えました。

公開授業では｢東小スタンダ

ード｣に照らして“授業･環境･支援”を自己点検し教

師力向上を進める東小の先生たちの熱意が伝わって

来ました。第七小では｢授業のユニバーサルデザイン

化｣の研究･実践の深化を目ざし

て積極的に取り組む先生たちの

姿が印象的でした。

報告会では、自校の子どもた

ちの実態を踏まえ｢何をどう改善

しようとしているのか。その為

に何に取り組んでいるのか。｣が

分かり易く示されました。

学校力とは“ポジティブな対応能力だ”と言い切る

人がいます。「工夫改善を進める革新性・建設的に批

判し合える自律性・協力し合える同僚性」が対応能

力の中身です。先生たちが革新性･自律性･同僚性を

高めていくことが学校力を向上させ、直接子どもた

ちに還元されていくのだと思います。

学校力の向上を目ざす“学校まるごとパック事業”

に今後とも大きな期待が寄せられています。

各学習活動を理解するの

に指導案集が大変役立ち

ました。(東小 ２年音楽)

運動遊びの定着を願い、

様々な取組みを進めてい

ます。(七小 ゴム跳び)
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大阪狭山市教育委員会 学校教育グループ１１１号

 

１１月 ２８日、ＳＡＹＡＫＡホー

ルにおいて第８回「おおさかさやま

こどもフェスティバル」が開催され

ました。『すばらしい自分に気付い

てほしい。自分を表現する楽しさを

味わってほしい。課題を探求する醍

醐味を体験してほしい。力を合わせ

て創り上げる感動を共有してほし

い。自尊感情を高め希望を抱いて豊

かに学んでほしい。』････このフェ

スティバルは、このような願いを子

どもたち一人ひとりに届ける機会と

して、市内の全ての学校園に呼び掛け実施されました。

第１部では、読書を通して豊かな感性と考える力を

育成する「読書ｅプラン」の３つのジャンル

「図書館を使った調べる学習」「読

書感想文」「読書感想画」の表彰

式が行われました。

表彰の後、受賞作品が大きく舞

台スクリーンに映し出されプレゼ

ンテーションを各受賞者が進めま

す。･･･「調べるきっかっけ。考

えた実験。分かったこと。作品への思い。苦労したり

工夫した点…など」を、満席の会場に向かって堂々と

淀みなく話していきました。どれほどの自信と感激を

味わったことでしょう。

第２部では、元気な“さやまっ

子”が舞台上で活躍する姿を見せ

てくれました。立ち見席が出る程

の観客の前で緊張をはね返し、自

分の力を 100 ％出し切ろうとする

子どもたち。貴重な体験ができる

機会だと思いました。このような

機会を通して、自分のすてきな能力や可能性に気付き、

自信を持って歩んでいくのだと思います。

つぼみ保育園 東野幼稚園 きらり保育園

和太鼓「遊雲」 ダンス「幻影」 パラバルーン

舞台の大スクリーンに

読書感想画受賞作｢か

もとりごんべい｣が映

し出され,受賞者のプレ

ゼンテーションが始ま

ります。

市長賞をはじめ各賞を受

賞した子どもたち

展示された受賞作品を見

終わった親子から感嘆の

声が聞こえます。

ルンビニ保育園 半田幼稚園 西小学校

「リズムで遊ぼう」 ダンス「未来へ翔け」 日本舞踊「茶つみ」

南第三小学校 和太鼓「大地」

東幼稚園ダンス｢輝く笑顔」

南第三小学校

日本舞踊「花かげ」

南第一小学校

ダンス「High School love」

１２月９日(水)に南中学校が“まるごとパック研究

発表会”を行います。昨年度の大阪府教育委員会

“スクールエンパワーメント事業”研究発表会では、

一丸となって邁進する先生たちの“熱”を強く感じ

ました。今回、南中学校の校長先生を訪ね、取り組

み内容や重点事項などを伺いました。

南中学校 蔵之前校長先生 □Ｑ ■Ａ

□積極的な取組みを進めておられま

すが、最も大切にされておられる

点をお聞かせください。

■学習意欲を高める“授業づくり”

です。授業力向上を組織的に進めています。その

中で、検証されたエッセンスを｢南中スタンダード｣

として共有できたらと思っています。全教員参加

で進めています校内研究授業の研究成果や、この

夏に大阪成蹊大学 園田 雅春先生から受けた｢自尊

感情を高める授業づくり」の内容を活かせた発表

会になればと思っています。

□南中校区では“保･幼･小･中”が一体となって子ど

もを育てようとの意識が強いように思いますが…

■キャリア教育を核に、発表会だけでなく校種間の

つながりを大切にしており、国語･社会･数学の教

科指導における小･中の連続性や系統性を交流し合

う分科会を設けました。今後一層充実できればと

思っています。更に、保･幼･小･中の先生が、具体

な子どもの育ちを巡って話し合ってもらえる分科

会も設けています。

□公開授業の参観については…■印刷物に記された

各授業の｢めあて｣に沿って参観下されば幸いです。

平成２７年１２月２日発行
http://www.osakasayama.ed.jp
gakkou@city.osakasayama.osaka.jp



“授業力向上研修”での公開授業は、校種･学年･教

科･単元が異なっています。共通するのは、どの授業

者も「主体的に学び協働的に学び合う授業」を追究

している点です。もう一つの共通点は、教室を「自

ら学び、仲間と学び合う場」とし“子どもの学び”

を高めていきたい…こんな願いが伝わってくる授業

です。

今回紹介する２つの公開授業も、校種･学年･教科･

単元の違いを超えて“子どもの学びと授業”を考え

る上で示唆に富んだものでした。

【【【【第第第第６６６６回回回回 １１１１１１１１月月月月１７１７１７１７日日日日】】】】

南中学校 船富 聡子先生。

１年 国語 単元名「故事成語を使

って体験文を書こう」

授業の様子 既習の“故事成語”の

カードを黒板に貼付しつつ全員で

読み進め、復習と同時に学習への構えが整えられて

いきます。その後、予め各自が書いている“故事成

語の意味をふまえた作文”を生活班（５人～６人）の中で読

み合わせ、最も観点に合っている一点を班全員で選

び、推敲し、班代表の作品に練り上げていきます。

｢少しでも良い作品にしたい｣の思いと「誰の発言

でも受け止めてくれる」安心感、

先生の励まし･肯定的評価は学習へ

の参加意欲を高め、その後の班毎

の発表活動や発表を聴いての相互

評価活動が高まり“協働的に学ぶ

喜び”に結びついていきました。

交流会で ○教師が一方的に話す授業から生徒同士が

学びを創る授業について ○一人ひとりの頑張りを引

き出し一体感を持って学び合える班学習について ○

教師の明確で具体的な説明･指示･支援･準備物と学習

意欲について ○班での推敲作業を自分の作文に活か

すことについて ○間違い＝恥ずべき事･ダメな事で

なくフォローし合える学級づくりについて ○言葉の

使用例を適切に示す事と言語感覚について ○"聴く"
と同時に読んで確認させ考えさせる大切さについて

○班全員での発表内容が構成を持った文章づくりに

つながる事について･･･等々。

深まった交流会になりました。

【【【【第第第第７７７７回回回回 １１１１１１１１月月月月１７１７１７１７日日日日】】】】

第三中学校 井上 雄介先生

３年 数学 単元名「相似な図形」

授業の様子 各自に配付された画鋲

・結んだ２本の輪ゴムを使い、｢ア

ンパンマン｣の絵柄を２倍に拡大して画用紙上に

代表作品選定と推敲を

班全員で進めます。

協力し合いながら推敲

した班の作品を発表。

描く操作を通す事で課

題解決への意欲 UP!

描いていきます。生徒がこの操作活動を楽しく確実に

行えるよう、進捗を見極めながら丁寧な説明･助言･支

援が進められていきます。そして、生徒同士が出来ば

えを相互評価したり教え合ったりしながら学習意欲が

高まっていきます。

全員が描けたところで「今、２倍のアンパンマンを

描きました。では、なぜこの方法で２倍の拡大図が描

けるのでしょう｣と課題が投げ掛けられます。この解

決のために、生徒各自は“ワークシート”に従って『三

角形の２倍図を作図し→相似を証明し→対応する辺の

比が２:１である事』を示していき

ます。そして次の班学習では、各自

がトライした内容を交流し合って課

題解決に迫っていき、的確な学習の

“まとめ”につないでいきました。

交流会で ○自力解決と共に班で学

び合う学習の大切さについて ○課題解決への意欲を

高める動機付けについて ○設定された評価規準を的

確に判定する上での具体策･課題について ○明確に学

習目標を示す･明確に指示を出す事と分かり易さ･活発

な学習活動との関連について ○班で学び合った内容

を発表し合える場の必要性について ○自由度を大き

くし敢えて失敗をくぐらせる有用性について ○動機

付けのための内容と本時の学習課題との有機的な関連

性について･･･等々。有意義な交流会になりました。

班学習の学び合いが楽

しさにつながります。

１１月２７日。強く冷たい風が吹

き渡る北小学校の運動場。そんな中、

東地区福祉委員･保護者･PTA 専門

委員の５０人が集まってくださいま

した。北小の子どもたちの安全を見

守り、環境美化に心を砕いてくださ

っている方々と４年生･５年生･先生１４５人が一緒に

『地域清掃』を行いました。

運動場に用意された清掃用具を手

に１８グループに分かれ、校外の受

け持ち場所に向かいます。ビニル袋

は落ち葉でどんどん満杯になってい

きます。集団登校の集合場所も、放

課後遊び回る公園も、通学路も次々ときれいになって

いきました。このような活動を通し

て、地域の人から掛けていただく温

かい言葉は子どもの“自尊感情”を

高め、さやまを愛し誇りに思う心を

育てます。まさに“ふるさと狭山教

育”です。

南中学校や南第二小学校も近々実施される予定です。

顔見知りの方々もたく

さん参加です。

竹箒を使ってドンドン

はかどります。

地域の人からほめても

らいました。



そったく
大阪狭山市教育委員会 学校教育グループ１１２号

 

あけましておめでとうございますあけましておめでとうございますあけましておめでとうございますあけましておめでとうございます
啐本年も『 啄』を通してさやまの学校

園の取組みを発信させていただきます。

何卒よろしくお願い申し上げます。

選挙権年齢が１８歳になり、関心の高まる主権者教

育。さやまでは早速、主権者教育をテーマにした公開

授業が行われました。

【第８回１２月８日】

北小学校 野末 泰子先生

６年 社会 単元名「わたしたちの

生活と政治」

授業の様子 前時までの学習内容 ①市民の願いを

もとに市政が行われていることを学ぶ ②北小を一層

良い学校にするために、アンケート･調査等を行い意

見をまとめる この２点を確認した後、本時のめ

あて＝｢各班の考えを他班に伝え、質問･意見･弱点等

を指摘してもらい説得力ある提案にまとめる｣を示し

ます。同時に｢伝える側｣と｢聞き取る側｣のそれぞれに

ついて、本時のルーブリック（発表したり聞いたりす

る際の評価の規準）を子どもたちと考え、共有します。

次に、班員が２つに分かれ、伝

える側は班に残り、半数は聴きた

い班に出向きます。８つの班では、

『提案の根拠･重要性が効果的に伝

わるよう』準備したアンケートや

調査結果等を iPad･提示物の形で説明していきます。

一方、聴き取る側は『説得力ある提案にするために

は』と質問･意見等を投げ掛けていきます。このよう

な探求的な学習活動が約３０分間続きます。

｢より良い提案をしたい」との思いとルーブリック

への意識の高さによって、全員でテーマに迫る学習を

創り上げていました。

終末は各班に戻り“それぞれが得た情報”を共有し

ていきます。そして、考えもしなかった提案等を全体

の場で出し合った後、ルーブリックに沿った自己評価

と振り返りを行いました。

主 権 者 教 育主 権 者 教 育主 権 者 教 育主 権 者 教 育 とととと 社 会 科 授 業社 会 科 授 業社 会 科 授 業社 会 科 授 業 のののの 要 点要 点要 点要 点

大阪府教育センター 新坊昌弘先生より

★主権者教育＝社会の形成者として社会に関わり、

主体的に考え判断し行動できる公民的資質の基礎

を養う教育。主権者教育≠政治･法律･選挙などの

仕組みを知識として教え覚えさせる教育。

★社会科授業の重要ポイント…公民･歴史･地理の学

習で“立場が違うと見方が違う”場面に出あわせ

ること。１つの事象を様々な角度から学び、多様

な考えを理解させる。（例 生産者と消費者。合戦

での勝者と敗者。）立場によって考え方が違う事を

理解した上で主体的に判断するのが公民的資質。

★社会科は暗記教科？…社会科授業のプロセスとし

て ①学習内容を象徴する「もの」から入って→②

知識として理解させたい「事柄や事実」を知らせ

る→ ③立場の違いによる「人の思いや考え」に出

あわせる･･･①②で終わると暗記教科。③まで指導

し、子どもたちに追究させるのが社会科指導で非

常に重要。ここで公民的資質の基礎が養われる。

★所属意識と効力感…①学校行事･地域活動･ボラン

ティア･職業体験などを通して、自分が所属する社

会への所属意識を高める。②自分の責任を果たす

事が所属社会で必要とされる体

験を積ませる。③自分たちの要

望や行動が、所属社会に反映す

るという関係性を実感させる。

従って社会科の外、特別活動･総合的学習の重要性

も高くなる。

平成１４年度からの２学期制が今年度より中学校

で３学期制に移行されました。各中学校からは、

○長期休業期間の短縮や創立記念日、行事の

精選等で授業数は確保できている。○長期休業前に

“評価”を伝える事で、課題克服への意識が高まり

補充学習への意欲につながった。○大部分の市町村

が３学期制である中、高校入試やクラブ活動等の日

程調整に苦慮したが、スムーズになった。○保護者

からも好意的に受け止めてもらっている。

平成２８年度より３学期制に

移行する小学校についても、教

育課程連絡会で『中学校の評価

とつながる通知表』と『学校行

事』を中心に検討し、円滑な移

行に向け準備を整えています。

「一層良いものに！」

熱を帯びる検討会。

（教育課程連絡会）

平成２８年 １月 ６日発行
http://www.osakasayama.ed.jp
gakkou@city.osakasayama.osaka.jp



１月２９日(金)の“まるごとパック研究発表会”

に向けた準備が進む南第一小学校をお訪ねしました。

大阪府教育委員会の“アクティブ･ラーニング実践

研究協力校”として果敢にトライし続ける先生たち

の姿から“学校力”の高まりを感じる事ができまし

た。

南第一小学校 中田智己校長□Ｑ■Ａ

□組織的･体系的に研究･実践を進

められている印象を持っていま

す。柱立てや特色などをお聞き

かせください。

■｢主体的･協働的に学び、自分の考えを発信できる

子どもの育成」をテーマに、算数科の授業を中心

に、学年の系統性を大切にしながら組織的な研究

を進めています。具体には、ユニバーサルデザイ

ンを基盤にした上で、研究の三本柱として①授業

スタイル部 ②ノート指導部 ③集団づくり部を設

け、全教師がいずれかの部に所属します。この三

部と各学年で行われる｢検討と検証｣ が有機的に結

び付くことで、研究内容の共有化と高まりが図ら

れていると思っています。

□テーマに迫る“授業づくり”への追究は『研究授

業』のあり方も大きく変えたそうですが…

■配付された指導案を事前に読んでおき、当日の『研

究授業』を参観し、反省会で意見や助言を述べる。

…これが昨年まででした。反省会の場での「ああ

すれば…こうすべきでは…」の意見や助言を“授

業づくりの過程”に反映させたいと思い、教師が

児童役になって「模擬授業」を行うようになりま

した。

放課後、教師たちが一つの教室に集まります。

そして、指導案をもとに授業を進め、様々な観点

から意見や気付いた点などを出し合います。模擬

授業を行う事で、教材や授業の進め方を体験して

研究授業を参観します。授業する学年は模擬授業

での意見を採り入れ、指導案を再度練り直し、事

前授業を行い当日を迎えます。

□研究の進捗や子どもたちの変容についてお教えく

ださい。

■児童だけでなく私たちの授業改善がどう進んでい

るのかを把握するため全国学テのアンケートを参

考に、全児童と教職員のアンケート調査を６月･

１２月･２月に実施し成果と課題を明確にしながら

進めています。学習課題や工夫･支援のあり方一つ

で、子どもの姿は変わってきます。今後とも、P（計

画）・D（実施）・C（評価）・A（改善）サイクルで着実な歩みを続

けようと思います。

□ 1/29 当日の時程についてお聞かせください。

■通常の清掃の後、まず“体力づくり”の取組み「な

わとび検定」と読む力を高める「ＭＩＭ指導」を

実施します。この後の授業については“アクテ

ィブ･ラーニング”の観点でポイントを示した指導

案をもとにご覧ください。

■本校の実践報告の後、大阪府教育センターの新坊昌

弘先生から、南中校区の軸の一つ『校種間連携』に

ついて話を伺い学びたいと思っています。

■分科会では南中校区の教職員が ①授業スタイル

②ノート指導 ③集団づくりの３分科会に分かれて

情報交流を深め､指導の一貫性を考える契機になれ

ばと考えています。

12/9 の南中学校の研究発表会には、たくさんの参

観者を迎えることができました。学習に向かう子ども

たちの真剣な姿、笑顔で学び合い高

め合う姿、根拠を示して意見発表す

る姿･･･“授業力向上”に向け組織

的に取り組む先生たちの熱意に、子

どもたちが答えを出してくれている

ように思いました。

また、授業参観での｢めあて一覧

表｣にも、気持ちのそろった全教職員を感じました。

全体会での実践報告、大阪成蹊大学 園田雅春先生の

講演、６つに分かれての分科会…

いずれもが『子どもの学びと子ど

もの育ち』の一貫性に焦点を当て

た大変活発なものでした。｢何をど

う改善しようとしているのか。そ

の為に何に取り組んでいるのか。｣

がよく伝わって来ました。

子どもが暮らす地域の人々との具体的なつながり

が、地域の人々に信頼感を抱かせ、自尊感情を高め、

より良い生き方につながります。大阪狭山市の学校園

では“つながりの場”を積極的に設け、子どもたちに

地域で育つ自分を実感してほしいと願っています。

12/9【東小昔遊び交流】12/5【三中校区サンネットフェスタ】 12/5【南中校区わくわくフェスティバル】

考えを持ち寄り学び

合いを進めます。

保・幼･小･中の先生が

６会場で「学び」と

「育ち」について交

流を深めます。

こま回し･竹馬･羽子板

･あやとり…たくさん

の昔遊びを教えてもら

ったよ。給食も一緒！

大ドッジボール大会。

地域で活躍できる自分

を 誇 ら し く 感 じ ま し

た。

｢つながり｣を確認し合

える優しい場面が沢山

ありました。



学校給食における食物アレルギー対応について 

 
【基本的な考え方】 

・学校給食は、学校教育の一環として実施されているため、本市では食物アレルギーを 

もつ児童生徒に対して可能な範囲で対応します。 

・対象を副食とし、調理段階での食材料の除去を原則とします。 

 

 

【具体的な対応について】 

◎ 対応基準 

・医師により食物アレルギーと診断されていること。 

・アレルゲン（原因食品）が特定されており、医師から指示され 

食事療法を行っていること 

 

◎ 食物アレルギー対応除去食 

・除去できるもの≪５種類９品目≫ 

① 卵 

② 乳製品（牛乳、チーズ、ヨーグルト、バター、脱脂粉乳） 

③ いか 

④ えび 

⑤ かに 

 

◎ デザートについて 

卵や乳製品を含むデザート(プリン、ヨーグルトなど)で、アレルギーをおこす児童

生徒には、代替としてゼリーを提供します。 

 

◎ 成分表の配布 

・調味料、パンの材料・配合割合、ふりかけなどの成分表…年間１回配布（４月末） 

・加工食品、デザート類など…毎月入札後配布 

※ 成分表は、学校を通じて配布します。 

 

◎ 申請方法および実施までの流れ 

・除去食希望者に対する食物アレルギー調査票に記入・提出 ⇒ 保護者・学校管理

職・養護教諭・給食センター所長・栄養教諭で面談 ⇒ アレルギー対応食依頼書・

診断書を提出 ⇒ アレルギー対応食決定通知書送付 ⇒ アレルギー除去食実施 

 

◎ その他（食物アレルギー対応除去食以外） 

・牛乳・パン・おにぎりのふりかけ停止 

それぞれの停止依頼書の提出によって実施（診断書の提出は不要） 



①卵

②乳製品
（牛乳・チーズ・
ヨーグルト・バ
ター・脱脂粉
乳）

③いか ④えび　 ⑤かに ヨーグルト
〔乳製品〕

ケーキ
〔乳製品〕・
〔卵〕

低学年 3 2 1 2 4 4 1

中学年 1 1

高学年 2 3 3 3 3 2

計 9 5 5 1 2 5 7 7 3

低学年 2 2 1

中学年 1 1 1 1 1 1 1 1

高学年

計 4 3 1 1 1 1 3 1 1 1

低学年

中学年 3 1 1 3 1 1 2

高学年

計 3 3 1 1 3 1 1 2

低学年 4 1 1 2 2 1 4 1

中学年 1 2 2 1 1 1 1 1

高学年 1 1 1 1 1 1 1

計 10 5 2 2 5 5 2 6 2 2 2

低学年

中学年

高学年 1 1 1 1 1 1 1

計 1 1 1 1 1 1 1 1

低学年 7 4 2 2 2 4 8 4 4 6

中学年 1 1 1 1 1 1 1 1

高学年 1 1 1

計 10 9 5 2 3 2 5 10 5 5 8

低学年 1

中学年 2 1 1 2 1 1

高学年

計 3 2 1 1 1 2 1 1

計 4

計

計 2

小学校計 40 28 16 4 10 11 16 32 18 10 18

中学校計 6 1 2 2 3 4 2 3 2 1 1

合　　計 46 29 18 6 13 15 18 35 20 11 19

南第二小

南第三小

年度別食物アレルギー除去食提供者

学校名

第七小

狭山中 122

南　中

第三中 11

2

111 1

食物アレルギー除去食提供者一覧表

除去食〔5種類9品目〕 デザートの代替　ゼリー

牛乳
停止

パン
停止

北　小

ふりか
け停止

東　小

西　小

南第一小

学年

3212

0

20

40

60

H22年9月 H23年4月 H24年4月 H25年4月 H26年4月 H27年4月

中学校

小学校

【単位:人】

【平成２７年４月現在】





大

阪

狭

山

市

駅

狭山コーポ

レークハイツ

東小

北小

市役所

関西アーバン

青葉病院

セイムス

きらり

保育所

池尻

保育所

下平電気

博物館

アーバン

コンフォート

狭山中

東幼

狭
山

池

サヤカ

ホール

さやりんピック第５回

１、入 場 ９：３０

２、開会式 １０：００

３、競 技

　　①10:15  全員 ラジオ体操

　　②10:30　団体 担架作成・搬送ゲーム　<事前>

　　③11:00　個人 アメすくい競争　幼児対象　<当日>

　　④11:30  野外コンサート　≪狭山中学校吹奏楽部≫

　　　　昼休憩

開催日：平成27年11月1日(日) 小雨決行 開催場所：さやか公園

メ イ ン 会 場

① <事前>エントリー：申し込み書は、円卓会議または大阪狭山市教育委員会

　　　　　　　　　　 社会教育スポーツ振興グループのホームページよりダ

　　　　　　　　　　 ウンロードしＦＡＸメールにてお申し込みください。

② <当日>エントリー：競技受付でお申し込みください。10:00より受付開始。

　　　　　　　　　　 競技開始30分前まで受付<先着順>

≪≪≪≪競競競競技技技技参参参参加加加加エエエエンンンントトトトリリリリーーーー方方方方法法法法≫≫≫≫

※ 当日、プログラムを変更する事があります。ご了承ください。

お酒を飲まれている方は、競技に参加できません。

ふれあい広場

● ストラックアウト

● サッカーナイン

● 輪投げ

● 魚つりゲーム

主な構成団体
・狭山中学校PTA
・東小学校PTA
・北小学校PTA
・狭山中学校
・東小学校
・北小学校
・東幼稚園
・東野幼稚園
・子ども会
・青少年指導員
・民生児童委員

≪狭山中学校区地域協議会≫

・さやまコミュニティクラブ

≪≪≪≪     協協協協     賛賛賛賛     企企企企     業業業業     ≫≫≫≫
ごごごご協協協協力力力力有有有有難難難難ううううごごごござざざざいいいいまままますすすす

担当：狭山中学校美術部

① 大阪狭山市役所南交差点西へ1００ｍ

② 循環バス利用の場合　市役所で下車

会会会会場場場場ままままででででののののアアアアククククセセセセスススス

駐駐駐駐車車車車場場場場はははは、、、、あああありりりりまままませせせせんんんん。。。。

徒歩、自転車、循環バスをご利用ください。

お問合せは、090-1891-8921 (山村歳幸)まで

  　⑤13:00 個人 絶叫！大声コンテスト　<当日>

 　 ⑥14:00 団体 水バケツリレーゲーム　<事前>

　　⑦14:30 団体 玉入れ 　<事前>

　  ⑧15:00 個人 パン食い競争　<当日>

４、閉会式 １５：３０

㈱ 浅 野 歯 車 工 作 所

㈱ 落 合 モ ー タ ー ス

㈱ タ モ ツ 自 動 車

㈱ 大 本 電 気 工 業

青 葉 丘 病 院

今 井 医 院

豊 川 整 形 外 科

さ く ら 会 病 院

寿 里 苑 花 舞 の 郷

十 字 堂 薬 局

㈱ブラザーメンテナンス

ECCｼﾞｭﾆｱ狭山2丁目教室

ス タ ジ オ 　 ウ ィ ズ

山野愛子どろんこ美容

み 　 そ 　 の

㈱ 山 村 商 店

表現倶楽部うどぃは、活動が始まって10年。来年3月SAYAKAホール

で狭山池築造1400年記念事業「風の祭」を上演します。

その舞台で表現する「飛夢」を一緒に踊りませんか。

表現倶楽部うどぃのお兄ちゃん、お姉ちゃんと一緒に練習します。

表現倶楽部 「　　　　　」 ダンス体験ううううどどどどぃぃぃぃ

① ご気分が悪くなった場合やお怪我などされた場合は、看護師が
　 待機しておりますので、応急処置の対応をさせて頂きます。
② 競技参加者（事前登録者）につきましては、傷害保険に加入し
　 ておりますが、万が一、お怪我などされた場合は応急処置のみ
   とさせて頂きその後の責任は負いかねますのでご了承ください。
③ 会場内・競技中の写真は主催者側が情報誌・ホームページに
   掲載することがあります。

＜参 加 さ れ る 方 へ の お 願  い＞

１０：００～１４：００

作ってあそぼう！

１２：００まで

１２：００まで

あいさつ運動の標語募集！
学校・家庭・地域ぐるみで「あいさつ」の輪を広げる運動を
しています。会場にて、地域の皆さまよりの心温まる標語
の受付をしています。ご応募をお待ち致しております。



 

 

   
  

 

 

 

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

        

 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 



 　0歳～就学前の子どもとその保護者が対象です。

  地域の子育て家庭のみなさんや子育てサポーターと一緒に

○狭山池博物館屋上庭園 4/24(金)・5/29(金)・6/12(金)

あおぞら＆
　　　　　あそびのひろば
～近くの公園や会館で一緒に遊ぼう～

  おもちゃで遊んだり、体操や絵本のお楽しみタイムもありますよ♪

 申し込みは不要です。おともだちを誘って自由にお越しください。

　　　　　　(駐車場はありません。徒歩や自転車で来てくださいね。)

あおぞらひろば 日程

○すりばち池公園 4/13(月)・5/11(月)・6/  8(月)
○くみの木第７公園 4/17(金)・5/  8(金)・6/  5(金)
☆かがやき広場 4/　7(火)・5/  8(金)・6/  5(金)
☆池尻第８公園 4/20(月)・5/22(金)・6/19(金)
☆東野第１公園 4/13(月)・5/11(月)・6/12(金)

あそびのひろば 日程

お問い合わせは開催場所(○と☆)によって異なります。

○池尻コミュニティホール 4/28(火)・5/12(火)・6/18(木）・7/ 7(火)
○大野台4丁目集会所 4/21(火)・5/19(火)・6/23(火)・7/14(火)
○川向地区集会所 4/22(水)・5/13(水)・6/17(水)・7/15(水)
○南海狭山住宅自治会館 4/30(木)・5/21(木)・6/25(木)・7/23(木)

※いずれも10:00～11:30です。
※あおぞらひろばは、雨の場合中止です。
※お茶・帽子・タオル・着替え等、各自必要なものをお持ちください。

○大阪狭山市立子育て支援センター

“ぽっぽえん” 072-360-0022

☆池尻保育園地域子育て支援センター

わんぱくプラザ 072-367-2020



      あおぞら＆
　　　あそびのひろば

 　0歳～就学前の子どもとその保護者が対象です。

体操や絵本のお楽しみタイム、自由遊びできるおもちゃもありますよ♪

  申し込みは不要です。おともだちを誘って自由にお越しください。
  (駐車場はありません。徒歩や自転車で来てくださいね。)

  ※いずれも10:00～11:30です。
  ※あおぞらひろばは、雨の場合中止です。
  ※お茶・帽子・タオル・着替え等、各自必要なものをお持ちください。
  お問い合わせは開催場所(○と☆)によって異なります。

あおぞら＆
　　あそびのひろば

～近くの公園や会館で一緒に遊ぼう～

地域の子育て家庭のみなさんや子育てサポーターと一緒に遊びましょう。

あおぞらひろば 日程

○狭山池博物館屋上庭園 9月お休み 10/16(金)・11/13(金)

○すりばち池公園 9月・11月　お休み 10/ 5(月)

○くみの木第７公園 9月お休み 10/ 2(金)・11/ 6(金)

☆かがやき広場 9/ 4(金)・10/30(金)・11/ 6(金)

☆池尻第８公園 9/11(金)・10/16(金)・11/20(金)

☆東野第１公園 9/18(金)・10/23(金)・11/13(金)

○川向地区集会所    9･10月お休み           11/25(水)・12/ 9(水)

○南海狭山住宅自治会館    9/17(木)・10月お休み・11/12(木）・12/ 3(木)

あそびのひろば 日程

a    9･10月お休み           11/19(木）・12/ 1(火)

○大野台４丁目集会所    9/15(火)・10/20(火)・11/17(火)・12/ 8(火)

○大阪狭山市立子育て支援センター

“ぽっぽえん” 072-360-0022

☆池尻保育園地域子育て支援センター

わんぱくプラザ 072-367-2020



※1・2・3月はあおぞらひろばは、お休みです。

お問い合わせは、ぽっぽえんまで。

  おもちゃで遊んだり、体操や絵本のお楽しみタイムもありますよ♪

あそびのひろば
～近くの会館で一緒に遊ぼう～

 　0歳～就学前の子どもとその保護者が対象です。

  地域の子育て家庭のみなさんや子育てサポーターと一緒に

 申し込みは不要です。おともだちを誘って自由にお越しください。

　　　　　　(駐車場はありません。徒歩や自転車で来てくださいね。)

あそびのひろば 日程

○池尻コミュニティホール H28 1/19(火)・2/  2(火)・3/　8(火)

※いずれも10:00～11:30です。
※お茶・帽子・タオル・着替え等、各自必要なものをお持ちください。

○大野台4丁目集会所 H28 1/12(火)・2/  9(火)・3/  1(火)

○南海狭山住宅自治会館 H28 1/21(木)・2/  4(木）・3/10(木)

○川向地区集会所 H28 1/27(水)・2/10(水)・3/  2(水)

○大阪狭山市立子育て支援センター

“ぽっぽえん” 072-360-0022



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　   申し込みは不要です。おともだちを誘って自由にお越しください。

　   (駐車場はありません。徒歩や自転車で来てくださいね。)

 あおぞらひろば
　     ～近くの幼稚園でいっしょに遊ぼう～
　   0歳～就学前の子どもとその保護者が対象です。

　   地域の子育て家庭のみなさんや子育てサポーターと一緒に

　   おもちゃで遊んだり、体操や絵本のお楽しみタイムもありますよ♪

12/10(木) 1/29(金) 2/15（月）

西幼稚園 5/22（金） 6/11(木) 9/29(火) 10/27(火) 11/16(月)

東幼稚園 5/20（水） 5/26(火) 9/24(木) 10/14(水) 11/ 9(月)

1/13(水) 2/1(月) 2/18（木）

南第二幼稚園 5/28（木） 6/1（月） 9/7(月) 10/28(水) 11/27(金) 12/7(月) 2/26（金）

こども園(4.5歳施設) 6/10（水） 11/20(金) 2/22(月）

6/29（月） 9/2(水) 10/8(木) 11/26(木)

1/28(木)

12/2(水) 2/29(月）

※いずれも10:00～11:30です。こども園のみ、9:30～11:00です。

※お茶・帽子・タオル・着替え等、各自必要なものをお持ちください。

12/22(火) 1/22(金) 2/23（火）

東野幼稚園 6/16（火） 6/22（月） 7/21(火) 9/16(水) 11/2(月) 11/30(月）

半田幼稚園 5/27（水）

問い合わせ

大阪狭山市立子育て支援センター “ぽっぽえん” 072-360-0022











子どもたちにはそれぞれ個性があり、成長のスピードもそれぞれ違うものです。 

それでも、うちの子って落ち着きがない、あまり集中できない、何度言っても聞いてくれ

ない、いつも叱ってばかりなどの子育ての悩みから、「自分のしつけが悪いのではないか」と

自分を責めてしまったり、どう接してあげたらいいのかと思い悩んでしまうことはありませ

んか。 

このような悩みをもっておられる保護者の方を対象にペアレントトレーニング～つながろ

う～を実施します。 

ペアレントトレーニングとは・・ 

 子どもの行動を理解し、どのような関わりをするのが効果的かを具体的に学ぶことで、子

どもの良い行動を増やしていき、より良い親子関係づくりができることをめざしています。 

 参加者同士で話し合いながら一緒に学びましょう。 

 

◎日 程  ①平成 2８年１月１５日(金)                

      ②平成 2８年１月２９日(金) 

      ③平成 2８年２月１２日(金)  

      ④平成 2８年２月２６日(金)  

      ⑤平成 2８年３月 1１日(金)  

      ※全５回出席が基本です。 

 

◎対 象  小学校３年生までの子どもの保護者 

◎時 間  １０：００～１１：３０ 

◎場 所  市立子育て支援センター“ぽっぽえん”研修室 

◎定 員  ６名 

◎託児   有 （保険代：一人につき 500 円程度。託児の人数により変動します。） 

◎参加費  無料                                                

◎申込み・問い合わせ  

申込み用紙に記入の上、平成 2７年１２月７日(月)～1４日(月)までに直接または郵送で 

下記へ 

      住所：〒589-0022 

         大阪狭山市西山台三丁目 2 番１号 

         子育て支援センター“ぽっぽえん” 

電話：360－0022  担当 隅田・西村 

※ 定員を超えた場合は、抽選となります。抽選結果は、平成２７年１２月２５日(金)までに 

郵送で通知します。 



平成２７年度 

 
 
 
  

「チェリービーンズ」は、赤ちゃんから小学校入学前の親子の会です。 

 あそびを通して子育てを楽しみながら、親子が共に成長していくことを願って活

動しています。みんなで企画・運営もしているので、一緒に子育て仲間との楽しい

時間を過ごしましょう！興味のある方は、ぜひ遊びに来てくださいね。お待ちして

います♪ 

  
 

 

 

 

日 程 活    動 日 程 活    動 

4 月 2 日 はじめまして！サイコロトーク 10 月 1 日 ピクニック 

5 月 7 日 フィンガーペインティング 11 月 5 日 ミニ運動会 

6 月 4 日 フリー交流会 12 月 3 日 クリスマス会 

7 月 2 日 学習会 1 月 7 日 フリー交流会 

8 月 6 日 夏祭りごっこ 2 月 4 日 学習会 クッキング 

9 月 3 日 フリー交流会 3 月 3 日 お別れ会 

 

対 象  ：０歳～就学前の子どもとその保護者 

≪東村地区（金剛一丁目・半田一丁目、二丁目、五丁目）か第七小学校区に 

お住まいの方で、徒歩・自転車で来られる方≫ 

開催日時 ：毎月第 1 木曜日 10 時 00 分～11 時 30 分 

場 所  ：東村公民館（大阪狭山市半田 2 丁目 420） 

会 費  ：年 1,200 円 ※活動内容により、臨時に徴収することもあります。 

問い合わせ：cherrybeans_sayama@yahoo.co.jp 

 

 

説 明 会 
チェリービーンズに関心のある方、気軽に説明会へ

お越しください。おもちゃも用意していますので、お

子さんも一緒に遊びに来てくださいね♪ 

と き：平成 2７年３月１９日（木） 

10 時～11 時 30 分 

ところ：東村公民館 
※希望者多数の場合は、当日公開抽選で参加者を決定

します。 

東村公民館は、金剛駅を南に下って線路

沿いにある会館です。（徒歩５分） 

♪親子で楽しもう♪ 



平成２７年度 

「たんぽぽの会」 参加者 募集 

 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

『たんぽぽの会』は、赤ちゃんから小学校入学前の親子の会です。遊びを通し
て子育てを楽しみながら、親も子も共に成長していくことを願って活動して
います。活動は、すべて親が話し合いのうえで決めます。また、親が当番制
で運営と保育にあたります。 

家ではなかなか経験できない集団遊びや異年齢の子どもとの触れ合い、
また子育て仲間との楽しい時間も過せますよ。 

興味のある方は、説明会にお越し下さい。お待ちしております。 
 

対象：0 歳～就学前の子どもとその保護者 

  東野幼稚園区（東野・池尻地域にお住まいの方） 

募集組数：20 組 

活動日時：月 1～２回（原則月曜日）10:00～11:30 

活動場所：東野幼稚園 あずかりの部屋 

会費について 

年会費：一人 500 円 

保険代：800 円 

その他、活動により臨時に徴収します。 

 

説 明 会 

日時：２７年４月２７日（月曜日） 

    １０時から３０分程度 

場所：東野幼稚園 ２階  

あずかりの部屋 

※希望者多数の場合は、当日公開抽選で 

参加者を決定します。 



 
 

 

 
 

今年も東池尻会館において「こぐまの会」（親子広場）を開催します。 

あそびを通して子育てを楽しみながら、親子が共に成長していくこと 

を願って活動しています。 

みんなで企画・運営もしているので、一緒に子育て仲間との楽しい 

時間を過ごしましょう！ 

日程 活 動 日程 活 動 

4/17 説明会・申込み 5/1 当番決め・自己紹介 

5/15 学習会 6/5 茶話会 

6/19 Ｆｒｅｅ ｄａｙ 7/3 七夕まつり 

7/17 Ｆｒｅｅ ｄａｙ 8/7 プール遊び 

8/21 Ｆｒｅｅ ｄａｙ 9/4 Ｆｒｅｅ ｄａｙ 

9/18 運動会 10/2 Ｆｒｅｅ ｄａｙ 

10/16 ハロウィンパーティー 11/6 お外で遊ぶ(ふれあいの里) 

11/20 学習会 12/4 Ｆｒｅｅ ｄａｙ 

12/18 クリスマス会 1/15 茶話会 

2/5 豆まきごっこ 2/19 Ｆｒｅｅ ｄａｙ 

3/4 Ｆｒｅｅ ｄａｙ 3/18 お別れパーティ 

 

対 象：０歳～就学前の子どもとその保護者 

開催日時：毎月第 1・第 3 金曜日  10：00～11：30 

 開催場所：東池尻会館 

 

「こぐまの会」に関心のある方、気軽に説明会へお越しください。 

おもちゃも用意していますので、お子さんも一緒に遊びに来て 

くださいね♪ 

平成２７年４月１７日（金）10：00～ 東池尻会館にて 



 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

狭山地区会館にて、プレイセンター“げんきっず”（親子広場）を開催します。 

「げんきっず」は、0 歳～就学前のこどもとその保護者の集まりです。ご家庭ではなか

なか経験できない集団遊びや、子育て仲間との楽しい時間も過ごせますよ。 

初めての方も、お気軽にお越しください。お待ちしています。 

平成 2７年度の活動予定 

日程 活動内容 日程 活動内容 

4 月 14 日 説明会＆名札づくり １０月 13 日 ハロウィン 

5 月 12 日 学習会 １１月１０日 ピクニック 

６月 9 日 新聞あそび １２月 ８日 クリスマス会 

７月 14 日 フリーデー 1 月 12 日 フリーデー 

８月 4 日 フリーデー ２月 ９日 学習会 

９月 ８日 学習会 3 月  8 日 お別れ会 

 

【対象者】 

東小学校区内に在住の 0 歳～就学前の 

こどもとその保護者 
狭山 1 丁目～5 丁目、金剛 2 丁目、半田５・６丁目 

※詳細はお問合せください。 

 

【定員】 

15 組（希望者多数の場合は、当日抽選により決定します。） 

 

【活動日】 

毎月第 2 火曜日 10:00～11:30 

  （8 月は第１火曜日） 

【場 所】 

狭山地区会館 

【費 用】 

年会費：500 円（1 家族） 

保険：社会福祉協議会が実施する小地域ネット 

   ワーク活動推進事業により補助 

お問い合わせ： 

大阪狭山市立子育て支援センター 

“ぽっぽえん”０７２-３６０-００２２ 

平成 2７年度 

説明会 

げんきっずに関心のある方は気軽に説明会へお越しく

ださい。おもちゃも用意していますので、お子さんも一

緒に遊びにきてくださいね♪ 

      ４月１４日（火）  １０：００～１１：３０  

さやか公園 

 

洋菓子店 

ＦＬＯＵＲ 

狭山池 

狭山地区会館：大阪狭山市狭山 2-950-6 

さやま池公園 

アーバン 

コンフォート  

（マンション） 

さやか公園 市役所 

狭山遊園 

グランドハイツ 

SAYAKA 

ホール 

ＮＴＴ 



平成 27 年度 

     
 

   

 

 自由丘会館で、プレイセンター『ヤミー！！（美味しい）』（親子広場）を開催します。 

 『ヤミー！！』は、0 歳～就学前の子どもとその保護者の集まりです。ご家庭ではなかなか 

経験できない集団あそびや、制作なども予定しています♪ 

みんなで企画・運営もしているので、子育て仲間と一緒に楽しい時間を過ごしましょう。 

興味のある方はぜひあそびにきてください！お待ちしています♪ 

 

 

   日 内 容 日 内 容 

4 月 ２０日 説明会   

5 月 １１日 交流会   

6 月 １日 運動会ごっこ(室内) 15 日 お散歩 

7 月 ６日 七夕制作 27 日 プールあそび 

8 月  お 休 み   

9 月 １４日 お絵かき   

10 月 ５日 交流会 26 日 ハロウィンパーティー 

11 月 ９日 交流会 30 日 運動会ごっこ(室内) 

12 月 ２１日 クリスマスパーティー   

1 月 １８日 お正月あそび   

2 月 １５日 楽器あそび   

3 月 １４日 お別れ会   

 

【対 象】・自由丘、池尻地区在住の 0 歳～就学前の 

子どもとその保護者 

・徒歩または自転車で来られる方 

【活動日】(月 1～2 回)月曜日 

１０：００～１１：３０ 

【場 所】池尻自由丘会館 

(大阪狭山市池尻自由丘１－4-1２) 

【会 費】1 家族 

年間 500 円 

（説明会当日徴収 

お釣りのない様お願いします） 

ヤミー！！ 参加者募集 

 親子であそぼう♪ 

狭山 

自由丘
会館 

スぺリオ狭山駅前 

（マンション） 

レディース 

クリニック 

池 尻
第 １ １
公 園 

今井 

医院 

一方 

通行 

北野田 大阪狭山市 

狭
山
池 

説明会 

 
ヤミー！！に関心のある方は、気軽に
説明会へお越しください。お子さんも

一緒にあそびに来てくださいね♪ 
 

平成 2７年４月２０日（月） 

１０：００～１１：３０ 

場所：自由丘会館 

問い合わせ：ぽっぽえん(TEL 360-0022) 
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）  

 

「ピーナッツクラブ」は、赤ちゃんから小学校入学前の親子の会です。 

あそびを通して子育てを楽しみながら、親子が共に成長していくことを願って活動 

しています。みんなで企画・運営もしているので、一緒に子育て仲間との楽しい時間 

を過ごしましょう！興味のある方は、ぜひ遊びに来てくださいね。お待ちしています♪ 
 

「ピーナッツクラブ」は、赤ちゃんから小学校入学前の親子の会です。 

 あそびを通して子育てを楽しみながら、親子が共に成長していくことを願って活動 

しています。みんなで企画・運営もしているので、一緒に子育て仲間との楽しい時間 

を過ごしましょう！興味のある方は、ぜひ遊びに来てくださいね。お待ちしています♪ 
 
 
 
4 月 8 日 説明会 10 月 14 日 ハロウィン 
5 月 13 日 学習会 11 月  11 日 学習会 
6 月 10 日 学習会 12 月  9 日 クリスマス会 
7 月 8 日 水遊び 1 月 13 日 ふれあい遊び 
8 月 6 日(土) 地域の夏祭り 2 月  10 日 節分 
9 月 9 日 遠足(りす園) 3 月  10 日 お別れ会 

 
対 象：０歳～就学前の子どもとその保護者 

開催日時：毎月第２金曜日 10 時～11 時 30 分〔8 月は、６日（土曜日）の地域のお祭りに参加します〕 

場 所：東野地区公民館 

 

 
                                                          

                                              
                                                          

                                                                          

                                                                                

                   東野地区公民館 

    

          新池    

     

     裏池             市立東野幼稚園 

                           

 

    コンビニ 

 

ピーナッツクラブ参加者募集 

（東野地区公民館） 

ピーナッツクラブに関心のある方、 

気軽に説明会へお越しください。 

おもちゃも用意していますので、 

お子さんと一緒に遊びに来てくださいね♪ 

 

と き：平成２８年４月８日（金） 

10 時～11 時 30 分 

ところ：東野地区公民館 


