
 

 
 

 

  

 

 

 

① 平成 2８年度市内小中学校の在籍数、学級数 

② さやまっ子の夢をふくらませる教育 

③ さやまの支援教育 

④ おおさかさやま家庭教育指針「家庭教育への１０（９＋１）の提言」 

⑤ 平成 2８年度全国学力・学習状況調査における結果と分析の概要について 

⑥ 読書 e プラン（コンクール表彰） 

⑦ 啐啄（１１４号～１２２号）    

⑧ 学校給食における食物アレルギー対応について 

⑨ 狭山池シンポジウム２０１６チラシ 

⑩ 末永雅雄先生－その生涯と郷土狭山－チラシ 

⑪ 平成２８年度夏休みこども歴史塾チラシ 

⑫ 平成２８年度冬休みこども歴史塾チラシ 

⑬ 歴史文化セミナー簡修館チラシ 

⑭ 第６回さやりんピックチラシ 

⑮ 市立幼稚園、こども園、民間保育所、小規模保育事業の在籍数、定員数 

⑯ 第９回おおさかさやまこどもフェスティバルチラシ 

⑰ あおぞら＆あそびのひろばチラシ 

⑱ ぽっぽえん利用者支援事業－利用の案内－ 

⑲ 大阪狭山市発達障がい児等支援事業「手をつなＧＯ！」 

⑳ ペアレントトレーニング～つながろう～ 

㉑ 親子で楽しもう チェリービーンズ参加者募集 

㉒ 「たんぽぽの会」 参加者募集 

㉓ 東池尻「こぐまの会」 参加者募集 

㉔ げんきっず 参加者募集の案内 

㉕ 親子であそぼう ヤミー！！ 参加者募集 

㉖ ピーナッツクラブ参加者募集 

㉗ おやこ de ぽかぽかクリスマス 

資 料 編 



児童・生徒・教職員数一覧表

小学校 職員数 支援学級

児童数 (5) 154 (5) 145 (6) 136 (3) 136 (5) 129 (1) 134 25
男／女 82 72 63 82 71 65 77 59 66 63 59 75 418 416

学級数 5 5 4 4 4 4 7
児童数 (3) 65 (1) 64 (2) 74 (0) 71 (1) 88 (1) 87 8
男／女 33 32 35 29 30 44 28 43 39 49 46 41 211 238

学級数 2 2 2 2 3 3 3
児童数 (1) 50 (0) 62 (2) 44 (2) 50 (4) 53 (0) 46 9
男／女 19 31 34 28 26 18 20 30 33 20 26 20 158 147

学級数 2 2 2 2 2 2 3
児童数 (3) 90 (0) 72 (0) 97 (1) 85 (0) 84 (1) 74 5
男／女 51 39 35 37 51 46 40 45 44 40 45 29 266 236

学級数 3 3 3 3 3 2 2
児童数 (0) 39 (2) 47 (2) 34 (1) 50 (1) 43 (0) 36 6
男／女 21 18 24 23 19 15 27 23 22 21 18 18 131 118

学級数 2 2 1 2 2 1 2
児童数 (4) 87 (4) 74 (2) 70 (2) 88 (2) 68 (2) 69 16
男／女 45 42 43 31 38 32 46 42 34 34 39 30 245 211

学級数 3 2 2 3 2 2 4
児童数 (0) 94 (1) 71 (1) 94 (4) 76 (2) 89 (2) 90 10
男／女 39 55 37 34 50 44 38 38 48 41 50 40 262 252

学級数 3 2 3 2 3 3 3
児童数 (16) 579 (13) 535 (15) 549 (13) 556 (15) 554 (7) 536 79
男／女 290 289 271 264 285 264 276 280 286 268 283 253 1691 1618

学級数 20 18 17 18 19 17 24

中学校 職員数

児童数 (9) 203 (4) 205 (6) 198
男／女 114 89 99 106 98 100 311 295

学級数 5 5 5
児童数 (6) 147 (1) 172 (3) 166
男／女 70 77 88 84 88 78 246 239

学級数 4 5 5
児童数 (3) 144 (1) 180 (0) 179
男／女 87 57 102 78 75 104 264 239

学級数 4 5 5
児童数 (18) 494 (6) 557 (9) 543
男／女 271 223 289 268 261 282 821 773

学級数 13 15 15
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おおさかさやま 家庭教育指針 

大阪狭山市教育委員会 

 

家庭教育への１０(９＋１)の提言 

 

教育の最終的な目標は、子どもの「自立」と「共生」に集約されるのではないで

しょうか。子どもが、一人の人間としてしっかりと自立し、取り巻く他者や環境と

よりよく共生できるよう、大人たちが導いていくのが教育です。 

それには、大人が子どもを温かく見守り続けることです。しかし、時として、そ

の将来を考え、厳しく向かい合わなければならないこともあります。 

子どもを教育するには、家庭教育・学校教育・社会教育の三つの柱があるといわ

れます。なかでも、すべての教育の原点は家庭教育にあると思います。 

親から子どもへの最高の贈り物は、「家族愛」で結びついた強い絆の中で、温かく

時には厳しく育てることだと考え、次のことを提言します。 

 

１ 他の子と比べずに、認めて、褒めて、自信を 

四季折々に、様々な花が咲き、人を楽しませてくれます。それぞれに美

しさや固有のよさを持っています。子どもも一人ひとりに個性があり、独

自のよさを持っています。認めて、褒めることで自信を持たせましょう。 

 

２ 「だめなことはだめ」―親としての躾と言動規範を 

時代が変わっても、人として変わってはいけないもの、大人として譲っ

てはいけないものがあります。「子は親の鏡」、親としての日々の言動が、

躾そのものとなります。親として規範となる言動を示しましょう。 

 

３ 「目を離さず、手を放す」の心構えを 

親にしてもらった喜びよりも、自分でやれた喜びのほうがはるかに大き

いものです。たとえ、時間はかかっても、温かく見守り、自分で考え判断

し、行動したことには責任をとれる自立心を育てましょう。 

 



４ 家庭において一人ひとりに役割分担を 

衣食住に関わる家事のすべてを、一部の人だけが担っていませんか。体

験や経験を通じて、自分を取り巻いている暮らしを見つめさせることによ

って、家族であるという帰属意識を高めましょう。 

 

５ コミュニケーションの取り合える時間の確保を 

子どもの心は日々動いています。嬉しいときも悲しいときも、その思い

を家族に伝えたいと願っています。多忙な中でも、家族が集まり、テレビ

やゲームを止め、語り合う時間や場を工夫してつくりましょう。 

 

６ 明るい挨拶が交し合える家庭を 

挨拶は、人としての最低限の礼儀であり、躾の基本でもあります。家族

同士が挨拶を交し合うときの声や態度から、お互いの体調や心理状態をく

みとることもできます。「おはよう」から始めてみましょう。 

 

７ 十分な睡眠時間とバランスのとれた食生活を 

睡眠と食事は、人間の命の根源です。身体の健康ばかりか心の成長にも

深く関わります。健やかな身体、穏やかな心を保持するために、快適な睡

眠と栄養バランスのとれた食事を心がけましょう。 

    

８ 自然や人と触れ合える遊びや活動の場を 

集団における遊びや活動は、子どもに社会のルールや人間関係のあり方

を教えます。家庭だけに閉じこもらず、地域活動に積極的に出かけ、自然

や知人との輪の中で思いやる心やがまんする気持ちを育てましょう。 

 

９ 伝えよう、先人の知的財産である本の面白さを 

子どもが自らを鍛え、その世界を広げながら、自己形成していく上で読書

の効用は計り知れません。考える力、豊かな感性や情操、言葉をはじめとす

る幅広い知識の獲得など豊かな人間性を培うようにしましょう。 

 

10 ご家庭ならではの約束事を 
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大阪狭山市 

全国学力・学習状況調査における 

結果と分析の概要について 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本調査は、文部科学省が、学校の設置管理者等の協力を得て実施するものです。 

１．調査の概要 

   調査実施日  平成２８年４月１９日（火） 

（１）調査の目的 

  ◇義務教育の機会均等とその水準の維持向上の観点から、全国的な児童生徒の学力や学習 

状況を把握・分析し、教育施策の成果と課題を検証し、その改善を図る。 

◇学校における児童生徒への教育指導の充実や学習状況の改善等に役立てる。 

◇そのような取組みを通じて、教育に関する継続的な検証改善サイクルを確立する。 

（２）調査対象 

○小学校第６学年  ○中学校第３学年 （原則として全児童生徒） 

（３）調査の内容 

 ①教科に関する調査（国語、算数・数学） 

   主として「知識」に関する問題（Ａ） 主として「活用」に関する問題（Ｂ） 

・身に付けておかなければ後の学年等の学習

内容に影響を及ぼす内容 

・実生活において不可欠であり、常に活用で

きるようになっていることが望ましい知

識・技能             など 

・知識・技能等を実生活の様々な場面に活用

する力 

・様々な課題解決のための構想を立て、実践

し評価・改善する力 

                など 

 

はじめに 

大阪狭山市教育委員会は、市の教育施策を推進するとともに学校における指導方

法の工夫改善を図るため、平成 28 年度全国学力・学習状況調査の結果と分析を公

開します。 

本市では、「大阪狭山市教育振興基本計画」に基づく保育教育指針「さやまっ子

の夢をふくらませる教育」を掲げ、「自分らしくいきいきと学び、さやまを愛する

子」の育成に取り組んでいるところです。各校においても、次期学習指導要領の円

滑な実施に向けて、子ども主体の授業づくりや集団づくりを積極的に進めていま

す。 

今年度も、調査の結果とその分析を示すことによって、学校・保護者・市民の皆

さまと成果や課題を共有し、子どもたちの確かな学力を育む取組みをさらに進めて

いきたいと考えています。 



②生活習慣や学習環境等に関する質問紙調査 

児童生徒に対する調査 学校に対する調査 

学習意欲、学習方法、学習環境、生活の諸側

面等に関する調査 

（例） 

 国語の勉強は好きですか。授業の内容はど

の程度分かりますか。一日にテレビを見る

時間。携帯電話等の使用時間。読書時間。

勉強時間の状況 など 

指導方法に関する取組みや人的・物的な教育

条件の整備の状況等に関する調査 

（例） 

 学力向上に向けた取組み。指導方法の工

夫。教育の情報化。教員研修。家庭・地域

との連携の状況 など 

 

（４）平成２８年４月１９日に調査をした学校・児童生徒数 

 対象学校数 参加学校数 参加児童・生徒数 

大阪狭山市立小学校 ７校 ７校（１００％） ５２５人 

大阪狭山市立中学校 ３校 ３校（１００％） ５２０人 

 

 

２．調査結果の取扱いについて 

子どもたちの学力を高めるために、ご理解をお願いします。 

■本調査は、競争を目的とするものではなく、児童生徒の学力や学習状況を把握・分析することを

通して、これまでの教育活動の結果と課題を検証し、その改善を図ることをめざします。 

■本調査により測定できるのは、学力の一部であり、教育活動の一側面を示すものです。 

■本調査には、生活習慣や学校環境についての調査も含まれており、地域・家庭との一層の連携を

深めることをめざします。 

 

３．分析の方法 

（１）教科に関する調査（国語、算数・数学）の分析について 

○結果や課題の根拠を分かりやすくするために数値やグラフを用いて示しています。 

○国語、算数・数学についてＡ問題（主として「知識」に関する問題）とＢ問題（主として「活用」

に関する問題）に分けて、問題にみられる成果と課題を正答率や無解答率とともに示しています。 

○今後の指導方法の工夫などについて質問紙調査との関係で示しています。 

 

 

 

 

 

 

グラフの一部に平成１９年度からの経年比較の結果が示されていますが、平成２２年度

は抽出された小学校１校以外の小中学校９校が、平成２４年度は全小中学校が希望利用と

いう形での参加になっており、結果の数値に若干の幅が考えられます。平成２３年度は調

査がありませんでした。なお、理科については、平成２４年度、平成２７年度は実施され

ましたが、今年度は実施されませんでした。 



（２）生活習慣や学習環境等に関する質問紙調査について 

生活習慣や学習環境は、学力と密接な関係があり、学力の向上を図るためには家庭と学校が連携

して取り組むことが必要です。 

本市では、平成１８年度に「おおさかさやま 家庭教育指針 家庭教育への 10（9＋1）の提言」

を発信し、家庭とともに取組みを進めてまいりました。 

本調査の分析に当たっては、その成果と課題を把握するとともに、今後さらに取組みを推進でき

るよう、提言と関連のある項目について、まとめました。 

さらに本市は学力向上の取組みの中心に「授業改善」を置いている点から、質問紙と授業との関

連も示しています。 

 

（３）各学校の分析について    

学校ごとに、成果や課題を分析し、教育活動の改善に活かしています。 

■これまでの学校における取組みをふり返り、今後の指導改善に活かすよう学校全体で取り組 

 んでいます。 

■成果と課題、今後の取組み方針などについて、各学校と教育委員会が話し合い、共通理解を深 

 めています。 

 

   

 

 

 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○問題にみえる成果と課題               数字(%)は平均正答率（本市（全国）） 

 成果と課題 学習指導に当たって 

国

語

Ａ 

【言語事項】 

○漢字の読み書き 6 問の平均(82.4% (80.7%)) 

△ローマ字    3 問の平均(46.3% (48.6%)) 

【話すこと・聞くこと】 

△目的や意図に応じて、収集した情報を関係付け 

ながら話し合う     ２ (77.0% (79.2%)) 

【書くこと】 

△ルール説明の表現について助言した内容とし

て適切なものを選択する ３ (65.8% (67.4%)) 

※言語事項では、漢字の読み書きにおいては今後も日

常的な活用を通して定着を図るようにする。ローマ

字については、特に特殊音節の表記について丁寧に

取扱うようにする。 

※話す・聞く能力に関する問題は、実際の場面を想像

して考える力が求められるので、話し合い活動を授

業の中に積極的に取り入れるとともに、考えの裏付

けとなる理由を説明できるように指導する。 

 

国

語

Ｂ 

【話すこと・書くこと】 

△スーパーマーケットの店長へのインタビューメ 

モを基にして、話の展開に沿った質問を記述す 

る           １三 (44.9% (50.4%)) 

○｢早ね早起き｣活動の課題について、グラフを基 

に分かったことを書く ２一 (47.7% (43.4%)) 

【読むこと】 

○目的に応じて効果的な読み方を工夫する 

３二 (81.9% (77.9%)) 

※インタビューや討論会など、質問力を高める言語活

動の充実を図る。 

※図表入りのレポートやポスターなどのテキストを用

いて、必要な情報を捉えるように指導する。 

※条件(字数・使用語句など)に合わせて書くことがで

きるよう、日常的に指導する。 

※図表やグラフなどの資料は、他教科との関連を図り

ながら目的に応じた読み取りができるよう指導す

る。 

  
◆悉皆調査 希望利用調査 

平均正答率を全国平均と比較しますと、国語Ａで 0.2 ポイントとわずかに下回ったものの、国語Ｂで 0.7

ポイント上回りました。無解答率は極めて少なく、一定の成果が感じられます。経年比較では国語Ａ・Ｂと

も昨年度の数値を上回りました。しかし、問題によって正答率に偏りがあり、確実な力の育成が必要です。 
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○問題にみえる成果と課題 数字(%)は平均正答率（本市（全国）） 

 成果と課題 学習指導に当たって 

算

数

Ａ 

【数と計算】 

○計算に関する全９問の平均  (81.8% (80.5%)) 

【量と測定】 

○１㎡当たりの人数を求める式を書く 

４ (73.0% (72.0%)) 

【図形】 

△４枚の三角定規でつくることができる形を選

ぶ           ６ (74.7% (79.6%)) 

※小数の加法及び減法の誤りを防ぐために、答えを見

積もり、結果とのちがいを確認する習慣をつけるよ

うに指導する。 

※図形を構成する要素に着目して、図形の性質の理解

を深めるために、具体物を用いて丁寧に観察したり、

実際に操作したりしながら、自分の考えをノートに

まとめたり、話し合ったりする活動を、低学年から

系統的に行う。 

算

数

Ｂ 

【数量関係】 

○ハードルの数とインターバルの数の関係を式

に表し、４台目のハードルの位置を求めること

ができる      ２（１）（59.8% (56.2%）） 

【数学的な考え方】 

○縦 39cm、横 54cm の長方形の厚紙から、1辺 9cm

の正方形を 24 個切り取ることができるわけを

書く        ３（２）(40.4% (38.4%)) 

△示された二つの表だけでは判断できないもの

を選ぶ       ４（２）（70.1% (70.7%)） 

※日常生活の中で、正確な情報が得られない場面でも、

算数の学習内容を活用することで、問題解決を図る

ことができる場合がある。「その性質を使うとどのよ

うなことが言えるのか」について、考えを文章や図

に表したり、話し合ったりする活動を日常的に取り

入れる。 

※単位量当たりの大きさを考えることで能率的な処理

が可能な題材を用いて複数の考え方を比較し、どの

考え方が合理的で能率的であるかを話し合い、その

ように処理することのよさを実感できるように指導

する。 

  

平均正答率は算数Ａは 0.4 ポイント全国平均を上回り、算数Ｂで 0.2 ポイント全国平均を上回っていま

す。無解答率は全国平均より極めて良好でした。経年比較では算数Ａ、B とも、昨年度平成 27 年度からほ

ぼ横ばいです。算数 B の正答率は全国平均同様、5 割未満であり、活用力の育成が課題です。 

◆悉皆調査 希望利用調査 
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○問題にみえる成果と課題 数字(%)は平均正答率（本市（全国）） 

 成果と課題 学習指導に当たって 

国

語

Ａ 

【話す･聞く】 

○相手の発言をどのように聞いているのかを説明

したものとして適切なものを選択する 

７一 (74.3%(70.6%)) 

【書くこと】 

〇質問に対する答えが明確になるように適切な言

葉を書く 

４二 (82.4%(78.7%)) 

【言語事項】 

△題名の下書きをどのように書き直したかを説明

したものとして適切に選択する 

９六（42.0% (36.4%)）

※話の展開に沿って、自分の考えと比較しながら聞き

判断する力を育てるために、ペアやグループでお互

いの主張を確かめる学習活動などを行う。 

 

※伝えたい事柄について根拠とのつながりを明確に

して書くために、読み手に対して、どの部分が根拠

であるかが明確になるような表現上の工夫をする。 

 

※書いたものについてお互いに評価し合う場面を設

け、字形や文字の大きさ、配列などの観点を具体的

に示したうえで、実際に書き直したものを見比べる

ように指導する。 

国

語

Ｂ 

【読むこと･書くこと】 

○ちらしの表と裏の表現の工夫とその効果を書く 

 １三 (75.0%(68.0%)) 

○宇宙エレベーターについて疑問に思ったこと

と、それを調べるために必要な本の探し方を書く 

 ２三 (53.8%(49.2%)) 

【読むこと】 

〇物語の展開に沿って已之助の様子を並び替える 

３一 (74.0%(71.1%)) 

※文章の構成や展開表現の仕方に着目し、そのような

表現をした書き手の目的や意図を考えたり、その効

果について考えたりする学習活動を行う。 

 

※文章を読んでものの見方や考え方を広げるために、

お互いの感想を交流して疑問点を出し合い、新たな

課題を設定するなどの学習活動を行う。 

 

※文章の展開に即して内容を捉えるために、登場人物

の言動を取り上げ、心情の変化や登場人物のつなが

りなどについて説明し合うなどの学習活動を行う。 

  

◆悉皆調査 希望利用調査 

※値は全国平均を「１」とした場合の市の正答率比 

平均正答率は国語Ａで 1.３ポイント、国語Ｂで 3.0 ポイント全国平均を上回っています。国語Ｂの記述式問

題の正答率は 8.4 ポイント全国平均を上回っています。無解答率も全国平均より良好で、全体的に良好な結

果でした。経年比較では、国語 B が上昇傾向にあります。 



 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
○問題にみえる成果と課題  数字(%)は平均正答率（本市（全国）） 

 成果と課題 学習指導に当たって 

数

学

Ａ 

【数と式】 

〇等式Ｓ=ａｈをｈについて解く 

 ２(4) (79.2%(67.9%)) 

 

【図形】 

△与えられた方法で作図された直線についていえ

ることを選ぶ 

 ４(1) (29.4%(30.9%)) 

 

【関数】 

○一次関数のグラフから、xの変域に対応するｙの

変域を求める 

 10(3) (56.2%(43.0%)) 

※２つ以上の文字を含む等式を目的に応じて変形で

きるようにするために、等式の性質などの根拠に基

づいて正しく変形する場面を設定し指導する。 

 

※手順通りの作図によって、何が作図できたのかを理

解できるようにするために、個々の手順で得られる

点や線分の特徴を図形の性質と関連付けて読み取

る場面を設定し指導する。 

 

※与えられた xの変域から対応する yの変域を求める

ことができるようにするために、x の変域の端点に

対応するｙ座標を求めるだけでなく、グラフを用い

て変域を視覚的に捉える活動を取り入れる。 

数

学

Ｂ 

【関数】 

〇Ａ車を購入して 10年間使用するときの総費用を

求める 

  ３(1) (73.5%(67.4%)) 

【数と式】 

△文字を使って手順通りに求めた数から最初に決

めた数を当てる方法を説明する 

 ６(2) (17.1%(15.4%)) 

【資料の活用】 

△25.5cm の靴が貸し出された回数の相対度数を求

める式を書く 

   ５(2) (35.2%(31.1%)) 

※数や式で与えられた情報から、事象を数学的に表現

し処理できるようにするために、実生活の場面での

問題を解決する活動を取り入れる。 

 

※文字を用いて処理した式を読み取り、問題解決の方

法を説明することができるようにするために、処理

の手順を数学的に考察する場面を設定し指導する。 

 

※日常生活や社会での不確定な事象における問題を

解決できるようにするために、目的に応じて資料を

整理し、資料の傾向を読み取り、解決の構想を立て

る活動を取り入れる。 

◆悉皆調査 希望利用調査 

  

平均正答率は数学Ａで 5.8 ポイント、数学Ｂで 4.8 ポイント全国平均を上回っています。数学Ｂの記述式

問題では１７ポイント全国平均を上回っています。また、無解答率も全国平均より良好で、全体的に良好な

結果です。経年比較では、数学Ａ・Ｂとも上昇傾向にあります。 
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「おおさかさやま家庭教育への１０の提言」に関係する項目について、本年度の本市の結果を、平成２６・２７

年度の本市の結果および本年度の全国結果と比較しました。 数字は、「当てはまる」「どちらかといえば当ては

まる」等、設問に対しての肯定的な回答の合計（％）を表しています。 

  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

○読書が好きですか 

○今住んでいる地域の行事に参加していますか 

○毎日，同じくらいの時刻に起きていますか 

○毎日，同じくらいの時刻に寝ていますか 

○朝食を毎日食べていますか 

○家の人（兄弟姉妹を除く）と学校での出来事について話をしますか 

○ものごとを最後までやり遂げて，うれしかったことがありますか 

○学校の規則を守っていますか 

○自分には，よいところがあると思いますか 中学校 小学校 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇「家庭教育への１０の提言」との関連項目以外で９０％以上の児童・生徒が肯定的な回答を 

した主な項目                    ※（ ）内は平成27年度の本市の結果   

 

＜小学校＞                        

○家で、学校の宿題をしている・・98.3％（97.6%） 

〇友達と話し合うとき、話や意見を最後まで聞くことができる・・96.4％（93.5%） 

〇いじめは、どんな理由があってもいけないことだと思う・・97.0％（96.６%） 

 

＜中学校＞ 

○家で、学校の宿題をしている・・91.1％（88.1%） 

〇友達と話し合うとき、話や意見を最後まで聞くことができる・・94.2％（88.9%） 

〇いじめは、どんな理由があってもいけないことだと思う・・95.2％（93.9%） 

おおさかさやま 

家庭教育への 10 の提言 

１．他の子と比べずに、認めて、褒めて、自信を 

２．「だめなことはだめ」―親としての躾と言動規範を 

３．「目を離さず、手を放す」の心構えを 

４．家庭において一人ひとりに役割分担を 

５．コミュニケーションの取り合える時間の確保を 

６．明るい挨拶が交し合える家庭を 

７．十分な睡眠時間とバランスのとれた食生活を 

８．自然や人と触れ合える遊びや活動の場を 

９．伝えよう、先人の知的財産である本の面白さを 

１０．ご家庭ならではの約束事を 

本年度は小・中学校とも、「ものごとを最後までやり遂げて、うれしかったことがありますか」という質問

に対して、肯定的に回答した児童生徒の割合が全国平均値を上回りました。目標に向かってねばり強く取り組

み、達成感を得ることやがんばることの素晴らしさを感じることは、子どもたちの自信を育む上でとても重要

な経験です。今後もこのような経験を一層積み重ね、本市の子どもたちの強みをさらに伸ばすことができるよ

う、学校における取組みの充実に努めてまいります。 

また、「朝食を毎日食べていますか」「毎日、同じくらいの時刻に寝ていますか」「毎日、同じくらいの時刻

に起きていますか」という質問に対する回答の状況は、昨年度と比較して改善の傾向が見られました。基本的

な生活習慣を身に付けることは、児童生徒の自立を促し、自発的に学んでいく心を育む上でとても大切です。

学校でも様々な機会で啓発・指導してまいりますので、今後も引き続きご家庭のご理解とご協力をよろしくお

願いいたします。 



 

Ⅰ. 質問紙調査と授業との関係から(1)  

 授業に関する質問事項について、平成２６・２７年度の市平均値および本年度の全国平均値と比

較しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「自分の考えを発表する機会が与えられていた」「学級の友達との間で話し合う活動をよく行っていた」と

いう質問に対して肯定的な回答をした児童生徒の割合は、小学校では全国平均値並み、中学校では全国平均値

を上回っており、本市がめざす「子ども主体の授業づくり」が推進されてきていることがわかりました。 

一方、小・中学校ともに「学校の授業などで、自分の考えを他の人に説明したり、文章に書いたりすること

は難しいと思いますか」という質問に「そう思う」「どちらかといえばそう思う」と回答した児童生徒の割合

は、全国平均値と比較して課題が見られました。今後は、発表や話し合い活動の内容の充実を通して、児童生

徒に自分の考えを他の人に伝える自信や意欲をより一層育んでいきたいと考えています。 



Ⅰ. 質問紙調査と授業との関係から(2) 「めあて」と「振り返る活動」 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

授業のはじめに「目標・めあて」を提示し、授業の最後に学習内容を「振り返る活動」を行うことは、学

力や学習意欲と密接に関係しており、本市では重点的に取り組んでいます。小学校では、「目標・めあて」

が示され、「振り返る活動」が行われていると回答した児童の割合は、昨年度に引き続き全国平均値を上回

っており、良好な状況でした。中学校では「目標・めあて」「振り返る活動」については、平成２６年度以

降全国平均値との差が年々縮まってきており、改善傾向にあります。 

 



Ⅱ. 質問紙調査と学力調査との関係から 

   生活習慣や学習状況と、学力との関連が深かった項目を示しました。 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

小学校 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

中学校 

小学校・中学校ともに、「家で学校の宿題をしていますか」「１日当たりどれくらいの時間テレビゲーム

をしますか」「地域や社会で起こっている問題や出来事に関心がありますか」等の質問に対する回答と、

各教科の平均正答率との間に関連が見られました。特に中学校では、家庭学習に積極的に取り組んでい

る生徒は、各教科の平均正答率が良好な傾向にあることがわかりました。 



Ⅲ. 学校・家庭・地域、みんなで力を合わせることが大切です。 

一人ひとりの子どもたちに、確かな学力を育むための鍵は、学校・家庭・地域の 

「つながり」です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 28 年 10 月 大阪狭山市教育委員会 

 

１．子どものよさを見つけ、褒めて、自信をつけます    

    ２．教師として、言動規範をしめします 

    ３．「口を出しすぎず、よく聴く」の心構えでのぞみます 

    ４．どの子も活躍できる場をつくります 

    ５．子どもの気持ちを理解し、温かく寄りそいます 

    ６．笑顔で、元気よく挨拶を交わします 

    ７．教職員チームの一員として、気持ちをそろえて取り組みます 

    ８．自然や人と触れ合える体験活動の場をつくります 

    ９．本の面白さを伝えます 

１０．本校ならではの取組みを開発します 

 

おおさかさやま 

学校園教職員の実践１０か条 

「自分らしく、いきいき学ぶ子・人とつながり、
さやまを愛する子」の育成をめざします 
 ・学校力の向上  

・学力の向上 ・心の力の向上 ・体力の向上 

学校 

子どもたちの心に「大人の本気」を届け 
ましょう 

 ・子どものよい行動はしっかりほめる 
・よくない行動ははっきりと叱る 
・笑顔であいさつ ・地域の活動を子どもたちと 

地域 

強い絆の中で、あたたかく、時にはきびしく 
育てましょう  

・早寝・早起き・朝ごはんの習慣を 
・家庭でも読書の時間を 
・携帯電話やゲームは約束ごとを決めて 

 

家庭 



平成２８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＜１０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 

  ・大阪金剛ロータリークラブ会長賞……４名（保幼２名 小・中 各１名） 

  ・佳 作……４名（保幼・小中 各２名） 

 

     ※ こどもフェスティバルで表彰（１１月２６日） 

  



 読書 eプラン  everyday, everyone, everywhere... 
                          

                                                       
                                                               

                                                    

  
                                                    

                                                               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                            
                                                                            

                                                                            

                                                                            

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 



そったく
大阪狭山市教育委員会学校教育グループ１１４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。

今年度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。

 平成２８年 ４月 １２日
http://www.osakasayama.ed.jp
gakkou@city.osakasayama.osaka.jp

“問い”を持つ人は懸命に考え

ます。意欲を持って学びます。

みんなで“問い”を抱ける学校

園は、取組みに対する熱が絶え

ません。

大阪狭山市では、今年度も子どもたちが「どう育

っているか。何を必要としているか。どんな力を付

けていくのか」をしっかり見極めて『平成２８年度

大阪狭山市保育教育指針』を掲げています。そして、

この実現に向けて絶えず“問い”を持ち続け１年間

の取組みを進めてまいります。

取組取組取組取組みのみのみのみの重点重点重点重点 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

○教職員教職員教職員教職員ののののチームワークチームワークチームワークチームワークによるによるによるによる、、、、どのどのどのどの子子子子

もももも大切大切大切大切にするにするにするにする保育保育保育保育やややや教育教育教育教育のののの提供提供提供提供

○家庭家庭家庭家庭やややや地域地域地域地域とのとのとのとの連携連携連携連携によるによるによるによる、、、、アイディアイディアイディアイディ

アアアアにににに満満満満ちたちたちたちた学校園学校園学校園学校園づくりづくりづくりづくり

○調査調査調査調査のののの結果分析結果分析結果分析結果分析にににに基基基基づくづくづくづく取組取組取組取組みのみのみのみの

工夫改善工夫改善工夫改善工夫改善

学校力を「ポジティブな対応能力だ」と考える人。

「子どもを育てていく組織の力」と考える人・・・

各学校園はそれぞれの教育目標達成に向け、この

ような力を高めていく必要があります。

この学校力を担うのは、学校園の中の“誰か”で

はありません。チームとして子どもの育ちを見極め、

何を目ざし、どう育てていくのかを共有して取り組

める「体制づくり」と、個々の「課題意識」が学校

力の源です。

九州大学大学院の八尾坂 修教授は学校力向上に

は、教職員の「協力し合える同僚性」「工夫改善を進

める革新性」「建設的に意見交換し合える自律性」が

必要とし以下の評価指標を示しています。

◆「「「「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評価指標評価指標評価指標評価指標

（八尾坂 修著「学校改革の課題と挑戦」ぎょうせい）

同僚性の評価指標…①指導内容･指導方法･評価等につい

て積極的に話し合えている。②他の係の仕事にも積極的

に協力し合えている。③子どもに問題が起きたとき、組

織的に取り組めている。④保護者との関係が良好であり

互いが協力的である。

革新性の評価指標…①子どもや環境の変化に柔軟に対応

している。②従来の指導方法のみに固執することなく、

学習形態や指導法、教材の精選の工夫を図っている。

③「学校改善」「授業改善」ということ

が頻繁に話題にのぼる。

自律性の評価指標…①進んで意見を出し

合いその拠り所を称賛し合える。②つま

ずき易い子どもへの学習指導を全面課題

として取組みを進めている。③積極的に

授業を見せ合い建設的に意見交換し合えている。

これらの評価指標を『Ｐ(計画)Ｄ(実施)Ｃ(評価)Ａ

(改善)』サイクルと結び付けることで、学校力向上＝

教職員の自己成長が図られると思われます。

また、学校力の向上を目ざす“学校まるごとパッ

ク事業”では、これまでの成果を継承しつつ更なる

発展へと大きな期待が寄せられています。

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

○主体的主体的主体的主体的････協働的協働的協働的協働的なななな学学学学びのびのびのび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

子どもたちは「友だちと関わ

り合う中で、自分を表現でき、

互いが認め合い高まり合えてい

る」と実感できる授業を求めています。そして、こ

のような「主体的･協働的な学び」を実現していくこ

とは、子どもに学ぶ意欲を高め、確かな学力を定着

させます。

昨年度「主体的で協働的な学び」を追求するシリ

ーズ“授業力向上研修”をはじめ、アクティブ･ラー

ニング実践研究校として大阪府教育委員会の指定を

受けた南第一小学校の実践研究の成果が市内全小中

学校に発信され、大きな流れになりつつあります。

大阪狭山市ではこれまでの成果をもとに、更に「主

体的で協働的な学び」の実現に向け研究を推進し、一

層の学力向上を目ざします。《裏面へ》

平成２８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
【【【【 めざすめざすめざすめざす子子子子どもどもどもども像像像像 】】】】・・・・ 自 分自 分自 分自 分 ら し く い き い き とら し く い き い き とら し く い き い き とら し く い き い き と 学学学学 びびびび 、、、、 さ や ま をさ や ま をさ や ま をさ や ま を 愛愛愛愛 す るす るす るす る 子子子子

人人人人 とつながりとつながりとつながりとつながり 、、、、 たくましくたくましくたくましくたくましく 生生生生 きききき 抜抜抜抜 くくくく 人人人人 づくりをめざしてづくりをめざしてづくりをめざしてづくりをめざして



“学校づくり応援事業”で本市に継続的に指導をい

ただいている先生から次の提言をうけました。その

一部を紹介します。

学校づくり応援事業 (於)狭山中学校(2/18)
『『『『授業授業授業授業づくりへのづくりへのづくりへのづくりへの提案提案提案提案』』』』

関西大学 若槻 健 准教授

■互いに関連する次の３点を意識した授業づくりを

進めていく必要があります。

◎◎◎◎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（（（（自主的自主的自主的自主的でででで協働的協働的協働的協働的なななな学習学習学習学習））））

◎◎◎◎実際生活実際生活実際生活実際生活････社会社会社会社会とつながったとつながったとつながったとつながった学習学習学習学習

◎◎◎◎ユニバーサルユニバーサルユニバーサルユニバーサル････デザインデザインデザインデザインをををを基盤基盤基盤基盤にしたにしたにしたにした授業授業授業授業

■誰にこだわって授業を進める

のかです。受動的な学習で一

番損をしているのは勉強の苦

手な子です。授業がアクティ

ブでなくても、教師主導型の

一斉･受動的な学習であっても、受験との関係での

み学習が語られ何の為に学習しているのか分から

なくても、勉強する子は勉強します。一方で、学

習から逃げ出す子どもも出てきます。今、強く求

められる「自ら学び続ける力・課題を解決する力

・仲間で高め合う力」は、従来の授業では育ちにく

いとの指摘を真摯に受け止める必要があります。

■興味を引く話や上手な解説で効率よく知識を理解

させる授業は「子ども達の長い人生にプラスをも

たらすのか？｣この“問い”は重要です。時代の大

きな変化によって、社会で必要とされる資質･能力

･学ぶ内容も変わります。2020 年からの新センタ

ー試験では、知識の多さと正確さを評価する現行

の暗記型試験から記述式で思考力を問うものに変

わります。また就職期には「社会力やコミュニケ

ーション力や協働する力や自分自身で考える力」

が求められます。これらの力を授業を通して積み

重ねていない子にとって大変辛いものになります。

■ 大阪大学による大阪学力調査(2013)
平均点

学級の学び合い･ ｢｢｢｢豊豊豊豊かかかか｣｣｣｣とととと答答答答えたえたえたえた生徒生徒生徒生徒がががが多多多多いいいいクラスクラスクラスクラス 64.46
教え合いの豊かさ ｢｢｢｢普通普通普通普通｣｣｣｣とととと答答答答えたえたえたえた生徒生徒生徒生徒がががが多多多多いいいいクラスクラスクラスクラス 60.34
について ｢｢｢｢豊豊豊豊かでないかでないかでないかでない｣｣｣｣とととと答答答答えたえたえたえた生徒生徒生徒生徒がががが多多多多いいいいクラスクラスクラスクラス 58.58
学級の人間関係性 ｢｢｢｢良良良良いいいい｣｣｣｣とととと答答答答えたえたえたえた生徒生徒生徒生徒がががが多多多多いいいいクラスクラスクラスクラス 64.02
の良さについて ｢｢｢｢普通普通普通普通｣｣｣｣とととと答答答答えたえたえたえた生徒生徒生徒生徒がががが多多多多いいいいクラスクラスクラスクラス 60.82

｢｢｢｢良良良良くないくないくないくない｣｣｣｣とととと答答答答えたえたえたえた生徒生徒生徒生徒がががが多多多多いいいいクラスクラスクラスクラス 58.55
(近日発刊 志水宏吉･若槻 健 編著「つながりを生かした学校づくり」東洋館出版社より)

アクティブ･ラーニングや班での学び合いなどと

「学力との関係」を調査した結果「学び合い･教え合

い」が“豊かだ”と答えた生徒が多いクラスと、

生徒同士や先生との人間関係が“良い”と答えた

生徒の多いクラスは学力が高いという結果が示さ

れました。同時に、人間関係の“良さ”と自尊感

情・キャリア形成力の高さとの強い関連性も

示されました。“学び合い･教え合い”を通して生徒

同士が互いに尊重し合える“良い”関係を築ける授

業づくりが大事です。

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

○どのどのどのどの子子子子もももも安心安心安心安心してしてしてして学学学学べるべるべるべる集団集団集団集団づくりづくりづくりづくり

○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((((「「「「特別特別特別特別のののの教科教科教科教科」」」」小小小小 ３０３０３０３０年度年度年度年度、、、、中中中中 ３１３１３１３１年度年度年度年度))))

どの子も「仲間と温かくつながりたい」

と願っています。集団での遊びや、相手の

立場に立って考える経験が浅い今の時代、

良質な集団づくりを目ざして教師が意図的･

計画的に取り組む必要があります。授業や

活動で、子ども同士がつながる場・相手の立場に立

って考えさせる場・互いが認め合える場・自尊感情

の高まる場･･･をどう築けばいいのでしょう。

「～さんはなぜそう考えたのかな」

「～さんの考えの素晴らしい点を考えてみよう」

「～さんの気持ちが分かりますか」

「～さんはなぜそんな気持ちになったの」

一人の意見一人の気持ちを全員で受け止め合う教

室では、本音が語られ正当な考えが広まっていきま

す。その基盤になるのが、肯定的な言葉･共感的な表

現などで、一人ひとりの子どもの良さを全員に知ら

せ共有していこうとする教師の姿勢だと考えます。

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

○運動能力運動能力運動能力運動能力のののの伸伸伸伸びをびをびをびを実感実感実感実感できるできるできるできる取組取組取組取組みみみみ

のののの工夫工夫工夫工夫

○命命命命をををを守守守守るるるる行動力行動力行動力行動力のののの育成育成育成育成

『H27 全国体力･運動能力,運動

習慣等調査報告書（各校に配付済

み）』によると、体力･運動能力

の高い児童生徒が多い学校(体

力上位校)には次の特徴があり

ます。これらも参考にしながら、

今後とも積極的な取組みを進めてまいりましょう。

運動･スポーツの楽しさや喜びを実感できるような

授業や取組みの中で、児童生徒の「「「「運動運動運動運動へのへのへのへの意識意識意識意識

のののの向上向上向上向上」」」」����「「「「運動時間運動時間運動時間運動時間のののの増加増加増加増加」」」」����「「「「体力体力体力体力････運動運動運動運動

能力能力能力能力のののの向上向上向上向上」」」」の相乗効果を理解し働き掛けている。

○楽しさと喜びを味わえる工夫がある授業の展開

○活動の“ねらい”や“意図”を児童生徒に明示

○教育活動全体で計画的な取組みの推進

○児童生徒が「運動の大切さ」を理解できる指導

○家庭への啓発を通して｢家族」との運動や話題の

活性化

○「話し合う･助け合う･役割を果たす」など、友だ

ちとの関わりを重視した活動
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4 月 19 日（火）、「平成 28 年度全国学力・学習状況調査」

が実施されました。本調査は、子どもたちの学力や学習状

況を把握・分析し、今後

の教育指導の充実や、学

習状況の改善等に役立

てることをねらいとし

て、平成 19 年度より実

施されています。 

今回の調査実施にあ

たり、文部科学省は「問

題作成の基本的な考え方」を 5 点挙げており、うち 1 点は

以下のような内容となっています。 

 

 

 

 

 

 

 このことから、学習指導要領に明記されている指導内容

のうち、特に重要な点について教員が十分理解し、適切に

授業で取り扱っているかを問う問題を出題されていると

いうことがわかります。 

これと関連して、4月 7日（木）の合同研修で、平成 27

年度全国学力・学習状況調査で「授業が分かる」と回答し

た子どもたちの割合と、学力調査の「正答率」とのクロス

集計から、「授業が分かるが正答率が低い」「分かる・高い」

「分からない・低い」「分からない・高い」という４つの

タイプが見られたことを紹介しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特に「授業が分かるが正答率が低い」という場合は、文

部科学省がメッセージとして発信しているような「子ども

たちに身に付けさせたい力」を、学習指導要領のねらいに 

沿って授業で適切に取り扱っているかどうか、学習内容

や指導方法の見直しが必要となってきます。 

子どもたち一人ひとりの課題を把握し、次の指導につ

ないでいくために、調査問題に込められたメッセージを

確認しながら、学習指導の改善・充実に生かしていきた

いと考えています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 28年 4月から 7月末までを実施期間として、平成

28年度全国体力・運動能力

調査が行われます。スポー

ツ庁による調査対象は小

学 5年生及び中学 2年生で

すが、本市では小・中学校

の全児童生徒を対象とし

て新体力テストを実施し

ています。この調査も全国

学力・学習状況調査と同様、子どもたちの体力・運動能

力の状況を把握・分析し、効果的な体力向上に向けて指

導の工夫と改善を図ることが目的とされています。 

本年度の新体力テストの実施にあたっては、下記の留

意点をふまえて、子ども自身が運動能力の伸びが実感で

きるよう取り組んでいきたいと考えています。 
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③教員による指導方法の改善や児童生徒の学習改善・

学習意欲の向上等につながるよう、学習指導上特に重

視される点や身に付けるべき力を具体的に示すメッセ

ージとなる問題を出題すること。 

「平成 28年度全国学力・学習状況調査の調査問題・

正答例・解説資料について」 

http://www.nier.go.jp/16chousa/16chousa.htm 

 

1．子どもたち一人ひとりに「目標記録」の設定 

 子どもたちが意欲的に取り組めるよう、昨年度の記録

等の具体的な目標記録を示すと効果的です。 

2．『新体力テストＤＶＤ』の活用 

 平成 28 年 3 月に、「大阪府教育委員会 新体力テス

トＤＶＤ」を配付しました。府立大塚高校の生徒が、各

種目のコツと適切な実施方法についてわかりやすく解説

しています。 

3．「やる気を引き出す」場の設定の工夫 

 用具の点検や安全指導・安全配慮も忘れずに。 

mailto:gakkou@city.osakasayama.osaka.jp
http://www.nier.go.jp/16chousa/16chousa.htm


 4/20 アレルギー対応研修会  

 

 

 

 

 

4月 23日（土）・24日（日）に開催された狭山池まつ

りに、たくさんの生徒と教職員が参加しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊感想＊ 

『狭山池まつりに参加して』 

 今年も、楽しみにしていた「狭山池まつり」がありまし

た。学校の友だちや地域の人たちに演奏を聴いてもらえる

ので、毎年、部員一同、気合が入っています。 

 今年はパレードがあり、大変でしたが、とても楽しい一

日になりました。ありがとうございました。 

～狭山中学校吹奏楽部のみなさん～ 

『緑の募金活動』 

◆今回初めて、募金する側ではなくて、募金してもらう側

になって、大変さがよくわかりました。自分が募金すると

きは、少し恥ずかしくて勇気がい

ることだけど、募金をしてもらっ

たら、こんなにうれしいんだとい

うことを感じました。これから

は、世の中が緑でいっぱいになる

ように、積極的に募金したいと思

います。 

 

◆私は、募金してもらったお金が、町の緑化の活動を支え

るお金になればいいなと思います。自分にとって、とても

良い体験になったと思います。     

 ～バドミントン部のメンバーより～  

◆バドミントン部で、募金活動をするのは初めてのことで

したが、生徒一人ひとりの行動が、人のためになったり、

地球を守ることにつながるんだということに気づけたの 

ではないでしょうか。私自身も、昔所属していたガール

スカウトでの活動を思い出し、生徒と共に良い経験がで

きました。         ～顧問の先生より～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さやまの学校給食 

食物アレルギー対応 
★みんなと一緒に 

給食を楽しめることをめざして★ 

 

4月 20日（水）に市役所において、新規採用の教職員

や対象児童生徒の担任などを対象に、食物アレルギー対

応研修会を開催しました。 

これは、学校の体制が替わる年度初めのこの時期に毎

年実施し、安全で確かな

「食物アレルギー対応」が

継続的に行えるようにす

ることを目的としていま

す。給食センターの栄養教

諭が、学校給食センターで

作られた「除去食」が、

どのように対象児童生徒に届くのか、順を追って丁寧に

説明していきます。 

 さらに、実際の対応については、学校と市教委がいっ

しょに確認する時間も作っています。5 月 10 日（火）、

13 日（金）、19 日（木）の除去食の日には、市教委指導

主事と給食センター職員が、それぞれの学校に分かれて

訪問します。そして、給食センターの配送車を学校で待

ち受け、運ばれてきた除去食が、

対象の児童生徒の口に届くまでの

各段階におけるチェックが適切に

行われているかを確認します。 

今年度も、どの子も楽しい給食の時間になるように取

り組んでいきたいと考えています。 

 

 

 

 灯火輪の準備を手伝う市内小中学校の先生たち  

 

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A2Rivc8p1yZXo1YAkAOU3uV7/SIG=12titqc61/EXP=1462249641/**http:/www.nakagawa.ed.jp/esyakawa/wp-content/uploads/2008/12/sf12_14.jpg


           

 

 

 

 

 

 

 

5月に入り、各校園にて、保育や授業の園内・校内研修

がスタートしました。H27.1月にスタートブックがまと

められ、各校に配付しました。文部科学省の教育課程企画

特別部会における論点整理にも、スタートカリキュラムの

重要性についてまとめられています。スタートカリキュラ

ムとは、小学校へ入学した子どもが、幼稚園・保育所・認

定こども園などの遊びや生活を通した学びと育ちを基礎

として、主体的に自己を発揮し、新しい学校生活を作り出

していくためのカリキュラムのことです。 

 

 

 

 今回は、カリキュラムのヒントとなるよう、  

各園の５歳児の取組みについて、いくつか紹介したいと

思います。 

 

■南第二幼稚園 

今年度の園内研究のテーマは、「発達や学びの連続性を

ふまえた幼・小の連携、接続の在り方を探る」です。昨年

度より、ひまわり組（５

歳児）が「クリン クリ

ンタイム」と位置付け、

清掃をしています。 

自分たちの生活の場

を自分たちの力できれ

いにするんだ、といきい

きと掃除をしています。きれいになる

と気持ちいがいいという気付きを大

切にし、友達と力を合わせたり、周り

の人が喜んでくれるといった人との

関わりの力も育めるよう取り組んで

います。１年生になったら、上手にお

掃除ができるんだ！という自信につ

ながっているようです。 

 

■東幼稚園 

５月３１日に今年度初めての園内研

修が実施されました。内容は、５歳児

「運動あそび」。平均台、ゴムのハー

ドル、ライン・コーンを用いてのジャ

ンプ！それぞれの活動を動物に例え

て体を動かす楽しさや心地よさを味

わっていました。

フラミンゴになり

きっての片足だちが印象的でした。小

学校でのサーキット型運動プログラ

ムにつながるような活動でした。 

 

■東野幼稚園 

6 月１日、こちらも今年度初め

ての園内研修。活動は、６月１

０日の時の記念日にちなんでの

５歳児の「時計づくり」でした。

時間は目に見えないけれど、時

間の存在を意識して、時間を守る大切

さも伝えるきっかけになっていまし

た。制作活動がなかなか終われない子

が、「待たせてもいいのかな」と保育

者が問いかけることで、みんなが待っ

ていることに気付き、あわてて作業を終える場面も見受

けられました。幼児期の学びの芽ばえが児童期の自覚的

な学びにつながることを意識した保育でした。 

 

 

 

今年度から学校支援アドバイザーとして来ていただいて

いる久多里スマ子先生より･･･ 

 これまでに何度か訪問しているものの、園内研修への

参加は初めてだったので、緊張して園の門をくぐりまし

た。でも、子どもの元気な声と保護者の笑顔に触れ、緊

張が一瞬でふきとびました。さらに、子どもたちのアピ

ールの連続。お客さんの私を見つけ、「これ、見て見て！」

「どうぞ食べて」と次々と寄ってきてくれます。「すごー

い」と反応するだけで、ニコニコ顔の子どもたちに、私

の心も弾んできました。保育者は、一人ひとりの子ども

たちに向き合いながらも自然にルールをつくっていきま

す。「褒め言葉を忘れない」「若手をベテランがうまく指

導している」「ビデオ撮りで客観的で具体的な指導をして

いる」等、本当にすばらしいと思いました。私自身がと

っても楽しく学ばせていただいた一日でした。 
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「がじゅまるカフェ」は、大阪狭山市の経験の浅い先生た

ちの「教育者」としての芽が、「がじゅまるの樹」のよう

に大きくたくましく育つことを願って、校長会と市教委が

共催で実施している学習会で、今年は 3 年目を迎えます。

昨年度から、大阪教育大学の岡田教授による新しい手法を

取り入れ、仲間づくりの視点を特に大切にした内容で実施

しています。その第１回目が、5 月 24 日に南第一小学校

で行われ、若い先生たちの真剣な表情と笑顔が印象的でし

た。 

 

➚ボールを回して会話をつなぐ。難しいけど楽しい・・・ 

＊感想＊ 

＜よかったこと＞ 

・心がほぐれました。他の学校の先生たちと出会い、刺激

を受けました。 

・新しいアクティビティを知ることができました。 

・体験的なワークが多く、学ぶべき内容を肌で感じること

ができました。自分の居場所があるという実感を持てま

した。 

＜これからやろうと思ったこと＞ 

・子どもたちに「ここにいていい」と感じても

らうために、今年の子どもたちに「愛メッセー

ジ」を送ろうと思いました。 

・もっと自分自身にも目を向けようと思いまし 

た。子どもたちの居場所づくりを頑張りたい 

と思いました。 

 

 

― 発達障がいの可能性のある子どもに対する早

期支援研究事業（文部科学省指定）― 

平成２６年度より市内の全小学校で文部科学省の指定

を受け、医師や学識経験者の指導のもと研究してきまし

た。その成果が評価され、今年度は通級指導教室につい

ての研究にも拡大し、取り組んでいます。 

＜２年間の研究成果＞ 

① 多層指導モデルＭＩＭやチェックリストを用いて、小

学校１年生の全児童対象に読みのつまずきを早期発見

し、通級指導や個別指導で早期支援を行っていること

（本市は、小学校全７校と中学校２校に通級指導教室

を設置。大阪府内で最も充実しています） 

② 他府県との交流や研修の実施等により、教員の意識と

技能が高まってきていること 

③ 障がいのある子どもに対する合理的配慮及びその基

礎となる環境整備に、学校全体で取り組んでいること 

 
➚５月１０日、医師や学識経験者、学校現場の教員及び市教委指

導主事らが集まり、今年度第１回事業運営協議会を行いました。 

 

どの子も集中できる授業づくりをめざして 

・板書の○めで、授業のめあてをわかりやすく提示(左上) 

・「あと何分」がわかるタイムタイマー使用（右上） 

・子どもが説明するなど、主体的な活動の場を多く設定 

など 

先生たちは、授業研究で互いの授業を参観し合い、ど

の子も集中できる授業の日常化と環境整備を進めていま

す。 
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全ての子どもは“登校するのが楽しみな学校”を

希求しています。そして、その学校に必要な条件は

『①授業…よく分かり魅力ある授業』『②友達…仲良

く信頼し合える友達』『③先生…励まし自尊感情を高

めてくれる先生』です。

このような学校づくりをめざし、学識経験者等を

交えて“学校づくり応援事業”を進めています。

今回は“児童･生徒の視点からの教育活動の振り返

り”を大切に、トライを続ける学校を紹介します。

学校教育目標の第一に『確かな学力の育成』を掲

げ“授業改善”で生徒一人ひとりをもっと輝かせよ

うと全職員が取り組んでいます。

特に研究と検証を進めている

のが“南中授業スタンダード”

の確立です。教科や指導者が

かわっても“学習の進め方”を

そろえることで「生徒は見通し

を持って意欲的に学べるのでな

いか」という考えに基づき、各教科の特性は考慮し

つつ“学習への意欲と達成感”を大切に授業改善を

進めています。

校内授業研究では“めあて

･見通し･思考･表現･交流･振り

返り”など、一連の学習過程

について活発な意見が交わさ

れ次の授業に反映されていき

ます。この積み重ねが、教員

一人ひとりの専門性を高め、授業改善への大きな原

動力になっているのだと思います。（次回の校内授業

研究は｢技術･家庭科」の予定です）

さらに、南中学校では学力を

高めるための具体的な取組み内

容を「学校通信」として全家庭

に知らせています。

授業で学校を変える

同じ観点から授業を観察す

ることが、授業後のグルー

プ討議に活かされます。

生徒の“学ぶ姿”から授業を

考え改善点を見出します。

誰もが意欲を持って参加でき

るグループ学習が成立してい

るのかも観点の一つ。

南中学校南中学校南中学校南中学校 6/13 校内授業研究 １年英語

例えば、①授業 ②指導方法 ③朝学活･読書活動 ④

英語教育 ⑤ボランティア活用等･･･これらを改善･充

実させる具体的な内容と意気込みとが全面に記され、

「全力でやりきろうとする決意」

が伝わってきます。生徒･保護者

･教職員が“取組み内容”を共有

することで三者間の信頼感を一

層高め、学校づくりへの理解と

協力を得る良い契機になると考

えます。

☆スポーツテストで倒れた友だち。駆

け寄ったが意識が戻らなかった。

何もしてあげられなかった。

☆練習中、突然逝ってしまった野球

部員の中学生。大声で呼び掛け

るしかなかった。

☆母が倒れた。学校で習った心肺

蘇生を救急隊の到着まで必死で続けた。そして生還！

事故現場にいて突然の“死や生”に出会った人

が語り掛ける映像を、喰い入るように見つめる生徒た

ち。応急手当の説明を聴き、懸命に実技実習に取り組

みます。救わなければならない“いのち”を目の前に

して「自分には出来るだろうか？いや、やらなけれ

ば！」こんな真剣さが表情から伝わってきます。

心臓マッサージ･人工呼吸･ＡＥＤの操作の実技実習

の体験を通して『一人ひとりの

“いのち”は決して当たり前で

ないこと。“いのち”は生かされ

なければならないこと。』を改め

て気付かされたようでした。

応急手当の知識･実技を身に付

ける以上に、自分の“いのち”

の大切さを意識し実感できる『命の教育』でした。

大阪狭山市の全中学校では、市役

所･消防本部･地域安全安心推進リー

ダーの皆様の協力をいただき、「保

健」の授業として１、２年生は応

急手当に必要な知識の習得を図り、

３年生では実技講習を行います。そして卒業時に「普

通救命講習修了証」が交付されます。

グループ毎に交流し合った

意見を発表。共通理解を進

め課題を確認していきます。

心臓マッサージの位置･強

さ･回数･腕の伸びを確めて

何度も繰り返す。（三中）

気道確保、吹き込み、胸の

確認を何度も何度も‥誰も

音を上げません。（三中）

地域安全安心推進リー

ダーの方々も協力。

平成２８年 ７月１３日発行
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田植え体験
「田植えのことを教えてくださ

ってありがとうございました。

植えてみたらむずかしかったで

す。深く植えるのが一番むずか

しかったです。次の稲かりもが

んばります。」…これは農業委員

会と市役所のご協力で、初めて“田植え”を体験し

た５年生児童の感想文です。南一小は６月７日に、

第七小は６月９日に、歓声を上げながら土の感触を

楽しみ田植え体験をしました。

大阪狭山市の各学校園では「人

や地域社会とのつながり」を“め

あて”にした体験活動を積極的に

進めています。様々な体験活動を

通して「気づき 感じ 考える」こ

とで“人との信頼と地域社会への

愛着”を育みます。

狭山高校の運動会に西幼稚園々児が参加
６月８日。「わあ、久し振りやね。

顔覚えているよ！」とお姉さんお

兄さんが笑顔で迎えてくれるの

は、これまで何度も交流を重ねて

いるからです。今回は園児たちが

招待されました。交流を通して園

児たちは“多くの人から愛されて

いる事に気づき、人への信頼感”

が高まります。高校生たちは“人

に優しくできる自分･頼られてい

る自分･役立っ

ている自分”に気づき、将来自立

して社会の中で生きていく力の源

になっていきます。

小学校連合運動会
６月９日に、市民総合グラ

ウンドで小学校連合運動会が

行われました。７校の小学６

年生たちが、赤組(狭山中校

区)・白組(第三中校区）・青

組(南中校区)に分かれて競技

と応援に力を尽しました。中

学校区毎の事前の「交流会」

の成果がうかがえます。学校を越えた声援が「つな

がりを深める」ことや「競ったり力を合わせたりし

て味わう達成感は、仲間としての意識を高める」と

いうことを学んだようでした。

｢苗をくださーい｣｢投げ

るで、ほーれー｣苗に込

められた“ぬくもり”を

感じ取ります。（七小）

一人ひとりが丁寧に植え

ていきます。広い水田の

田植えも皆の力でやりき

りました。（南一小）

そろそろ入場する時間な

のでゆっくり下ろすよ。

音楽にのせた踊りに大き

な手拍子が送られます。

「肩車おもしろかったわ」

会話が弾む弁当時間。

同じ中学校区で共に頑張る友

だちに声援を送り続けます。

私たちは“授業づくり･集団づくり･体験活動等”の

教育活動を通して、「喜びや自信･誇りを感じ、主体的

に歩みを進める子どもたちを育てたい」と願っていま

す。このため「計画を実践し、評価して、工夫改善す

る」ＰＤＣＡサイクルで、倦まず弛まず進めていく必

要が強く望まれます。

各中学校区では“子どもの育ち

の連続性”を踏まえた取組みが『元

気あっぷ事業』を中心に進められ

ています。

狭山中学校区では“英語学習”

をテーマとする「保育」と｢授業｣

の相互交流を行い、保･幼･小･中が合同で子どもの『学

び』を考える取組みを始めました。6/29 東野幼稚園

５歳児クラスで行われた“英語の公開保育”を、保・

幼・小・中の先生２５人が参観しました。

英語を聞いた瞬間、子どもの表情が変わります。身

体から“楽しさ”が溢れています。年間３０回分、１

回２５分間の｢目標･活動の順序･使

用教材･使う言葉･学習形態｣等々が

詳細に計画されており、テンポの良

い活動は、子どもにとって「学習

＝アクティブ＝楽しいもの」であ

ることを、改めて強く感じました。

保育と授業の交流は「学びを子

どもの視点から」考える良い機会になっていくと思い

ます。参観後の交流会では、今回の成果を踏まえて、

次回以降への期待が高まっている雰囲気が印象的でし

た。（次回は 7/29 東幼稚園で合同研修会の予定です）

一方、第三中学校区では ８８８８／／／／１０１０１０１０

タイムリー研修での「実践報告会」

に向け、保・幼・小・中の合同研修会

が行われ、５つの部会に分かれて

活発な意見交流が行われました。

それぞれの学校園は、異なった

課題や目標を持っています。しか

し“健やかな育ち”を実現するには、育ちの「連続性」

と「地域的な広がり」に対応した取組みが不可欠です。

第三中学校区でも“交流と連携”を重ね、中学校区で

子どもたちを育てていこうとの機運が高まってきてい

ます。

園児の「楽しみたい！」

が学習の基盤です。

保育から学ぶ。授業か

ら学ぶ。そして、豊か

な学びにつなげたい。

中学校区で子どもを育て

る視点から意見が出され

共有されていきます。



そったく
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『子どもが主体的･協働的に活動する授業づくり』

をめざし、校種･教科を越えて積極的に“授業”を公

開する先生。「子どもたちの求める授業」をつくって

いこうと、課題意識を持って授業を参観し討議に参加

する先生たち。学識経験者等の先生たちも交えながら

大阪狭山市全体で進めている「授業力向上研修」を今

年度は１３回実施します。

６月２２日には、本年度第１回目として第三中学校

松川 泰拡先生が、３年「短距離走」の授業を公開し

“意欲と主体性を高める授業”を追究しました。次に

７月１１日に実施された第２回目の概要を紹介します。

授業の様子 南中学校 本山紗矢香先生２年 英語科「英

語で自己表現しよう」 「Ｓ･Ｖ･Ｏ（（（（人人人人））））････ Ｏ（（（（ものものものもの））））」の

語順理解とその表現活動を中心にバランスよく４技能

を伸長させることと、学校としての課題｢リスニング

力｣の向上を目ざし“オーラル”を大切にした授業が、

以下のように進められました。

①簡単な Q&A の後、Please show me ～ . を基に、

主語をＩに、動詞を既習の show,give,write,teach,buy,
sing,send に広げ、助動詞 will も入れ、Ｓ･Ｖ･Ｏ（（（（人人人人））））････

Ｏ（（（（ものものものもの））））の様々な文を生徒と先生でつくっていきます。

そして、Ｏ（（（（人人人人））））････ Ｏ（（（（ものものものもの））））の語順に注目させ意識付けて

いきます。

②身近な場面･･･｢学校からの帰り

道で｣などに対応する文をＳ･Ｖ･

Ｏ･Ｏを基本に考え、表現して

いきます。

③ My birthday is October. で始ま

るまとまった“１４の英文”を

リスニングし、誕生日にしてもらった内容・人の誕

生日にしてあげた内容・してあげようと思っている

内容を、皆で確認し合いＳ･Ｖ･Ｏ････Ｏの理解と定着を

図っていきます。

④教科書本文のリスニングで聴き取れた“言葉”を出

し合った後、みんなで本文の内容を確かめていきま

す。文頭文末の抑揚などに注意して、何度も読み進

めます。

⑤“様々な動作を表すイラスト”を活用しＳ･Ｖ･Ｏ････Ｏ

の文章を作り、さらに言葉を置き換えて表現を広げ

ていきます。

⑥基本文型を確認した後、設定された４場面に対して

自由に書いていきました。

“身近な場面”の提示で興味･関心･意欲を高め、各場

面毎に重点技能を設けてバランスよく４技能を育て

る。場面を切り換えながら、Ｓ･Ｖ･Ｏ････Ｏの文に

「間違ったら恥ずかしい。」

これを払拭させる配慮が

安心感を与えています。

繰り返し触れさせ、積み上げなが

ら習熟させていく。・・そんな密度

の濃い５０分でした。

交流会で 意見交流会の中で、

関西大学 竹内 理 教授から助言を

もらいました。

■現行は単元目標を「SVOO の文を理解し使う｣のよ

うに書かれていますが、新学習指導要領では「～を

学んで～が出来るようになる」という CAN-DO リス

トに基づく書き方に変わっていきます。■本時のよ

うなオーラルを大切にした授業では、殊に｢整理する

･まとめる」過程を大切にしたい。例)「語順は？人

に説明できるように考えてみて」と生徒に投げ掛け

「整理させる」過程が必要。整理後は「誰が･する･

誰に･何を」を日本語で繰り返し“定着”させる。

．．．

■“場面を設定”することで、英

語を並べるだけの学習を避けるこ

とができ、どんな時に使えばよい

のかが分かってきます。場面を切

り替える度に、SVOO の学習が積

み上げられ定着が図られます。

■リスニングにおいてはメモをとらせますが、学力

に応じた配慮（選択肢を設ける。空欄を埋めさせ完

成させる。･･）が学習意欲を促します。■英語力を

付けるには「リスニング」だけなく、聴いたことを

もとに「話させる」ことが必要です。メモをもとに、

個人で･ペアで･グループで英文を「再生し話す」過

程を設けるなどの工夫をすると「作文力」も付いて

きます。

「教師としての情熱･実践力･子どもを見つめる視点

･人権意識…」このような多様なニーズに対応した研

修会が数多く開催されました。各会場には、参加者

の熱心な姿がありました。その一部を紹介します

学校づくり応援事業 （於）南中学校 ７/２８

「「「「自尊感情自尊感情自尊感情自尊感情をををを育育育育むむむむ学校園学校園学校園学校園づくりづくりづくりづくり」」」」

～子どもたちの笑顔のために～

堺市立大仙西小学校 中山 均 校長

■今の子どもたちにつけたい力は…

◇「人間関係づくり」の力

◇コミュニケーション力 ◇「自尊感情」

◇違いを認め合える力 ◇想像力･共感力

◇成功体験･失敗体験（再チャレンジ）

集団活動での成就感 ◇たくましさ･したたかさ

鉛筆が進みにくい友だち

にそっとヒント。全員で

学習を進めていきます。

校種を越えて成果や課

題を共有します。

平成２８年８月３０日発行
http://www.osakasayama.ed.jp
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■子どもを元気にするビタミンは「自尊感情」｢コミ

ュニケーション力」「言葉がけ」です。世界に一つ

だけの特別な存在である自分を大切にすること。

コミュニケーションはドッジボールではなくキャ

ッチボール。話す力に加えて「聞く」「聴く」「訊

く」力の育成を大切に。「人間は自分の好きな人、

しかも尊敬する人からのみ文化･伝統を受け継ぐこ

とができる…」コンラート･ローレンツ博士

■問われるチーム力。全教職員の力を総動員して、

みんなでアンテナを張る。子どもの実態とめざす

べき子どもの像の共通認識。

■「自尊感情」を大切にした「ユニバーサルデザイ

ン」のクラスづくりを。学習活動のさまざまな場

でのソーシャルスキル･トレーニングと「中間層の

子どもたち」が学級づくりの明暗を分ける。

････この後の分科会では「心を育てる部会」「支援教

育部会」「保育･授業部会」「集団づくり部会」「保

護者とともに部会」の５つに分かれて、熱心に議

論をされていました。

中学校区元気アップ事業（於）東幼稚園 ７/２９

「「「「ああああーーーーよかったなよかったなよかったなよかったな 先生先生先生先生になってになってになってになって」」」」

～教師のやり甲斐と子どもたちの笑顔～

教育サポーター 仲島 正教さん

■「授業づくり・学級づくりは、子ども理解に始ま

り子ども理解に終わる」「子どものつまずきを取る

のではなく、つまずきを乗り越える力をつけるこ

と」「自尊感情は周りの声で育つ」「心の銀行に優

しさや感動の貯金を」「何と言っても授業が一番」

「学級通信のすすめ」「一番厳しい立場の子が大切

にされる学級を」「５分間家庭訪問のすすめ」「先

生からのプレゼント“本気で喜怒哀楽”を」････

など胸に迫る言葉をたくさんいただきました。

H28 教職員研修 （於）池博物館 ８/９

「「「「障害者差別解消法障害者差別解消法障害者差別解消法障害者差別解消法についてについてについてについて」」」」

梅花女子大学 伊丹 昌一 教授

■子どもの行動を理解することは、子どもの気持ち

を理解すること。「欲求を満たすものがほしい」

「ここにいたくない」「私を見て！」「不安」「ひま

（何もすることがない）」など、子どもの気持ちを受

け止めて望ましい姿を大人が決めること。自己肯定

感を高めることで２次的症状を予防すること。････

等々、有意義な助言をいただきました。

８/２～３ ふるさと さやま発見研修

大阪狭山市の小・中初任者、

10 年経験者、他市町からの

異動教諭を対象に「ふるさと

さやま発見」を実施しました。

８/１０ タイムリー研修

教育長あいさつ 立田 慶裕先生「これからの学力」

大阪狭山市のすべての教職員

が一堂に会する研修が今年も

SAYAKA ホールで行われ、

学校園の実践報告や講演会が

行われました。

８/４ チームワークー研修

各小･中学校からの企画メンバーによるワークショ

ップで、初任者から 10 年経験者までの教職員のチ

ームワークが強まりました。

８/２２ MIM-PM研修

文科省の指定事業のテーマとして取り組んでいる

ＭＩＭ について体験的に学びました。

７/２８ アンガーマネジメント研修

子どもへの指導の場面を想定

したり、自分のこれまでの生活

を振り返ったりしながら、怒り

について正しく理解し、コント

ロールする手法を学びました。
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ICT ＝ Information and Communication Technology の略。

一般に情報通信技術と訳されます。

児童･生徒にとっての“魅力ある学校”を築くため

に“学校づくり応援事業”を進めています。その中

で大阪大学 西森 年寿准教授の指導を受け、ICT の

効果的な活用について研究を続けています。

8/30 には南第三小学校の先生たちが“iPad の基本

操作”を中心に様々なアプリケー

ションを体験しリテラシーを高め

ていきました。 そして、「学習の

質を更に高めたい」…こんな先生

たちの願いと ICT 活用の可能性

が広がる研修でした。ICT を活用

した授業は、12/2 の“まるごとパック研究発表会”

において公開予定です。

9/8 には南第二小学校で実施さ

れ、岡田守人首席から、算数の授

業で ICT を積極的に活用し、効

果を高めている実践事例が分かり

やすく示されました。その後、西

森准教授の指導による“iPad”を

用いた実技研修が行われ、熱心に研修を受ける先生

の姿勢からは、ICT の活用を一層広げていきたいと

の意欲を感じました。

大阪狭山市では、今年度当初

から「組体操の実施に係る検討

会議」を継続的に開催し、“子ど

もたちの安全と組体操の持つ教

育的価値”の視点から学校と綿

密に協議してきました。そして、

その内容を“安全な組体操を実

施するために”としてまとめました。

さらに、この内容に沿った安全指導が各校で円滑

に進められるよう、実技研修会を 8/30 に行いました。

研修会では、大阪教育大学 井上功一准教授と大阪

狭山市教育研究会体育部会１３名の教員による、段

階を追った丁寧な指導が行われ、約６０人の

iPad 操作を興味深く

学びました。（南三小）

ICT 機器の可能性を実

感しました。（南二小）

苦手に思う子どもを想

定して考えます。

参加教員の動きや表情は真剣その

ものでした。

井上先生からは「組体操でしか

味わえない団結感･成就感があり、

力を合わせ困難を克服し作り上げ

ていく喜びは子どもの成長に良い

影響を与えます。だからこそ『どこが危険なのか。ど

んな事前準備が必要なのか』個々の技について、指導

のポイントを十分検討した上で実施することが求めら

れます。『運動に怪我はつきものではなく、防がなけ

ればならないもの』です」と助言を受けた後、特に配

慮を要する 10 種の組体操を、実技を通して具体的に

学ぶことができました。

ふるさとを愛し誇りに思う心の育成は、自己を形成

する上で大きな役割を果たすことが知られています。

このような観点からも大阪狭山市では｢ふるさと さや

ま｣をテーマとする学習を積極的に進めています。

9/6 東小学校では、大阪府教育庁文化財保護課から

専門家をお招きして、６年生を対象に『狭山藩陣屋跡

の文化財について』の学習が行われました。

「文化財って、どんなものかわか

るかな？」･･･導入で古墳や土器な

どが写真パネルで紹介された後、

出土した瓦･陶磁器の実物に触れ、

東小学校の校章や陣屋跡の碑と関

連する狭山藩北条氏の話を聴くこ

とができました。

また、東小学校周辺の現在と当

時の地図を比較･発見･発表する学

習活動では･･･「今歩いている道

は昔もあったんだ！」「上池は東

小学校の一部になっていて、下池

は東幼稚園の北に今も残っている

よ」「陣屋には大きな家や小さい

家、裁判をする場所もあるよ」等･･･子どもたちが次

々に発見し、発表していきました。

自分たちが暮らす地域の歴史に触れ、先人とのつな

がりを感じることで“さやま”への愛着が深まったよ

うでした。

写真パネル･遺物･地

図…たくさん準備物

が用意されました。

陣屋の平面図と東小

校区の地図から気付

いた点をまとめます。

熱心にメモを取りな

がら学ぶ先生たち。

平成２８年１０月７日発行
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歓声と拍手。励まし合い、声援を送り合い、喜び

と悔しさを共有し連帯感を肌で感じる…そんな印象

に残る体育大会が 9/30(金)に繰り広げられました。

第三中学校

南 中 学 校

狭山中学校

９月２日に実施された「教育課程連絡協議会」は

Ⅰ部～Ⅳ部構成で進められました。各校の管理職を

はじめ５０人の出席者からは、次期学習指導要領改

訂や今後の課題を正面に見据え、気持ちを揃えて取

り組もうとする熱意が伝わって来ました。

ⅠⅠⅠⅠ部部部部.「全国学力･学習状況調査（小６･中３）」の大阪

狭山市の結果を継年比較し、本市の児童･生徒たち

の頑張りとそれを引き出している学習のポイント

を“学力を育てる土台”としてまとめました

・クラスメイトと協力しながら進めている学習

・自分の良い点を認めてもらえている学習

・自分の意見を発表できる場のある学習

ⅡⅡⅡⅡ部部部部.「全国学力･学習状況調査（小６･中３）」の大阪

狭山市の結果分析を踏まえて、学力との関連が強

いと思われる調査項目が提示されました。

■授業づくりの視点から

自分の考えを深める････広げる････発表する････話し合う････

目的に応じて資料を読む････根拠を示して書く････うま

生徒代表の決意 負けないぞ！

かわいい園児と入場手強い！

跳ぶぞ！大縄！バトンを次の走者に

力を出しきります

気持ちをそろえて！

声援に応えたい！

今年度から、さやまの小･中学生の現状と課題を把

握するために「子ども白書プロジェクト」を立ち上げ

て、さまざまな調査を総合的に分析しています。

9/5(月) 第２回目の会議では、

関西大学の若槻先生･大阪大学の

前馬先生･校長会代表･各学校から

の教員と市教委指導主事･アドバ

イザーの１５名が集まり、全国学

力･学習状況調査等の結果概要を共有した後、さやま

の子どもの「いいところと気になるところ」について

話し合いました。

お二人の学識経験者からは「さやまの先生たちの取

組みに対する意識の高さが、成果につながっている」

「更に、さやまの子どもたちに

どんな力をつけたいかをまとめ、

気持ちを揃えて取り組むことが

大切」との助言をいただきまし

た。次回は１０月に実施します。

く伝わるよう話しの組み立てを工夫するなどを採

り入れた“主体的･対話的な学び”は、国語と算数

(数学)の基礎力･活用力を共に育てます。

■読書習慣の視点から

小･中学校間での効果的な取組みを共有すること

で言語能力の基礎が養えます。

■家庭学習の視点から

宿題･予習･復習を児童生徒が計画的に進めること

で学ぶ意欲が高まります。

ⅢⅢⅢⅢ部部部部. 学習指導要領改訂の全面実施（小はＨ３２年度～･中はＨ３３

年度～) についてその動向を学びました。この改訂で

は「指導内容(何を学ぶのか)」に加えて、「どのよ

うに学ぶか」「何ができるようになるか」の視点か

ら見直されています。殊に、アクティブ･ラーニン

グ(ＡＬ)の３つの視点『主体的な学び･対話的な学

び･深い学び』についての正しい理解が必要です。

ⅣⅣⅣⅣ部部部部. 中学校区別のグループ交

流会では「子どもたちの育ち

を確かなものにする綿密な連

携の必要性」「中学校区で子ど

もを育てる視点の必要性」が

改めて共通認識されました。

子どもの学習･意識･生活などの現状把握と今後

の方向性や課題を学び合うことで、学校教育の充

実をめざす取組みに弾みがつきました。



そったく
大阪狭山市教育委員会 学校教育グループ１２０号

 

秋風の中、小学校は 10/16 に、幼稚園は 10/22 に運

動会が行われました。運動場いっぱいに温かな拍手

と歓声が広がる素晴らしい運動会でした。口元を固

く結び、元気な表情で入場する子どもたち…競い合

い、全力を出し合い、協力し合いながらやりきった

喜びの表情が強く印象に残りました。
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学校力向上を目ざした“まるごとパック事業”は５

年目を迎えました。大阪狭山市の教育を推進していく

上で、この事業は大きな役割を果たしています。研究

発表会から、私たちは新鮮な刺激を受け多くのことを

学び続けています。

今回は 11/11（金）開催の第三中学校、11/15（火）開催

の北小学校、12/2（金）開催の南第三小学校の校長先生

を訪ね、研究･実践の内容や特色、発表会当日の進行

予定などを伺いました。

第三中学校 中川校長第三中学校 中川校長第三中学校 中川校長第三中学校 中川校長 □Ｑ ■Ａ

□何を大切にして、三中教育を進

めておられますか。

■「主体的に考え行動し表現でき

る生徒の育成」と「生徒と教師

との信頼と強いつながり」を大切に進めています。

同時に“時を守り 場を清め 礼を正す”ことを当た

り前の事として取り組み、『凡事徹底凡事徹底凡事徹底凡事徹底((((当当当当たりたりたりたり前前前前のことをのことをのことをのことを一生懸命一生懸命一生懸命一生懸命

にやることにやることにやることにやること))))』の言葉と共に生徒･先生たちに定着してき

ました。発表会当日は、特別でなく普段通りの清掃

･昼休み･授業･終礼の様子を、凡事徹底の観点から

ご覧いただければと思います。

□ 11/11（金）の進行について教えてください。

■ 12:50 受け付け開始。清掃･昼休み･５限目授業･６

限目授業･終礼と続き、全体会で三中の実践報告を

行い、4:00 から大阪府教育センター閑喜 美史先生

から「支援教育の視点から見た保･幼･小･中連携」

についてご講演いただきます。

□授業の内容はどのようなものですか。

■１年生が主体的な学習・ＵＤ(ユニバーサルデザイン)に配慮し

た教科の授業。２年生が『職業体験学習』の報告。

３年生が障がい者理解の視点からの聞き取りと感想

の交流です。当日は、私たちの気付いていない点を

ご指摘いただけると幸いです。

北小学校 竹田校長北小学校 竹田校長北小学校 竹田校長北小学校 竹田校長 □Ｑ ■Ａ

□北小では『思考力の育成』を

中心に研究･実践を進められて

４年目とお聞きしましたが…

■はい、当日の公開授業におきま

心をひとつに ( こども園 )元気にバルーン(西幼) 仲良く親子で(半田幼)
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しても「思考ツールを活用した授業づくり」を共

通のテーマに全クラスで授業を公開します。

□“思考ツール”についてご説明ください。

■比較･分類･関連づけなどの学習活動を通して、考

えを整理したり･深めたり･広げたり･交流し合った

り･プレゼンテーションする際に用います。例えば、

ベン図･ボーン図(魚の骨)･Ｘチャート図･ピラミッド

図などがあります。

□難しそうですが、子どもたちはどうですか。

■学校全体として発達段階を考えながら丁寧に積み

重ねており、考える際の状況･場面に合わせてうま

く活用していると思います。当日の公開授業では、

参観者にご理解してもらえるよう生活科･総合学習

･教科学習の中で用いられる“思考ツール”や“授

業の観点”などを各教室に提示致します。

□ 11/15（火）の時程はどうなりますか。

■ 13:00 に受け付けを始めます。13:15 から清掃･昼

休み･５限目授業となります。14:50 から北小の実

践報告の後、鳴門教育大学 泰山 裕先生より「思

考力を育てる授業づくり」についてご講演をいた

だきます。多くのご意見を頂戴できれば有り難い

です。

南第三小学校 藤本校長南第三小学校 藤本校長南第三小学校 藤本校長南第三小学校 藤本校長□Ｑ■Ａ

□特に重点を置いて進めておら

れる内容をお教えください。

■｢学び合う集団｣と｢思いやりの

集団｣を２本柱にして『温かな

集団づくり』をテーマに全ての教育活動を進めて

います。「学び合う集団」では“互いの考えを伝え

合い、全員が参加できる授業づくり”に取り組ん

でいます。体力づくりや生活指導においても「集

団づくり」の観点から、子どもたちが“仲良く頑

張り合える喜び”を味わえるような取組みを進め

ています。又、学ぶ意欲を更に高めるために、ICT
を活用した実践･研究にも取り組んでいます。

□大阪府道徳教育研究指定を受けておられますが…

■平成 28･29 年度の２年間、道徳の教科化を踏まえ

た授業づくりや評価のあり方の研究に取り組むと

共に、これらと関連付けた｢思いやりの集団づくり」

を進めています。

□ 12/2（金）の ｢注目してほしい点｣をお教えください。

■頑張る子どもたちと、教職員のチームワークをご

注目ください。13:25 からのジャンプアップ(全員で大

縄跳び)は、11 月に文科省から全国表彰を受ける“体

力づくり”の取組みの一部です。又、今年独自に

つくった“三小リズム体操”は全員が覚えて準備

運動など全校で活用しています。13:50 からの公

開授業では、低・中・高から各２クラスが道徳の

授業と ICT を活用した授業を行い、他クラスは各

教科の授業を行います。又、統一した様式で全ク

ラスの授業案をご呈示しますので、是非ご意見や

ご感想をお寄せください。

子どもたちに｢ふるさと さやま｣を実感させてくれ

る狭山池。築造されたのは飛鳥時代。今年で１４００１４００１４００１４００年

を迎え、様々な記念事業が行われています。

大阪狭山市の全小学校は｢フラワープロジェクト

1400」に参加しています。各小学校では色とりど

りのパンジーを苗から育て、今、その苗をプランタ

ーに植え替え更に大きく育てています。この後、狭

山池の北堤と南西堤にプランターを配置し、各校が

デザインした図や文字を作成していきます。300 個の

プランターで「さやりん」を

形にする南第三小学校。370 個

のプランターで「ＳＭＩＬＥ」

の文字にトライする西小学校

・・・12 月上旬には、多くの

児童が心を込めて育てたパン

ジーが狭山池を彩ります。

６月の田植えから４ヶ月。

第七小学校･南第一小学校の

５年生が豊かに実った稲のに

おいと感触を楽しみながら稲

刈りを行いました。ほとんど

の児童が初めての体験です。

こわごわ握っていた鎌も、使い方を丁寧に教えても

らってどんどん上手になっていきました。そして、

あちこちからザック､ザックと

心地よい音が聞こえるように

なりました。

児童の感想には「６月の田

植えの時は、あんなに小さか

ったのに大きく育っていてび

っくりしました。おもちを作る

のを楽しみにしています。」「お米をつくるのに、こ

んなに手間がかかるんだと思いました。コンバイン

は便利だけどすごくお金がかかるし…大変だなーと

思いました。」などがありました。

体験の中で五感を働かせ、教

室の中では学び切れない多くの

ことを感じ取っています。中学

校で実施されている“職場体験

”も同様です。日常から少し離

れた体験が“他者や社会”と出

会わせ、社会の多様性に気付かせ、キャリア教育の

土台を育てるのだと思います。

｢わっ,今カエルとんだ!!｣

暑くてしんどかった｡でも

いっぱい刈りました｡

「もう少し下を刈ってごらん」

２年生が育てた苗を４年生が

植え替えました。（南二小)
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11 月 26 日、ＳＡＹＡＫＡホールにおいて第９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。「子どもたちが、心豊

かに育ってほしい。素敵な自分

に気付き自信を持ってほしい。」

このような願いを子どもたちに

届ける機会として、また、家庭･

地域･学校園･関係諸機関がつな

がる場として実施されています。

フェスティバル前半は、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。また、各受

賞者によるプレゼンテーション

が行われ「苦労したこと。工夫

したこと。心を動かされたこと」

などを自分の言葉でしっかりと伝えました。子どもた

ちは、きっと自信や読書への意欲を高めたことでしょ

う。

フェスティバル後半は、さや

まで学ぶ子どもたちの溌剌とし

た姿が会場を盛り上げていきま

した。“団結と友情”を確かめつ

つ、自分の力を出し切ろうとす

る子どもたち。その真剣な姿が

輝いていました。特別なステー

ジに立つことで、自分が気付かない能力や可能性に気

付き、自信を持って歩んでいく貴重な機会になったと

思います。

市長賞･教育長賞をはじめ各

賞を受賞した子どもたち。

受賞作品についてのプレゼ

ンテーションを進めます。

「元気っ子クラブ」で稽古す

る子たちにとって励みにな

る発表の場です。

迫力！(狭山高校ダンス部） 合唱と笛の輪(南三小) 響く太鼓(大野台こども園)

エ ビエ ビエ ビエ ビ ････ カ ニ ダ ン スカ ニ ダ ン スカ ニ ダ ン スカ ニ ダ ン ス(南第二幼稚園) エイサーエイサーエイサーエイサー がががが 聞聞聞聞 こえますこえますこえますこえます(池尻保育園) 考考考考えたえたえたえた振振振振りりりり付付付付けけけけ(東小ダンス部)

学校力の向上を目ざして、第三中学校(11/11)・北

小学校(11/15)・南第三小学校(12/2)が、多くの参観者

を迎えて学校をまるごと公開しました。

給食後、隅々まで心を配り清掃活動を進める三校

の児童･生徒たち。清掃後、運動場には笑い声･歓声

と共に、ボール遊び･縄跳びなど･･･友だちの輪が広

がります。南三小では｢ジャンプアップ・チャレンジ｣

(３分間で長縄を何人跳べるか)に挑んでいる児童

や先生たちの励まし合う元気な姿

が印象的でした。

予鈴が鳴ったとたん、一斉に教

室に向い学習準備。日常の先生た

ちの地道な指導が見事に映し出さ

れていました。

公開授業 職員全体が目標を明確に共有し、

子どもの発達段階を踏まえた系統的な研究実践を参

観することができました。

■第三中学校…１年生では、学習意欲を高め主体的

な学習を目ざした授業が展開されていました。２年

生は“職場体験”で学んだ内容の発表と交流です。

自分を見つめ、これからの“生き方”を真剣に考え

る大変良い機会になっていました。

３年生は、事故で車椅子生活を送

る“信頼する中村珍晴さん”に対

して、自身の悩みや迷い･疑問など

を真剣に投げ掛けます。生きるこ

との意味や喜びや重みを深く考える学習の場になり

ました。

■北小学校…「考える力」を付ける手段として“思

考ツール”を取り入れた授業が公開されました。先

生たちは“思考ツール”をどう活

用すればよいかを考えながら進め

ていました。今後は、学習内容の

定着や学習意欲などとの相関関係

を検証しながら校内研修を進める

ことが“深い学び”に結びつくと

思いました。

■南第三小学校…大阪府の研究指定を受け研究を進

める“道徳の授業”と“ICT を活用した授業”を軸

に統一された様式の指導案に沿って丁寧で工夫され

た授業が全クラスで進められました。 （裏面へ）

思考ツールをもとに理

由を説明します。(北小)

大きな声援が飛び交い

ます。(南三小))

学校では学べない貴重

な職場体験。 (三中)

平成２８年１２月６日発行
http://www.osakasayama.ed.jp
gakkou@city.osakasayama.osaka.jp



懐かしい曲も(三中吹奏楽部)

全ての教育活動を『温かな集団

づくり』に還元させていく南三小

の取組みが、良質な学習集団･温か

な仲間関係･信頼し合う異年齢集団

･落ち着いた学習環境に結び付いて

いるように思いました。客観的な

子どもの姿から評価･検証し、P（計画）・D（実施）・C（評価）・A（改

善）サイクルで今後も着実に歩んでほしいと思いまし

た。

全体会･分科会 全体会では各校の取組み内容

に応じて、大阪府教育センターや大学から専門家を

招き指導をいただきました。分科会では中学校区の

課題を共通理解し、解決への道を探る事を通じ“育

ちの連続性”を高めようという取組みの素晴らしさ

を改めて実感しました。

“これからの大阪狭山市のまち

づくり”をテーマにした第３回

「みらい大阪狭山 子ども議会」

が、11 月 1 日(火)、大阪狭山市

議会議場で行われました。

「わたしは、この町をとて

もいい所だと思っています。そして、もっと良い

町にするために２つのことに取り組むことが大切だ

と思います。…」 市内の全小学校･中学校から

参加した２０人の児童生徒が、大阪狭山市を一層

“安全で安心なまち”にしていきたいとの思いを込

めて、様々な提案を行いました。みずみずしい感性

と素直な問題意識から真剣に考えた提案です。

次のようなものがありました。

□狭山池の魅力を発信し多くの

人が訪れるまちに

□多くの人と交流して、いじめ

や差別のないまちに

□ＳＮＳの危険性と使い方につ

いて

□地域の人達とのあいさつ･ふれ合いを活発に

□市全体で避難訓練を行い助け合いの心の輪を

□街灯･道路･歩道の整備と公園の充実を…･等々。

多くの提案について市議会議員の方々は、若い

世代の意見を大阪狭山市の“ま

ちづくり”に反映させる貴重な

機会として、一つひとつの提案

を真正面から受け止められ、丁

寧で分かり易い言葉と真摯な姿

勢で答弁くださいました。

緊張しましたが提案を伝

えることが出来ました。

提案を真剣に受け止め、

答弁してくださいました。

自分たちが暮らす地域･人

･くらしからの提案です。

ＩＣＴで自分の動きを

見て確認。 (南三小)

子どもたちは「子ども議会」

に参加することで大阪狭山市へ

の愛着が更に深められ、自分た

ちの提案が“まちづくり”につ

ながるという効力感を持つこと

ができたようです。

「子ども議会」の取組みは、

社会を形成する者として自覚を持って地域社会に関

わり、主体的に考え判断し行動できる公民的資質を養

っていく『『『『主権者教育』』』』そのものであると思いました。

大阪狭山市の全小学校が参加

する｢フラワープロジェクト14

00」 今、プランターで育てた

パンジーを狭山池の堤に移す作

業を各校が続けています。全部

揃うのが楽しみです。

11 月 13 日(日)に「第６回 さ

やりんピック」が、12 月 3 日(土)

に「第１７回 サンネットフェス

タ」が開催されました。澄み渡

る青空と快い陽気の下、地域の

人たちや子どもたちが大勢参加

し、会場は笑顔と歓声に包まれていました。

子どもたちが抱く「地域･人への愛着と信頼感」は、

温かな交流の場で育てられます。将来の社会の担い

手として、社会の改善に関心を持ち、より良い社会

をつくる活動に積極的に関わるかどうかは「地域･人

への愛着と信頼感」に左右されます。他者に関心を

持つ人ことが“より良い社会づくり”の力強い担い

手となるのです。

地域の人々が集い、笑顔で語り合い交流を楽しむ

体験が「地域･人への愛着と信頼感」を育てていく。

それを実感できた素敵な一日でした。

第６回 さやりんピック

第17回 サンネットフェスタ

共につくりましょう、

より良い大阪狭山市を！

手づくりコーナー(狭中美術部)

さやりんと写真撮影

注目の的(狭中吹奏楽部)会話も笑顔も弾けます。

楽しみなドッジボール大会 中学生コーナーにも長い列

校章を表現します。(東小)



そったく
大阪狭山市教育委員会 学校教育グループ１２２号

 

本年も『啐啄啄啄啄』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。

狭山池築造狭山池築造狭山池築造狭山池築造１４００１４００１４００１４００年年年年をををを記念記念記念記念しししし

たたたた““““フラワープロジェクトフラワープロジェクトフラワープロジェクトフラワープロジェクト１４００１４００１４００１４００””””

にににに全小学校全小学校全小学校全小学校がががが参加参加参加参加しましたしましたしましたしました。。。。パパパパ

ンジーンジーンジーンジーををををプランタープランタープランタープランターでででで育育育育てててて、、、、そそそそ

れをみんなでれをみんなでれをみんなでれをみんなで考考考考えたえたえたえた図案図案図案図案どおりどおりどおりどおり

にににに配置配置配置配置しましたしましたしましたしました。。。。うまくうまくうまくうまく作作作作れたとれたとれたとれたと

思思思思いますいますいますいます。。。。どうぞどうぞどうぞどうぞ楽楽楽楽しんでくださしんでくださしんでくださしんでくださ

いいいい。 （。 （。 （。 （七七七七つのつのつのつの小学生一同小学生一同小学生一同小学生一同））））

歴史の流れを思い、北条氏ゆかり

の「校章」を表現しました。（東小）

みんなで「ＳＭＩＬＥ」。今年もス

マイルを送り続けます。（西小）

天駆ける「龍」のように、勢いよ

く大空を飛び続けます。（北小）

私たちの「ＳＭＩＬＥ」が楽しい

学校をつくっています。（南一小）

池に浮かんでた「ラバーダック」

の愛らしさを表しました。（南二小）

元気で明るい笑顔の「さやりん」

が大好きです。（第七小）

私たちのマスコット「さやりん」

とはいつも仲良しです。（南三小）

各中学校区では“育ちの連続

性”“学びの一貫性”を学校園間

で共通認識し、キャリア教育を

軸に保･幼･小･中の連携を進めて

います。このような連携が、小

１･中１の段差を乗り越え「夢･

希望･自信」を持ってたくましく歩み続ける子ども

を育成することにつながります。

中学進学に際して…「学び方

が全く違うの？」「クラブ活動っ

て？」「上級生は優しいかな？」

「新しい友だちができるかな？」

…こんな不安を払拭させ“安心

して中学生活を送ってほしい”

とのメッセージを、中学生が 6
年生に届けました。

狭山中学校 12 月 8 日に東小･北小の 6 年生が「体

験入学」をしました。中学 1,2 年生の生活委員が、

"学校案内"と"歓迎イベント"を
進行していきます。そして「中

学校は成長できる新たなステー

ジ」ということを、後輩たちに

しっかり伝えていました。

"クラブ体験 "
では、実際の練習に参加しました。

上級生のキビキビした動きに感嘆

しつつ、優しく丁寧に教えてもら

うことで緊張がほぐれていったよ

うです。練習が終わる頃にはすっかり狭山中学校に

親しみを持った表情になっていました。

第三中学校 中学校の授業を 6 年生に体験してもら

おうと、中学校の先生が西小学校

と第七小学校で出前授業を行いま

した。三中の田上先生は、「仲間

分けができる力をつける」を学習

の"めあて"にした「理科」の授業

です。一人ずつ配付されたカード

に記されたものが、動物なのか植

物なのか･･･分類した後、全員で

意見を出し合い“動物･植物･生物

”の概念や定義を皆で考えます。

小さな思いつきや意見も、大切に

受け止められ、身構えていた 6 年

生たちに“学ぶ楽しさ”が広がりました。（（（（裏面へ））））

生活委員が学習や年間行

事を説明します。(狭中)

６教室に分かれ「狭山中

の一日」を動画で見た後、

先輩に質問です。(狭中)

ゲームとクイズで一気に

距離が縮まります。(狭中)

ソフトボール部(狭中)

意見を交流し合い、考

えを深めます。（西小）

三中生活について沢山

の質問です。（西小）

平成２９年 １月６日発行
http://www.osakasayama.ed.jp
gakkou@city.osakasayama.osaka.jp



又、小林先生が「社会」と「三

中生活について」の授業を行いま

した。

授業を受けた 6 年生からは「中

学校での勉強がとても楽しみにな

りました」「早く中学生になりたい

と思いました」「中学校でもがんばろうと思います」

…など、沢山の安心と希望の言葉を聞くことができ

ました。出前授業は三学期にも予定されています。

1 月 19(木)に南中学校が“まるごと授業公開”を

行います。校長先生にこれまでの実践･研究の取組み

を中心にお話をお伺いしました。

南中学校 蔵之前校長先生□Ｑ■Ａ

□当日、滋賀県湖南市から小･中連

携の視察に来られるそうですが。

■南一小の視察後、南中校区の「成長をつなぐ」「学

びをつなぐ」という視点からの保･幼･小･中連携を

公開授業･分科会を通してご覧頂けると思います。

今までの連携の積み上げと“授業改善”の取組み

が相まって、生徒たちの学習に向かう前向きな姿

勢を引き出しているのだと思います。

□公開授業･分科会についてお教えください。

■単元名･めあて･授業の流れを記した一覧表を手に

参観して頂きますが、今回は先進校視察で学んだ

“疑問形でのめあて”を取り入れました。又、分科

会構成では“子どもの成長についての交流”の外、

校種を越えた“学びのあり方”を検討していく場

として、数学･社会･国語の分科会を新しく設けま

した。南中校区以外の小学校の先生方も是非ご参

加ください。今後、保･幼･小･中連携を基に“授業

交流”の取組みが進められたらと思っています。

□当日の流れをお教えください。

■ 13:40 からの授業参観後、関西大学の若槻 健准教

授による「アクティブ･ラーニング」についてのご

講演、そして６分科会での交流会と続きます。

スポーツ庁は小 5 年生･中 2 年生

対 象 の 全 国 体 力 調 査 の 結 果 を

12/15 に公表しました。大阪府は

「全国との差はまだあるが改善傾

向にある」状況です。

文科省(生涯学習政策局)は２年前“子ど

もの体力低下の原因”をいくつか指摘し、その中で

★外遊外遊外遊外遊びにびにびにびに不可欠不可欠不可欠不可欠なななな空間空間空間空間････時間時間時間時間････仲間仲間仲間仲間のののの減少減少減少減少

★教師教師教師教師のののの経験不足経験不足経験不足経験不足によるによるによるによる「「「「楽楽楽楽しいしいしいしい運動運動運動運動とととと発達段階発達段階発達段階発達段階にににに

応応応応じたじたじたじた指導工夫指導工夫指導工夫指導工夫のののの不十分不十分不十分不十分ささささ」」」」 を挙げています。

これらは「学校園生活」と「体育の授業」の工夫

次第で改善できるものだと考えます。

小山を登るコースを

１０１０１０１０分以上走れるように

なりました。（東野幼）

中学の先生に親近感を

持てました。（七小）

“外遊びと仲間づくり”をリンクさせる。伸長が実

感できる方法で評価する。空間と

時間を捻出し、季節やねらいに合

った運動種目を設定する…などで

１年間を通して子どもたちの運動

意欲を持続させたいものです。

又、「楽しく･仲良く･鍛える体育

授業」を継続的に実践できる仕組みづくりを学校全

体で進めることが重要だと考えています。

子どもたちが将来、自立して生きていくために必

要な“根っこ”の一つが「地域への信頼と愛着、伝

統や文化への誇り」だと言われます。学習指導要領

に「伝統や文化に関する教育の充実」が謳われてい

るのも、子どもが自己を形成する上で大切な役割を

担っているからでしょう。このような趣旨に沿った

取組みが南中学校区と東小学校で行われました。

12/10((((土土土土)))) 南中校区南中校区南中校区南中校区 わくわくわくわくわくわくわくわくフェスティバルフェスティバルフェスティバルフェスティバル

青空に届くほどの笑い声や歓声

が響く中、“わくわくフェスティバ

ル”を地域･PTA の人たちと共に

成功させようと一生懸命な中学生

たち。大勢の人たちが集う体育館

での吹奏楽部による素晴らしい演

奏。模擬店での明るく溌剌とした気持ち良い対応が

人々の笑顔を誘います。

このような交流を通して、地域

の一員として貢献できる喜びと効

力感に包まれて“ふるさと”を感

じる事が“さやま”への愛着に結

び付いていくように思いました。

12/17((((土土土土)))) 東小学校東小学校東小学校東小学校 土 曜 授 業土 曜 授 業土 曜 授 業土 曜 授 業

“学校の特色づくり”として、様

々な形で「学ぶ楽しさ」を体験し、

学びに対する関心や意欲を高めよ

うと各校で「土曜授業」を工夫し

ています。

東小学校では

特色づくりのコンセプトを「ふる

さと さやま」とし、これまで郷土

の歴史学習として“狭山藩陣屋跡

の文化財”の学習を行いました。

今回は第１部 狭山池にちなんだ

民話「金のうろこ」の人形劇、第

２部が「輪になって踊ろう 狭山音

頭」です。楽しく学ぶことを通し

て「さやまを知り、さやまを大切

に思う心」を育てます。親子で来

校された方も多く約 400 人が温かい交流を楽しみま

した。

喜んでもらえて「頑張

って良かった！」

地域の一員として地域

貢献でき嬉しいです。

狭山池を大事に思う人

々の心が伝わります。

初めて狭山音頭を踊り

ます。早く覚えたい！

音頭に合わせて踊れる

ようになったよー。

たくさん跳べるように

頑張るぞ！(半田幼)



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・

学校生活管理指導表を提出 ⇒ 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） 



 【平成２８年４月現在　単位；人】

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 1 1 3 1

中学年 2 1 1 2 2

高学年 1 1 1

計 9 5 2 2 1 1 5 4

低学年 2 2 1 1 2 3 2

中学年

高学年 1 1 1 1 1 1 1

計 5 2 3 2 2 3 4 3 1

低学年

中学年 1 1 1 1 1 1

高学年 2 2

計 3 3 1 1 3 1 1

低学年 1 1 1 1 1

中学年 4 2 1 4 2 2 5 2 1

高学年 1 2 1

計 10 5 2 2 7 4 3 6 2 1

低学年

中学年

高学年 1 1 1 1 1 1

計 1 1 1 1 1 1 1

低学年 2 3 1 1 1 3 3 3 2

中学年 5 3 1 1 1 3 5 3 3

高学年 1 1

計 9 8 6 2 2 2 6 9 6 5

低学年 1 1

中学年 1

高学年 1 1 1 1

計 4 2 1 2 2

計 5

計

計 1

26 15 4 14 11 15 30 17 9

一種類 23 複数 16 全て 2

2 2 1 3 3 2 3 3 1

一種類 2 複数 4 全て

28 17 5 17 14 17 33 20 10

一種類 25 複数 20 全て 2

小学校計 41

中学校計 6

47合　　計

1第三中 1

南　中

3 2 2 3 1

第七小

狭山中 1 2 1 3

東　小

西　小

南第一小

南第二小

南第三小

北　小

食物アレルギー除去食提供者数

学校名 学年

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

ふりか
け停止

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 H28年4月

中学校

小学校

【単位:人】











◆ 日　　時      　平成28年8月3日(水)～8月5日(金)

◆ 場　    所　  　大阪府立狭山池博物館　ホール
◆ 対　　象      　小学校４～６年生　  

◆ 申込期日    　  平成28年7月29日(金)　午後5時30分 必着

◆ 定　    員      　３０名　応募者多数の場合は抽選

◆ 時　　間      　いずれも午後1時30分～午後4時5分

◆ 参  加  費      　無料

◆ 問い合わせ　 大阪狭山市教育委員会歴史文化グループ　

こども歴史塾
れき し じゅく

れき し がくげいいん

歴史にくわしい学芸員さんが、

みんなあつまれー！

歴史のおもしろさを教えてくれるよ！
れき し おし

申し込み方法はチラシのウラを見てね
もう こ ほうほう み



◆その他　受付締め切り後、受付票は、郵便によりお送りしま
　　　　  す。応募者多数の場合、抽選を行い、当選者の み
　　　　  受付票を発送いたします。  

◆申込み　 申込書に住所・氏名・ふりがな・学年・電話番号を
　　　　  記入の上、市役所３階歴史文化グループに持参し
                   ていただくか、 申込書を切り取り、 ハガキに貼付
                   の上、下記まで郵送してください。
　　        
                   〒589-8501　
　　　　　大阪狭山市狭山１－２３８４－１
　　　　　大阪狭山市教育委員会
　　　　　歴史文化グループ
　　　　　『平成28年夏休みこども歴史塾』担当

            　下記のメールアドレス・FAXでも、申込を受け付けます。
                氏名・ふりがな・住所を記入の上、送信してください。

平成28年夏休みこども歴史塾　参加申込書
保護者氏名（受付票は、保護者の方にお送りします。）

◆問い合わせ　大阪狭山市教育委員会歴史文化グループ　
　　　　          ０７２－３６６－００１１（内線８２６）

ＦＡＸ    ０７２－３６７－６０１１
＊申し込み時の個人情報は、受付名簿の作成、案内
    の通知のみに使用します。
    お名前には、必ずふりがなを記入してください。

氏 名

住 所

ふりがな

〔〒　　　　　　　　　　〕 〔☎　　　　　　　　　　　　　　〕

氏 名

小学校

ふりがな

年生

氏 名

ふりがな

小学校 年生

氏 名

ふりがな

小学校 年生

参加希望児童（お名前に、ふりがなをご記入ください。）

メールアドレス
               sayamaike@city.osakasayama.osaka.jp

広報・ＨＰ等への写真掲載　　　許可　・　許可しない
どちらかに○をつけてください。

8月3日（水） 8月4日（木） 8月5日（金）

１時間目

13：30～14：15

（45分）

２時間目

14：25～15：10

（45分）

３時間目

15：20～16：05

（45分）

信長・秀吉・家康
と北条氏

組みひもを
編んでみよう！２

閉講式
組みひもを

編んでみよう！１

休　憩（10分間）

休　憩（10分間）

遺跡から見つかった
まじないの世界

開講式
「絵でみる」
戦国時代の風景

　　　　　　もんよう

日本の文様
お金のはじまり

じかんわり

れき し
じゅく



◆ 日　　時      　平成28年12月26日(月)・12月27日(火)

◆ 場　    所　  　大阪狭山市立公民館　集会室２・多目的室
◆ 対　　象      　小学校４～６年生　  

◆ 申込期日    　  平成28年12月16日(金)　午後5時00分 必着

◆ 定　    員      　３０名　応募者多数の場合は抽選

◆ 時　　間      　いずれも午後1時30分～午後4時

◆ 参  加  費      　無料

◆ 問い合わせ　 大阪狭山市教育委員会歴史文化グループ　

こども歴史塾
れき し じゅく

れき し がくげいいん

歴史にくわしい学芸員さんが、

みんなあつまれー！

歴史のおもしろさを教えてくれるよ！
れき し おし

申し込み方法はチラシのウラを見てね
もう こ ほうほう み



◆その他　受付締め切り後、受講票は、郵便によりお送りしま
　　　　  す。応募者多数の場合、抽選を行い、当選者の み
　　　　  受講票を発送いたします。  

◆申込み　 申込書に住所・氏名・ふりがな・学年・電話番号を
　　　　  記入の上、市役所３階歴史文化グループに持参し
                   ていただくか、 申込書を切り取り、 ハガキに貼付
                   の上、下記まで郵送してください。
　　        
                   〒589-8501　
　　　　　大阪狭山市狭山１－２３８４－１
　　　　　大阪狭山市教育委員会
　　　　　歴史文化グループ
　　　　　『平成28年冬休みこども歴史塾』担当

            　下記のメールアドレス・FAXでも、申込を受け付けます。
                氏名・ふりがな・住所を記入の上、送信してください。

平成28年冬休みこども歴史塾　参加申込書
保護者氏名（受講票は、保護者の方にお送りします。）

◆問い合わせ　大阪狭山市教育委員会歴史文化グループ　
　　　　          ０７２－３６６－００１１（内線８２６）

ＦＡＸ    ０７２－３６７－６０１１
＊申し込み時の個人情報は、受付名簿の作成、案内
    の通知のみに使用します。
    お名前には、必ずふりがなを記入してください。

氏 名

住 所

ふりがな

〔〒　　　　　　　　　　〕 〔☎　　　　　　　　　　　　　　〕

氏 名

小学校

ふりがな

年生

氏 名

ふりがな

小学校 年生

氏 名

ふりがな

小学校 年生

参加希望児童（お名前に、ふりがなをご記入ください。）

メールアドレス
               sayamaike@city.osakasayama.osaka.jp

広報・ＨＰ等への写真掲載　　　許可　・　許可しない
どちらかに○をつけてください。

12月26日（月） 12月27日（火）
第1校時

13:30～14:15
（45分）

休　憩（10分間）
第2校時

14:25～15:10
（45分）

休　憩（5分）
第3校時

15:15～16:00
（45分）

年賀状を作ろう！１
年賀状を作ろう！２

閉校式

開校式
絵でみる古代の日本

戦国時代の女の人

狭山ニュータウンができる前

お正月のはなし

じかんわり

れき し
じゅく



【定　員】　 126名（先着順。事前申込み不要）

【と  こ  ろ】  狭山池博物館 ホール
【問い合わせ】 
　大阪狭山市教育委員会 歴史文化グループ
 　　　　　　　　　（TEL：０７２-３６６-００１１ 内線８２７）

【時間】
　午後1時30分～午後３時
　　　（受付は午後1時から）

【対象】どなたでも
【参加費】無料

第1回　８月27日(土) 「戦国期・近世以降の狭山と行基」

　　　　　　　　　　　　　　　吉井克信（大阪狭山市教育委員会職員）

第2回　９月３日(土)　 「行基と平安仏教」

　　　　　　　　　　　　　　　櫻木　潤（高野山大学文学部密教学科助教）

第3回　９月17日(土) 「鎌倉時代の南都仏教と行基」

　　　　　　　　　　　　　　　坂口太郎（高野山大学文学部人間学科助教）

行基像レプリカ（狭山池博物館 所蔵）



     

        

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

    
  

 

 

 

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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６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28年11月13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≫

≪≪≪≪     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

尾 崎 電 設 工 業 ㈱

青 葉 丘 病 院

さ く ら 会 病 院

今 井 医 院

豊 川 整 形 外 科

お ざ さ ク リ ニ ッ ク

徳 竹 歯 科

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

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。



東幼稚園 西幼稚園 南第二幼稚園 半田幼稚園 東野幼稚園 計

240 120 180 120 120 780

４歳児 33 16 13 21 26 109

５歳児 48 23 27 23 26 147

計 81 39 40 44 52 256

１号 ２号 １号 ２号

80 95 80 95

３歳児 25 25

４歳児 19 32 19 32

５歳児 26 38 26 38

計 45 95 45 95

定員数 池尻保育園 きらり保育園 ルンビニ保育園花梨つばさ保育園 大野台こども園 つぼみこども園 山本こども園 市立こども園 計

1号 15 15 15 80 125

2号 75 88 54 72 60 70 48 95 562

3号 45 62 36 48 30 50 32 56 359

計 120 150 90 120 105 135 95 231 1,046

サニーサイド 計

定員数 12 12

保育所・認定こども園利用定員

小規模保育事業（３号認定こども）利用定員

園児数

市立こども園（１号・２号認定こども）園児数

市立こども園

園児数

（平成29年1月1日現在）

利用定員

利用定員

市立幼稚園・市立こども園（１号認定こども）園児数

計





  あおぞらひろば 
  ～近くの幼稚園でいっしょに遊ぼう～ 

 

 

東幼稚園 5/16(月)6/22(水)7/11(月) 9/28(水)11/10(木)12/1(木) 2/20(月) 

西幼稚園 5/24(火)6/6(月)7/19(火) 9/6(火)11/30(水)12/21(水) 1/25(水)  2/22(水) 

南第二幼稚園 6/22(水)7/6(水) 9/7(水)10/5(水)11/2(水)12/7(水) 1/11(水)2/1(水) 

こども園(4・5 歳施設) 6/10(金) 10/24(月) 2/17(金) 

半田幼稚園 5/18(水)・6/29(水) 9/21(水)・10/26(水)・11/21(月)・12/2(金) 1/31(火)･2/23(木) 

東野幼稚園 5/23(月)6/27(月) 9/26(月) 1/16(月)2/13(月)2/27(月) 

0 歳から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♪ 

申し込みは不要です。おともだちを誘って気軽にお越しください。 

（駐車場はありません。徒歩や自転車で来てくださいね。） 

開催時間は１０時～１１時３０分まで。こども園のみ９時３０分～１１時までです。 



ｔ黙雙

皿孝ず三幸干本　利用のご案内令會爾參啼４令

１　お問い合せ

月曜日～金曜日　１０　：　００～１７　：　００

※祝日・年末年始は休み

大阪狭山市在住で、妊娠中の方および就学前の

子どもの保護者ならどなたでも相談できます。

相談は無料です。

本俸靉ぱ／唐

ｒヽヱｉ

片。ｔｙ。』，

劾傷者支援
・ＪしＪ

　　　゛●　●ｌｙ’

　　　－

電話

子育てをしていて「こんなこと聞いていいの？」

　　　「誰に相談すればいいの？」など、

　　どこに相談すればよいか迷ったときは

保育・子育てコンシェルジユにご相談ください。
　メール

ｐｏｐｐｏｅｎ＠ｃｉｔｙ．０ｓａｋａｓａｙａｍａ．０ｓａｋａ．ｊｐ

（０７２）３６０－００２２

来園　　大阪狭山市立子育て支援センター

　　　　　“ぽっぽえん”へお越しください。

　　　　　※来園される日を事前に予約して

　　　　　　いただくと、ゆっくりお話できます。

參劈聾
大阪狭山市立子育て支援センター“ぽっぽえん”

　〒５８９－００２２大阪狭山市西山台三丁目２番１号

　ＴＥＬ　：　（０７２）３６０－００２２

　ＭＡＩＬ：ｐｏｐｐｏｅｎ＠ｃｉｔｙ．０ｓａｋａｓａｙａｍａ．０ｓａｋａ．ｊｐ

加４
φ●　‰綱ｙ４



きり

Ｊｙ　保育所、幼稚園、こども園などの゛｀¨

　ケ　　利用について知りたい。　　　し
たまには子どもを預けて

　リフレッシュしたい。

　子育て中の親同士が

知り合う場所はある？

　　　　　　　　　．：Ｊｌｊし弓タンン・・

Ｊ゛初めての妊娠で不安です。　。］・・。

　　話を聞いてほしいなあ。
　引越してきたばかりで

地域にどのような施設が　ダ

　あるのかわからない。　……＝

　＾　　　　　　ダニク‾ｊ　、

１’ＩＳ

子育てに関するサービスを

スムーズに利用できるように、

相談や情報提供、関係機関との

連絡調整など、個々のニーズに

あった必要な支援を行う事業です。

どこに相談すればよいか迷ったときは、

市立子育て支援センター“ぽっぼえん”に

お越しください。

専門の保育・子育てコンシェルジュが

お待ちしています。

利用者支援事業は、保育や

ｅ

ザ　適評　卜回郷ニ｀４４

Ｑ

　
４
Ｑ
９
４
　
。
び
玖
。
。

子どもの発達が気になる。

相談できるところはある？
・：……　　　いつか働きたい。

週３日でも子どもを預かってくれる

　　　　　ところはある？



 大阪狭山市発達障がい児等支援事業『手をつなGO
ご ー

！』 
 

平成２８年度療育児 募集要項 
 

発達のサポートが必要な子どもが、より豊かで幸せに暮らし、自尊心を持って自立した生活が出来

るよう、保護者や関係機関と協力しながら、子どもの特性に合わせた療育支援を行います。 

 

１．対象児童 

   市内在住の幼児～小学校３年生まで（平成２８年４月時点） 

 

２．申込資格 

  ①大阪狭山市に在住し、小学校３年生までの自閉症・広汎性発達障がい・アスペルガー症候群等

の診断を受けた児童、または発達のサポートが必要な児童であること 

  ②保護者同伴で１年間継続して通所が可能であること 

 

３．療育日時と回数 

   平日の午前１０時～午後５時の間で１時間  隔週１回 

※療育の週間スケジュール 

療育の時間帯 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 

１0：００～１1：００ 相談及び 

学校園 

巡回相談 

療育 

相談及び 

学校園 

巡回相談 

相談及び 

保護者 

研修 

療育 

１４：００～１５：００ 療育 療育 療育 療育 

１６：００～１７：００ 療育 療育 療育 療育 

（※曜日・時間については、変更する場合があります） 

＊１グループ定員１～２名、隔週 1 回 1 時間の療育となります。 

  ＊学校園と連携をとっていますので、療育中は早退や欠席扱いにはなりません。 

＊療育の日時は、保護者の希望曜日や時間帯を考慮して編成しますが、希望日時が集中する場合

は、希望に添えない場合もありますのでご了承ください。 

  

４．利用料 

  利用料はかかりませんが、教材費等の実費と保険代（年間 2,800 円程度）が必要です。 

 

５．療育についての説明会 

   日 時 平成２８年２月６日（土） 午前１０時～１１時 

平成２８年２月８日（月） 午後１時30分～２時30分  のいずれか都合の良い日 

（両日とも都合の悪い場合は、下記までお問い合わせください） 

   場 所  子育て支援センター“ぽっぽえん” 研修室２ 

 

６．申込期間 

   平成２８年２月12日（金） ～  平成２８年２月１９日（金）  

 

 



 

７．申込方法 

市役所こども育成室、子育て支援センター“ぽっぽえん”、保健センター、各保育園・幼稚園・ 

こども園・小学校に設置（説明会時にも配布）している「利用申込書」に必要事項を記入し、

子育て支援センター“ぽっぽえん”へ直接持参願います。 

 

８．選考方法および決定通知 

申込者が多数の場合は、抽選にて決定します。詳しくは下記までお問い合せください。 

なお、選考結果については、３月中旬頃、申込者全員に書面にて通知します。 

 

９．問い合わせ 
大阪狭山市教育委員会教育部こども育成室  

子育て支援センター“ぽっぽえん” 

大阪狭山市西山台三丁目 2 番 1 号 TEL：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、 

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 29 年１月２０日(金)                

      ②平成 29 年２月３日(金) 

      ③平成 29 年２月１７日(金)  

      ④平成 29 年３月３日(金)  

      ⑤平成 29 年３月 1７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  5 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 2８年１２月 5 日(月)～1２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 西村・隅田  

※ 定員を超えた場合は、抽選となります。抽選結果は、平成２８年１２月２６日(月)までに 

郵送で通知します。 



 

参加する保護者の

名前 

ふりがな 

 

子どもの名前 

生年月日 

ふりがな ふりがな 

  

   年  月  日生    年  月  日生 

住所 

〒589－ 

 

連絡先 

電話番号 

  自宅 （                    ） 

   

  携帯 （                    ） 

託児の希望 

なし ・ あり  

ふりがな  

名 前 

 
年齢      歳 

 

ふりがな 

名 前 

 
年齢      歳 

 

参加理由 

・お子さんのどのような行動に困ったり、悩んだりしますか？ 

 （どのようなことが心配ですか？） 

 

 

 

 

 

※ ご記入いただいた個人情報は、ペアレントトレーニング参加の際にのみ使用します。 

      住所：〒589-0022 

         大阪狭山市西山台三丁目 2 番１号 

         市立子育て支援センター“ぽっぽえん” 

      電話：360－0022 

 



平成２８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 ７日(木) 入会説明会・自己紹介＆トーク 10 月 ６日(木) ハロウィンパーティー 

5 月１０日(火) かぶと作り 11 月 １日(火) フリー交流会 

6 月 ２日(木) フリー交流会 12 月 １日(木) クリスマス会 

7 月 ７日(木) 学習会 1 月 ５日(木) お正月遊び 

8 月 ４日(木) 夏祭りごっこ 2 月 ２日(木) 学習会 クッキング 

9 月 １日(木) フリー交流会 3 月 ２日(木) お別れ会 

※５月・１１月は祝日の関係で火曜日になっています。ご注意ください。 

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２８年４月７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２８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 ２階つき組の部屋 

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：２８年４月２５日（月曜日） 

    １０時から３０分程度 

場所：東野幼稚園 ２階つき組の部屋 

※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 

4/15 説明会・申込み   

5/13 当番決め・自己紹介 5/20 学習会 

6/3 茶話会 6/17 Ｆｒｅｅ ｄａｙ 

7/1 七夕まつり 7/15 Ｆｒｅｅ ｄａｙ 

8/5 プール遊び   

9/2 Ｆｒｅｅ ｄａｙ 9/16 運動会 

10/7 Ｆｒｅｅ ｄａｙ 10/21 ハロウィンパーティー 

11/4 お外遊び(ふれあいの里) 11/18 Ｆｒｅｅ ｄａｙ 

12/2 学習会 12/16 クリスマス会 

1/20 茶話会   

2/3 豆まきごっこ 2/17 Ｆｒｅｅ ｄａｙ 

3/3 学習会 3/17 お別れパーティー 

 

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２８年４月１５日（金）10：00～11:00 東池尻会館にて 

お申し込みは当日のみです。ご了承ください。 

参加者募集 



 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 2８年度の活動予定 

日程 活動内容 日程 活動内容 

4 月 1２日 説明会 １０月 1１日 ハロウィン 

5 月 1０日 フリーデー １１月 ８日 運動会 

６月 14 日 学習会 １２月１３日 クリスマス会 

７月 1２日 プール  1 月 1０日 フリーデー 

８月 ９日 プール ２月１４日 学習会 

９月１３日 学習会 3 月１４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 

【場 所】 

狭山地区会館 

【費 用】 

年会費：３00 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２８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１２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２８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 １１日 説明会 25 日 交流会 

5 月 ９日 交流会 23 日 学習会 

6 月 １３日 交流会 ２７日 運動会ごっこ 

7 月 １１日 交流会 ２５日 水あそび 

8 月  お 休 み   

9 月 １２日 交流会 ２６日 学習会 

10 月 ２４日 交流会   

11 月 １４日 運動会ごっこ ２８日 交流会 

12 月 １２日 クリスマス会   

1 月 ２３日 交流会   

2 月 １３日 学習会 27 日 交流会 

3 月 １３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２８年４月１１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) 



ひ

 

浅野 

歯車 

府
道
河
内
長
野
美
原
線
（198

号
線
）  

 

「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 月の活動は、6 日(土)です。〕 

場 所：東野地区公民館 

 

 
                                                            

                                               

                                                                                                  

                                                                                    

                                                                                 

                       

         

     

      

                           

 

     

 

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 

 

 

 

東野地区公民館 

                       

 新池    

 

裏池               市立東野幼稚園 

 

 

                      コンビニ 

 

 



一難

　　　【お知らせひろｌ１】　｀

　民生委員児童委員や認定

子育てサポーターの活動紹介

コーナーがあるよ。

　食育コーナーでは、離乳食

等を紹介したレシピを置いて

います。
飛

島畷。＿

●●・●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●・●●
　ミニ々１１スマス会♪　　　　　　　　　　　　　　　゛

　サンタさんからのプレゼントがあるよ♪

　①１１　：３０～　②１５：３０～

　親子でクリスマスソングを歌いましょう！

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ・

ク
仁

　
々
　
り

　　　　　　みんな冽いでぷ、あそびのむ・ろぼが孝ってるぷ

　　親子で、おともだちと、また地域の民生委員や子育てサポーターと一緒に遊びましょう♪

日時　平成２８年１２月１５日（木）・１６日（金）

午前１０時～午後４時

ＳＡＹＡＫＡホール

コンベンションホール

会場

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

∩

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●・●●

問い合わせ：市立子育て支援センター“ぽっぽえん”ａ３６０－００２２

●・●●●・●●

　●●●

●●●

ｅ
囃
一
一
一
・

　●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●：主催：大阪狭山市認定子育てサポーター連絡会・大阪狭山市民生委員児童委員協議会：
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