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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２９年４月１８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 29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。 
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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２９年４月１８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％） ５４１人 

大阪狭山市立中学校 ３校 ３校（１００％） ５３４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。また、平成２９年度の市の正答率は、整数で

表されています。 
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（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。 
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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 

【書くこと】 

○お互いの気持ちを伝えるために、どのような内容

を書いているのか、書かれている内容の説明を選

択する。     ２一(81.5% (79.7%)) 

△手紙の後付けに必要な日付、署名、宛て名のそれ

ぞれの位置について適切なものを選択する。          

２二(37.9% (41.5%)) 

【伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項】 

△俳句の情景について考えたこととして適切なも

のを選択する。   ４一(75.4% (79.4%)) 

○漢字の読み書き ６問の平均(80.3% (79.4%)) 

 

※目的や意図に応じ、内容の中心を明確にして詳

しく書けるよう指導する。         

 

※手紙の構成を理解し、後付けを書けるよう実際

に児童が活動しながら、丁寧に指導する。 

 

※俳句の情景について、話し合い活動を積極的に

取り入れながら、他者と交流し深める指導を行

う。 

※漢字の読み書きについては、今後も日常的な活

用を通して、定着を図るようにする。 

国

語

Ｂ 

【話すこと・聞くこと】 

△グループの話合いの中で、スピーチメモを使うこ

とのよさについてどのように考えたかについて

書く。      １一 (67.4% (69.2%)) 

【書くこと】 

△目的や意図に応じ中学生からのアドバイスをも

とに整理して書く。 ２三 (27.4% (33.0%)) 

【読むこと】 

○「きつねの写真」を読み、登場人物の相互関係と

場面についての描写を捉え、適切な言葉を選択す

る。       ３二 (80.0% (75.9%)) 

 

※スピーチやグループの話合い活動において、目

的や意図に応じた話の内容や構成を工夫し、場

に応じた表現で自分の考えを話すことができ

るよう言語活動の充実を図る。 

※記述式で回答する場合に、必要な内容を整理し

て書くことができるよう日常的に指導する。 

 

※日頃からＩＣＴの活用等により、登場人物の相

互関係や場面について視覚的な支援を行い、そ

の描写にふさわしい言葉を選択できるよう、話

し合い活動を効果的に取り入れる。 

 

  

平均正答率は国語Ａ、国語Ｂでは概ね全国平均に近い結果です。無解答率も同様です。問題によって正答

率に偏りがあり、問題によらず解答できる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 課題 

算

数

Ａ 

【数と計算】 

○計算に関する全８問の平均  (83.8% (80.6%)) 

△５÷９の商を分数で表す。  (64.7% (69.2%)) 

【図形】 

△円を使って正五角形をかくとき、円の中心の周

りの角を何度ずつに分割すればよいかをかく。                  

６ (73.0% (75.5%)) 

○立方体の展開図から示された面と平行な面を選

ぶ。         ７ (90.8% (86.7%)) 

 

※商を分数で表す問題に課題があり、分数につい

て、丁寧に指導する必要がある。 

 

※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、構成・分解などの活動を

通して、図形の性質を見出すことにより、その

性質の理解を深めるようにする。 

算

数

Ｂ 

【数と計算・数量関係】 

△示された考えを解釈し、関係を図に表す。 

１（２） (79.3% (81.8%)) 

 

○問題に示された二つの数量の関係を一般化して

捉え、そのきまりを記述できる。 

           １（３）（43.7% (38.6%）） 

【量と測定・数量関係】 

△飛び離れた数値を除いた場合の平均を求める式

を選ぶ。     ３（１）（66.3% (67.9%)） 

 

 

※指導に当たっては、児童自らが数量の関係を見

いだし、見いだした関係がほかの場合でも成り

立つかどうか予想し、確かめる活動を設定する

ようにする。 

 

 

※測定値の平均を求める際には、形式的に計算す

るだけではなく、具体的な場面において測定値

の平均を求める式の意味を理解できるよう指導

する。 

 

 

  

  

平均正答率は算数Ａ、算数Ｂとも全国平均を上回っています。無解答率は全国平均より少ない状態を維

持しています。国語と同様に、問題によって正答率に偏りがあり、問題によらず解答できる確実な力の

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）） 

 

 結果と課題 学習指導に当たって 

国

語

Ａ 

【話す･聞く】 

○スピーチをよりわかりやすくするためにイラ

ストを掲示する個所として適切なものを選択

する。        ２一 (84.8%(87.8%)) 

【読むこと】 

〇詩について説明したものとして適切なものを

選択する。      ８一 (82.8%(81.9%) 

【言語事項】 

△徒然草の中の語句の訳を抜き出す。(あやうし) 

         ９七（77.5% (77.2%)） 

※目的に応じて、話の要点を明らかにし、聞き手に

分かりやすくするために、資料や機器などを効果

的に活用して話すように指導する。 

※文章の構成や展開、表現の仕方について、自分の

考えをまとめる際には、書き手の目的や意図を考

えたりしながら、自分の考えを支える根拠となる

段落や部分などを挙げるように指導する。 

※現代語訳を読んで古典の文章の内容を概括した

り、古典について解説した文書を読んで内容を捉

えたりした上で、古典を読むなどの学習活動を行

う。 

 

国

語

Ｂ 

【読むこと･書くこと】 

△比喩を用いた表現に着目し、感じたことや考え

たことを書く。    １三 (44.0%(41.4%)) 

【話すこと・聞くこと】 

×スピーチ内容を聞き手からの意見に基づいて

直す。        ２三 (52.6%(57.6%)) 

【書くこと】 

〇アンケートをとる対象と質問内容、その質問に

ついての回答を基にした内容を載せることで

興味を持ってもらえると考えた理由を書く。 

３三 (72.3%(68.8%)) 

※比喩や反復などの表現の技法についての知識を

生かしながら、印象に残った場面や描写を取り上

げ、なぜその場面が描写が印象に残ったのかを具

体的に説明するなどの学習活動を行う。 

※スピーチをする際には、自分の伝えたいことが聞

き手に対して十分に伝わる内容や表現の仕方に

なっているかを考えて話を構成し、場の状況や聞

き手の様子に応じて話すように指導する。 

※自ら課題を決めて文章を書く際には、どの情報を

提示すれば伝えたい事柄が明確に伝わるのか、提

示することでどのような効果が期待できるのか

など、見通しをもって情報を集め、整理するよう

指導する。 

 

平均正答率は国語Ａ国語 Bとも概ね全国平均に近い結果です。無解答率は少ない状況を維持しています。
伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項の領域では、国語 Aで 2.1ポイント、国語 Bで 2.6ポイン
ト、記述式問題では、国語 Bで 0.4ポイント全国平均を上回っています。 
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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 

数

学

Ａ 

【図形】 

△与えられた方法で作図された四角形が、いつで

も平行四辺形になることの根拠となる事柄を選

ぶ。 

        ７ (2) 

(51.0%(49.1%)) 

【関数】 

○線香が燃えるときの時間と長さの関係を表した

グラフを基に、２cm燃えるときの時間を選ぶ。 

        12  (68.2%(67.6%)) 

【資料の活用】 

〇赤玉３個、白玉２個から玉を 1個取り出すとき、

赤玉である確率を求める。15(2) (83.4%(78.3%)) 

※平行四辺形の作図に用いられている条件や、具

体物にみられる平行四辺形になるための条件を指

摘する活動を取り入れ、平行四辺形になるための

条件を具体的な場面で捉えて用いることができる

ように指導する。 

※具体的な事象の中にある２つの数量の変化や対

応を調べる際に、具体的な事象とグラフを関連付

けて捉えることができるよう指導する。 

※起こり得る場合がどの場合も同じ程度に期待さ

せることを確認し、起こり得る場合を順序良く整

理し正しく数え上げる場面を設定することで、同

様に確からしいことの意味を理解し、起こり得る

場合の数を基にして確率を求めることができるよ

う指導する。 

 

数

学

Ｂ 

【数と式】 

△六角形をｎ個並べて６本づつ囲んだときに、２

回数えているストローをｎを用いた式で表す。 

            ２ (2) 

(44.3%(44.1%)) 

【関数】 

△与えられた式から、aの変域に対応する bの変域

を求める。      ３(3) (46.9%(43.2%)) 

【資料の活用】 

×｢420 分未満より 420 分以上の女子の方が合計点

が高い傾向｣と主張できる理由を、グラフの特徴

を基に説明する。   ５(3) (15.1%(17.6%)) 

 

※数量の関係や法則などを事象に即して解釈し、

説明の筋道を立てて考え、式に表すことができる

ように指導する。 

※具体的な場面において、事象を理想化・単純化

して数学の問題として捉え、実生活における問題

を数学を活用して解決できるよう指導する。 

※資料を収集・整理し、傾向を捉えて説明する活

動の後、問題解決の過程を振り返り、処理の仕方

を見直す場面を設定し、日常生活や社会における

問題解決のための構想を立てることができるよう

指導する。 

 

  

数学Ａは平均正答率で全国平均を上回り、無解答率は全国平均より少ない状態を維持しています。数学Ｂ
は平均正答率と無解答率は概ね全国平均に近い結果です。 
記述式問題については、数学Aで 4.9％、数学 Bで 3.2%全国平均を上回っています。 
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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２７・２８

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。 

  

 

74.3  

62.6  

91.2  

79.8  

95.4  

78.1  

94.8  

92.6  

77.9  

78.0  

53.1  

90.9  

79.1  

94.2  

81.5  

95.4  

93.8  

79.6  

73.9  

66.7  

92.2  

82.7  

95.3  

80.6  

96.8  

89.7  

75.5  

62.8  

56.9  

88.6  

75.0  

93.5  

77.7  

94.1  

87.7  

74.9  

H27市 H28市 H29市 H29全国 

69.9  

42.1  

92.4  

75.6  

93.2  

74.3  

94.7  

95.2  

70.7  

63.3  

30.7  

88.9  

66.4  

90.6  

74.2  

95.7  

96.3  

58.0  

73.3  

40.0  

90.6  

71.8  

91.3  

72.5  

94.6  

93.8  

62.9  

48.3  

45.7  

87.0  

66.2  

90.5  

73.0  

92.7  

89.6  

59.1  

H27市 H28市 H29市 H29全国 

  

 

○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 
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◇「家庭教育への１０の提言」との関連項目以外で８５％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2８年度の本市の結果   

＜小学校＞                        

○家で、学校の宿題をしている・・9７.６％（9８.３%） 

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・・9５.４％（9６.４%） 

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・・9５.９％（9７.０%） 

＜中学校＞ 

○家で、学校の宿題をしている・・88.３％（９１.1%） 

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・・94.６％（９４.２%） 

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・・9３.１％（9５.２%） 
 

 

 

 

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 

本年度も昨年度に引き続き、「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。さらに、小学校で「自分には、

良いところがあると思いますか」という質問に対して、肯定的な回答をした児童の割合が全国平均を上回りま

した。しかし、同じ質問項目の中学校では、全国より低い値になっています。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、子どもたちの自己肯定感を育む上でと

ても重要な経験です。そのために、子どもたちのがんばりを丁寧に評価し、しっかりと褒めて自信をつけられ

るよう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、昨年度と比較してほぼ変化はなく、高い水準を維持しています。その一方で、中学校の「毎日、同

じくらいの時刻に寝ていますか」という質問に対する回答状況がやや低いのが課題といえます。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。 

本年度、小学校・中学校ともに「家で、学校の宿題をしている」という質問に対しての回答状況が昨年度

をやや下回りました。家庭での宿題や復習は、学校での学習を定着させるために有効な方法です。家庭での

学習時間を確保するように、学校でも指導してまいりますので、ご家庭においてもご協力よろしくお願いい

たします。 
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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２７・２８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。 
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 小学校では、「学級の友達との間で話し合う活動をよく行っていたか」という質問に対して、全国平均値を

上回りました。中学校では、「自分の考えを発表する機会が与えられていたか」「学級の友達との間で話し合

う活動をよく行っていたか」という質問に対して肯定的な回答をした生徒の割合は、全国平均値並みでした。

本市がめざす「子ども主体の授業づくり」が推進されていることがわかります。 

一方、中学校では、平成２７年度以降「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

生徒の割合は、年々上昇しています。今後は、発表や話し合い活動の内容の充実を通して、生徒が自分の考

えを他の人に伝えることについて、自信や意欲をより一層育んでいきたいと考えています。 
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授業のはじめに「めあて・ねらい」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、「めあて・ねら

い」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、昨年度に比べ「振り返る活動」の肯定的な回答が 4.3 ポ

イント上昇し、全国平均値との差も縮まってきており、改善傾向にあります。 
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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 
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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。 

14 



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 29 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２９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２５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１２３号

 

先進地先進地先進地先進地((((秋田県秋田県秋田県秋田県))))視察研修報告会視察研修報告会視察研修報告会視察研修報告会(((( 1111 //// 6666 ))))
“全国学力･学習状況調査”

において、上位を保ち続け

る秋田県に学び、それを大

阪狭山市の教育に活かして

もらいたい！…そんな思い

で小･中６人の先生が、仁

賀保市の教育から学んだ内

容を参加者６０人を前に報告しました。

（以下は凝縮した要諦のみを記しています）

■一致して取組むことで“成果”を蓄積させています

◎◎◎◎【めあてめあてめあてめあて((((疑問形疑問形疑問形疑問形)--)--)--)--自力解決自力解決自力解決自力解決--------グループグループグループグループでででで学学学学びびびび合合合合いいいい--------

本時本時本時本時ののののポイントポイントポイントポイント整理整理整理整理--------活用活用活用活用『『『『今日今日今日今日のののの一問一問一問一問』』』』--------振振振振りりりり返返返返りりりり】の

学習過程や授業ルールを、学年･教科･校種を超

えて取り組むことで“学ぶ力”の蓄積が図られ

ている。

◎◎◎◎小・中とも一致して｢今日の一問｣を大変大事にし

ている。文章で説明を求める一問で“理解度”

を見極めると同時に“活用力”を養っている。

◎◎◎◎学習過程に対応し、復習にも役立つ見開き２ペ

ージの｢ノートづくり｣を一致して指導している。

◎◎◎◎要点を絞り｢短く･丁寧｣な言葉で授業を進める。

◎◎◎◎前時までの学習活動や学習計画の掲示、学習へ

の意欲･頑張り･習慣作りを共有し合える掲示、

“算数音読”用プリントなどを統一して教室･廊

下･掲示コーナーに掲示している。

■取組みの徹底が“学び”を定着させています

◎◎◎◎周到な計画、無理なくやりきる為の時間確保、

必要な準備物、簡潔で無駄のない学習活動、焦

点化した教師の働き掛け等々が徹底されている。

■ P(計画)･D(実施)･C(評価)･A(改善)サイクルで好循環を

◎◎◎◎取組みの検証軸として“学びと意識”の実態を

絶えず把握し PDCA サイクルで進めている。客

観的なデータを得るためにアンケートやテスト

評価等の頻度も種類も多い。

「確かで豊かな学び」を築く上で非常に有効で

密度の濃い報告内容でした。

大阪府道徳教育推進事業大阪府道徳教育推進事業大阪府道徳教育推進事業大阪府道徳教育推進事業にににに係係係係るるるる公開授業公開授業公開授業公開授業
大阪府より道徳教育推進事業の指定を受け、南第

三小学校が公開授業を行いました。平成３０年度よ

り(小学校)“特別の教科”に位置付

けられる道徳に関心が集まる中、多数の参観者は熱

心にメモをとっていました。

【１月１３日(金)】授業者：中辻 万起先生

１年 道徳 主題名 気持ちを伝える「ありがとう」

授業の様子「ありがとう」が

互いの気遣いの言葉であるこ

とに気付き、進んで感謝の気

持ちを伝えようとする道徳的

実践意欲･態度を育てること

をねらいに行われました。

【【【【先生先生先生先生】「】「】「】「ありがとうありがとうありがとうありがとう」」」」ってってってって、、、、どんなどんなどんなどんな言葉言葉言葉言葉ですかですかですかですか。。。。
【【【【児童児童児童児童】「】「】「】「自分自分自分自分のものをのものをのものをのものを取取取取ってくれたりってくれたりってくれたりってくれたり、、、、プレゼントプレゼントプレゼントプレゼントもらってありがとうもらってありがとうもらってありがとうもらってありがとう」」」」
【【【【先生先生先生先生】】】】今日今日今日今日はははは「「「「ありがとうありがとうありがとうありがとう」」」」についてについてについてについて考考考考えましょうえましょうえましょうえましょう。。。。““““ゆきゆきゆきゆき””””さんのさんのさんのさんの気持気持気持気持
ちをちをちをちを考考考考えながらえながらえながらえながら読読読読んでくださいんでくださいんでくださいんでください。。。。

（（（（資料資料資料資料““““ありがとうのわありがとうのわありがとうのわありがとうのわ””””のののの範読範読範読範読） （） （） （） （挿絵挿絵挿絵挿絵のののの掲示掲示掲示掲示））））
【【【【発問発問発問発問１１１１】】】】ゆきさんがゆきさんがゆきさんがゆきさんが「「「「ありがとうありがとうありがとうありがとう」」」」とととと言言言言ったったったった時時時時、、、、どんなどんなどんなどんな気持気持気持気持ちだったでしちだったでしちだったでしちだったでし
ょうょうょうょう。。。。

【【【【児童児童児童児童】「】「】「】「うれしかったうれしかったうれしかったうれしかった」「」「」「」「車車車車をををを止止止止めてくれてありがとうめてくれてありがとうめてくれてありがとうめてくれてありがとう」「」「」「」「椅子椅子椅子椅子をあけをあけをあけをあけ
てくれてうれしかったてくれてうれしかったてくれてうれしかったてくれてうれしかった」」」」

【【【【発問発問発問発問２２２２＝＝＝＝中心発問中心発問中心発問中心発問】】】】先生先生先生先生からからからから「「「「ありがとうありがとうありがとうありがとう」」」」とととと言言言言われてわれてわれてわれて、、、、ゆきさんがゆきさんがゆきさんがゆきさんが
にっこりにっこりにっこりにっこり笑笑笑笑ったったったった時時時時、、、、どんなどんなどんなどんな気持気持気持気持ちだったでしょうちだったでしょうちだったでしょうちだったでしょう。。。。

（（（（児童児童児童児童：：：：ワークシートワークシートワークシートワークシートにににに書書書書きききき進進進進めていくめていくめていくめていく））））
【【【【児童児童児童児童】「】「】「】「ありがとうとありがとうとありがとうとありがとうと言言言言われたらうれしいわれたらうれしいわれたらうれしいわれたらうれしい気持気持気持気持ちになるちになるちになるちになる」「」「」「」「喜喜喜喜んでくれんでくれんでくれんでくれ
てててて良良良良かったかったかったかった、、、、またしたいなまたしたいなまたしたいなまたしたいな」「」「」「」「スッキリスッキリスッキリスッキリしたしたしたした気持気持気持気持ちちちち」「」「」「」「いろんないろんないろんないろんな人人人人からからからから
うれしいことをしてもらったのでうれしいことをしてもらったのでうれしいことをしてもらったのでうれしいことをしてもらったので、、、、先生先生先生先生にもしてあげたにもしてあげたにもしてあげたにもしてあげた」」」」

（（（（教師教師教師教師：：：：追発問追発問追発問追発問＝＝＝＝それはそれはそれはそれは誰誰誰誰かなかなかなかな？？？？どんなどんなどんなどんな時時時時？？？？どうしてどうしてどうしてどうして？？？？をををを問問問問いいいい掛掛掛掛けけけけ
ながらながらながらながら、、、、児童児童児童児童のののの発言発言発言発言をつないでいくをつないでいくをつないでいくをつないでいく））））

【【【【補助発問補助発問補助発問補助発問：：：：補助者補助者補助者補助者((((資料資料資料資料にににに登場登場登場登場すすすす
るるるる先生先生先生先生))))にににに関関関関わるわるわるわる発問発問発問発問】】】】
じゃあじゃあじゃあじゃあ、、、、ありがとうってありがとうってありがとうってありがとうって言言言言ったったったった先生先生先生先生はははは
どんなどんなどんなどんな気持気持気持気持ちかなちかなちかなちかな。。。。

【【【【児童児童児童児童】「】「】「】「ゆきちゃんとゆきちゃんとゆきちゃんとゆきちゃんと同同同同じじじじ気持気持気持気持ちになちになちになちにな
るるるる」「」「」「」「先生先生先生先生もうれしいもうれしいもうれしいもうれしい」「」「」「」「みみみみーーーーんなんなんなんなハハハハ
ッピーッピーッピーッピー」」」」

【【【【発問発問発問発問３３３３】】】】今今今今までにまでにまでにまでに誰誰誰誰かにかにかにかに「「「「ありがとありがとありがとありがと
うううう」」」」とととと言言言言ったりったりったりったり、、、、言言言言われたりしたことありますかわれたりしたことありますかわれたりしたことありますかわれたりしたことありますか。。。。それはどんなそれはどんなそれはどんなそれはどんな時時時時ですですですです
かかかか。。。。おおおお隣隣隣隣のののの人人人人とととと話話話話しししし合合合合ってくださいってくださいってくださいってください。。。。 ((((児童児童児童児童：：：：ペアトークペアトークペアトークペアトーク))))
【【【【児童児童児童児童】「】「】「】「縄跳縄跳縄跳縄跳びがびがびがびが目目目目にににに入入入入ったったったった時時時時にににに大丈夫大丈夫大丈夫大丈夫？？？？ときいてくれてときいてくれてときいてくれてときいてくれて先生先生先生先生のののの

所所所所へつれていってくれましたへつれていってくれましたへつれていってくれましたへつれていってくれました。。。。そのそのそのその時時時時『『『『ありがとうありがとうありがとうありがとう』』』』とととと言言言言いましたいましたいましたいました」」」」

「「「「運動場運動場運動場運動場でででで転転転転んだんだんだんだ時時時時、、、、保健室保健室保健室保健室へへへへ行行行行こうかこうかこうかこうか？？？？とととと言言言言ってくれてってくれてってくれてってくれて『『『『ありがありがありがありが

とうとうとうとう』』』』をををを言言言言ったらうれしかったですったらうれしかったですったらうれしかったですったらうれしかったです」「」「」「」「おおおお風呂掃除風呂掃除風呂掃除風呂掃除をををを手伝手伝手伝手伝ってってってって、、、、おおおお母母母母

さんからさんからさんからさんから何度何度何度何度もももも『『『『ありがとうありがとうありがとうありがとう』』』』ってってってって言言言言ってもらったってもらったってもらったってもらった」」」」
【【【【振振振振りりりり返返返返りりりり】】】】ありがとうをありがとうをありがとうをありがとうを言言言言ったったったった人人人人もうれしいしもうれしいしもうれしいしもうれしいし、、、、言言言言われたわれたわれたわれた人人人人もうれしいもうれしいもうれしいもうれしい
んですねんですねんですねんですね。。。。勉強勉強勉強勉強でででで分分分分かったことやかったことやかったことやかったことや思思思思ったことをったことをったことをったことを書書書書きましょうきましょうきましょうきましょう。。。。

【【【【児童児童児童児童】「】「】「】「ありがとうはありがとうはありがとうはありがとうは良良良良いいいい言葉言葉言葉言葉だとだとだとだと思思思思いますいますいますいます、、、、おおおお友友友友だちがいいだちがいいだちがいいだちがいい気持気持気持気持ちちちち
になるからになるからになるからになるから」「」「」「」「ありがとうはありがとうはありがとうはありがとうは、、、、言言言言ったったったった方方方方もももも言言言言われたわれたわれたわれた方方方方もいいもいいもいいもいい気持気持気持気持ちにちにちにちに
なるのがわかりましたなるのがわかりましたなるのがわかりましたなるのがわかりました」」」」

お話が次々につながります。

ペアで仲良く学び合います。

平成２９年 ２月７日発行
http://www.osakasayama.ed.jp
gakkou@city.osakasayama.osaka.jp



授業参観の後、講演会においても多くのことを学

ぶことが出来ました。

講演 道 徳講演 道 徳講演 道 徳講演 道 徳 のののの 評 価評 価評 価評 価 とととと 授 業授 業授 業授 業 づ く りづ く りづ く りづ く り
四天王寺大学 杉中 康平 准教授

★道徳科道徳科道徳科道徳科のののの特質特質特質特質をををを踏踏踏踏まえたまえたまえたまえた評価評価評価評価のありのありのありのあり方方方方…………子どもた

ちの学びをしっかり応援する視点が評価の基本。

①学習状況や道徳性に係る成長の様子を継続的に

把握します。

②個々の内容項目毎でなく大きなまとまりの中で

評価します。

③点数での評価でなく、個人内評価で自らの成長

を実感し意欲の向上につながるような記述式で

進めます。

★継続的継続的継続的継続的なななな把握把握把握把握のためにのためにのためにのために…ポートフォリオ(学びの記

録の綴り)や道徳ノートの活用を通して、連続した

道徳的な学びの見取りを。

★日常生活日常生活日常生活日常生活とつながるとつながるとつながるとつながる評価評価評価評価をををを…道徳科での学びは理

解で終わらず「生活」の中での実践につながるよ

う“励まし”の視点での評価を。

★授業授業授業授業づくりでづくりでづくりでづくりで大事大事大事大事なことなことなことなこと…………友情･正直･希望等の内

容項目の理解をもとに、多面的･多角的に考え、自

分の生き方に引きつけ自分を深く見つめさせるこ

と＝道徳的価値の自覚を促す授業づくりを。

★ Before--After でででで考考考考えるえるえるえる授業授業授業授業をををを…………変化する前と後の

主人公をしっかり押さえ、中心発問以降の After に

比重を置いた授業を。導入-範読-内容理解の学習

活動は精選を。

★基本基本基本基本となるとなるとなるとなる発問発問発問発問…………

◎ Before：主人公の道徳的課題を明らかにする発

問「なぜ～しているの」「～してどう思ったの」

「～してどんな気持ちなの」

◎ After：中心発問(主人公の気付きに迫る発問)「何

に気付いたの」「なぜ気付いたの」「どう変わっ

たの」

◎内容項目によってはテーマ発問：「○○って何だ

ろう」

◎必要に応じて助言者を活かした補助発問

◎子どもの発言をつなぎ･深める追発問

このような発問を考え、子どもの道徳的な学

びが深まるように授業をつくっていきます。

南中学校南中学校南中学校南中学校 まるごとまるごとまるごとまるごと授業公開授業公開授業公開授業公開 （（（（ 1111 //// 1 91 91 91 9 ））））

授業に向き合う子どもたちの真剣な姿、グループ

で学び合い伝え合う子どもたちの笑顔･･･どの教室か

らも、意欲的に学ぶ姿とそれを引き出す教師の熱意

が伝わってきました。

疑問形の“学習のめあ

て”が全教室に示されて

います。「出合う=向き合

う=つながる=振り返る」

の構成で全教科の授業が

展開されます。授業の中

でのペア学習･グループ学

習など“学び合う”学習

形態の明確な位置付け、ICT の積極的活用･･･等々、

“授業で学校を変える”を大きなテーマに進めてき

た実践研究が、南中スタンダードとして生徒にも教

職員にも定着しているように思いました。

また、全体会での「南

中学校の取組みと課題」

についての報告が、保幼

小中間の相互理解を促

し、分科会での交流・討

議と相まって「中学校区

全体で子どもを育てる意

識」を高め合っているのだと思いました。

授業改善への取組みを初め、分科会構成に至るま

でマンネリに陥らないような工夫･配慮･姿勢からは、

PDCA サイクルで運営される中学校区の姿を強く感

じました。最後に“アク

ティブ･ラーニング”につ

いての講演会が行われま

した。【講演会の概要は次

ページ※※※※に記しています】

学び合い伝え合い、共に学ぶ喜

びを味わいます。

湖南市の先生も分科会に参加さ

れました。

ICT の積極的な活用も学習意欲

を高めます。

取組み内容･成果･課題を保･幼･

小･中間で理解し合います。

まるごと授業公開に向けた準

備や運営も中学校区で協力し

合いました。お礼を込め挨拶。



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実践報告会実践報告会実践報告会実践報告会（（（（１１１１／／／／２７２７２７２７））））

大阪府よりアクティブ･ラーニング推進事業の指定

を受け、２年間にわたり学校一丸となり実践･研究を

進めている南第一小学校が、全学級の公開授業と実

践報告会を開きました。

平成３２年度より順次実施される新学習指導要領

の最大の関心事の一つが“主体的な学び･対話的な学

び･深い学び”で表されるアクティブ･ラーニング

（AL）です。今回の実践報告会には、本市・府内を

合わせ７０校以上から参加され、最後の「AL につい

ての講演会」までを実に真剣に臨まれていました。

全学級の公開授業…授業を参観する先生たちが手に

した“学習指導案”には統一された一連の学習過程

の中に、AL が適切に位置づけられています。そして、

この指導案に沿った授業が“主体的･協働的な学び”

へと結び付いていきました。AL の視点で授業改善を

進めてきた２年間の成果が、日常の授業に活かされ

ているのを授業に向かう児童たちの活動･意欲･表情

などから知ることができました。

実践報告会…報告の中で、授業改善への取組みが成

果を挙げているポイントが

示されていました。特に｢児

童の学習実態｣を客観的デー

タで捉え、絶えず児童の姿

を検証軸にしながら PDCA

サイクルで進める教職員の

謙虚さです。そして、気持

ちの揃った教職員がみんなで力を合わせ取組むこと

の重要性･有効性です。“学習過程・ノート指導・UD(ユ

ニバーサル デザイン)”などを南一小スタンダードとして一致

して推進する教職員…ここには、教職員がつながり

情報を共有し合える“AL 通信”などの取組みがあっ

たことも見逃せません。

４年生 習熟度別３分割授業。

学ぶ楽しさを共に味わいます。

地域から学んだ内容を伝え合

い、学び合います。

切磋琢磨し学び合う先生た

ちの姿勢に大きな拍手が！

※※※※ 講演講演講演講演 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ついてについてについてについて
関西大学 若槻 健 准教授

■現在の職業の 40~50% が AI やロボットに代替さ

れると予想される社会で｢生きる力｣は一方的で知

識伝達型授業では育ちにくいとされます。

■新センター試験(2020 年度～)では、正確な知識の

多さを問う暗記型試験から“様々な情報から考え･

判断し･記述する”内容に変わります。知識伝達型

の講義を聴く＝受動的な学びでは、子どもたちへ

の『進路保障』は難しくなると危惧されます。

■ AL の観点から３つの力を育む授業づくりを

①何を知り何が出来るのか＝知識･技能の習得

②知っていること･出来ることをどう活用するのか

＝思考力･判断力･表現力の育成

③能力や資質をどこに向かって働かせるのか＝社

会や世界とつながる力の育成

■理科の授業で“静電気の実験”が行われていまし

た。静電気を学ぶのですが、実際の社会の中で静

電気がどのように活用され、どのようにつながっ

ているのかを授業の中に取り込むことで、知識理

解型の授業であっても AL の側面を出すことが出

来ると思われます。イベント的な AL でなく、日

々の授業の中で社会とのつながりや仲間との学び

合いを取り入れることも考えられます。

■今後「主体的･対話的･

深い学び」が重視され

ることは決まっていま

す。AL の善し悪しで

なく、どうすれば成果

を上げていけるかを考

えないと、子どもがこ

れから成長していく上

で困ってしまいます。

■学力に課題のある子どもたちこそ、知識定着への

様々な取組みと AL とを組み合わせることで学ぶ

意欲を高め学ぶ喜びにつながると期待できます。

南中 まるごと公開授業にて 南一小 AL 実践報告会にて

AL の視点で進める授業の積み

重ねが学ぶ力につながります。



編集後記：

学校園と課題を共有し、思いを一つにして歩み、支援していく････本市教育委員会事務局

学校教育グループは常にこのスタンスに立ち「教育活動の推進にささやかでも貢献できれば」

の気持ちで一号一号を送り出しています。

そして、何にもまして命輝かせる子どもたちに軸足を置き “この子らのために”取り

組む先生たちを、教職員が知恵と力を合わせて進める実践･研究を、様々な研修会の内容を、

準備が急がれる教育の大きな潮流等々を取り上げてきました。

啐啄の発行を通して、大阪狭山市の教育が健やかな子どもたちの育成に大きく寄与している

こと、課題解決に向け各学校園が一致して取り組み“力のある学校園”づくりを進めているこ

とを実感しています。そして、大阪狭山市の教育に自信と誇りと喜びを抱きながら、平成２８

年度の最終号を届けることが出来ました。この一年間、各学校園にはご協力いただき、心より

お礼申し上げます。ありがとうございました。

九州の炭坑町で育った先輩が何度も話してくれました。

「遠くを照らすライトと足元を照らすカンテラがなければ、怖くて炭坑夫は働けない。我々

も同じ。目標や願いを明確に持つこと。そして、日々の営みが間違いなく目標に向かっている

かを怠りなく確認し進むこと。この２つがあってこそ、子どもたちは迷うことなく安心して学

級や学校で学んでいけるんだ。」････今も胸に刻まれている言葉です。

遠くを照らすライトと足元を照らすカンテラのように 今後とも、教育を巡る大きな

潮流にライトを当てることで確かな“進路”が照らし出されます。日々の学校園のさまざまな

活動にカンテラを当てることで健やかに育つ子どもたちの姿や、情熱と使命感を持って取り組

む先生たちの姿が照らし出されます。

これからも、さやまの学校園が輝かしいステージになればこの上ない幸いです。(T.H)
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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２９年 ４月 ４日
http://www.osakasayama.ed.jp
gakkou@city.osakasayama.osaka.jp

体育指導や体力向上の研究･実践を進める全国の学

校園の中から、南第三小学校が文科省の平成２８年度

優秀校の表彰を受けました。（優秀校１０２校････小４５校、中３７校、

高１７校、支援３校）（最優秀校３校････小２校、幼１園）

実践報告の内容からは、「運動好きな子どもの育成｣

と「体力向上」に取り組んだ優秀校･最優秀校には、共

通する以下の３点があることに気付きます。

① 体育授業の充実･･･運動の特性や魅力を味わえる

授業を全員で取り組んでいます。

例）・運動量確保の為のサーキットトレーニング等を取り入れた

１時間の“授業の基本”の作成と共有

・各運動の特性に応じた指導や技能を高める指

導の工夫点の共有

・６年間を見通した体育指導の系統表の作成と

共有

・校内授業研究&実技研修会の実施 など

② 体育的諸活動と環境づくりの充実･･･自ら挑戦し

運動に親しめるよう１年間を通した活動と環境

作りを進めています。ポイントは喜び合える･励

まし合える･認め合える“つながり”の中でこそ、

意欲･関心が持続でき成果に結び付くことです。

仲間づくりや異年齢集団づくり等との有機的

な結び付きが大切です。

例）・仲間･時間･空間を考えた諸活動

・育てたい力の明確化と仲間づくりにつな

がる諸活動の継続した取組み

・常設の用具･設備の整備と維持管理&積極

的活用に向けた教職員の一致した意識

・自分や友達の頑張りが確認でき成就感を

味わえるカードや掲示の工夫 など

③ 生活･健康･体づくりへの関心を高める取組みの充実

･･･観点に沿って自身を見つめ、改善への主体的な

取組みを促す指導を進めています。

例）・基本的生活習慣･食事･睡眠･運動に関して発

達段階に合った系統的な指導&家庭との連携

・新体力テストを全学年で実施し運動への関心

を高め課題意識と意欲を促す指導 など

先進校先進校先進校先進校のののの研究研究研究研究････実践実践実践実践にににに学学学学びびびび、、、、１１１１年間年間年間年間をををを見通見通見通見通したしたしたした““““体力体力体力体力
づくりづくりづくりづくり””””をををを進進進進めたいものですめたいものですめたいものですめたいものです。

新

３月下旬、新教育要領(幼稚園)・新学

習指導要領(小中学校)が告示されました。

新教育要領の大きな改正点は「幼児期

の終わりまでに育ってほしい姿｣を示し、

その成長ぶりに基づく｢評価の実施｣を位

置付けた点にあります。

一方、新学習指導要領について文科省は、「「「「鍵鍵鍵鍵となるとなるとなるとなる

二二二二つのつのつのつの概念概念概念概念としてとしてとしてとして ““““主体的主体的主体的主体的････対話的対話的対話的対話的でででで深深深深いいいい学学学学びびびび””””とととと““““カリキュラムカリキュラムカリキュラムカリキュラム

････マネジメントマネジメントマネジメントマネジメント((((CMCMCMCM))))””””をををを位置付位置付位置付位置付けてけてけてけて,,,,学校学校学校学校のののの全体的全体的全体的全体的なななな改善改善改善改善をををを行行行行うううう

ためにためにためにために相互相互相互相互のののの連動連動連動連動をををを図図図図りりりり機能機能機能機能させることがさせることがさせることがさせることが大切大切大切大切であるであるであるである」」」」として

います。各報道は、キーワードとして CM を大きく取

り上げました。(下記※を参照)

“主体的･対話的で深い学び”や“CM”をはじめ、

外国語活動･英語科の時間数増加への対応、“特別の教

科”道徳への備え、総合的学習を軸にした横断的な学

習の進め方など 平成２９年度は、新学習指導要領

の周知と同時に,次年度以降の移行措置・全面実施に向

けた態勢を整備しなくてはなりませんが、残された時

間はそれ程多くはありません。

平平平平２９２９２９２９年度 平年度 平年度 平年度 平３０３０３０３０年度 平年度 平年度 平年度 平３１３１３１３１年度 平年度 平年度 平年度 平３２３２３２３２年度 平年度 平年度 平年度 平３３３３３３３３年度年度年度年度

新教育要領 幼稚園 周知期間 全面実施新教育要領 幼稚園 周知期間 全面実施新教育要領 幼稚園 周知期間 全面実施新教育要領 幼稚園 周知期間 全面実施

新学習指導要領 小学校 周知期間 移行措置 全面実施新学習指導要領 小学校 周知期間 移行措置 全面実施新学習指導要領 小学校 周知期間 移行措置 全面実施新学習指導要領 小学校 周知期間 移行措置 全面実施

新学習指導要領 中学校 周知期間 移行措置 全面実施新学習指導要領 中学校 周知期間 移行措置 全面実施新学習指導要領 中学校 周知期間 移行措置 全面実施新学習指導要領 中学校 周知期間 移行措置 全面実施

特別特別特別特別のののの教科教科教科教科｢｢｢｢道徳道徳道徳道徳｣｣｣｣小学校 移行措置 全面実施小学校 移行措置 全面実施小学校 移行措置 全面実施小学校 移行措置 全面実施

特別特別特別特別のののの教科教科教科教科｢｢｢｢道徳道徳道徳道徳｣｣｣｣中学校 移行措置 全面実施中学校 移行措置 全面実施中学校 移行措置 全面実施中学校 移行措置 全面実施

※※※※【【【【カリキュラムカリキュラムカリキュラムカリキュラム････マネジメントマネジメントマネジメントマネジメントのののの三三三三つのつのつのつの側面側面側面側面】】】】文科省文科省文科省文科省ホームページホームページホームページホームページ

①各教科等の教育内容を相互の関係で捉え、学校の

教育目標を踏まえた教科横断的な視点で、その目標

達成に必要な教育の内容を組織的に配列すること。

②子どもたちの姿や地域の現状等に関する調査
や各種データ等に基づき、教育課程を編成し、
実施し、評価して改善を図る一連のＰＤＣＡ
サイクルを確立すること。

③教育内容と教育活動に、必要な人的・物的

資源等を地域等の外部の資源も含めて活用

しながら効果的に組み合わせること。
充分充分充分充分なななな備備備備えでえでえでえで、、、、円滑円滑円滑円滑なななな““““移行移行移行移行とととと全面実施全面実施全面実施全面実施””””をををを！！！！



小学校教諭と子ども理解コー

ディネーターが訪ね、入学後

のスムーズな文字指導につな

がる就学前の MIM 指導を行

いました。

言葉に合わせて両手を打っ

たり握ったり、みんなで声を

出し合いながら“言葉遊び”を楽しみます。

ねこÈねっこ、おばさんÈおばあさん、にんぎょ

Èにんぎょう…など、音節の少ない言葉から徐々に

促音･長音･拗音を含む言葉や、濁音･半濁音を含む身

近な言葉を取り上げていきます。言葉に合った基本

的な手の動きに関心を持ってもらうのが目的です。

言葉･声･手の動きの結びつ

きが、園児たちには新鮮で楽

しく言葉への興味がどんどん

高まっていきました。

この MIM 指導は入学後も、

全ての小学校で計画的･継続

的に実施されます。そして、

子どもたちが戸惑うことなく「正しく読み･正しく書

く」力の基盤となっていきます。

中 学 校 授 業 体 験中 学 校 授 業 体 験中 学 校 授 業 体 験中 学 校 授 業 体 験

第三中学校の田上先生(理

科)と小林先生(社会)が、西小

学校と第七小学校の６年全ク

ラスで出前授業を進めていま

す。今回は 2/27 に七小の３

クラスで行われました。

「原始生物から一人ひとり

の今に続く“生命の歴史とつ

ながり”を感じてもらいたい。」「七小の６年生も西

小の６年生も遺伝子レベルでは限りなく等しい存在

で、互いに通じ合える存在であることを伝えたい。」

このメッセージを興味を持って受け取ってもらえ

るよう、キャベツ→ブロッコリー→カリフラワーへ

の連続性を提示することで、笑顔や笑い声や親しみ

が教室に広がっていきます。

児童の反応や発言･疑問を

丁寧にすくい取り、発問を投

げ掛け進む“社会科授業”を

体験することで「中学校の授

業が楽しみになりました｣「ま

た、こんな授業を受けたいで

す」など、進学への明るい展

望を沢山持つことができました。

また「少しでも６年生一人ひとりをよく知ってあ

げたい」と願う中学校と、「自分の特性や性格･得意･

不得意･心配事などを知っておいてほしい」と思う６

年生とが授業やアンケートを通して、中学校への信

頼と結び付きが強まったように思いました。

小学校への親しみと安心が

増していきます。（西幼）

私たちの入学を待ってくれ

ているんだ！ （半田幼）

テンポの良いやりとりで親

しみが増していきました。

もっと自分を知ってほしい

のでたくさん書きました。

緊張感を持ちながらも、希望や夢や決意を胸に抱

き、入学する学校に大きな期待を寄せる子どもたち。

そのような子どもたちの気持ちを受け止め、新し

い環境への順応をスムーズにさせたいと、保･幼･小･

中が連携した取組みを計画的に進めています。

小 学 校 体 験 入 学小 学 校 体 験 入 学小 学 校 体 験 入 学小 学 校 体 験 入 学

半田幼稚園･つぼみ保育園

の園児たちが 2/20 に第七小

学校で、東野幼稚園･ルンビ

ニ保育園･池尻保育園の園児

たちが 2/23 に北小学校で体

験入学を行いました。

教室を巡ると、いつも優し

く接してくれるお姉さんお兄

さんたちが真剣に学び合って

います。この姿をしっかり見

つめる園児たち。“学びへの

期待と心構え”を感じている

ように思いました。

体育館では１年生全員から

歌や劇などがプレゼントされ、温

かな歓迎のメッセージが伝わって

きました。また、全員で楽しんだ

ゲームから生まれた“喜びの輪”

が体育館一杯に広がっていきまし

た。

バイキング給食の様子も見学し

ました。手際よく準備を進める当

番の子どもたち。次々に配膳が済

んでいきます。そして姿勢を正し

て静かに待つお兄さんお姉さんたち。…園児たちは

このような様子に目を見張り

ながら、１年生への憧れと親

しみを一層抱いているように

思いました。

小学校の教育活動に触れる

ことで、明るい展望を持って

入学式に臨むことでしょう。

就 学 前就 学 前就 学 前就 学 前 MIM 指 導指 導指 導指 導

【MIM(Multi-layer Instruction Model)＝多層指導モデル

(小学校低学年でスラスラ文章が読めるように、小さ

い「っ･ゃ･ゅ･ょ」などの特殊音節を含む語を確実に

習得することをめざす指導法)】

市内の５つの幼稚園・こども園に、同じ校区の

正確に時刻を読み取る１年

生に憧れの眼差し。（北小）

てきぱきと準備を進める

１年生に驚きです。（北小）

国語の教科書を読む張りの

ある声が素敵です。（七小）

１年生の大きな声援

が一体感を生んでい

きました。 （七小）



           

 

 

 

 

 

 

 

満開の桜と穏やかな陽気の中、４月６日（木）に市内

の小中学校で入学式が行われました。 

午前には小学校７校で入学式が行われ、529名の新１年

生が少し緊張しながらも立派な姿勢で参加しました。 

 

 

 

 

 

 

午後には中学校３校の入学式が行われ、499名の新入生

を迎え学校は活気にあふれていました. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４月 18 日（火）、「平成 29 年度全国学力・学習状況調

査」が実施されました。本調査の目的は、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、教育指導の充実や学 

習状況の改善などに役立てる 

ことです。また、その取組み 

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 

るために実施するものです。 

対象は小学６年生と中学３年   東小学校 ６年生 

生で、教科に関する調査は国語および算数・数学の２科 

目です。主として「知識」に関する問題と、主として「活

用」に関する問題にわけ

て実施されました。その

後、生活習慣や学習環境

等に関する質問紙調査も

行われました. 

                             小学校・中学校ともに、 

             みんな真剣に集中して問題 

狭山中学校 ３年生    に取り組んでいました。 

 

 

 

 

４月７日（金）に「教職員合同研修会」を開催し、市内

の保幼小中学校園から 120名の教職員が参加しました。 

前半の全体会では、平成 29 年度大阪狭山市保育教育指

針について①教職員のチー 

ムワークによる、子ども理 

解に基づく保育や教育の提 

供②家庭や地域との連携に 

よる、アイディアに満ちた 

学校園づくり③調査の結果 

分析に基づくねらいを明確 

にしたカリキュラムの編成、 

に重点を置いて説明しました。  全体会の様子 

後半は４つの分科会に分かれました。支援教育の分科 

会では、昨年度実施した鳥取県 

への視察研修の報告と、平成 29 

年度支援教育の基本方針につい 

ての説明がありました。そして、 

「ともに学び、ともに育つ」教 

育を大切にし、子どもの成長を支

援するには、子どもにかかわる人たちがそれぞれの思いを

共有することが重要であることを確認しました。 

            生徒指導の分科会では、小中 

学校の生徒指導担当やフリース 

クールみらいの指導員、スクー 

ルカウンセラーが中学校別に集 

まり、活発な情報交換が行われ 

ました。 

 初任者指導の分科会では、教 

職員の服務や心構え、授業づく 

り、子どもたちの自尊感情を高 

めるために等についてアドバイ 

ザーから説明がありました。 

 外国語教育の分科会には、小学校３・４年生での外国語

活動、小学校５・６年生での外国語の授業に向けて、小学

校の担当教員が参加しました。大阪府教育庁の先生から、

『ＤＲＥＡＭ』という教材を使 

った小学校外国語教育の充実に 

ついて、模擬授業も取り入れな 

がら、くわしく分かりやすく説 

明していただきました。 

 さやまの教育の一層の充実に 

向けて、今年度も好スタートを切ることができました。 

１２５号 
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４月 19 日（水）に、市内全小学校で１年生の学校給食

がスタートしました。当日のメニューは、ごはん・牛乳・

鶏肉の竜田揚げ・じゃこあえ・わかめのみそ汁です。 

 北小学校では、初めての 

給食なので４人の先生が応 

援に来ていました。前日に 

空の食缶を使って配膳等の 

練習を行ったそうで、３ク 

ラスともスムーズに給食を準   北小学校 １年生 

備することができました。 

みんなで楽しく食べる給食は 

本当に美味しいと、ほとんどの 

子が残さず食べられたようで、 

竜田揚げとじゃこあえの食缶は 

すっかり空っぽになっていました。 

 

 

４月 20日（木）、さわや 

かな春風の中、錦織公園に 

元気で明るい声が響きま 

した。市内の小中学校の 

支援学級の児童・生徒が 

集まって、戸外で楽しく  錦織公園 やんちゃの里で 

過ごしながら交流を深める『さやまっ子遠足』です。 

 全員が集合してお話を聞いた後、中学校区ごとに分かれ

保護者や教職員も一緒に「自己紹介タイム」で盛り上がり

ました。次の自由遊びの時間では、大きなすべり台が一番

人気でした。上の学年の児童や中学生が、小さな学年の子

に順番をゆずったり、優しく面倒を見る姿が多く見られ、

とても楽しい一日になりました。 

  

 

 ４月 29 日（祝）30 日（日）に『狭山池まつり』が実

施されました。狭山池まつりは、大阪狭山市の活性化の

ために平成 14年から始められたもので、今年のテーマは

「新たな 100年に Here we go！」です。 

 今年も市内の先生たちは、ＰＴＡ 

模擬店の手伝いに約 10名、灯火輪の 

ボランティアスタッフとして約 50名 

が参加しました。また、３つの中学校 

吹奏楽部が龍神舞台の演奏に、狭山中 

の生徒会が募金活動に参加しました。 

 午後６時過ぎ、灯火輪担当の先生たちは周囲 2.85Ｋｍ 

の狭山池の堤に、灯火台セットを等間隔に準備します。 

午後７時、いよいよ点火。狭山池全体が幻想的な灯り

に包まれます。このまつりを通して、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。 

 

 

 

 

 

 

学校ホームページの 

      充実に向けて 
 ４月 24 日・27 日・28 日の３日間、学校のホームペー

ジ作成についての研修会を実施し、小中学校の管理職と

担当者が参加しました。 

 各小中学校では、現在も 

開かれた学校を目指して、 

ホームページで学校行事や 

学校だより、学校評価等さ 

まざまな情報を積極的に発 

信しております。今回の研   南中学校ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ室にて 

修を通して、より見やすく充実したホームページになっ

ていくことを期待してください。また、より一層各小中

学校のホームページへのアクセスをお願いします。 

 ※なお、大阪狭山市ホームページ／学校教育グループ

の『各校へのリンク』からもご覧になれます。 

 

２０１７ 



           

 

 

 

 

 

 

 

           大阪狭山市教職員研修 
 ５月 18 日（木）に大阪狭山市教職員研修『次期学習指

導要領がめざすもの』を開催し、市内小中学校から各校２

名(管理職と学力向上担当等)計 20名が参加しました。 

 大阪府教育センターから講師を招き、「次期学習指導要

領の方向性について理解し、資質・能力の育成をめざす授 

業づくりの在り方を考える」

「カリキュラム・マネジメン 

              トの意義と必要性と組織的 

に取り組む評価を生かした 

授業改善の視点について理 

解を深める」という目的で 

お話していただきました。 

 その中で、[次期学習指導要領のポイントは？][今求め

られる資質・能力の育成をめざした授業改善で重視すべき

視点は？]という２点について少人数で話し合った後、全

体で交流しました。 

 また、研修の後半では中学 

校区ごとに集まり [授業改善 

を進めるにあたって] という 

テーマで話し合いを深めまし 

た。最後の全体交流では、大 

阪狭山市の授業改善の視点についてお互いに共通理解を

深めることができ、とても有意義な研修になりました。 

 

 

  

 次期学習指導要領では、小学校「３・４年生の外国語活

動」と「５・６年生の外国語」が導入されます。市内の小

学校でも、平成 32 年度の完全実施に向けての取組みを進

めております。 

 右の写真は、東小学校４年 

生の外国語活動の様子です。 

東小学校では外国語活動担当 

教員と学級担任が、大阪狭山 

小学校英語活動支援の会の方 

のサポートを受けて授業を行っております。英語を通して

言葉や文化についての理解を深め、コミュニケーションを

図る素地となる力と積極的な態度を育てることをめざし

ています。 

 また、５・６年生では狭山中学校の英語科教員やＡＬＴ

も加わって、楽しい外国語の授業を工夫しております。 

『体力向上研修会』 

新体力テストの実践に向けて 
   

５月 11日（木）に新体力テストに向けての『体力向上

研修会』を東小学校で開催し、市内小学校の教職員約 50

名が参加しました。講師は和歌山大学教育大学教育学部

の本山貢先生です。 

最初に、体力テストで子 

どもの持っている本当の能 

力を知ることの大切さにつ 

いてお話がありました。そ 

して、事前に「ワンポイン 

トアドバイス」を実践することによって、子どもたちの

本来持っている力を引き出すことができることを、過去

の検証結果も参考に説明されました。また、体力テスト

の安全・正確な実践に向けて、良い実践例・悪い実践例

の VTRも使って分かりやすく指導していただきました。 

 本山先生には、８月９日（水）に大阪狭山市保幼小中

学校園の全教職員対象のタイムリー研修でも、『子どもの

体力づくり』のご講演をしていただく予定です。 

 

 

  

  

体力は学力とともに、子どもたちの将来において大切

な力であり、健康な生活を送るためにも欠かせないもの

です。大阪狭山市では、子どもたちの体力の状況を把握

分析し、体力向上のためのＰＤＣＡサイクルを確立し、

学校における体育指導に役立てるため、小中学校全学年

で安全・正確な測定を工夫しながら実施しております。 

 

 

 

 

 

 

 

 立ち幅とび（第七小）   ソフトボール投げ（南三小） 

 

 

 

 

 

 

反復横とび（東小）     上体起こし（狭山中） 
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 大阪狭山市では、児童・生徒の運動遊びの機会を増やし、

体力向上と集団作りを図るため、『さやまチャレンジラン

キング(大縄とび)』を今年度も実施しております。このチ

ャレンジランキングでは、大縄を使った「全員とび」「８

の字とび」の２種目を設定し、市内小中学校の児童・生徒

がクラス単位で３分間挑戦した記録を教育委員会のホー

ムページに掲載し、市内ランキングを公開するとともに記

録の良いクラスを表彰します。 

 すでに２つの小学校がランキ 

ング挑戦をスタートしました。 

 南第一小学校では５月 11日 

の朝から「大縄チャレンジ」を 

始めました。クラスで２種目の 南一小 大縄チャレンジﾞ 

どちらかを選んで挑戦し、クラ 

スごとに記録を発表しました。 

 南第三小学校では５月 19日 

の朝から「ジャンプアップチャ 

レンジ」を始めました。全クラ 

スが８の字とびに挑戦しました。 

他の小中学校もこれから続々 南三小 ｼﾞｬﾝﾌﾟｱｯﾌﾟﾁｬﾚﾝｼﾞ 

と参加予定で、どんな記録が出るか今後が楽しみです。 

 

 

 

 

 

５月２３日（火） 
 大阪狭山市の教育の芽や根や幹が、がじゅまるの樹のよ

うに大きく深く育つことを願って、４年前から市教委と校

長会が共催で実施している自主研修会『がじゅまるカフ

ェ』今年度の第１回目が南第一小学校で開催され、小中学

校に勤務する経験の浅い先生方約 30名が参加しました。 

             講師は昨年に続いて大阪教育 

            大学岡田耕治先生で、今日のテ 

            ーマは「授業づくりの基本技」 

            です。若手教員が生徒になって 

             「俳句」の模擬授業を受けまし 

            た。まず、個人でオリジナル俳

句をつくり、それをグループ内で披露し、お気に入りを選

び合います。その後、選んだ句を「○○だからみんなから

選ばれたと思います。」という言い方で全体に発表します。 

 模擬授業終了後、各グループに校長・教頭・指導主事が

入り、今日の授業についての 

振り返りをしました。生徒の 

立場になって授業を受けるこ 

とによって、日頃の自分の授 

業を改めて見つめなおすよい 

機会となりました。 

 

 

 

 

       ６月１日（木） 市民総合グラウンド 
快晴の空の下、６月１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。市内７つの小学校６年生

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、競い合い、応援し合います。 

 開会式の学校紹介はそれぞ 

れの楽しい工夫が見られ、最 

初の種目「ダンス」のジェン 

カを踊る頃にはすっかり打ち 

解けたようでした。当日まで 

に中学校区ごとに実施した交 

流会の成果がうかがえます。    開会式(学校紹介) 

午前の競技は①100ｍ走(男子)②騎馬戦③玉入れ④100

ｍ走(女子)⑤綱引き(予選)で、午後の競技は⑥二人三脚 

リレー⑦しっぽとり⑧綱引き

(決勝)⑨800ｍリレーです。 

競技が進むにつれて、応援 

            にもどんどん熱がこもり、小 

学校の枠を越えた仲間意識も 

騎馬戦           高まります。 

そして午後、各チームは優勝めざして一層盛り上がり、

閉会式へ。最後はお互いの 

健闘をたたえ合い、大阪狭 

山市の小学校６年生全員の 

『つながり』を感じられた 

一日になりました。    

                   綱引き(決勝) 

 

 

 

大阪狭山市では、発達障がいの可能性のある児童生徒

の早期支援について、医師や学識経験者等の指導を受け

ながら研究をしています。そして、通級指導教室などで

課題を克服する指導を通して、一人ひとりの子どもの自

己肯定感を高めたいと考えています。しかし、その効果

を丁寧に把握するにはどのような方法がよいのかという

課題がありました。 

そこで、梅花女子大学心理こども学部の福井斉先生を

講師に「自己肯定感を育む 

教育実践」についての研修 

会を５月 25日（木）に開 

催し、各小中学校から管理 

職・支援教育コーディネー 

ターが参加しました。 

 研修では、①自己感情と自己概念・②自己肯定感を育

む教育実践例・③子どもから自己肯定感を測定する際の

注意点、について指導していただき、今後の取組みにと

ても参考となる研修でした。 



           

 

 

 

 

 

 

 

 

道徳の公開授業(南第三小学校) 
            平成２９年６月３０日（金） 

 大阪府より道徳教育推進事業の指定を受けている南第

三小学校は、大阪狭山市授業力向上研修として４年道徳の 

公開授業を行いました。来年度からの「特別の教科道徳」 

に向けて、どの小学校も取組みを進めており、関心も高く、 

市内の小中学校から多くの教職員が参加しました。 

              指導者は大谷美絵教諭で、 

主題名は『山の自然を守りた 

い』です。本時のねらいは、 

主体的な学びを通して、自然 

のすばらしさに感動し、自然 

を大切にしようとする道徳 

的実践力を育てることです。 

 授業後の研究討議会では、指導助言の兵庫教育大学の谷 

口雄一先生から、「今回は『自然愛護』についての授業で 

したが、子どもたちに自然の何について深く考えさせたい 

のかを明確に持つことが大切である」と、お話がありまし 

た。また、市教委の指導主事からは小中学校における道徳 

の評価について説明があり、毎時間の授業はねらいを明確 

にした『深く考える授業』を追求しましょうとまとめて研 

究討議会を終了しました。 

  ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

国語の公開授業(南中学校) 
             平成２９年７月４日（火） 

「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた実践研究の 

指定を大阪府より受けている南中学校は、授業力向上研修 

として３年国語科の公開授業を行い、市内小中学校だけで 

なく市外の中学校からも多くの教職員が参加しました。 

 指導者は船富聡子教諭で、題材名は『言葉について～四 

字熟語』です。本時の目標は、四字熟語の構成について理 

解し、さまざまな四字熟語を知ることです。「主体的・対 

話的で深い学び」の実現に向けては、四字熟語の構成につ 

いてグループで話し合い代表が前に出て発表したり、 ICT 

を活用して関心や意欲を高め、リズムよく集中して音読を 

繰り返したりしていました。 

 授業後の研究討議会では、 

「深い学び」を実現するため 

にというテーマでグループ協 

議を行った後、各グループご 

との意見を交流しました。 

 

 

 

 

 

狭 山 再 発 見  
            平成２９年６月１３日（火） 

南中学校の２年生は大阪狭山市内を散策『ブラサヤマ』 

しながら、狭山の良さを再発見する取組みを、６月１３

日（火）に実施しました。  

 狭山には、狭山池を中心と 

した古代からの歴史があり、 

ため池や陶器山・天野街道で 

の自然があり、祭りがあり、 

名物もあります。そして何よ 

りも歴史をささえてきた狭山   

の人たちがいます。そんな狭  お世話になった方々 

山を、６つのテーマごとに分かれて、専門の方々や地域

の方々・南中の先輩と歩きます。そして、自分たちの目 

を通して再発見し、課題を 

見つけ、提案する中で、未 

来の狭山の街づくりにつな 

げていくことが、この取組 

みの目的です。 

６つのテーマは、「歴史」

「狭山の今」「自然」「人に 

テーマごとに顔合わせ     優しい街」「観光」「防災・ 

防犯」で、それぞれのテーマの中で４つのコースに分か

れ、合計２４コースになっています。今回のフィールド

ワークには、さやか観光・社会福祉協議会・あまの街道 

        と陶器山の自然を守る会・ 

市役所・狭山池まつり実行 

委員会・井上農園・商工会・ 

天志窯・未来プランナーか 

ら約５０名の皆さんにご協 

力いただきました。 

              子どもたちはテーマごと 

教室で打ち合わせ     に顔合わせをした後、２４ 

のコースに分かれて、地図 

とカメラを持って出発しま 

した。今後は、今日調べた 

ことをまとめ、課題を明ら 

かにしていきます。そして、 

取組みの最後には、お世話 

になった方々を招いて発表  ２４のコースに分かれて 

会をする予定です。      フィールドワークに出発 
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人権体験型授業 

教職員のための救急救命講習会 

 

 

 

 

 

           平成２９年６月１２日（月）  

第七小学校と南第一小学校の５年生が、地元農家の皆さ 

んに協力いただきながら、６月１２日（月）に田植えの体

験学習を行いました。この学習では、市内２か所の水田を 

            使用させていただき、実体験を 

通して農作業の大変さや食の 

大切さを学びます。 

 第七小学校は午前に、南第一小 

学校は午後に、それぞれ苗の植え

方の説明を受けた後、歓声を上げながら柔らかな土に足を

踏み入れました。ほとんどの児童が初めての体験で、泥に

足をとられて上手く歩くこともできない中、農家の方々に

教えていただきながら、真っ直ぐ張られたロープを目印に

１株ずつ丁寧に苗を植えました。 

 今後は稲の成長を観察し、秋には稲刈りを体験する予定

です。農家や市役所の皆さん、ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

  第七小学校の５年生    南第一小学校の５年生 

 また、他の小学校でも校庭の端に水田を作って、それぞ

れ工夫しながら米作り体験に取り組んでいます。田植えの

後、雑草をぬくなどして大切に育てた稲を、秋には１束ず

つ鎌で刈り取ります。大きく成長してほしいものです。 

 

 

 

 

 

 

 南第二小学校の５年生     北小学校の５年生 

 

 

 南第二小学校では、６月１２日（月）に人権学習講演会

として『あすチャレ！スクール』を実施しました。これは 

             東京パラリンピックに向け、 

             障がい者スポーツに慣れ親し 

             でもらおうとするパラスポー 

             ツ体験型授業で、講師はシド 

             ニーパラリンピック車椅子 ↗              

バスケットボール主将の根木慎志さんです。根木さんは

車椅子バスケのルール等を説明した後、猛スピードで体

育館内を走り、シュートを実演されました。 

 後半は、児童代表で２ゲ 

ーム、教師代表で１ゲーム 

の車椅子バスケ大会を行い 

ました。根木さんには自分 

自身の活動している姿を通 

して、応援することの大切 

さや「明日への挑戦」の楽 

しさを教えていただきました。 児童代表 10名による 

車椅子バスケットボール大会 

 

 

 

             平成２９年６月１９日（月）２０日（火） 

 大規模災害等が発生し救命手当が必要となった場合に

は、中学生などの若い年齢層の活動が期待されます。そ

こで、大阪狭山市は市内の全中学生に救命救急の知識と

技術を身に付けてもらうことを目的に、平成 23年度より 

『安全安心スクール』を実施しております。各中学校で

は、１・２年生時に保健体育の授業として、応急手当や

心肺蘇生法などについて必要な知識や軽易な技術の習得

を図り、３年生では実技講習を行っています。 

 第三中学校では、６月 19・ 

20日に３年生向けの普通救 

命講習が、消防本部・市役 

所・地域の安全安心推進リ 

ーダーの協力で実施されま 

した。ついさっきまで元気 

にしていたのに、突然、心  声を合わせて胸骨圧迫の練習 

臓や呼吸が止まってしまった・・・“こんな人の命を救う

ためには、そばに居合わせた自分が「救命措置」をしな

いと！”３年生全員が真剣な表情で、１・２・３・４と

声を合わせながら胸骨圧迫を繰り返します。人工呼吸で

は、胸が上がるまで気道確保や吹込みを、そしてＡＥＤ

の正しい使い方を練習しました。 

 救命手当に関する必要な知識と技術、心構えを身に付

けた３年生には、卒業時に普通救命講習修了証が交付さ

れることになっています。 

  

  

 大阪狭山市では、毎年全教職員を対象に『救命救急講

習会』を実施しており、今年度も６月７・８・19・20 日

の４日間、消防救急本部救急グループの方を講師に開催      

しました。実技講習では 10人程の班に分かれて心肺蘇生 

法の訓練を行います。いざ 

という時、適切な救命措置 

を落ち着いてできるように 

なるためには、毎年このよ 

うな訓練を重ねることが大 

切だと改めて感じました。 

中学校安全安心スクール 



           

 

 

 

 

 本年度も教育に関する様々なテーマについて、多彩な講 

師を招いて夏季教職員研修を実施しました。厳しい暑さが 

続く中、各会場では熱心に取り組む先生方の姿が見られま 

した。この夏季研修で学んだことを、新学期からの実践に 

役立ててほしいと思います。今回の啐啄では、その中から 

いくつかの研修を取り上げて紹介します。 

 

        

 

 ８月９日(水)に SAYAKA ホールで、市内すべての保幼小

中学校園の教職員を対象にしたタイムリー研修が行われ、

300 名以上が参加しました。 

 第一部では、狭山中学校 

区のキャリア教育の取組み 

「保幼小中の連携を通して」 

の実践報告がありました。狭山中 

学校区では、保幼小中という長期の 

視点で子どもを育てるため、昨年度 

より合同研修会を年２回実施しています。 

今年は８月２日に行われ、全体での講演会の後の分科会で 

           は、テーマ別に全教職員が分かれ 

     て話し合い、とても有意義な交流 

            ができました。この研修会以外 

にも様々な校種間交流が報告 

され、中学校区で学びの連続性 

            を意識した取組みが進められ

ていることが大変よく分かりました。 

 第二部は、和歌山大学の本山貢 

先生を講師に、「子どもの体力づ 

くり」を演題にお話していただき 

ました。本山先生からは、体力測定 

方法の精度を高め、子どもの持っている能力を知ることの 

大切さを教えていただきました。岬町立深日小学校と連携 

した取組みでは、『教職員の体力への意識の向上』が何よ

り大事であるという言葉がとても印象に残りました。 

 

 

 ８月４日(金)に市立公民館で、大阪狭山市人権教育研

究協議会の「夏季実践交流会」が開かれ、市内の保幼小 

中学校園から 300名以上の教職員が参加しました。 

 実践発表Ⅰは北小学校の田邉美由紀教諭が「みんな大 

             好き」、発表Ⅱは南第三小学 

             校の大谷美絵教諭が「ずっ 

             とあなたの味方だよ」とい 

              うテーマで、子どもと向き 

」                        合い信頼関係を築いてきた 

             取組みが報告されました。 

◇ その他の大阪狭山市夏季教職員研修 

 

 

 

 

 

 

ふるさと さやま 発見  8/10    スタートカリキュラム  8/8 

市文化協会舞踊部の皆さん他 大阪大谷大学 長瀬美子先生 

 

 

 

 

 

 

図工(共同制作)の指導 8/3   コグトレワークショップ ① 8/3 

大阪教育大学 福岡知子先生  梅花女子大学 閑喜美史先生 

 

 

 

 

 

 

小学校の英語教育 8/2   思春期における心の病気 7/28 

大冠小 引山先生・平山先生  大阪さやま病院 阪本栄先生 

 

 

 

 

 

 

生徒指導課題研修 7/27   発達障がいを持つ子どもの 

大阪府公立学校ｽｸｰﾙｶｸﾝｾﾗｰ  理解と保護者への対応 7/24 

ｽｰﾊﾟｰﾊﾞｲｻﾞｰ 巽葉子先生   大阪大学 金澤忠博先生 
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Let’s enjoy English this summer!  

       平成２９年７月２１日(金)～３１日(月) 

 夏休み英語体験教室が、7月 21日南一小・24日西小・ 

25日北小・26日東小・27日南二小・28日南三小・31日 

第七小で実施されました。この教室では、市内の ALTと各

小学校の３～６年生の児童が、歌やゲーム等の活動で英語

によるコミュニケーションを楽しみます。 

              Hello songの歌からスター 

           トして、ジャンケンゲー              

ムや Numbersゲームなど子ど

もたちも体を動かしながら

どんどん英語の世界に引き

込まれていき、あっという間             

に予定の 90分が終了しました。「あー、おもしろかった！」

という声があちらこちらから聞こえていました。 

 

 

平成２９年７月３１日(月) 

 今年も７月 31 日に『南中学校区キャリア教育夏季合同

研修会』が開催され、南中学校区７つの保幼小中学校園か

ら多数の教職員が参加しました。 

 研修の前半は、神戸親和女子 

大学の新保真紀子先生の講演会 

です。最後に、「気になる子ども 

の庭に遊びに行こう、子どもたち 

に素直なラブレターを書こう！」とまとめられた言葉に、 

新保先生の思いが込められていました。 

 後半は５つのテーマに分かれた部会で、保幼小中の教職 

員が話し合いました。それぞれの部会には市教委の指導主 

事も参加しましたが、保育・ 

授業部会には大阪暁光高校

の先生方をゲストスピーカ

ーとしてお招きし、実践報告

をしていただきました。 

              各部会の最後には、それぞ 

             れのグループで活発に話し

合った内容について交流を 

行い、充実した夏季合同研 

              修会が終了しました。 

 

 

 

 

 

 

           平成２９年７月２４日(月)～８月２日(火) 

 市内小中学校の先生が、東幼稚園で２名・こども園で 

８名・東野幼稚園で１名・半田幼稚園で２名、社会体験 

研修として２日間ずつ保育を体験しました。 

 ２日間という短い期間でし 

たが、参加した先生方は学校 

とは時間の流れ方の違う幼 

稚園・こども園の生活の中 

で、たっぷりと子どもたちと 

触れ合うことができました。 

そして、園児の様子を見たり、 

園での指導を体験することによ   半田幼稚園で 

って、園の先生方の思いや考え、指導の仕方を知ること

ができ、学校で子どもたちをどのように受け入れるべき

かを考えるよい機会となりました。 

 

 
 
           平成２９年７月２０日(木) 於：狭山中学校 

 ７月 20日(木)に狭山中学校で、大阪国際大学スポーツ

行動学科の井上芳光先生を講師に『スポーツ活動中の熱

中症の予防』についての研修会が行われました。 

 前半は生徒向けの研修会で、部活動のキャプテン・副

キャプテンが参加しました。先生から、急な暑さに要注

意、体調不良は事故のもと、自分や友だちの様子に十分

目を配ることなどのお話がありました。後半は教職員向 

    けで、狭山中だけでなく市

内の小中学校から多くの教

職員が参加しました。熱中

症を疑う症状では速やかな

冷却措置を行うこと、「スポ

ーツ活動の予防５ケ条」を

守って、子どもの事故を防 

ぐことの大切さなどを指導していただきました。 

 

 

   

 啐啄 127 号で紹介しました南中２年の『ブラサヤマ』

の発表会が、７月 20日(木)に行われました。今回発表し

たのは７つのグループで、当 

日お世話になった方々も招待 

しました。これからも一人ひ 

とりが、自分の目で狭山の良 

さや課題を見つめていってほ 

しいと感じる取組みでした。 

小中学校の先生が 

 幼稚園・こども園へ 

熱中症予防の研修会 
南中学校区キャリア教育夏季合同研修会 



           

 

 

 

 

                     平成２９年９月１日（金） 

 ９月１日(金)に市役所で『平成 29年度大阪狭山市教育課

程研究協議会』を開催し、小中学校から管理職をはじめ 50

名の教職員が参加しました。 

①全国学力学習状況調査及びﾁｬﾚﾝｼﾞﾃｽﾄの結果について 

②大阪府小中学校新教育課程研究協議会について 

 市教委の学力向上アドバイザーより、平成 29 年度の全

国学力・学習状況調査とチャレンジテストの結果について 

経年比較等総合的な説明がありました。 

 続いて市教委指導主事より、大阪 

府教育課程研究協議会で示された 

「新しい学習指導要領の考え方」 

「改訂の経緯及び基本方針」等 

について、⑴学習指導要領等の 

学びの地図としての役割、⑵育 

成をめざす資質・能力の明確化、 

⑶主体的・対話的で深い学びの実現 

に向けた授業改善の推進、⑷各学校におけるカリキュラム

マネジメントの推進、以上４点の重要性について説明し、

全体での共有を図りました。 

③次期学習指導要領に向けての実践報告 

            東小学校より、今年度校内研修が 

教師全員で授業を創り上げていく

と         体制になってきたこと、南一小から 

             は研究３部会が中心となって 

            指導案や人権教育カリキュラ

ム等の検討に取り組んでいる              

             という報告がされました。 

 南三小より、特別の教科道徳の 

実施に向けて、効果的な指導方法 

や評価方法の研究などに取り組ん 

でいること、南中からは主体的・ 

対話的で深い学びを実現するた 

めに単元計画を大切にし、放課 

後には模擬授業も行っているこ 

となどの報告がありました。 

市制施行３０周年記念事業 

   

                         平成２９年９月１３日（水） 

 ９月１３日(水)に SAYAKA ホールで『防災学習講演会』 

が行われ、市内の中学１年生全員約 500 名が参加しまし

た。この講演会は、大阪狭山市市制施行 30周年記念事業 

として、中学生が地域の方々とともに「災害」という観点 

から大阪狭山市について理解を深める目的で開催するも

のです。 

 前半は、各中学校の代表による 

作文の発表です。市 

内の中学１年生全員 

が防災をテーマに書 

いた作文の中から、          市長あいさつ 

各学校１人が選ばれ 

発表してくれました。会場の生徒たちは、３人の作文の発 

表を自分の考えと比較して、メモをとりながら熱心に聞い 

ていました。 

 後半は、東京大学片田敏孝先生による「想定外を生き抜

く力～大津波から生き抜いた釜石の子どもたちに学ぶ～」

というテーマの講演会です。片田先生は、岩手県釜石市で 

              津波防災教育に取り組んで 

             こられましたが、東日本大震 

             災の時その教えを守り、自分 

              たちの判断で素早い避難を 

              行い、大津波を生き抜いた 

子どもたちは「釜石の奇跡」と呼ばれています。 

 そんな子どもたちに、片田先生が伝えていた避難三原則  

は、①想定にとらわれるな ②最善を尽くせ ③率先避難

者たれ です。まずは自分の命は自分で守り、守った命で 

他者を助ける。大事なことは、自分の意志で避難する意識 

をもつことであると教えていただきました。参加した１年

生は、日常の備えや的確な判断の 

もと主体的に行動することや、 

地域の防災活動や災害時の助 

け合い活動の大切さを十分理解 

することができたようです。 
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             平成２９年８月２２日（火） 

 ８月２２日(火)に市役所で『チームワーク研修』が開催

され、小中学校から教職経験 10 年までの教職員や首席・

指導教諭・管理職等合わせて 80名が参加しました。 

【第 1部】元気の出る授業づくり 

 講師は大阪教育大学の岡田耕治先生 

です。参加者は元気度順にグループ 

になり、「行為の中の省察」につい 

ての話がありました。その後 

「左半分で聴く」ことについ 

て実際に自分が話す・聴く体 

験を通して、カウンセリング 

の極意を学びました。 

【第２部】ワークショップ 

 研修の進行は、各小中学校から１名ずつ計 10 名の企画

運営スタッフです。まずスタッフによる寸劇「授業でよく 

              ある教師の失敗」を見ても 

              らい、個人でその改善点に 

ついて考え、その後グルー 

              プで話し合います。各グル 

ープで話し合ったことは、 

前で発表しました。 

前半は小学校、後半は中 

学校バージョンでしたが、 

最後にスタッフが考えた改 

善例の寸劇も発表され、内容 

の深まりが感じられました。 

【第３部】より良い授業づくりのために 

 講師は再び岡田先生です。参加者はまず自分が話し合い

たいテーマに基づいて 18のグループに分かれました。 

 そして「みつばちわくわくカフェ」で、テーマについて 

①一人で構想、②グループで交流、③移動して情報収集、

④収穫の共有という順番で話し合 

いを進めました。 

最後は、⑤アウトプットで 

す。どんな授業づくりをしたい 

のか、個人の１分間ライティング 

をポジティブクエッションで繰り 

返して、充実したチームワーク研修を終了しました。 

 

 毎年９月１日は防災の日で、この日を中心とした１週間

が防災週間として、各学校でも防災訓練等が実施されま

す。学校給食でも、防災教育の一環として９月４日(月)に 

『防災給食(カレー)』が提供されました。献立内容は、ご 

はん・レトルトカレー・牛乳・小魚 

パックで、レトルトカレーは温めず 

に食べられる上、食物アレルギーに 

も対応した非常食カレーです。 

初体験の１年生は、カレーの 

袋を開け、こぼれないようにご 

はんにかけるのが少し難しそう 

でした。感想を聞いてみると「野菜がいっぱい入っていた」

「思ったよりおいしい」となかなか好評でした。 

まるごとパック研究発表会に向けて 

                       大阪狭山市立西小学校 

 １０月２４日(火)の『まるごとパック研究発表会』に向

けた準備が進む西小学校の吉川豊校長先生を訪ね、取組み

内容や重点事項などを伺いました。  □Ｑ ■Ａ 

□気持ちを揃えて頑張っている西小が、大事にしていることは？ 

■「子どものために」を合言葉に、様々な情報をみんなできめ細か

く共有し、学校全体で子どもを育てていく体制にしています。 

□２回目として、意識していることは？ ■他校の良いところは積

極的に取り入れて、前回よりレベルアップしたものにしたいと教職  

員全員で考えています。 □準備は順調に進んでいますか？ 

■9/28 各部の進捗状況の確認、

10/13指導案の締切り、10/16大

阪大学西森先生の ICT 研修、な

ど予定通り進んできています。 

□当日の日程は？ ■13:00～ 受付 13：15～13：30 清掃 

 13：30～13：45 昼休み 13：50～14：35 公開授業(５限目) 

 14：55～15：30 全体会(授業を中心に３部の取組みを報告) 

 15：40～16：40 第三中学校区元気あっぷ分科会(５会場) 

□公開授業については？ ■当日のﾘｰﾌﾚｯﾄに全学級の授業略

案をつけています。ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝを取り入れ、ICT も活用し 

た授業にします。次期学習指導要領も意識して、道徳や外国

語を含め、いろいろな教科を公開しようと考えています。 

□地域の方には？ ■日頃からお世話になっている地域の方々

に、感謝の気持ちを込めた学校公開にしたいと思います。 

       平成２９年９月４日(月) 
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各中学校の運動場に歓声と拍手が響きわたりました。 

真剣な表情の生徒たち、縦割りのカラーに分かれて声援

を送り励まし合う連帯感、そんな仲間の一員として全力で

頑張る姿に、会場全体が大きな感動に包まれました。 

狭山中学校 １０月１１日(水) 

 

 

 

 

 

開会式         全員リレー      台風の目 

南中学校 ９月２９日(金) 

 

 

 

 

 

綱引き     部活動対抗リレー    閉会式 

第三中学校 ９月２９日(金) 

 

 

 

 

 

１００ｍ走  園児との交流玉入れ   全学年対抗長縄 

 

 

 

 

 快晴の秋空の下、市内各小学校の運動会が１０月８日に

行われました。子どもたちがかけっこなどの個人競技で熱

戦を繰り広げたり、団体競技で力いっぱい競い合ったり、

団体演技で息の合ったダンスや演技を披露するたびに、保

護者や地域の皆さんの大きな歓声や拍手が運動場に響い

ていました。どの小学校も、子どもたちの満足そうな笑顔

がいっぱいの素晴らしい運動会になりました。  ↗ 
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小学校 運動会 
平成２９年１０月８日(日) 

 ｻﾞ♡ﾋｯﾊﾟﾚｰ 2(５年)  忍者☆158人ﾆﾝｼﾞｬｰ(2年)  

 運べ！希望の光(２年)  

 応援合戦   棒引き(４年)  

 開会式  

っとばせ！ｿｲﾔ!(3・4年)  綱引き(６年と卒業生)   

 騎馬戦(５・６年)   高学年リレー  

 紅白対抗大玉送り   一生懸命(５・６年)  

組体〜Challenge〜(5・6年)   閉会式  

mailto:gakkou@city.osakasayama.osaka.jp


学校まるごとパック事業 

 

 

 

『学校まるごとパック事業』は、めざすこども像の実現

に向けて一丸となって取り組む教職員の姿と、学ぶ子ども

たちの姿を、市内教職員や地域の方々に「まるごと」公開

するものです。今年度最初の西小学校は、１０月２４日(火)

に学校公開を実施しました。 

 当日は掃除や昼休みの時 

間から公開です。５時間目 

は全クラスがいろいろな授業 

を公開しました。どの授業も 

ユニバーサルデザインが取り 

入れられ、ICT が多くの場面 

で活用されていました。子どもたちは集中して授業に取り

組んでいて、積極的に発言する姿が印象的でした。 

授業後の全体会では「がんばり やさしさ つながり」を 

めざす西小の取組みについて実践報告があり、教職員集団 

          が気持ちを揃えた取組みを進めて 

           いることがよく分かりました。 

          最後は「第三中学校区元気 

             あっぷ分科会」で、保幼小中 

             学校園の教職員が５つのテー 

             マに分かれて熱心に話し合い 

             有意義な交流ができました。 

まるごとパック学校公開に向けて 
 
 １１月６日(月)の『まるごとパック学校公開』に向けた

準備が進む狭山中学校の中田智己校長先生を訪ね、取組み

の内容や重点事項などを伺いました。  □Ｑ ■Ａ 

□狭山中学校が今、一番大切にしていることは何ですか？ 

■素直な生徒ばかりで、行事等では３年生が手本を見せ、２年生

が支え、１年生がついていくという伝統ができています。 だからこ

そ、先生の指示を待つのではなく、自分で考え主体的に学習や

活動ができる子どもたちになってほしいと考えています。 

             □当日の時程は？ 

             ■12：50～ 受付  

              13：10～13：20 そうじ 

              13：20～13：40 昼休み 

              13：45～14：35 授業(５限) 

14：35～15：50 終学活     14：55～15：45 実践報告 

16：00～16：45 狭山中校区元気あっぷ交流会(分科会) ↗ 

□当日ここを観てほしい、意見をもらいたいという観点は？ 

■校内研では、「主体的・対話的で深い学びの実現」や「授業の

ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝ」をめざしての授業改善、「めあて」や「振り返

り」という学習過程を大切に取組みを進めています。それらの観

点から、ご意見やご感想をいただけたらありがたいです。 

□実践報告では？  ■実践報告は体育館で、総合学習発表 

会での子どもたちの姿もビデオで観ていただく予定です。 

□元気あっぷ交流会では？ ■狭山中校区の保幼小中学校園

の教職員が、８月２日に実施した交流会同様５つの分科会に

分かれ、中学校区で決めている「保幼小中の連携を通して」と

いうテーマて話し合いますので、どうぞご参観ください。 

 

     

     

  

 ６月の田植え体験からちょうど４か月、第七小学校・ 

南第一小学校の５年生が稲刈りを行いました。田植え同 

様に初めて体験する子どもが多く、機械ではなく、鎌で 

稲を刈ることの大変さを感じたようでした。その後、落 

穂拾いも行いました。 

 社会科の学習で「米作り」 

を学習しているので、とても 

貴重な体験学習となりました。 

本日まで稲の管理・田植えや稲 

刈りの準備や指導をしてくださった地元農家の皆さん、

子どもたちのために本当にありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

第七小学校の５年生     南第一小学校の５年生 

 

 

 

           平成２９年１０月１６日(月) 

 平成２９年度第１回『生徒会サミット』が１０月１６ 

日(月)に第三中学校で開催され、小中学校の児童会・生 

徒会代表２５名が参加しました。前半は中学校ごとに自 

己紹介をした後、各小中学校がどんな取組みをしている 

かについて情報交換・質疑応答を行いました。 

 後半は中学校区ごとに話し合われた内容について、他 

           の校区にも知らせたいことを選 

           び、中学校の生徒会代表が発表 

しました。今回の話し合いで得 

             た情報を各学校に持ち帰っ 

             て、今後の取組みをより活 

             発にしてほしいと願ってい 

             ます。第２回は１月１２日 

             に開催する予定です。 

西小学校 まるごと学校公開 

                平成２９年１０月２４日(火) 

平成２９年１０月１２日(木) 

生徒会サミット 

狭山中学校 



           

 

 

 

第１０回 おおさかさやま 

 
平成２９年１１月２５日(土) 

 １１月２５日(土)、ＳＡＹＡＫＡホールで第１０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。 

第１部 読書ｅプラン表彰式 

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①図書館を 

使った調べる学習②読書感想文 

③読書感想画の表彰式が行われ 

ました。表彰の後は、受賞作品を大きく舞台のスクリーン 

に映し出し、受賞者によるプレゼンテーションです。 

「調べ学習をして分かったこと、本 

を読んで感動したこと、自分を振り 

返ってみたこと、絵で表現するため 

に工夫したところや、苦労したとこ 

ろ」などを、自分の言葉でしっかり 

受賞者のﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ 伝えることができました。また、受 

賞した作品はすべてホール内のホワイエに展示され、多く 

の市民の皆さんがご覧になっていました。 

第２部 発表 

第２部は市内保幼小学校園と狭山高 

校による太鼓・ダンス・日本舞踊・英 

語劇など素晴らしい発表の連続で、満 

員の会場が大きな感動に包まれました。 つぼみこども園 

 

 

 

 

半田幼稚園    きらり保育園      東野幼稚園 

 

 

 

 

ルンビニ保育園    東幼稚園   狭山高校ダンス部 

 

 

 

 

西小学校日本舞踊ｸﾗﾌﾞ  東小学校ﾀﾞﾝｽｸﾗﾌﾞ   西小学校５年生 

学校まるごとパック事業 

 

 

 

 １１月 6日(月)に狭山中学校で『まるごとパック学校 

公開』が行われ、保幼小中学校園の教職員・保護者や地 

域の方々が多数参加しました。このまるごとパック事業 

           は、学校の教職員や子どもたち 

           の姿を市内教職員や地域の方々 

           にまるごと公開することで、学 

       受付       校に対する理解を深めていただ 

   き、より一層の連携を図ること 

を  をねらいとしています。 

                       給食後掃除の時間、狭山中学 

            校の子どもたちは明るい表情で      

       学校をきれいにしようと廊下や 

 掃除            教室をほうきではき、雑巾で水 

拭きをして、隅々まで丁寧にがんばっていました。 

 ５時間目は全クラスが授業を公開しました。国語・数 

学・理科・英語・美術・技術・ 

家庭・音楽・保健体育など様々 

な教科の公開でしたが、どの授 

業も「めあて」を大切にして、 

「主体的・対話的で深い学び」     1年美術  

の実現をめざした工夫がされて 

いました。集中して授業に取り 

組んでいる、真剣な子どもたち 

の姿が印象的でした。     

 公開授業後の全体会では「仲     ３年数学   

間とともに 豊かな心で たくましく」生きる生徒の育成 

をめざす狭山中の取組みについて、学校行事を中心に実 

            践報告がありました。宿泊学 

            習・雪国体験・修学旅行・総 

            合学習発表会という大きな行 

            事を通して、子どもたちが仲 

            間とともに大きく成長してい 

            る様子が、映像とともにくわ 

            しく報告されました。 

             最後は「狭山中学校区元気 

     実践報告会     あっぷ分科会・交流会」です。 

            中学校区の保幼小中学校園の 

            教職員が、８月と同じ５つの

分科会に分かれ、保幼小中と         

いう長期の視点で子どもを育 

            てるため活発に話し合い、有          

 健康安全教育分科会   意義な交流会になりました。 
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狭山中学校 まるごと学校公開 

                  平成２９年１１月６日(月) 
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大阪府中学校生徒会サミット 

授業力向上研修 
算数の公開模擬授業(東小学校) 

           平成２９年１１月７日（火） 

「学ぶ組織をつくる校内研究」に取り組んでいる東小学

校は、大阪狭山市授業力向上研修として４年算数科の模擬

授業を公開しました。東小学校では、今年度の校内研究を

「全員で授業を創りあげる」という体制にするため、①外

部講師を招聘しての事前勉強会②学年事前研③教師が子

ども役の模擬授業④研究授業、という流れで実施しており 

今回の研修は③模擬授業です。             

指導者は大嶋健一教諭、子ど 

も役は東小学校の全教員で、単 

元名は『面積のはかり方と表し 

方』です。この授業は、既習の 

面積を求める学習を活用して、 

長方形を組み合わせた図形の面積の求め方を考えること

がねらいで、参加した教員は４年生の子どもになって課題

に取り組み、活発に発表や質問をしました。授業後の討議

では、課題提示や発問の工夫等について話し合いました。 

 最後に、関西外国語大学の新坊昌弘 

先生から「教師のおさえや発問の順番 

・仕方を吟味することが必要」「解決 

の見通しは深入りしない」「子どもの 

発表用の図形を準備しておく」などさ 

まざまな指導助言をしていただきました。 

  ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

国語の公開授業(南第一小学校) 
           平成２９年１１月１６日（木） 

南第一小学校は１１月１６日(木)に、大阪狭山市授業力

向上研修として６年国語科の公開授業を行い、市内小中学

校から多くの教職員が参加しました。指導者は前堀汐里教

諭で、単元名は『物語を作ろう』です。 

本時の目標は、「友だちの作品から、様々な表現の工夫 

を見つけることができる」です。選ばれた２人の友だちの 

              作品から、８つの表現のコツ 

をもとに、表現の工夫を見つ 

             けて全体で交流しました。前 

時も含め、児童間で物語を読 

み合い、感想や助言を伝え合 

い、表現の工夫を見つける活 

動を通して、意欲を高め、物語の清書につなげていきます。 

 授業後の討議会では、小学校（低・中・高）・中学校の

ペア（グループ）に分かれ、子どもたちの「主体性を引き

出す工夫」「深い学びにつながるしかけ」について授業を

もとに話し合いました。市教委の学校支援アドバイザーか

らは、①教師の指示は短くわかりやす 

く②教師自身が目標をしっかり持ち、 

めあてがぶれないようにする③子ども 

から出てきた言葉、考えを共感的に受 

け止める、などの助言がありました。 

 

 

                        平成２９年１１月７日(火) 

 １１月７日(火)に北小学校の朝礼で６年児童に、大阪 

狭山市教育委員会の長谷雄二教育長より感謝状が贈られ 

ました。この感謝状は、９月１１日(月)の放課後に下校 

途中の６年児童が、帰宅困難になっていた高齢者を発見 

し、冷静な判断と適切な行動で事故を未然に防止した功 

          績をたたえて贈られるものです。 

                    下校途中、困っている高齢者を発 

          見したこの児童が、近くにいた大 

          人の人に自ら相談することで、無 

          事自宅に帰すことができました。 

誰に対しても思いやりの心をも 

ち、相手の立場に立って行動できる…そんな子どもたち 

がどんどん育ってくれることに期待しています。 

 

 

          平成２９年１１月１１日(土) 

 １１月１１日(土)に『平成２９年度大阪府中学校生徒 

会サミット』が開催され、大阪狭山市代表として第三中 

学校から生徒２名が参加しました。会場の府庁本館に、 

府内全４３市町村の中学校から生徒会代表が一堂に会し 

情報交換や協議を行いました。 

第１部 グループ協議 

「いじめのない学校とは？  

 生徒会活動のできること」 

第２部 全体会 (府議会議場)             

「大阪からいじめのなくす 

 ために大切なこと」 

 大阪からいじめをなくしたいという強い意識をもって 

参加した８８名の生徒全員が、熱心に話し合いました。 

 

  

 

１１月１３日（月）から５日間、狭山中の塩月教諭は

にかほ市立象潟中学校で、東小の山科教諭は にかほ市立

金浦小学校で体験実習を行いました。また、１１月１４・

１５日の２日間、南一小の吉松教諭と第七小の谷本教諭、

市教委の指導主事が、象潟中学校の公開授業研究会を含

めて、にかほ市の視察研修に行ってきました。 

事前の連絡会では、今回の視察 

のテーマを「わかった！できた！ 

秋田！～自己肯定感を高めるにか 

ほのからくりをさぐる～」と設定 

しました。視察に参加した先生た 

ちは、それぞれの学校で各自が感 

じ取ったこと、学んできたことを 

１月５日(金)の「視察報告会」で 

くわしく報告してくれる予定です。 

北小学校６年児童に感謝状 

先進地(秋田県)視察研修 



           

 

 

 

授業力向上研修  
英語の公開授業(南中学校) 

平成２９年１２月７日（木） 

南中学校は、大阪狭山市授業力向上研修として３年英語

科の公開授業を行いました。指導者は本山紗矢香教諭で、

単元名は『Lesson6 I Have a Dream』です。この研修は、  

「大阪狭山市立小中学校外国語連絡会」も兼ねており、市

内小中学校から英語担当等多くの教職員が参加しました。 

  この授業では、生徒が英語 

を使う場面が多く、生徒同士 

のコミュニケーションの時 

間も大切にされていました。 

討議会では、ＩＣＴやジェ 

             スチャーが効果的に活用さ 

れている、認め合う心が大切等の意見が出ていました。そ

の後の狭山中岩本教諭による「英語授 

業改善推進リーダー普及研修」では、 

リーディングレッスンプランについ 

て模擬授業を行いました。最後に大 

阪府教育庁の指導主事から、「ほぼ 

100％英語での授業で、中学校でめざす 

授業ができていた」などの指導助言がありました。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

道徳の公開授業(西小学校) 
平成２９年１２月８日（金） 

西小学校は１２月８日(金)に、大阪狭山市授業力向上研

修として５年道徳の公開授業を行い、市内小中学校から多

くの教職員が参加しました。指導者は石田直伺教諭で、主

題名は「思いやりの心」、資料名は『背中』です。 

本時のねらいは、「松葉づえをついた男性の行動を見た

『ぼく』の思いを考えることを通して、誰に対しても思い

やりの心をもち、相手の立場に立って親切にしようとする 

心情を育てる」です。この授業 

で子どもたちは、思いやりとは 

何かについて深く考えました。 

また、自分も相手の立場に立っ 

て考え行動しようとする思い 

も強くなったようです。 

 討議会では、「中心発問にしぼったワークシートや揺さ

振りの発問が良かった」等の意見が出ま 

した。市教委の指導主事からは、「中心 

発問は授業のねらいにせまるための入口 

であり、そこから考えを深めることが大 

切である」などの指導助言がありました。 

まるごとパック学校公開に向けて 
 
 『まるごとパック学校公開』を１/19(金)に開催する南

中学校、２/１(木)に開催する南第二小学校の校長先生を

訪ね、取組みの内容や重点事項などを伺いました。 

 南中学校 藏之前 賢 校長   □Ｑ ■Ａ 

□1/19(金)の学校公開に向けて、準備が進んでいるようですね。 

■今年度本校は「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた

実践研究に取り組み、その成果は各教科の授業づくりに拡が

ってきています。そこで今回は、もう一度原点にたちかえり、子ど

もたちの『つまづき』を大切にした授業づくりをテーマにして、まる

ごとパック学校公開をしたいと考えております。 

□当日の時程は？ 

■13：40～14：30 授業(５限) 

 14：45～15：45 全体会 

15：50～16：40 分科会 

□全体会の内容は？ 

■全体会はラーニングルームで、南中学校区の保幼小中連携の

取組みについて、各学校園から報告します。 

□分科会の内容は？ ■『学びのつながり』分科会は英語・数

学・理科の３つ、『子どもの成長のつながり』分科会は中１・中

２・中３の３つ、計６つの教室に分かれて話し合います。 

□他府県からの視察もあるそうですが？ ■滋賀県湖南市と福

岡県北九州市から４０名以上の先生が視察に来られます。 

□毎年学校公開を続けてこられた成果は？ ■続けることによっ

て、教員の授業改善への意欲も高まってきています。また、地

域や他学校園との連携の大切さも実感できたと思います。 

 南第二小学校 北中 規夫 校長   □Ｑ ■Ａ 

□南第二小学校が今、一番大切にしていることは何ですか？ 

■すべての児童と教職員が「つながり」を大切にし、一人ひとりが

生き生きと学ぶことができる学校づくりをめざしています。当日は 

            子どもたちの「学び・遊び・生活で 

                  のつながり」の様子をご覧ください。 

の様子         □２月１日(木)の時程は？ 

            ■13：00～ 受付 

             13：10～13：25 スマイル班清掃 

             13：25～14：42 スマイル班遊び 

13：45～14：30 授業(５限)  14：50～16：10 実践報告会 

16：10～ 作品展(体育館) 市制施行３０周年記念のキャン 

ドルアートに点火(南二幼児も制作)     (裏面へ続く)     

１３２号 

そったく 

平成３０年１月５日発行 

http://www.city.osakasayama.osaka.jp 

gakkou@city.osakasayama.osaka.jp   

大阪狭山市教育委員会学校教育グループ 

南中学校・南第二小学校 

mailto:gakkou@city.osakasayama.osaka.jp


□実践報告会の内容は？ ■「二小の良いところって何ですか？」 

というテーマで、校内４部会のメンバーがパネラーとなって、パネル 

ディスカッション形式で実践報告をします。子どもたちのアンケート 

結果の分析や会場の先生の意見も聞きながら、二小の伝統や 

つながり・めざす子ども像等を明らかにしていきたいと思います。 

□当日ここを観てほしい、意見をもらいたいという観点は？ 

■校内研のテーマは「伝え合い・わかり合い・高め合おう」で、仲間 

とのつながりを深め、みんなで学習する楽しさや意義を感じさせ 

る授業改善に取り組んでいます。そのような観点から、ご意見や 

ご感想をいただけたらありがたいです。 

 

ＯＳＡＫＡスマホサミット 2017 
平成２９年１２月１０日(日) 

 

１２月１０日(日)に大阪市立子ども文化センターで、

『ＯＳＡＫＡスマホサミット 2017』が開催され、狭山中学

校から３名の生徒が参加しました。このサミットは、府内

１１校の小中高校生がスマートフォン等の適切な使い方

について考え、取り組んできた成果を発表するものです。 

第１部では７万人の小中高校生のアンケート結果を踏 

まえた「スマホの適切な使い方」を発表し、啓発動画や 

ＳＮＳ用スタンプ・啓発ソン  

グなどが披露されました。 

              第２部以降では、府内の小 

             中高生の取組みの発表、スマ 

ホ利用を考えるトークセッ 

ションなどがありました。 

 最後に『ＯＳＡＫＡスマホ 

宣言 2017』として、時間編・ 

人間関係編・危険編の３つを 

発表して終了しました。 

 

 

 

 

北小学校は、１１月２８日(火)に『地域清掃』を実施し

ました。参加者は、北小の４・５年生全員とＰＴＡ・地域

の福祉委員の皆さん、合わせて２０２名です。 

５時間目、運動場に全員が集合して挨拶した後、６つの

班に分かれて地域の清掃に出発 

しました。紙屑・落ち葉・缶・ 

ビンなど、ごみを分類しながら 

子どもたちは地域の人と一緒に 

一生懸命集めてまわり、ごみ袋 

はすぐに一杯になりました。 

清掃終了後、子どもたちは地 

域の方と一緒に下校します。校 

区もきれいになり、地域の方と 

も交流できてとても有意義な一 

日になりました。 

 

 

 

 

学校園地域連携推進事業（地域人材バンク） 

 人材バンクに登録していただいている地域住民の方を

市内の学校園に招き、その知識・経験・技能を活かした

体験的な学習や国際交流等を行うことを目的としていま

す。本年度も１２月現在で、延べ３００名の方に来てい

ただいております。 

 

 

 

 

茶道指導(南二小)   自然観察(第七小)   昔遊び(北小) 

学習支援チューター事業 
 小中学校の希望者を対象に、自学自習力の育成と学力

の向上をねらいとして、放課後及び夏季休業中に継続的

に学習支援を行っています。 

 

 

 

 

南三小       南一小         西小 

学力向上推進事業（さやまっ子ティーチャー）他 
 児童・生徒へのサポート体制を強化するため、さやま

っ子ティーチャーや理科支援員を各校に配置し、学習活

動がスムーズに行われるようにしています。 

 

 

 

 

  さやまっ子ティーチャー        理科支援  

体力向上推進事業（体育・剣道支援） 

 体育の授業に、専門的な技術力を備えた外部指導者を

活用し、運動に対する関心・意欲を高めるとともに、体

力や技能の向上をめざしています。 

 

   体育支援             剣道支援  

 上記以外にも、『中学校部活動支援』『自立支援通訳』『家

庭教育サポーター』『家庭学習バックアップリーダー』『メ

ンタルフレンド』など、地域の多くの方々に協力してい

ただいております。 

 これからも、様々な形で学校と地域が連携し、大阪狭

山市の教育を充実していきます。 

学校で活動していただいている 

地域の方々を紹介します 

 北小学校福祉協力校事業  

第七小 東小 

東小 

第三中 

南中 狭山中 



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） 



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 3 2 3

中学年 1 1 1 1 1

高学年 1

計 8 4 1 4 3 1 4

低学年 1 1 1 1 1

中学年

高学年 1 1 1 1 1

計 3 2 2 2 2 2

低学年

中学年

高学年 3 1 1 3

計 3 3 1 1 3

低学年 1 1 1

中学年 4 1 1 2 2 1 4

高学年 1 2 1 1

計 8 4 2 2 5 3 2 5

低学年

中学年

高学年

計

低学年 3 3

中学年 6 5 1 2 2 5 7

高学年 1 1 1 1

計 12 10 6 1 2 2 6 11

低学年 2 2

中学年

高学年 1 1

計 3 3 3

計 3

計 2

計 2

24 12 3 13 10 12 28

一種類 20 複数 16 全て 1

3 2 3 4 4 2 3

一種類 1 複数 6 全て

27 14 6 17 14 14 31

一種類 21 複数 22 全て 1

小学校計 37

中学校計 7

合　　計 44

2

1 11

第三中 1 2

南　中 1 1 1 1

1 1 2

第七小

狭山中 2 1 1 1

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

                         【平成２９年４月現在　単位；人】

0
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20

30

40

50

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 H29年4月

中学校
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【 単位:人】



     

        

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

    
  

 

 

 

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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7回

１、入 場 ９：３０

２、開会式 １０：００

３、競 技

　　①10:15  全員 準備体操

　　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  団体 水バケツリレーゲーム　<事前>

　　　　昼休憩

開催日：平成29年11月12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≫≫≫≫

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

  　⑤12:40　みんなで、さやま音頭を踊ろう！

　　⑥13:00  野外コンサート　≪狭山中学校吹奏楽部≫

 　 ⑦14:00  個人 絶叫！大声コンテスト　<当日>

　　⑧14:30  個人 パン食い競争　<当日>

　  ⑨15:00  団体 玉入れ 　<事前>

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
お ざ さ ク リ ニ ッ ク
徳 竹 歯 科
寿 里 苑 花 舞 の 郷
さなえケアプランセンター
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
み 　 そ 　 の

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

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



◆ 日　　時      　平成29年8月24日(木)～8月25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29年8月15日(火)　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

◆ 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、郵便でお送りします。
　　　　  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29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29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。

じかんわり

れき し
じゅく



【定 員】126名（当日先着順   事前申込み不要）
【会場】  狭山池博物館 ２階 ホール
【問い合わせ】 大阪狭山市教育委員会事務局
　　　　　　教育部 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　９月 ２日(土) 「末永雅雄先生と大阪狭山の歴史」

　　　　　　　　　　　　　　泉森　皎（奈良県立橿原考古学研究所特別指導研究員）

第２回　９月10日(日) 「井上薫先生と狭山地域　行基・重源・狭山藩の研究」

　　　　　　　　　　　　　　吉井 克信（大阪府立狭山池博物館副館長）

第３回　９月17日(日) 「上田宏範先生 前方後円墳の研究そして狭山の地名研究」

　　　　　　　　　　　　　　橋上 猛雄（大阪狭山市教育委員会）

井上 薫 先生末永 雅雄 先生

上田 宏範 先生



大阪狭山市　市制施行 30周年記念特別展

行基伝承
－受け継がれた記憶－

平成29年9月30日（土）～ 10月29日（日）
大阪府立狭山池博物館 特別展示室

LORE of GYOKI -Inherited Memory-

主催：大阪狭山市・大阪狭山市教育委員会
後援：大阪府教育委員会・南海電気鉄道株式会社・泉北高速鉄道株式会社



　平成 29 年 10 月１日、大阪狭山市は市制を施行して 30 周年を迎えます。これを記念して、奈良時代に本市のシ
ンボルである狭山池を改修し、狭山池院・尼院を建立して狭山の地に大きな足跡を残した行基を取り上げます。
本展示では、大阪狭山市と周辺地域を中心に、今もなお「行基さん」として親しまれる行基の生涯・業績がどのよ
うに人々の間に伝承されてきたのかを紹介します。

行基伝承－受け継がれた記憶－

平成 29年9月30日（土）～ 10月29日（日）
大阪府立狭山池博物館 特別展示室

記念講演会
平成 29年 9月 30日（土）

「行基信仰の美術」
講師：吉原　忠雄（元大阪大谷大学教授）

平成 29年 10月 14日（土）

「行基の記憶－衆生救済をめざして－」
講師：櫻木　　潤（高野山大学助教）

平成 29年 10月 21日（土）

「中世・近世の行基信仰の諸相」
講師：吉井　克信（大阪府立狭山池博物館・大阪狭山市立郷土資料館副館長）

1
2
3

いずれも時間：１３：３０～１５：００
　　　　場所：大阪府立狭山池博物館２階ホール
　　　　定員：当日先着順（定員１２６名）

日時：会期中 毎週土曜日１１：００～１２：００
場所：大阪府立狭山池博物館特別展示室展示解説

大阪狭山市　市制施行 30周年記念特別展



狭
山
池
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
２
０
１
７

主催・大阪狭山市・大阪狭山市教育委員会　後援：大阪府教育委員会

午後 1時 30 分（午後 1時開場）～午後 4時 30 分　定員 150 名

「行基菩薩行状絵伝　第 3幅（左）」（家原寺所蔵）より「行基菩薩行状絵伝　第 3幅（左）」（家原寺所蔵）より

参加費
無料
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コンベンションホール
南海高野線「大阪狭山市」駅下車 3分

パネリスト報告
「史料からみる行基と狭山池」
大阪市立大学准教授　　磐下　徹

「考古学から見た行基の活動」
堺市文化財課　　　　近藤　康司

パネルディスカッション
●コーディネーター
大阪市立大学名誉教授・大阪歴史博物館館長

東大寺史研究所所長　栄原　永遠男
●パネリスト

磐下　徹／近藤　康司

平成 29 年12月３日（日）平成 29 年12月３日（日）



コンベンションホール

さ や　ま きぎょう

平成 29 年12月３日（日）
午後 1時 30 分（午後 1時開場）～午後 4時 30 分

■プログラム

定員 150 名
参加費無料

　狭山池は、１４００年もの間、守り伝えられてきた文化遺産であり、歴史的・学術的価値の高いものと評価を
受け、平成２７年３月１０日に国の史跡に指定されました。
　第８回を迎える今回のシンポジウムでは、狭山池の改修を行った奈良時代の高僧、行基をとりあげ、奈良時代
の狭山池を取り巻く歴史文化について考えます。

■プロフィール

栄原　永遠男（さかえはら　とわお）
　1946 年生まれ。
　大阪市立大学名誉教授、大阪歴史博物館館長、東大
寺史研究所所長。
　専門は日本古代史。1994年、第16回角川源義賞受賞。
　著書に『日本古代銭貨流通史の研究』など。

磐下　徹（いわした　とおる）
　1980 年生まれ。大阪市立大学准教授。
　専門は日本古代史。2010 年、第 11 回日本歴史学会
賞受賞。
　著書に『日本古代の郡司と天皇』など。

近藤　康司（こんどう　やすし）
　1965 年生まれ。堺市文化財課。
　専門は考古学。大野寺土塔の発掘調査などに携わる。
　著書に『行基と知識集団の考古学』など。

○申し込み締め切り
　平成２９年１１月２８日（火）（先着順）
　（ただし、定員に満たない場合は当日参加も可）

○申し込み方法
　必要事項〔「狭山池シンポジウム参加希望」・
郵便番号・住所・氏名（ふりがな）・電話番号〕
を明記のうえ、はがき・ファクシミリ・電子メー
ル、または直接。

○申し込み・問い合わせ
　大阪狭山市教育委員会事務局　
　教育部　歴史文化グループ
　〒５８９－８５０１
　大阪狭山市狭山一丁目２３８４番地の１
　ＴＥＬ　０７２－３６６－００１１（内線８２６）
　ＦＡＸ　０７２－３６７－６０１１
　MAIL　sayamaike@city.osakasayama.osaka.jp

13：30～ 13：40
開　会

13：40～14：20　パネリスト報告
「史料からみる行基と狭山池」

大阪市立大学准教授　磐下　徹
14：20～15：00　パネリスト報告
「考古学から見た行基の活動」

堺市文化財課　近藤　康司
15：15～ 16：30　パネルディスカッション
　コーディネーター　

　大阪市立大学名誉教授・大阪歴史博物館館長
　東大寺史研究所所長　　　栄原　永遠男

　パネリスト　　　磐下　徹／近藤　康司

狭山に行基がもたらしたもの

■所在地 /大阪狭山市狭山1丁目875-1　■電話番号 /072-365-8700
■交　通 /南海高野線「大阪狭山市」駅下車3分
■駐車場 /ホールの南側に隣接して300台収容できる駐車場・駐輪場があります。
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◆ 日　　時      　平成29年12月26日(火)～12月27日(水)

◆ 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29年12月15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

◆ 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、郵便でお送りします。
　　　　  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29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29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。
    氏名には、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。

じかんわり

れき し
じゅく

12月26日（火） 12月27日（水）

　  1時間目
13：30~14：15
　   （45分）

　  2時間目
14：25~15：10
　   （45分）

　  3時間目
15：15~16：00
　   （45分）

休憩（10分）

休憩（5分）

大坂に愛されたプリンス　豊臣秀頼 ヒミコってだれだ？

鉄道で旅に出よう！

和凧をつくろう！（１） 和凧をつくろう！（２）

お正月のすごし方



●市立幼稚園・認定こども園（1号認定子ども）

利用定員 ３歳児 ４歳児 ５歳児

東幼稚園 210 28 31 32 91

西幼稚園 120 15 15

南第二幼稚園 180 16 16

半田幼稚園 105 18 15 22 55

東野幼稚園 105 20 15 27 62

幼稚園計 720 66 61 112 239

市立こども園 75 20 27 19 66

山本こども園 15 6 4 0 10

大野台こども園 15 11 10 3 24

つぼみこども園 15 3 5 0 8

認定こども園計 120 40 46 22 108

合　計 840 106 107 134 347

●認定こども園・民間保育所・小規模保育事業（2号・3号認定子ども）

利用定員 ３歳児 ４歳児 ５歳児 計 利用定員 ０歳児 １歳児 ２歳児 計 利用定員 在籍数

市立こども園 95 25 27 31 83 56 12 20 24 56 151 139

山本こども園 48 15 25 17 105 32 6 16 17 39 80 144

大野台こども園 60 16 19 25 60 30 13 13 22 48 90 108

つぼみこども園 70 36 23 27 86 50 12 26 20 58 120 144

認定こども園計 273 92 94 100 334 168 43 75 83 201 441 535

池尻保育園 75 32 29 27 88 45 15 23 18 56 120 144

きらり保育園 88 40 25 39 104 62 18 25 33 76 150 180

ルンビニ保育園 54 20 24 21 65 36 13 17 13 43 90 108

花梨つばさ保育園 72 23 22 13 58 48 9 24 25 58 120 116

民間保育所計 289 115 100 100 315 191 55 89 89 233 480 548

サニーサイド（小規模保育） 12 3 4 4 11 12 11

合　計 562 207 194 200 649 371 101 168 176 445 933 1,094

1号認定

2号認定

3号認定 371

347

649

445

市立幼稚園、認定こども園、民間保育所、小規模保育事業の在籍数、定員数（平成30年1月1日現在）

１号認定

２号認定 ３号認定 合計

840

562

利用定員 在籍数

計







お問い合わせ先は開催場所(○と☆)によって異なります。 

○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 
～近くの公園や集会所で一緒にあそぼう！～ 

0 歳～就学前のこ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の時間もありますよ♪ 

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。 

＊公園の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。 

 

   

            

 

あそびのひろば 日程 
○東野地区公民館 9/13(水)・10/18(水)・11/15(水)・12 月お休み 

○南海狭山住宅自治会館 9/28(木)・10 月お休み・11/30(木)・12/21(木) 

○池尻コミュニティホール 9・10 月お休み     ・11/16(木)・12/7(木) 

○川向地区公民館 年間 3 回実施します！  11/22(水) 

○茱萸木中央公民館 9・10 月お休み   ・11/20(月)・12/18(月) 

  

あおぞらひろば 日程 
○狭山池博物館屋上庭園 10/6 (金)・11/24(金)  

○くみの木第 7 公園 10/13(金)・11/17(金)   

☆かがやき広場 9/1(金)  ・10/13(金)・11/10(金) 

☆東野第 1 公園 9/8(金)  ・10/20(金)・11/20(月) 

☆池尻第 8 公園 9/15(金) ・10/27(金)・11/27(月) 



お問い合わせは… 

大阪狭山市立子育て支援センター“ぽっぽえん”   

072－360-0022 まで 

 あおぞらひろば 
～西・南第二幼稚園・市立こども園でいっしょに遊ぼう～ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

＊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。 

 

 
西幼稚園 南第二幼稚園 こども園 

(3～5 歳児施設) 

4 月 19(水) 18(火)  

5 月 17(水)・31(水) 17(水) ・31(水)  

6 月 14(水)・21(水) 7(水)・21(水) 13(火) 

7 月 5(水)・12(水) 5(水)・19(水)  

8 月 2(水)・23(水) 2(水)・23(水)  

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。 



 あおぞらひろば 
～西・南第二幼稚園 

・市立こども園でいっしょに遊ぼう～ 
 

 

 

 

 

 

 

＊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… 大阪狭山市立子育て支援センター“ぽっぽえん”    

072－360-0022 まで 

 
西幼稚園 南第二幼稚園 市立こども園 

(3～5 歳児施設) 

9 月 6(水)・20(水) 6(水)・20(水)  

10 月 4(水)・11(水) 4(水)・11(水) 26(木) 

11 月 1(水)・15(水) 1(水)・15(水)  

12 月 6(水)・20(水) 6(水)・20(水)  

1 月 10(水)・24(水) 10(水)・17(水)  

2 月 7(水)・14(水) 

7(水)・21(水)・

23(金)乗り物フェスタ 

20(火) 

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。 



あそびのひろば 
       ～近くの集会所で一緒にあそぼう！～ 

 

 

 

 

0歳～就学前のこ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の時間もありますよ♪ 

 

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。              

＊公園のあおぞらひろばは 1・2・3月 

  お休みです。 

＊お茶・タオル・着替え等、各自 

必要なものをお持ちください。 

 

あそびのひろば 日程 

○東野地区公民館 1/17(水)・2/7(水)・3/7(水) 

○南海狭山住宅自治会館 1/25(木)・2/22(木)・3/8(木) 

○池尻コミュニティホール 1/18(木)・2/15(木)・3/1(木) 

○川向地区公民館  2/28(水) 

○茱萸木中央公民館 1/15(月)・2/19(月)・3/5(月) 

お問い合わせ先： 

○大阪狭山市立子育て支援センター 

“ぽっぽえん”☎072－360-0022 



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
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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２９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２９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２9年２月４日（土） 午前１０時～１１時 

平成２9年２月6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、裏面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２９年２月10日（金） ～  平成２９年２月17日（金）  

 

 



 

７．申込方法 

市役所子育て支援グループ、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こども政策部子育て支援グループ  

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、「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、 

良い行動を増やし、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 10 月 24 日(火)                

      ②平成 29 年 11 月 7 日(火) 

      ③平成 29 年 11 月 21 日(火)  

      ④平成 29 年 12 月 5 日(火)  

      ⑤平成 29 年 12 月 19 日(火)  

      ※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６00 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 29 年 9 月 19 日(火)～25 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・小谷  

※ 定員を超えた場合は、抽選となります。抽選結果は、平成 29 年 9 月２9 日(金)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２９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 ６日(木) 入会説明会・自己紹介＆トーク 10 月 ５日(木) ハロウィンパーティー 

5 月 ９日(火) 学習会 11 月 ２日(木) 遠足（りす園） 

6 月 １日(木) フリー交流会 12 月 ７日(木) クリスマス会 

7 月 ６日(木) 水あそび 1 月 ９日(火) お正月遊び 

8 月 ３日(木) 夏祭りごっこ 2 月 １日(木) 学習会  

9 月 ７日(木) 学習会 3 月 １日(木) お別れ会 

                ※５月・１月は火曜日です。 

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２９年４月６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♪ 

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” 

      電話０７２－３６０－００２２ 



平成２９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 回（原則月曜日）10:00～11:30 

活動場所：東野幼稚園 ２階絵本室 

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：２９年４月２４日（月曜日） 

    １０時から３０分程度 

場所：東野幼稚園 ２階絵本室 

※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。 

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”Tel ０７２－３６０－００２２ 



  
 

 
 

    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 

4/14 説明会・申込み   

5/12 当番決め・自己紹介 5/19 茶話会 

6/2 学習会 6/16 Ｆｒｅｅ ｄａｙ 

7/7 七夕まつり 7/21 Ｆｒｅｅ ｄａｙ 

8/4 プール遊び   

9/1 Ｆｒｅｅ ｄａｙ 9/15 運動会 

10/6 Ｆｒｅｅ ｄａｙ 10/20 ハロウィンパーティー 

11/10 Ｆｒｅｅ ｄａｙ 11/24 お外遊び 

12/1 学習会 12/15 クリスマス会 

1/19 茶話会   

2/2 豆まきごっこ 2/16 Ｆｒｅｅ ｄａｙ 

3/2 学習会 3/16 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：(月 1～2回) 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２９年４月１４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 

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” 電話０７２－３６０－００２２ 



 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 29 年度の活動予定 

日程 活動内容 日程 活動内容 

4 月 1１日 説明会 １０月 1０日 ハロウィン 

5 月 ９日 フリーデー １１月１４日 お話会 

６月 1３日 学習会 １２月１２日 クリスマス会 

７月 1１日 プール  1 月 ９日 フリーデー 

８月 ８日 プール ２月１３日 お茶会 

９月１２日 学習会 3 月１３日 お別れ会 

 

【対象者】 
東小学校区内に在住の０歳～就学前の 

子どもとその保護者 

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２９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１１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２９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 ２４日 説明会   

5 月 ８日 交流会 2２日 学習会 

6 月 １２日 交流会 ２６日 運動会ごっこ 

7 月 １０日 交流会 ２４日 水あそび 

8 月  お 休 み   

9 月 １１日 交流会 ２５日 学習会 

10 月 ２３日 ハロウィン   

11 月 １３日 交流会 ２７日 お楽しみ会 

12 月 １１日 クリスマス会   

1 月 ２２日 お楽しみ会   

2 月 ２６日 学習会   

3 月 １２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♪ 
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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２９年４月２４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 １４日 説明会 １０月 １３日 ハロウィン 

５月 １２日 学習会 １１月 １０日 学習会 

６月 ９日 学習会 １２月   ８日 クリスマス会 

７月 １４日 遠足(りす園) １月 １２日 ふれあい遊び 

８月 ９日(水) 水遊び ２月   ９日 新聞遊び 

９月 ８日 運動会ごっこ ３月   ９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９日水曜日です。) 

場 所：東野地区公民館 

 

 
                                                            

                                               

                                                                                                  

                                                                                    

                                                                                 

                       

         

     

      

                           

 

     

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” 

      電話 ０７２－３６０－００２２ 

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２９年４月１４日（金） 

    １０時～１１時３０分 

ところ：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） 

 

 

 

東野地区公民館 

                       

 新池    

 

裏池               市立東野幼稚園 

 

 

                      コンビニ 

 

 





【お知らせひろば】 

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。 

【てづくりひろば】 

すずの鳴るリースと 

ブーツ型のカードを 

作ります。 

 

 

 

みんなおいでよ、あそびのひろばがまってるよ 
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２９年１２月１３日（水）・１４日（木） 

  午前１０時～午後４時 

会場  SAYAKA ホール 

  コンベンションホール 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

おやこde     クリスマス 
ぽか 

ぽか 

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 

問い合わせ：市立子育て支援センター“ぽっぽえん”☎３６０－００２２ 

ミニクリスマス会♪ 

サンタさんからのプレゼントがあるよ♪ 

① １１：３０～ ②１５：３０～ 

親子でクリスマスソングを歌いましょう！ 

 

【えほんのひろば】 

すべての子どもに、 

本を楽しむ機会を… 

どんな絵本があるかな??

見に来てね！ 

  

【おもちゃのひろば】 

市内の公園・集会所

な ど で 実 施し てい る

「あそびのひろば」の

おもちゃや、手作りの

布おもちゃで遊びま 

しょう！ 
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