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参  考 

１ 事務の点検・評価について 

 

（１）点検・評価の趣旨 

 

平成 19年６月に、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」が改正され（平成20

年４月１日施行）、各教育委員会は、毎年その教育行政事務の管理執行状況について自己点

検及び評価を行い、その結果に関する報告書を議会に提出するとともに公表することとさ

れました。 

 そこで、大阪狭山市教育委員会では、法の趣旨に則り、効果的な教育行政の推進に資す

るとともに、市民の皆様への説明責任を果たすため、「教育委員会の点検・評価」を実施し、

次のとおり報告書にまとめましたので公表します。 

 

 

 

 （２）点検・評価の対象 

 

点検・評価は教育委員会が定めた「平成21年度大阪狭山市教育部運営方針」に掲げた事

業等を対象とします。 

 
☞運営方針とは 
 

  大阪狭山市では、内なる分権、すなわち行政内部における権限移譲を進めるため、こ

れまで枠配分予算の導入や目標による管理システムの構築などに取り組んできました。 

  これは組織運営の基本を、従来のトップダウンによる意思決定方式から、職員がそれぞ

れの役割と責任を明確化した上で、創意工夫を図りながら職務を遂行する、地方分権型社会

にふさわしい自律した行政組織への転換が必要であると考えたからです。 

 部の運営方針は、この考え方に基づき、部の使命を明らかにした上で、当該年度の予算に

ついて重点的に取り組む施策と個別事業の概要を各部が主体的に取りまとめたものです。 

 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（抜粋） 
 
（教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等）  

第二十七条  

 教育委員会は、毎年、その権限に属する事務（前条第一項の規定により教育長に委任された事務そ

の他教育長の権限に属する事務（同条第三項の規定により事務局職員等に委任された事務を含む。）

を含む。）の管理及び執行の状況について点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、

これを議会に提出するとともに、公表しなければならない。  

２ 教育委員会は、前項の点検及び評価を行うに当たつては、教育に関し学識経験を有する者の知見

の活用を図るものとする。 
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（３）教育部の運営方針 

 

 

教育指針の実現化 

▦「安心」と「信頼」を基盤にした学校園を目指し、家庭・地域と連携した教育環境の整備を図ります。

▦社会教育の充実を図り、地域教育力・市民力を高めていきます。 
 

◓重点項目 

 家庭教育の充実（すべての教育の基本となる家庭教育力の充実を目指します） 

学校園教育の充実（学力の向上とたくましい「心」と「体」を育てる取り組みを進めます） 

社会教育の推進（市民に多様な学習機会・情報の提供を行い社会教育の充実に努めます） 

 

 

Ⅰ 子育て支援策の強化・充実 

❐保育所、幼稚園と小学校の連携をより具体的なものとし、つながりのある子どもの育成を図ります。

❐市立子育て支援センターやつどいの広場による在宅での子育て家庭を支援する取組に加え、プレイ 

センター事業を積極的に推進します。 

【主な事業】 

１．プレイセンター推進事業（子育て支援グループ） 

２．次世代育成支援対策行動計画策定事業（子育て支援グループ） 

３．こどもフェスティバルの開催（教育総務グループ・保育グループ） 

 

 

Ⅱ 家庭教育の充実と読書推進 

❐「家庭教育10（９+１）の提言」を活用し家庭との連携を図り、家庭教育の充実を図ります。 

❐子どもの自主的な読書活動を推進するため、図書館・学校園・家庭、地域の連携・協力による読書 

環境づくりに努めます。 

【主な事業】 

１．図書館整備事業（教育総務グループ） 

２．小中学校読書活動推進事業（学校教育グループ） 

３．家庭教育力活性化事業（社会教育・スポーツ振興グループ） 
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Ⅲ 学力向上を核とした小・中学校教育の充実 

❐学力向上PATHプランに基づく教育施策の推進を図ります。 

【主な事業】 

１．Power…授業力パワーアップ研修事業（学校教育グループ） 

２．Adviser…授業づくりアドバイザー事業（学校教育グループ） 

３．Tutor…学習支援チューター事業（学校教育グループ） 

４．Hojo…学力向上の補助支援事業（学校教育グループ) 

 

 

Ⅳ 学校園の発展充実と連携強化のための多様な人材活用 

❐中学校の部活動に地域人材の協力を求めます。 

【主な事業】 

１．中学校部活動支援人材活用事業（学校教育グループ） 

２．学校園地域連携推進事業（学校教育グループ・保育グループ） 

 

 

Ⅴ 施設整備の推進 

❐保育所、幼稚園、小中学校施設の耐震化を年次計画により推進します。また、耐震化にあわせ 

老朽化施設の大規模改修を実施し、良好な学習環境の整備に努めます。 

【主な事業】 

１．市立第三中学校屋内運動場耐震補強事業（教育総務グループ） 

２．市立北小学校校舎耐震補強・大規模改造事業（教育総務グループ） 

３．市立第２保育所改修事業（保育グループ） 
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Ⅵ 子どもの安全対策の推進 

❐保育所・幼稚園・小学校に安全管理員を配置し、学校園の安全確保に努めます。 

【主な事業】 

１．安全対策事業（教育総務グループ・保育グループ） 

２．子どもの安全見まもり事業（社会教育・スポーツ振興グループ） 

 
 

Ⅶ 施設の円滑な管理運営及び運営の見直し 

❐指定管理者制度を導入している公民館・図書館・スポーツ施設等の円滑な運営に努めます。 

❐給食センター調理部門の民間委託の取組を進めます。 

【主な事業】 

１．学校給食調理部門の民間委託（学校給食グループ） 

 
 

Ⅷ その他 

【主な事業】 

１．食育の推進（学校給食グループ） 
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２ 教育委員会の活動状況 

 

（１）大阪狭山市教育委員会委員名簿（平成 21 年度在籍） 

 

職 名 氏 名 備 考 

委員長 畠山 久仁代  

委員長職務代理者 吉川 壽一 平成 21 年 9 月 30 日退任 

委員長職務代理者 松原 一弘 職務代理には平成 21 年 10 月 01 日就任 

委員 瀬川 武美  

委員 阪本 栄 平成 21 年 10 月 01 日就任 

教育長 宮﨑 順介  

 

 

【教育委員会事務局組織図】 

                  教育総務グループ 

                   学校教育グループ 

                     フリースクールみ・ら・い 

                   学校給食グループ 

                     学校給食センター  

教育長     教育部     社会教育・スポーツ振興グループ 

                    郷土資料館 

              こども育成室 

           子育て支援グループ 

               家庭児童相談室 

               子育て支援センター 

           保育グループ 

             幼稚園 

             第２保育所 
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（２）教育委員会議等の開催状況 

①教育委員会議 

▽定例会議 

区 分 日  時 付 議 案 件 

第１回 
平成 21 年 

1 月 29日(木) 

【報告】 

大阪狭山市指定文化財の指定について 

市立学校給食センター調理等業務委託について 

第２回 2月 26日(木) 

【報告】 
平成 20 年度（2008 年度）一般会計補正予算（教育委員会関係）について 
平成 21 年度（2009 年度）一般会計予算（教育委員会関係）について 

第３回 3月 25日(水) 

【議案】 

大阪狭山市教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則について 

大阪狭山市教育委員会事務局等に勤務する職員の勤務時間等に関する規則の一部を改正する規則について  

大阪狭山市立郷土資料館管理運営規則の一部を改正する規則について 

平成20年度大阪狭山市教育委員会点検・評価報告書の提出について 

【報告】 

平成20年(2008年度）一般会計補正予算（教育委員会関係）について 

大阪狭山市指定文化財の指定に係る諮問について 

大阪狭山市体育指導委員の委嘱について 

大阪狭山市社会教育指導員の委嘱について 

大阪狭山市立保育所・幼稚園・小学校・中学校の管理職人事異動について 

第４回 4月 30日(木) 
【議案】 

平成 22 年度使用中学校教科用図書に係る諮問について 

第５回 5月 21日(木) 

【議案】 

大阪狭山市立郷土資料館条例の施行期日を定める規則の制定について 

大阪狭山市立郷土資料館条例施行規則の制定について 

大阪狭山市教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則について 

大阪狭山市教育委員会事務局等に勤務する職員の勤務時間等に関する規則の一部を改正する規則について  

大阪狭山市中学校夜間学級生徒就学援助費支給要綱の制定について 

大阪狭山市立幼稚園就園奨励のための保育料減免に関する要綱の一部を改正する要綱について 

大阪狭山市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱の一部を改正する要綱について 

平成20年度（2008年度）一般会計補正予算（教育委員会関係費専決分）について 

平成21年度（2009年度）一般会計補正予算（教育委員会関係費）について 

【報告】 

平成21・22年度大阪狭山市社会教育委員の委嘱について 



 - 9 -

 
 
 
区 分 日  時 付 議 案 件 

第６回 6月 25日(木) 

【議案】 

大阪狭山市文化財保護審議会委員の委嘱について 

平成21年度（2009年度）一般会計補正予算（教育委員会関係費）について 

【報告】 

大阪狭山市社会教育委員の委嘱について 

第７回 7月 30日(木) 
【議案】 

平成 22 年度使用中学校教科用図書の採択について 

第８回 8月 28日(金) 

【議案】 

平成 21 年度（2009 年度）一般会計補正予算（教育委員会関係費）について 

【報告】 

教育施設に係る指定管理者の指定について 

第９回 9月 24日(木） 

【議案】 

平成 21 年度文化教育功労者表彰被表彰者の決定について 

【報告】 

平成 20 年度一般会計決算（教育委員会関係費）について 

第10回 10 月 29 日(木) 
【報告】 

全国学力学習状況調査の公表内容について 

第11回 11 月 26 日(木) 
【議案】 

平成 21 年度（2009 年度）一般会計補正予算（教育委員会関係費）について 

第12回 12 月 24 日(木) 
【報告】 

学校給食における食物アレルギー対応について 

 

▽臨時会議 

区 分 日  時 付 議 案 件 

 10 月 1 日(木) 

【議案】 

教育委員会委員長の選任について 

教育委員会委員長職務代理者の指定について 
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②各種会議 

▽社会教育委員会議  

区 分 日  時 会 議 内 容 

第１回 6月24日(水)

議長・副議長の選出について 

審査・評価部会及びワーキング部会委員の選出について 

平成 21 年・22 年度大阪狭山市青少年問題協議会委員の選出について 

平成 20 年度社会教育関係事務事業実績及び平成 21 年度社会教育関係事務事業について

第２回 8月 6日(木)
平成 20 年度社会教育関係団体事業費補助金実績報告について 

平成 21 年度社会教育関係団体事業費補助金申請について 

第３回 3 月 25 日(木）
課題研究会の報告について 

平成 22 年度教育部社会教育関係事業について 

 

▽文化財保護審議会 

区 分 日  時 会 議 内 容 

第１回 11月 7日(土)

会長・副会長の選出について 

指定文化財候補の検討について 

今後の指定方針について 

第２回  2月 8日(月)
答申書（案）について 

指定文化財候補の検討について 

 

▽学校給食会理事会 

区 分 日  時 会 議 内 容 

第１回  6月26日(金)

平成 21 年度役員の選出について 

平成 20 年度事業報告について 

平成 20 年度収入・支出決算認定について 

第２回  2月24日(水)
平成 22 年度事業計画（案）について 

平成 22 年度収入・支出予算（案）について 

 

▽学校給食食物アレルギー検討委員会 

区 分 日  時 会 議 内 容 

第１回  9月28日(月)

委嘱状の交付について 

会長・副会長の選出について 

学校給食における食物アレルギーについて 

第２回 10月16日(金) 食物アレルギー対応の実施状況について 

第３回 11月16日(月) 学校給食における食物アレルギー対応について（案） 

第４回 12月18日(金) 
学校給食における食物アレルギー対応について（案）の修正 

実施までの日程について（案） 
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▽学校給食衛生管理委員会 

区 分 日  時 会 議 内 容 

第１回  2月12日(金) 学校給食施設等定期検査の実施 

 
 

▽子育て支援センター運営会議 

区 分 日  時 会 議 内 容 

第１回  2月24日(水) 平成 21 年度事業実績及び平成 22 年度事業予定について 

 

▽次世代育成支援対策推進協議会 

区 分 日  時 会 議 内 容 

第１回  5月26日(火)
平成 20 年度事業の評価及び平成 21年度目標の報告について 
後期計画策定に向けた取組について 

第２回  8月28日(金) 後期計画の骨子案等について 

第３回 11月12日(木) 後期計画における現状分析等について 

第４回 12月25日(金) 後期計画における施策の推進方向について 

第５回  1月21日(木) 後期計画（素案）について 

 

▽保・幼・小・中連絡協議会 

区 分 日  時 会 議 内 容 

第１回  5月22日(金)
会長・副会長の選任 

年間計画等 

第２回  7月29日(水) 池尻保育園公開保育の視察 

第３回  8月21日(金)
「学校園における感染症の予防について」の研修及び実習 

（保育士・幼稚園教諭・看護師・養護教諭などが参加) 

第４回  9月30日(水)
子育て支援センター見学及び事業紹介 

情報交換 

第５回  2月23日(火)
第七小学校１年生の学習発表会を参観、講演会「小学校で大切にしていること」

今年度の保・幼・小・中学校における交流活動の報告 
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③教育委員会議以外での活動状況 

▽学校関係 

日 内容 場所 

4 月 6 日(月) 市立小中学校入学式 市立各小中学校 

4月 7 日(火) 市立幼稚園入園式 市立各幼稚園 

4月10日(金) 近畿大学附属看護専門学校入学式 近畿大学附属看護専門学校

5月31日(日) 市立小学校運動会 市立各小学校(除南三) 

6 月 8 日(月) 市立小学校運動会 南第三小学校 

6月26日(金) よのなか科「少年法を考える」 

(橋下大阪府知事・藤原特別顧問を招いて) 

南中学校 

9月20日(日) 市立幼稚園運動会 市立各幼稚園 

10 月 3 日(土) 府立狭山高等学校体育大会 府立狭山高等学校 

10 月 8 日（木) 市立中学校体育大会 市立各中学校 

10月10日(土) 市立こども園運動会 こども園 

10月11日(日) 市立幼稚園運動会 南第三幼稚園 

11月26日(木) 学校訪問(授業見学) 西小学校 

北小学校 

第三中学校 

学校給食センター 

 

▽会議・研修関係 

日 内容 場所 

4 月 6 日(月) 市町村教育委員会委員長・教育長会議 アウィーナ大阪 

4月23日(木) 大阪府都市教育長協議会 アウィーナ大阪 

4月24日(金) 大阪府都市教育長協議会総会 アウィーナ大阪 

4月24日(金) 第１回南河内地区人事協議会・南河内地区市町村教育長連絡協議会  南河内府民センタービル

5月14日(木) 近畿都市教育長協議会定期総会 舞鶴市（ホテルマーレたかた）

5月19日(火) 大阪府都市教育委員会連絡協議会役員会 アウィーナ大阪 

5月26日(火) 大阪府都市教育委員会連絡協議会定期総会 アウィーナ大阪 

5月28日(木) 第６１回全国都市教育長協議会定期総会・研究大会大津大会 大津市（大津プリンスホテル）

 7月 3 日(金) 大阪府都市教育長協議会 アウィーナ大阪 

7月10日(金) 第２回南河内地区人事協議会・南河内地区市町村教育長連絡協議会 南河内府民センタービル

7月24日(金) 大阪府都市教育長協議会夏季研修会 アウィーナ大阪 

8月26日(水) 大阪府・市町村教育委員会委員意見交換会 ホテルプリムローズ大阪

北小学校見学 
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日 内容 場所 
8月26日(水) 大阪府都市教育長協議会役員会 アウィーナ大阪 

8月27日(木) 大阪府都市教育長協議会夏季研修会 アウィーナ大阪 

9月11日(金) 近畿市町村教育委員研修大会 神戸文化ホール 

10月 2日(金) 大阪府都市教育長協議会 アウィーナ大阪 

10月14日(水) 近畿市町村教育委員研修大会 神戸文化ホール 

10 月 22 日(木)23 日(金) 近畿都市教育長協議会研究協議会 
福知山市(ホテルロイヤルヒ
ル福知山) 

10月24日(土) 教和会 大阪市役所 

11月16日(月) 大阪府市町村教育委員研修会 アウィーナ大阪 

1月15日(金) 大阪府市町村教育委員意見交換会 ＫＫＲホテル大阪 

1月16日(土) 大阪府都市教育長協議会役員会 アウィーナ大阪 

1月28日(木) 大阪府都市教育委員会委員長研修会 アウィーナ大阪 

2 月 1 日(月) 第３回南河内地区人事協議会・南河内地区市町村教育長連絡協議会 南河内府民センタービル

2月 6日(土) 大阪府都市教育長協議会役員会 アウィーナ大阪 

2月10日(水) 南河内地区市町村教育委員研修会 ラブリーホール 

2月16日(火) 市町村教育委員会教育長会議 プリムローズ大阪 

2月25日(木) 第４回南河内地区人事協議会・南河内地区市町村教育長連絡協議会 南河内府民センタービル

 
▽その他 

日 内容 場所 

11月 3日(火) 大阪狭山市教育委員会文化教育功労者表彰式 SAYAKAホール 

11月14日(土) おおさかさやまこどもフェスティバル SAYAKAホール 

11月18日(水) 大阪狭山市立小学校連合運動会 市立市民総合グラウンド

1月11日(月) 成人式 SAYAKAホール 

1月17日(日) 第 38回大阪狭山市市民マラソン大会 さやか公園 

2 月 6 日(土) 第 53回南大阪駅伝競走大会 PL教団敷地 

 

委員長挨拶

表彰状授与



 - 14 -

３ 点検・評価調書 

 

Ⅰ 子育て支援策の強化・充実 

 

 
❐保育所、幼稚園と小学校の連携をより具体的なものとし、つながりのある子どもの

育成を図ります。 

❐市立子育て支援センターやつどいの広場による在宅での子育て家庭を支援する取組

に加え、プレイセンター事業を積極的に推進します。 

  

【主な事業】 

１．プレイセンター推進事業（子育て支援グループ） 

２．次世代育成支援対策行動計画策定事業（子育て支援グループ） 

３．こどもフェスティバルの開催（教育総務グループ・保育グループ） 

 

 

 



 - 15 -

 

平成 21 年度点検・評価調書 

施 策 名 
子育て支援策の 

強化・充実 
担当グループ 子育て支援グループ 

主な事業 プレイセンター推進事業 

概  要 

子どもに｢自分で遊ぶあそび｣を、親に｢親のための学習｣を提供できるよ

う、子育て家庭の親及び子どもが会員となって市と協同運営を行い、親と子

が一緒に成長できるプレイセンター活動を支援することで、子育てしやすい

環境づくりを進める。 

成果と評価 

平成 20年度のモデル団体を含めて２団体が活動を始めた。 
 拠点 合計開催回数 平均参加数 

たんぽぽの会 東野幼稚園 １８回 １５組 

こぐまの会 東池尻地区集会所 ６回 １２組 

 

今後の課題

と目標 

本事業の主な対象は、1歳児から幼稚園就園前までの幼児とその親である
が、円滑な活動、団体運営を図る観点から、指導者の養成や地域の積極的な

協力が必要である。 

Ⅰ－1 
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平成 21 年度点検・評価調書 

施 策 名 
子育て支援策の 

強化・充実 
担当グループ 子育て支援グループ 

主な事業 次世代育成支援対策行動計画策定事業 

概  要 

平成 17年 3月に策定した次世代育成支援対策行動計画の前期計画が最終
年度を迎えることから、前年度に実施した子育てに関する市民意識調査の結

果、子育てに関する環境の変化、これまでの事業の進捗状況等を踏まえて前

期計画を見直し、後期計画を策定する。 

成果と評価 

アンケート調査結果の他、公募による市民委員や児童の健全育成を図る団

体の代表者で組織する大阪狭山市次世代育成支援対策推進協議会の意見を

参考に、後期計画を策定することができた。また、計画書の概要版を各

戸に配布することにより市民への周知を図った。 

計画書（本編）・・・・・ 200 部 

計画書（概要版）・・・27,000 部 

 

 

今後の課題

と目標 

後期計画に掲げた事業を着実に実施するとともに、その実施状況の点検・

評価を行い、計画の円滑な推進に努める。 

Ⅰ－2 
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平成 21 年度点検・評価調書 

施 策 名 
子育て支援策の 

強化・充実 
担当グループ 教育総務グループ・保育グループ 

主な事業 こどもフェスティバルの開催 

概  要 

「つながりある教育」（保育所、幼稚園、小中学校、高校、大学という縦

の連携と地域という横のつながりの強化）を推進する取組の一環として、市

の芸術祭に合わせて「おおさかさやまこどもフェスティバル」を開催。市立

文化会館の大ホールで歌やダンスなど日頃の練習の成果を発表する。 

開催にあたっては、市内の学校園や一般団体に参加を募り、参加団体を中

心とした実行委員会により運営する。 

また、「地域連携活動パネル」を展示し、市内の保育所、幼稚園、小中学

校の様子をパネルで紹介する。 

成果と評価 

練習の成果を発揮する達成感や舞台に立つ緊張感を経験する貴重な機会

になったほか、一般市民に向けて公開し、市の子どもたちの活躍を見てもら

うことが出来た。 
 
参加者：１３団体６００名  

観客数：１,５００名 

 

《参考》資料編：チラシ・プログラム 

今後の課題

と目標 

さらに「つながり」を意識したイベントとして、出演者同士の交流や共演

を取り入れる。 
また校区等の地域の方々を招待し、子どもたちとの交流の場となるイベン

トとしていく。 

 

Ⅰ－3 
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Ⅱ 家庭教育の充実と読書推進 

 

 

❐「家庭教育 10（９+１）の提言」を活用し家庭との連携を図り、家庭教育の充実を

図ります。 

❐子どもの自主的な読書活動を推進するため、図書館・学校園・家庭、地域の連携・協

力による読書環境づくりに努めます。  

 

【主な事業】 

１．図書館整備事業（教育総務グループ） 

２．小中学校読書活動推進事業（学校教育グループ） 

３．家庭教育力活性化事業（社会教育・スポーツ振興グループ） 

 

《参考》資料編：おおさかさやま家庭教育指針「家庭教育10（９+１）の提言」 
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平成 21 年度点検・評価調書 

施 策 名 
家庭教育の充実と 

読書推進 
担当グループ 教育総務グループ 

主な事業 図書館整備事業 

概  要 

児童生徒の主体的な学習活動を支えるとともに、読書活動を通じて子ども

の人間形成や情操を育む場として学校図書館の役割は極めて重要であること

から、基準冊数を目標に図書を整備し、学校図書館を充実させる。 
 
【各校の蔵書数】                       （単位：冊） 

学校名 基準冊数 Ｈ２０ Ｈ２１ 達成率 学校名 基準冊数 Ｈ２０ Ｈ２１ 達成率

東小学校 11,960 7,106 7,911 66％ 南第三小学校 7,000 4,687 7,545 108％

西小学校 10,560 5,684 8,060 76％ 第七小学校 10,560 5,875 7,611 72％

南第一小学校 8,360 7,520 8,953 107％ 狭山中学校 12,640 6,406 9,559 76％

南第二小学校 10,360 6,095 8,445 82％ 南中学校 13,120 9,697 13,120 100％

北小学校 9,560 5,249 7,390 77％ 第三中学校 13,120 5,748 9,396 72％

※H20 は年度末、H21 は年度末予定冊数  基準冊数は学級数の増減により変化する。  

成果と評価 

地域活性化・経済危機対策臨時交付金を活用することにより、平成 20年度
と比較して、約 24,000冊増冊することができ、３校が基準冊数をクリアした
ほか、全体での達成状況は 80％を超えた。 

 
 

 
 
 

 

今後の課題

と目標 

基準冊数をクリアした学校については、今後、基準冊数の維持を目標に廃

棄と整備をしていくことになる。  
その他の学校については、引き続き基準冊数を目標に整備していくが、今

回のような臨時交付金を活用した大幅な増冊は見込めないうえ、廃棄図書と

の兼ね合いもあるため、計画的な整備が重要になる。 

 

Ⅱ－1 
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平成 21 年度点検・評価調書 

施 策 名 
家庭教育の充実と 

読書推進 
担当グループ 学校教育グループ 

主な事業 小中学校読書活動推進事業 

概  要 

各学校において、学校図書館市民ボランティアと司書教諭が協働し、読書

環境の整備ならびに読書活動の推進を図る。 

 

・学校図書館市民ボランティアの活用期間 

 平成２１年５月１８日から平成２２年３月１０日 

・学校図書館市民ボランティアの活用回数 

 各小中学校１校あたり年間３５回 

成果と評価 

各学校では、学校図書館市民ボランティアによって、本を紹介する掲示物

の作成やデジタルデータ入力を含めた蔵書整理、本の登録作業や貸出し作業

等、読書環境の整備を進めることができた。 

また、学校図書館市民ボランティアは、子どもへの本の読み聞かせをした

り、本の貸出し時に声をかけたりするなど、子どもの読書意欲を高める取組

を行っている。 

今後の課題

と目標 

今後も、学校図書館市民ボランティアの協力を得ながら読書環境の整備を

進めるとともに、子どもたちが本を紹介し合ったり、読書の楽しさを伝え合

ったりする活動を進めることで、子どもの読書意欲をさらに高め、家庭にお

いても読書が習慣化するような取組の具体化を進める。 

 

Ⅱ－2 
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平成 21 年度点検・評価調書 

施 策 名 
家庭教育の充実と 

読書推進 
担当グループ 社会教育・スポーツ振興グループ 

主な事業 家庭教育力活性化事業 

概  要 

全ての教育の基本となる家庭教育力の充実を目指し、親子の絆とふれあい

を通じて、子どもたちが基本的な生活習慣や倫理観、豊かな情操、自立心や

自制心、社会的なマナーなどを身に付けられるよう、親学びの学習機会や情

報の提供、各担当部署との連携による子育て・教育相談事業、啓発事業等の

充実に努める。 

成果と評価 

 
平成２１年度 開催事業 

講座 内容 

家庭教育学習講座 
「子育て世代のための人間関係づくり」、「勇気づけの子育て」、

「鬼ごっこで楽しく体力づくり」 

ウィークエンド・エンジョイ・アクション 「手作りパンに挑戦」、「大工体験」 

親子のふれあいサークル「わ」 スポーツを通じて親子のふれあいを図った 

ブックスタートフォローアップ事業
健診に来た 4か月児、満 10 か月児を対象に絵本配布と 

読み聞かせを行った 

公民館事業 
「親学び講座（さやまで子育て いち、にっ、さん）」、 

「親子でのびのびプラネタリウム」 

今後の課題

と目標 

親と子どものふれあいが一層希薄になってきた現在、子育てへの不安等も

含め、家庭教育は一層重要な課題となってきており、今後、時代に即した家

庭教育講座等を実施していく必要がある。 
 

 

Ⅱ－3 
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Ⅲ 学力向上を核とした小・中学校教育の充実 

 

 

❐学力向上PATHプランに基づく教育施策の推進を図ります。 

 

【主な事業】（学校教育グループ） 

１．Power 授業力パワーアップ研修事業  

２．Adviser 授業づくりアドバイザー事業  

３．Tutor 学習支援チューター事業  

４．Hojo 学力向上の補助支援事業 

 

 《参考》資料編：大阪狭山市学力向上PATHプラン 
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平成 21 年度点検・評価調書 

施 策 名 
学力の向上を核とした

小・中学校教育の充実
担当グループ 学校教育グループ 

主な事業 （PATH プラン）Ｐ．授業力パワーアップ研修…教職員研修事業 

概  要 

各校において、全国学力・学習状況調査の結果分析を行い、各校それぞれ

の課題が明らかになってきた。また、学力のみならず、各校における子ども

の状況を改善していくための方策について校内で研究を続けている。 
様々な課題の克服に向け、具体的な取組方法や指導のあり方について、専

門性の高い講師を招き学ぶことを通して、各校での課題克服への取組の充実

を図る。 
 
《参考》資料編：平成２１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 

成果と評価 

和歌山大学 小野次朗教授、大阪大学 志水宏吉教授等、各分野における

専門家を招き、教職員研修会を実施した。 
 

 成果 

・子どもの学力や状況等の課題について共有することができた。 

・課題の克服のための方策について参加者で協議し、専門家からの 

助言を受けることで、今後の取組や指導の方針を明確化することが 

できた。 

今後の課題

と目標 

課題克服に相応しいと思われる講師の確保が難しいため、市主催の年間研

修計画を早期に完了し、対応しなければならない。今後、平成 23年度まで
事業を継続し、地域や学校の実態に応じた取組を支援するとともに、諸課題

の克服について検証を行っていく。 

 

 

Ⅲ－1 



 - 24 -

平成 21 年度点検・評価調書 

施 策 名 
学力の向上を核とした

小・中学校教育の充実
担当グループ 学校教育グループ 

主な事業 （PATH プラン）Ａ．授業づくりアドバイザーの派遣…教育研究事業 

概  要 

市教委に非常勤嘱託職員１名を授業づくりアドバイザーとして配置する。

指導主事と共に各学校を訪問し、授業を参観。授業者に直接指導・助言をし、

教員の指導力と学校力の向上をめざす。 
また、各学校において、授業づくりアドバイザーを講師とした学力向上の

ための校内研修会を実施。 

成果と評価 

年度当初に１６０回の授業研修を計画・実施した。 
夏季休業中には、授業づくりアドバイザーを講師に、授業づくりのための

教職員研修会を実施し、のべ８４名の教職員が参加した。 

 

成果 

・年間を通じて継続的に指導を行うことで、各学校における学力向上 

  のための取組が、活発に行われるようになった。 

・学力課題を克服するための授業づくりや指導方法について、各学校 

の教職員が共通認識を持って取組を進められるようになっている。 

今後の課題

と目標 

本事業の計画期間は３年間としており、その間に可能な限り事業効果の向

上に努める。今後も継続的に各学校の授業を参観し、指導助言を行うととも

に、研修会を実施し、教員一人一人の授業力と学校力の向上を図りたい。 

 

Ⅲ－2 
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平成 21 年度点検・評価調書 

施 策 名 
学力の向上を核とした

小・中学校教育の充実
担当グループ 学校教育グループ 

主な事業 （PATH プラン）Ｔ．学習支援チューター事業 

概  要 

市内全小学校において、社会人や退職教員、教員を目指す大学生等を活用

し、３・４年生の希望者を対象として、放課後や夏季休業中に学習支援を行

う。 

 主な内容は宿題やドリル、学習プリント等を自学自習することを基本とし

ているが、その際に、学習支援チューターが、適宜、必要なアドバイスを与

えることで、学習意欲を高める。 

 なお、今年度から全中学校においても試行を始めた。 

成果と評価 

参加児童数 約４６０名（平成 21年 12月現在） 
 
成果 

・個別指導を受ける機会が多く、個々の力が伸びた。 

・学習内容を自分で決め、自主的に取り組めるようになってきた。 

・長期休業中の参加により、生活リズムが崩れるのを防ぐことができた。

・これまで宿題や復習ができなかったが、家庭でも取り組むようになった。

・学習への自信がつき、授業中も積極的になった。 

 
 

今後の課題

と目標 

参加児童は、放課後に学校へ残るため、下校時刻が遅くなる。また、多く

の子どもの希望を受け入れるためには、下校時の安全確保、欠席時の把握と

連絡、指導者や学習スペースの確保などの課題がある。これらをふまえ、ニ

ーズに十分に応えることができるよう、取組を進めていきたい。 

 

Ⅲ－3 
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平成 21 年度点検・評価調書 

施 策 名 
学力の向上を核とした

小・中学校教育の充実
担当グループ 学校教育グループ 

主な事業 （PATH プラン）Ｈ．学校支援…学力向上推進事業 

概  要 

府の市町村支援プロジェクト事業補助金を活用し、全国学力・学習状況調査から明

らかになった課題解決に向けて、積極的に取り組む学校を支援し、児童・生徒の学力

向上を図る。 
学校長の指導の下、学力向上に積極的に取り組むことを目的として「基礎基本・活

用力の育成」「授業改善」「生徒指導・学習環境の整備」の視点から改善計画を策定し、

予算の定めるところにより学校を支援する。 

成果と評価 

【取組内容】 

項 目 取組内容 成 果 

基礎基本の力の育成 
・朝学習として漢字、計算、音読の反復学習を実施 

・コンピュータソフトの活用 

読み・書き・計算などの基

礎基本の力が定着した。 

授業改善 
・子ども、保護者、教職員からの授業評価をもとに

授業についての研究を実施 

子ども主体の活用力の育成

に重点を置いた授業改善を

図った。 

生徒指導 

・学習環境の整備 

・学校独自の問題集や「学習のてびき」を作成 

・放課後学習支援の実施 

家庭学習の習慣化や自学自

習力の定着が図られた。 

上記の特徴的な取組によって、学習の習慣化や学習内容の定着等の成果がみられた。

 

今後の課題

と目標 

・「課題把握→指導方法の工夫改善→評価のあり方」について学校ごとに明確にし、校

長のリーダーシップのもと、学校全体の取組として推進するよう指導助言する。 

・中学校区における連絡会を充実し、９年間を見通した学習指導や生徒指導のきまり

について、指導方法を統一する。 

・中学校における課題解決的学習に重点を置いた授業研究を推進する。 

・全 10 校で「校長、学力向上担当者会」を開催し、効果的な取組について交流する。

 

Ⅲ－4 
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Ⅳ 学校園の発展充実と連携強化のための 

多様な人材活用 

 

 
❐中学校の部活動に地域人材の協力を求めます。 

  

【主な事業】 

１．中学校部活動支援人材活用事業（学校教育グループ） 

２．学校園地域連携推進事業（学校教育グループ・保育グループ） 
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平成 21 年度点検・評価調書 

施 策 名 

学校園の発展充実と

連携強化のための 

多様な人材活用 

担当グループ 学校教育グループ 

主な事業 中学校部活動支援人材活用事業 

概  要 

 中学校における部活動は、少子化による生徒数の減少に伴い、教職員の人

数も減少している。このため、当然のことながら部活動の顧問の数が不足し、

学校において活動できる部活動の数が少なくなっている。このような状況下

において、生徒の多様な希望に応えるため、専門的な知識や技能等を持った

地域人材を活用し、部活動の充実を図ることを目的としている。 

成果と評価 

外部指導者は、顧問と連携し、専門的な知識や技能を生かして生徒の技能

向上に大きな役割を果たしている。また、顧問教諭にとっても、これまでと

違った指導法を学ぶ貴重な機会となっている。 

 

平成 21 年度実績 

部 派遣人数 回数 

陸上・軟式硬式テニス・ 

野球・卓球・吹奏楽 
１５名 １４０回 

 

今後の課題

と目標 

本事業における外部指導者は市体育協会のメンバーや中学校の卒業生な

どが中心となっているが、平日の夕方の練習に参加可能な人材は限られてお

り、学生が年間を通じて定期的に入ることは条件としてかなり難しいものが

ある。 

今後、学校・生徒のニーズに対して、専門的な知識・技能を有する地域人

材を、少しでも多く配置できるよう、さらなる人材確保に努めなければなら

ないと考えており、庁内・地域活動団体等との組織間連携を強化し、広範囲

に活用できる人材の情報把握に取り組んでいく。 

 

Ⅳ－1 
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平成 21 年度点検・評価調書 

施 策 名 

学校園の発展充実と

連携強化のための 

多様な人材活用 

担当グループ 学校教育グループ・保育グループ 

主な事業 学校園地域連携推進事業 

概  要 

「地域人材バンク」に登録している地域住民を学校園へ招き、学校園教育

活動において、登録者の持つ知識・経験・技能を活かした多彩な体験的学習

や専門性の高い学習、国際交流活動等を行う。 

成果と評価 

幼稚園・こども園では人形劇や読み聞かせ、英語や中国語での遊びなど、

小学校では読み聞かせや伝統芸能、スポーツを多く取り入れ、中学校では人

権学習や国際交流として活用している。 
専門性の高い指導は子どもたちの興味・関心を高め、意欲的に活動する

姿は教員にも大いに刺激になり、今後の学校の学習指導にも活かされるもの

と考えられる。 

 読み聞かせ 伝統芸能 スポーツ 国際交流 自然 外国語 音楽 人形劇 その他

幼稚園 １７ ０ ８ ０ ２ ７８ ８ ６ ３ 

小学校 ４５ ２４ ６ ４ １８ ２ ０ ０ ６４ 

中学校 ０ ２ ３２ ６ ０ ０ ０ ０ ０ 

開催回数合計：３２５回（平成２２年１月末現在）

今後の課題

と目標 

学校園単位で、毎年同じ人材を活用する傾向が強いため、平成２１年度現

在約 360名の登録者の全てが学校園で活用されているというわけではない。
今後は、専門性の高い人材の登録を進める一方で、幅広い活用の方法につ

いて啓発して行く必要がある。 

 

Ⅳ－2 
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Ⅴ 施設整備の推進 

 

 

❐保育所、幼稚園、小中学校施設の耐震化を年次計画により推進します。また、耐震化

にあわせ老朽化施設の大規模改修を実施し、良好な学習環境の整備に努めます。 

 

【主な事業】 

１．市立第三中学校屋内運動場耐震補強事業（教育総務グループ） 

２．市立北小学校校舎耐震補強・大規模改造事業（教育総務グループ） 

３．市立第２保育所改修事業（保育グループ） 
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平成 21 年度点検・評価調書 

施 策 名 施設整備の推進 担当グループ 教育総務グループ 

主な事業 市立第三中学校屋内運動場耐震補強事業 

概  要 

屋内運動場は、生徒が授業やクラブ活動を行うため使用率が高く、かつ、

災害時には避難所となるが、大規模な地震（震度 6 強以上）により倒壊等
の危険性が高いＩｓ値 0.3 未満であったため、耐震補強工事を実施した。 
【工事場所】 

・構  造：鉄筋コンクリート造 ２階建 

  床 面 積：１，１３９㎡ 

【工事内容】 

 ・耐震補強工事 

  既存屋根〔ＰＣａ版（ＳＴ版）〕を撤去の上、鉄骨屋根（切妻）に葺替え 

・外壁全面改修（下地補修の上、再塗装） 

・床全面改修（研磨の上、再塗装） 他 

・照明器具取替〔蛍光灯を水銀灯（オートリフター）に取替〕 

 

成果と評価 

耐震補強工事の実施により、子どもたちの安全確保及び地震災害発生時に

対する避難所として防災機能が改善がされた。 

今後の課題

と目標 

中学校の屋内運動場を耐震補強工事する場合、屋内運動場でしかできない

クラブ活動がある。そのため、工事期間中にクラブ活動が行える場所を確保

する必要があり、十分な調整が必要である。 

Ⅴ－1 
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平成 21 年度点検・評価調書 

施 策 名 施設整備の推進 担当グループ 教育総務グループ 

主な事業 市立北小学校校舎耐震補強・大規模改造事業 

概  要 

児童が 1 日の大部分を過ごす学校で、大規模な地震（震度 6 強以上）に
より倒壊等の危険性があるＩｓ値 0.7 未満の校舎の耐震補強工事を実施し

た。また、耐震補強工事と平行して、大規模改造工事を施工し、教育環境の

整備を行った。 
【工事場所】 

・構  造：鉄筋コンクリート造 ３階建 

  床 面 積：４，２８３㎡ 

【工事内容】 

・耐震補強工事 

鉄骨ブレース増設 8 箇所、スリット 52 箇所、袖壁増設 2 箇所 

袖壁補強 1 箇所、壁増設 2 箇所、壁補強 4 箇所、 

・トイレ改修〔湿式から乾式に改修、多目的トイレ（身体障害者用）新設〕 

・エアコン改修（職員室、校長室、音楽室、家庭科教室、理科室） 他 

成果と評価 

耐震補強工事の実施により、地震災害発生時に対する備えが改善された。

また、仮設教室を設置せず工事を施工することにより、仮設工事費を大幅に

削減できた。 

今後の課題

と目標 

耐震補強工事は、原則、夏休み期間中に施工・完了を基本としている。その

ため、夏期休業中の学校運営について十分な調整の上、仮設計画を立案する

必要がある。 

 

Ⅴ－2 
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平成 21 年度点検・評価調書 

施 策 名 施設設備の推進 担当グループ 保育グループ 

主な事業 市立第２保育所改修事業 

概  要 

施設の老朽化により外壁の劣化が著しい状態であるため、改修を行い保育

環境の改善を図った。 

 

【工事場所】 

・０～３歳児施設 

・外壁面積：６０７．２㎡ 

【工事内容】 

・外壁塗装工事：亀裂補修・塗装(イラスト塗装含む) 

 

成果と評価 

改修を行うことにより、安心して保育できる環境を整備することができ

た。 

今後の課題

と目標 

第２保育所には送迎用駐車場がないため、路上駐車が問題になっている。

今後、送迎用駐車場の整備について検討していきたい。 

 

Ⅴ－3 



 - 34 -

 

 

Ⅵ 子どもの安全対策の推進 

 
 

❐保育所・幼稚園・小学校に安全管理員を配置し、学校園の安全確保に努めます。 

 

【主な事業】 

１．安全対策事業（教育総務グループ・保育グループ） 

２．子どもの安全見まもり事業（社会教育・スポーツ振興グループ） 
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平成 21 年度点検・評価調書 

施 策 名 子どもの安全対策の推進 担当グループ 教育総務グループ・保育グループ 

主な事業 安全対策事業 

概  要 

不審者等に起因する事件・事故等から、子どもたちを守るため、各校・園

に安全管理員１名の配置を行う。 

また、小学校の新一年生全員に防犯ブザーを配布し、子どもたちの安全対

策を図る。 

 

〇安全管理員の基本配置時間等 

 （幼稚園）月・火・木 8 時 30 分～14 時 

        水   8 時 30 分～12 時 

        金   8 時 30 分～15 時 

 （小学校）      7 時 30 分～16 時 30 分 

＊配置日数については、各校・園の就学、就園期間中 

成果と評価 

 安全管理員の配置、防犯ブザーの携帯等が犯罪発生の抑止力の一翼を担

い、子どもたちが不幸な事件・事故に巻き込まれることなく、安全に学校生

活を送ることができた。 

今後の課題

と目標 

現在、子どもの安全対策については、市民による見守り活動や、安全管理

員の配置等、人の目によるところが主となっている。安全管理員の配置につ

いて大阪府からの交付金措置が平成 22 年度末をもって廃止となることか
ら、今後の安全対策のあり方をハード、ソフトの両面から検討していかねば

ならない。 
また、長期的には、地域防犯ステーションをはじめとして地域のマンパワ

ーを結集し、子どもたちを守る機運が更に高まることを目指して関係各部署

と協議・調整を図る。 

 

Ⅵ－1 
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平成 21 年度点検・評価調書 

施 策 名 子どもの安全対策の推進 担当グループ 社会教育・スポーツ振興グループ 

主な事業 子どもの安全見まもり事業 

概  要 

各地域で市民ボランティアにより自主的に取り組まれている「子どもの安

全見まもり活動」の促進・支援を引続き行う。 

また、より多くの市民ボランティア、関係団体等の参加が図られるよう市

民への啓発を行うとともに、市民が情報交換できる場の設定などの仕組みづ

くりに努める。 

成果と評価 

「子どもの安全見まもり活動」に参加しているボランティアにジャンパー

や腕章を貸与するなど啓発及び支援活動をおこなった。これにより地域の防

犯意識の高揚をはかり、犯罪抑止力を向上させるなど、地域で子どもを見守

る運動を推進することができた。 

今後の課題

と目標 

少子高齢化の進展の中、地域間でのコミュニケーションが不足している今

日では、従来にもまして、学校、家庭、地域の連携、協力が必要となってき

ており、その連携等をいかに行っていくかが今後の課題である。このため、

現在進行中である各小学校区の地域防犯ステーションの設立を支援してい

くことで、地域の連携強化を図る。 
また、犯罪防止活動の一環として実施している「毎月 5 日は少年を守る
日」の市内広報活動を引続き実施していく。 
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Ⅶ 施設の円滑な管理運営 

及び運営の見直し 

 

 

❐指定管理者制度を導入している公民館・図書館・スポーツ施設等の円滑な運営に努め

ます。 

❐給食センター調理部門の民間委託の取組を進めます。 

 

【主な事業】 

１．学校給食調理部門の民間委託（学校給食グループ） 
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平成 21 年度点検・評価調書 

施 策 名 
施設の円滑な管理運営

及び運営の見直し 
担当グループ 学校給食グループ 

主な事業 給食センター調理部門の民間委託 

概  要 

「安心・安全な学校給食」・「より豊かな学校給食」の実現と、コスト縮減

など効果的な給食運営を図るため、民間が有するノウハウや柔軟性を取り入

れ、平成２１年度から調理の民間委託を実施した。 

成果と評価 

 

【取組内容】 

・委託業務が円滑に移行できるよう「調理デモ」・「給食試食会」を実施した。

・給食センター施設はウエット方式であるが、委託に伴い床に水を流さない

ドライ運用方法を取り入れ、衛生面を重視し改善を図った。 

・7月に全児童生徒と全教職員にアンケートを実施した。 

 

 おいしい ふつう おいしくない 

児童・生徒  ４０．３％  ４９．９％   ９．８％ 

教 職 員  １３．９％  ５７．０％  ２９．１％  

今後の課題

と目標 

調理部門の民間委託が２年目に入ることから、1年目の課題を抽出し「安
心・安全な学校給食」を目指し検討を深めていく。給食食物アレルギー対応

については、検討委員会で審議された内容に基づき実施する。また、対象と

なる児童・生徒の保護者・学校・給食センターの三者面談により、連絡を密

に取り合い、共通理解を深めていかなければならない。 
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Ⅷ その他 
 

 

【主な事業】 

１．食育の推進（学校給食グループ） 
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平成 21 年度点検・評価調書 

施 策 名 食育の推進 担当グループ 学校給食グループ 

重点事業 食育の推進 

概  要 

毎日の「食」は私たちが生涯にわたって健全な心身を培い豊かな人間性を

はぐくむためにとても大切なものである。子どもたちがさまざまな経験を通

じて、食に関する知識と食を選択する力を育み、健全で豊かな生活が送るこ

とができるための指導を行う。 

特に早寝・早起き・朝ごはんといった規則正しい生活習慣をつけさせるこ

との重要性を知らせたい。 

成果と評価 

・農産物を学校菜園で育て収穫し、カレー・雑煮などを作ったり、地場の作

物（新米やきゃべつ、青ねぎ等）を給食に使うことで地域との関わりや給

食への理解を深めた。 
・給食時の指導により、残さないで食べる児童・生徒が少しづつ増えてきて

いる。 

今後の課題

と目標 

・食の大切さや栄養のバランス等を習得させる。 
・学校だよりや栄養だよりに朝食の簡単レシピなどを掲載し、朝食を 
摂ることの大切さを広め、朝食欠食率の低下につなげる。 

 

Ⅷ－1 
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４ 学識経験等の意見 

 

大阪狭山市の教育に関する事務の点検及び評価報告（平成２１年度実施分） 

 

大阪総合保育大学児童保育学部教授 大方美香 

総括的評価コメント 

 

大阪狭山市教育委員会の点検及び評価については、趣旨、対象、運営方針が明確化され、

教育指針の実現化に向けた取組を積極的に行っている。これは組織運営としては評価すべき

ことであり、昨年度の課題を改善しようと極めて真摯な姿勢で適正に実施されていることが

感じられた。 

全体的評価としては、社会的責任を果たすための努力を行い、明確な機能を果たしている

ことが把握できる。特に、ＰＡＴＨプランといわれる学力向上を核とした取組は、成果とし

て反映されている点に注目したい。具体的には、①昨年度の評価を振り返り、課題を把握す

ることで、指導方法の工夫と改善を行い、評価のあり方を学校ごとに明確にしたこと。②学

校全体の取組として推進するように改善していること。この２点があげられる。 

今後は、学力テストで課題が浮き彫りになった中学校の国語力向上へ更なる改善を期待し

たい。国語力は、乳児期からの原体験である家庭や教育の場で学ぶ言語力、人間関係におけ

る心情や表現、地域とのふれあいからの相互理解などが複合的に重なり合って培われる成果

であることから、単なる中学校の教育課題ではなく、学校教育や社会教育に関係する各グル

ープが連携しながら一体となって課題解決に取り組んでいくことが重要である。例えば、①

家庭教育としてのブックスタート活動と幼児教育の連携、②ブックスタートと子育て支援の

連携、③ブックスタートと小学校の読書活動の連携、④ブックスタートと地域の参画といっ

たより具体的な連携が、効率的効果的な成果となることと考える。 

また、若い世代が「大阪狭山市で子育てをしたい」と思えるよう、市が活性化することも

大切な視点である。そのためには①「乳児期・幼児期・児童期・青年期がつながる教育」を

より具体的に強化していくこと②地域の市民力を活用し、「地域・市民・子ども・学校園・

関係機関がつながる教育」を行うため、教育委員会がコーディネーターの役割を担うこと③

食育など「子どもと地域がつながる教育」が大阪狭山市の地域活性力となること④「次世代

の子どもの育成」に対する重点課題をより明確にしていくことなどを期待したい。 
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大阪狭山市の教育に関する事務の点検及び評価報告（平成２１年度実施分） 

 

神戸学院大学人文学部人文学科教授 今西幸蔵 

総括的評価コメント 

 

点検及び評価の結果全般について、大阪狭山市教育委員会の事務執行が、教育行政として

極めて適正に実施されていたことを報告する。 

まず、運営方針が明確に示されているため、何を重点項目として日常業務に取り組んでお

られるかがよく分かった。このように、委員会全体が重点項目を選択することによって、緊

急の課題に対応でき、また事務執行の効率化が図られる点で効果的であると思われた。今後

とも、教育委員会として何をしなければならないかを明確にし、集中と選択という視点から

の行政を進めていただきたいと考える。 

次に、教育委員会会議などの資料は、教育委員会の動向がよく分かり、丁寧に準備されて

いることが分かった。 

各事業については、総括的に見てよく整理された成果と評価が示されており，課題につい

ても適切にまとめられている。質問しても各担当のグループより明確にお答えをいただき、

具体的な説明がなされているため信頼できる報告であったと考える。 

一方で、昨年も指摘したことであるが、市民協働という政策概念に基づく教育行政の具現

化があと一歩であったことが少し残念であった。たとえば学校図書室の活用について、現在

も市民の参画のもと運営に取り組んでおられることは調書からもわかったが、大阪狭山市の

市民協働を更に進めるべく、より多くの市民に多角的に参画してもらえるよう働きかけてほ

しい。大阪狭山市にはそれだけの力量と文化があると思っている。 

最近問題とされている「学力」については、中学校の国語において課題が示された。これ

についての原因や背景についても調査を進め、課題の明確化と改善につなげてほしい。 

 以上のように、後半に記したような課題も感じたが、全般にわたって真摯に教育行政が取

り組まれていると感じた。今後とも、住民からの信頼を大切にし、より前向きな教育行政に

取り組んでいただきたい。 



 

 
 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

・平成 21年度市内小中学校・幼稚園の在籍数、学級数及び保育所の定員数 

・平成21年度大阪狭山市の保育・教育指針（スピカプラン）  

・おおさかさやま 家庭教育指針 

・大阪狭山市学力向上PATHプラン 

・平成21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 

・啐啄（44号～51号）               

・こどもフェスティバルチラシ 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資 料 編 



平成2１年度 市内小中学校・幼稚園の在籍数、学級数及び保育所の定員数 

（平成 21年 5月１日現在 基本統計） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

幼稚園  ４歳児 ５歳児 計 

園児数 69 76 145
東 

学級数 2 3 5

園児数 35 37 72
西 

学級数 1 2 3

園児数 37 27 64
南二 

学級数 2 1 3

園児数 32 26 58
南三 

学級数 3 3 6

園児数 16 13 29
山本 

学級数 1 1 2

園児数 47 28 7
半田 

学級数 2 1 3

園児数 26 19 45
東野 

学級数 1 1 2

園児数 262 226 488
計 

学級数 12 12 24

小学校  １年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 計 

児童数 130 128 132 123 151 109 773 
東 

学級数 4 4 4 3 4 3 22 

児童数 101 95 98 111 103 84 592 
西 

学級数 3 3 3 3 3 3 18 

児童数 48 52 57 38 69 57 321 
南第一 

学級数 2 2 2 1 2 2 11 

児童数 84 93 76 97 111 90 551 
南第二 

学級数 3 3 2 3 3 3 17 

児童数 66 74 83 74 81 81 459 
北 

学級数 2 3 3 2 3 2 15 

児童数 53 43 43 37 34 37 247 
南第三 

学級数 2 2 2 1 1 1 9 

児童数 76 96 83 90 85 102 532 
第七 

学級数 3 3 3 3 3 3 18 

児童数 558 581 572 570 634 560 3475 
計 

学級数 19 20 19 16 19 17 110 

保育所  ０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児 計 

第二 定 員 12 18 22 24 27 27 130 

大野台 定 員 8 10 12 20 20 20 90 

池尻 定 員 12 15 18 20 25 30 120 

つぼみ 定 員 6 8 10 12 12 12 60 

きらり 定 員 18 20 24 28 30 30 150 

ルンビニ 定 員 6 10 11 11 11 11 60 

計 定 員 62 81 97 115 125 130 610 

中学校  １年 ２年 ３年 計 

児童数 156 168 160 484 
狭山 

学級数 4 5 4 13 

児童数 167 167 172 506 
南 

学級数 5 5 5 15 

児童数 176 191 172 539 
第三 

学級数 5 5 5 15 

児童数 499 526 504 1529 
計 

学級数 14 15 14 43 



～ 平成２１年度 大阪狭山市の保育・教育指針 ～  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

大阪狭山市教育委員会 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
    

 

 

（１）豊かな育ちを保障する保育の充実 

・ 子どもの情緒の安定を図り、人に対する愛情と信頼感を育むとともに、生活に必要な習慣や態度を養う教育

的な働きかけを積極的に行う。 

・ 子ども一人ひとりの発達課題を見すえ、「自発的・主体的な遊び」を大切にしながら、人やものとかかわり

合う力を高め「協同的な学び」をつくりだす保育を実践する。 

・ 教育と福祉の連携や、発達の連続性をふまえた教育・保育の在り方について研究を深め、その研究成果を積

極的に発信していくとともに、保幼小中連携の推進に努める。 

・ 子どもの豊かな育ちを目的とした子育て支援策を積極的に講じるとともに、地域子育て支援活動や未就園児

親子登園等を通じて集団保育の場を創りだすなど、地域のセンターとしての役割を積極的に果たす。 

 

（２）学校園・家庭・地域社会の連携による総合的な教育力の向上 

・ 「家庭教育の提言」をもとに、親学びの学習機会や情報の提供など充実した取り組みを継続的に行うととも

に、子育てに関する相談・支援に努める。 

・ 地域社会の中で子どもを育てる教育コミュニティーの形成を図るとともに、ＰＴＡ、青少年指導員会等の関

係諸団体とのネットワーク化を推進する。 

・ 市民協働による「地域防犯ステーション」を拠点とした子どもの見守り活動や居場所づくりなど、地域全体

で子どもを守り育てる活動を推進する。 

・ 子どもの自主的な読書活動を推進するため、図書館、学校園、家庭、地域の連携・協力による読書環境づく

りに努める。 

 

（３）特色ある開かれた学校園づくり 

・ 教育課程の一層の充実を図り、特色ある具体的な取り組みを推進するとともに、保幼小中学校間の交流を深

め、教育内容を地域に公開する機会を増やす。 

・ 「どの子も生き生きと主体的に取り組める」きめ細かな指導のあり方などをテーマにした校園内研究の推進

に努めるとともに、指導体制や指導方法・内容についての効果を検証し積極的に情報交換を行う。 

・ 学校教育自己診断等の結果とその分析に基づき、学校園の改善に努めるとともに、「学校協議会」等での検

討ならびに保護者や地域住民の意見を運営に反映する。 

 

（４）教職員の資質向上 

・ 「目標管理システム」「教職員の評価・育成システム」「指導が不適切である教員の育成支援に関する要綱」

等を活用し、教職員の育成支援、意欲向上とスクールリーダーの育成ならびに学校園の活性化に努めるとと

もに、教育公務員としての職責を自覚し、厳正な服務規律の確立に一層努める。 

・ 社会の変化や学校園の課題を踏まえた明確な研修目標を設定、実施し、相互に資質を高めあう職場環境づく

りに努める。 

・ 教職員は常に人権尊重の意識を強く持って指導にあたらなければならない。人権を著しく侵害する行為であ

る体罰ならびにセクシュアル・ハラスメントの防止および個人情報の保護に努めるなど、事案の未然防止を

図る取り組みを一層徹底して進める。 

（５つの重点） 

1. 「自発的・主体的」な「遊び」のひろがり 

・ 子ども理解に基づく多様な保育の実践 

・ 自然やもの、人とかかわるしなやかな心と体の育成 

2. 家庭教育の充実 

・ 「家庭教育10(9+1)の提言」を活用した家庭との連携 

・ 地域と連携した子育て支援の充実 

3. 「意欲」と「自信」を高める「学び」の創造 

・ 確かな学力を育成する個に応じた授業の実践 

・ 豊かな心と体を育てる取り組みの推進 

4. 人権尊重の保育・教育の推進 

・ 人権尊重の意識を高めるさらなる取り組みの推進 

・ 「支援教育」における早期支援と接続期の連携 

5. 「安心」「安全」のためのスクラム強化 

・ 子どもの安全を守る取り組みの充実 

・ 子どもの居場所づくりの推進 

「学び」と「心の育ち」を支える学校園 

～保・幼・小・中のつながりを具体化し、家庭・地域と連携した取り組みを～ 

Strategic Planning for Individual Capability 

個々の子どもの可能性を引き出し 
育成するプラン 



（５）確かな学力の定着 

・ 学力・学習状況調査の分析等を通して、一人ひとりの学力の実態を把握し、「説明力」｢問題解決力｣「人間

関係力」の育成をめざす授業研究に取り組むとともに、多様な観点から授業評価を行い、授業改善に努める。 

・ 「確かな学力」の育成を図るために、問題解決的な学習過程による授業づくりを推進し、少人数・習熟度別

指導等きめ細かな指導を行うとともに、学習支援チューター事業を活用し、自学自習力の育成を図る。 

・ 「ことばの力」「かかわり合う力」の育成を図るとともに、「思考力」「想像力」等を育てる子どもの読書

活動を推進する。 

 

（６）豊かな心を育む道徳教育の充実 

・ 道徳性の芽を伸ばすための適切な働きかけを行い、生命の尊重や人間としての基本的な倫理観、規範意識の

育成をめざし、保幼小中学校の全ての教育活動を通して連携を図りながら、道徳教育の深化充実に努める。 

・ 道徳教育推進教師を中心に、子どもの心に響く教材開発、特にいじめを許さない心の育成を図る教材作りや

授業研究を推進し、道徳教育の要となる「道徳の時間」の充実に努める。また、道徳の授業公開など子ども・

教職員・地域の人々のつながりを深める取り組みを推進する。 

・ ボランティア活動や自然体験活動などの豊かな体験を積極的に計画し、内面に根ざした道徳性の育成を図る。 

 

（７）生徒指導の充実 

・ 全校的な生徒指導体制の確立のため、指示系統の明確化と、情報の共有化を図り、全職員一丸となった取り

組みを行う。 

・ 「いじめは絶対に許されない」という強い姿勢で指導を行うとともに、「いじめ防止指針」「いじめ対応プ

ログラム」等を参考に未然防止と早期解決に向けた組織的な対応に努める。また、情報モラル教育に取り組

み、携帯電話等によるトラブルを防ぐ、危険回避能力を育成する。 

・ 不登校については、小中連携し、早期対応と継続した校内支援体制の充実を図る。また、フリースクールみ・

ら・いや関係諸機関と日常的な連携を図り、一人ひとりに応じた取り組みを行う。 

 

（８）人権尊重の保育・教育の推進 

・ 教職員の人権感覚を研修等を通じて一層磨くとともに、様々な人権問題の解決に向けて課題別担当者の明確

化を図るなど、校園内の推進体制を確立する。 

・ これまでの同和教育の実践や成果を生かし、すべての保育・教育活動を通して、子どもの人権意識の高揚に

努める。 

・ 各学校園の課題を明らかにし、子どもの実態や発達段階に即した人権教育推進計画を作成し、人権侵害を許

さない体制づくりに努める。 

・ 児童虐待の早期発見に努め、発見時やその疑いのある場合については、子ども家庭センター等に速やかに通

告するとともに、継続的な連携を図る。 

 

 

 

 

（９）進路指導の充実 

・ 発達段階に応じたキャリア教育を系統的に展開し、自らの生き方についての夢や希望を育み、自信や有用感

を持つことができるよう指導する。 

・ 望ましい職業観・勤労観の育成を図るため、職場体験学習等の体験的な学習を大切にするとともに、進路ガ

イダンス機能の充実を図り、生徒・保護者に適切な情報を提供する。 

・ 家庭事情や経済的理由により進学を断念することなく、積極的に自己の進路を考え、将来に対する展望を持

てるよう、進路選択支援相談員の活用を図り、奨学金制度等についての周知に努める。 

 

（10）支援教育の充実 

・ ノーマライゼーションの理念に基づき、すべての障がいのある子どもの社会参加と自立をめざす指導の強化

を図る。 

・ 支援教育コーディネーターを中心に、全教職員による校内支援体制を充実し、一人ひとりの障がいの状況や

保護者の願い等を的確に把握し、「個別の教育支援計画」及び「個別の指導計画」に基づくきめ細やかな指

導に努める。 

・ 子どもネットワーク協議会をはじめとした保健・医療・福祉・労働等の関係諸機関との連携を通じて、乳

幼児期からの継続的な相談・支援体制の充実を図るとともに、就学にあたっては、個々の教育的ニーズや

思いを尊重し、就学支援委員会との連携の強化に努める。 

 

（11）子どもの安全確保及び危機管理体制の充実 

・ 学校園の危機管理マニュアルに基づき、保育、授業中はもとより、課業期間中並びに長期休業中の登校園日

等において必要な措置を講じ、保護者や地域の関係団体との連携を図りながら、子どもの安全確保に努める

とともに、警察等と連携し、実践的な訓練を計画的に行う。 

・ 学校園における個人情報については、「個人情報を含むデジタルデータの管理と保存について」等の通知お

よび各校園における情報管理規定に従い、厳正に管理を行う。 

・ 給食の安全管理を徹底するとともに、学校においては衛生推進者を選任し、安全衛生管理体制を充実する。 

 

（12）健康教育の充実と体力づくりの推進 

・ 「健康３原則」（食事・睡眠・運動）を大切にし、保育・教育活動全体を通じて健康教育、体力づくりに組

織的・計画的に取り組むとともに、安全・衛生管理に関する指導の徹底を図り、感染症の防止や食中毒の予

防について、家庭や地域と連携した取り組みを推進する。 

・ 自ら、体を動かし、運動に親しむ習慣を身につけ、体力の向上に積極的に取り組むことができるよう体を動

かす時間を多く確保したり、「中学校部活動支援人材」の活用により部活動の活性化を図るとともに、学校

外でスポーツができる環境づくりのために地域との連携を推進する。 

・ 発達段階に応じた望ましい食習慣の形成と実践的態度の育成のため、指導の全体計画を教育・保育計画に位

置づけ「食」に関する指導の充実を図るとともに、学校園・家庭・地域が連携した取り組みを推進する。 

 

 

 

 



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 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

現在の主な取組み  

●大 阪 狭 山 市 教 職 員 研 修 
●習熟度別指導実践研究会事業 
●読 書 活 動 推 進 事 業 
●学校園地域連携推進事業 
●運動部活動地域連携実践事業 
●各 校 の 校 内 研 修 会 等  

パワーアップ研修 

アドバイザー派遣 

チューター拡大  

学力向上対策へのほ助 

Ｐ 
Ａ 

Ｔ 
Ｈ 

学力向上対策への補助 
 

自ら進んで、自分の考えを、 
自信を持って「話す・書く」 
授業づくり 
 
●「学習指導ツール」を活用した基礎基本・活用力の育成、反復学習、授業改

善等の取り組みメニューを例示した市町村支援プロジェクトを活用し、小中

学校全校が、子どもが主体的に活動する場面を豊かに取り入れた授業づくり

の研究を推進する 

全校において学力の課題解決・向上に係る研究を

行い、それぞれの成果を市内に広める。 

 

学習支援チューター 

 
●平成２０年度において、小学校３・４年生を主な対象としていた学習支援チューター事業を、中

学校へ拡大して実施することで、自学自習力の一層の育成と定着をすすめる 

今まで宿題や復習をできなかったのに、チューターのおか

げできちんとできるようになって、授業中も積極的な子が

増えているのはとってもうれしいことだね。家庭や地域の

方の協力で、もっと成果が上がるんじゃないかな。 

府の事業「まなび舎 Kids・Youth」も活用し、
対象を、中学校へ拡大 

授業づくりアドバイザーの派遣 

 
●授業研究や研修会を市教委と連携しながら指導助言する 
●年間を通じて継続的計画的に指導を行うことで、教員一人一人の授業力の向上を図る 

さやまの授業研究や討議会の回数の多さには、大阪府教育委員会もびっ

くり。さやまの先生たちはがんばってるよね。でも、学習状況調査によ

ると、全国的に「好きな授業がある」と答えた子が、年齢が上がるにつ

れて減少する傾向にあるのは残念。「わかる・たのしい」授業づくりを

めざして、さらに研究しないと・・・ 

市教委に非常勤嘱託職員１名を配置し、各校

を訪問しながら日常的に教員の指導を行う。 
（指導案作成・授業参観・指導助言） 

授業力パワーアップ研修 

 
●各学校の学力の課題に即した専門性の高い講師を招き、課題克服に向けた具体的な取組み方法

や指導のあり方について学ぶ 

学力調査の結果を詳しく分析して、各学校の課題が明ら

かになったね。課題を克服する取組みについて校内で検

討を重ねるとともに、専門的な立場の人を招いて、アド

バイスをもらうと、もっと効果が上がるよね。 

校内研修に学力向上研究者（大学教授等）を派遣
Ｐ 

Ｈ

Ａ

Ｔ 

 

学力向上 
 

 

学力向上をめざす大阪狭山市の方向を示す４つのプラン 

※ＰＡＴＨ：行路・方針 学力調査では、国語・算数・数学とも、自分の考えを自分の言葉

でまとめて答える問題が課題だよね。自分の考えを自由に記述し

たり、説明したりする場面を増やす授業づくりに取り組まない

と・・・ 

大阪狭山市 
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平成２１年度調査実施日：４月２１日（火）

①教科に関する調査（国語、算数・数学）

（１）調査の目的

●小学校第６学年　　●中学校第３学年の原則として全児童生徒

（３）調査の内容

１．調査の概要

　はじめに

　大阪狭山市教育委員会は、平成２１年度全国学力・学習状況調査の結果を、保護者、市民の皆様、学校
に対して公表します
　これは、調査の結果や考察を具体的に示すことを通して、本市の教育課題を共有し、皆様方の理解と協力
をいただきながら、「共にさやまの教育に取り組む」という考えに基づくものであります
　子どもたちの学力を高めるためのものであることをご理解の上、ご活用をお願いします

●●●　調査についての説明　●●●

本調査は、文部科学省が、学校の設置管理者の協力を得て実施するものです　

●国が、全国的な義務教育の機会均等と水準向上のため、児童生徒の学力や学習状況を把握・分析し、教育
　 の結果を検証し、改善を図る
●各教育委員会、学校等が、全国的な状況との関係において自らの教育の結果を把握し、改善を図る
●各学校が、各児童生徒の学力や学習状況を把握し、教育指導や学習状況の改善等に役立てる

児童生徒に対する調査

主として「活用」に関する問題

●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

【国語Ａ、算数・数学Ａ】

主として「知識」に関する問題

●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

（２）調査対象

【国語Ｂ、算数・数学Ｂ】

学校に対する調査

指導方法に関する取組や人的・物的な教育条件の整
備の状況等に関する調査
（例）
　学力向上や学習の定着に向けた取組
　習熟度別少人数指導
　教育の情報化
　教員研修
　家庭・地域との連携の状況　　　　　　　など

②生活習慣や学習環境等に関する質問紙調査

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
　読書時間
　勉強時間の状況　　　　　　　など

学校教育G
テキストボックス
１



（３）各学校の分析について

各学校ごとに、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をふり返り、今後の指導改善に活かすよう教職員全体で取り組んでいます
■成果と課題、今後の取組方針などについて、各学校と教育委員会が話し合い、共通理解を深めました
■新しい学習指導要領への移行をすすめながら、教育課程の編成を工夫していきます

（１）教科に関する調査（国語、算数・数学）の分析について

●成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
●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
●今後重点的な指導が必要なＢ問題においては、調査問題の一部を提示し、「出題の趣旨」「本市の課題」「学
　 習指導に当たって」を項立てして、示しています
●結果と考察において、質問紙調査との関係から今後の指導方法の工夫について示しています

（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、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、今後さらに取組を推進できるよう、提言と関
連のある項目について、重点的にまとめました

また、本市は学力向上の取組の中心に「授業改革」を置いている点から「授業について」の項目を、また、他の
項目と比較して目立った数値が表れた「携帯電話について」の項目を取り出して示しています

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、ご理解の上、ご活用をお願いします

■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
　 教育活動の成果と課題を検証し、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

大阪狭山市立中学校 3校 ３校（100%） ４８５人

大阪狭山市立小学校 7校 ７校（100%） ５５１人

（４）平成２１年４月２１日に調査を実施した学校・児童生徒数

対象学校数 参加学校数（参加率） 参加児童・生徒数

学校教育G
テキストボックス
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大阪狭山市 大阪府 全国

71.4 68.3 69.9

53.5 49.4 50.5

(  )は正答率

●●●　分析の実際　●●●

※単位（％）

【話すこと・聞くこと】
○目的や意図が伝わるように必要な情報を取り出す
　４ 一 作戦カードをもとに、ボールを渡す順番を整
理する（88.6%）
○話し手の立場や意図をとらえて聞く
　２ 一 話し合いの中で出された意見を二つの立場
に分ける（79.3%）

１．小学校国語

【大阪狭山市の結果】
●Ａ問題、Ｂ問題ともに全国平均を上回っています。
●今回出題された学習内容の知識・技能について更に身に付
けさせる必要があります
●今回出題された学習内容に係る知識・技能を活用する力の
定着に課題が見られます

成果　　　　　 課題

平成２１年度

国語Ａ

国語Ｂ

【書くこと】
○文章の内容に合わせて、小見出しを書く
　４ 実験報告文の小見出しとして適切なものを選択
する（ア：83.3%、イ：94.2%、ウ：94.9%）
【読むこと】
○段落の内容を的確にとらえる
　６ 図鑑を読んで、内容を要約して書く（80.0%）
【言語事項】
○漢字を読む、書く
　１一(2) 春から夏へ季節が移る（93.8%）
　　二(1) びょういんに行く（86.4%）

【言語事項】
●ローマ字を書く、読む
　２ 2 たべもの（55.2%）
　　 3 happa（54.1%）
●文の意味のつながりを考えながら、接続語を使って内容を分
けて書く
　８ 接続語を使って一文を二文に分けて書く（16.2%）
●文字の大きさや配列に注意して見直す
　９ 毛筆の下書きについて書き直す内容を書く（30.3%）

【話すこと・聞くこと】
●話し合いの流れを踏まえ、自分の立場や意図を明確にして
話し合う
　２ 二 「そうじや整とんによく取り組んでいる」とする立場から
自分の考えを発表する（26.3%）
【書くこと】
●目的や意図に応じて、必要な事柄を整理し、事象や意見など
を関係付けて書く《右頁》
　１ 一 報告文を書く目的に基づいて調査する内容を項目立て
て整理し、メモに書く（11.3%）
　１ 二 報告文を書く目的に応じて、調べて分かった結果と調べ
た理由とを関係付けて書く（19.4%）

正答率

問題にみえる成果と課題

国語Ａ（主として「知識」に関する問題）

69.9

68.3

71.4

20.2

21.5

19.9

9.9

10.2

8.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全国

大阪府

大阪狭山市

正答率 誤答率 無解答率

国語Ｂ（主として「活用」に関する問題）

50.5

49.4

53.5

37.4

37.7

36.7

12.1

12.9

9.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全国

大阪府

大阪狭山市

正答率 誤答率 無解答率

国
語
Ｂ

国
語
Ａ
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１．出題の趣旨

２．大阪狭山市の課題

３．学習指導に当たって

　　　　　【１】　調査報告文を書く＜小学生の体力＞

○質問紙で「解答時間が足りなかった」と感じている児童が、国語Aで48.2%、国語Bで35.7%を占め、最後の方の問
題で無解答率が高いのは時間不足の影響も考えられます。基礎的・基本的な知識・技能を身につけさせるために
反復練習を繰り返し、短時間で解決できるようにする取り組みも必要です。
○記述式の問題では、正答率が低く、無解答率が高くなっています。必要な情報を効果的に書くことができるように
するために、文字数や様式など、条件に応じて書く学習活動を積極的に取り入れていくことが大切です。
○質問紙の「58．国語の授業で意見を発表するとき、うまく伝わるように話の組立てを工夫しているか」の問いにつ
いて、肯定的に捉えている児童は49.8%で、全国と比べて6.5%低くなっています。資料や数値を根拠にして自分の考
えを述べたり、互いの考えを出し合って討論したりするなどの言語活動を充実することが大切です。

○事実と意見とを区別して書く
　 自分の意見の根拠となった事実と、自分の意見そのものとを区別して書く取り組みが必要です。
○文章と資料とを関係付けて書く
　 自分の考えを伝えるためには、図解したり、表やグラフを用いたりすることが効果的です。また、自分が
考えたことを明確に表現するために、文章と資料とを関係付け、活用することが大切です。

設問一　調べる内容を見通して、必要な事柄を整理することができるかどうかをみる
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（評価の観点：書く能力）
設問二　目的や意図に応じて、事象や意見などを関係付けながらて書くことができるかどうかをみる
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　（評価の観点：国語への関心・意欲・態度、書く能力）

●資料から必要な情報を収集したり、報告文の種類や特徴に応じて自分の考えを表現したりすることに
　 課題があります
設問一　報告文の文章のもとになったメモの内容について、箇条書きの一つめの項目を書く問題の正答
           率は11.3%と低く、無解答率は17.8%と高くなっています。
設問二　報告文を書く目的に応じて、調べてわかった結果と調べた理由とを関係付け、字数などの条件に
　　　　　 即して書く問題の正答率は19.4%と低く、無解答率は13.4%と高くなっています。

Ｂ問題にみえる課題

結果と考察

学校教育G
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大阪狭山市 大阪府 全国

81.8 78.4 78.7

57.7 53.8 54.8

(  )は正答率

【数と計算】
○ １ 四則計算
　(1) 153＋49（97.5%）　　  (3) 204÷4（97.8%）
　(5) 7/6－2/6（98.2%）
【量と測定】
○ 長さについての感覚
　３ 千円札を長方形とみると、長い方の辺はどれくら
いの長さか選ぶ（92.4%）
【図形】
○平行四辺形の性質の理解
　５（3) 平行四辺形の２つの辺の長さが10cm、8cm
のとき、指示された辺の長さを答える（92.7%）

【数と計算】
●偶数の意味についての理解
　２(4) 整数の中から偶数を選ぶ（70.8%）
【図形】
●四角形の四つの角の大きさの和の求め方
　５(1) 四角形を１本の対角線で二つの三角形に分けたときの、
四角形の４つの角の大きさの和を求める式を書く（71.3%）
【数量関係】
●百分率を求める
　７ 200人のうち80人が女子のとき、女子の人数の割合は全体
の何%か（54.6%）

【数と計算】
●与えられた情報を整理・選択し、示された判断が正しい理由
を記述する
　３(3) ２種類の品物を買うとき、与えられた条件では、ハンカチ
を買うともう１種類の品物が買えないわけを書く（32.5%）
【図形】
●示された解決方法を理解し、見方を変えた解決方法を数学
的に表現する
　１(3) 長方形の紙に書かれた６つの円の半径の求め方につい
て、長方形の縦の長さを使った求め方を基に、横の長さを使っ
た求め方を書く（37.9%）
【数量関係】
●グラフから割合の大小を判断し、その理由を数学的に表現
する 《右頁》
　５(3) 4月と6月の全体の重さを基にしたペットボトルの重さの
割合の大小関係をとらえ、判断のわけを書く（17.2%）

【数と計算・量と測定】
○整数と小数の加法を用いて、重さを求める
　２(1) 上皿てんびんで消しゴムと分銅がつり合って
いることを基に、消しゴムの重さを求める（91.1%）
【量と測定・図形】
○カードの敷き詰め方を２通りかき、必要なカードの
枚数を求める
　４(1) 縦4cm、横5cmの長方形の板に縦2cm、横
1cmの長方形のカードを敷き詰める図を２通りかき、
必要なカードの枚数を求める（83.3%）
【数量関係】
○グラフから必要な数量を読み取る
　５(1) 4月に集めたペットボトルの重さをグラフから
読み取る（83.8%）

【大阪狭山市の結果】
●Ａ問題、Ｂ問題ともに全国平均を上回っています。
●今回出題された学習内容の知識・技能については概ね理解
しています
●今回出題された学習内容に係る知識・技能を活用する力の
定着に課題が見られます

                                    成果

●●●　分析の実際　●●●

※単位（％）

２．小学校算数

平成２１年度

算数Ａ

算数Ｂ

課題

算数Ａ（主として「知識」に関する問題）

78.7

78.4

81.8

19.2

19.4

17.0
1.2

2.1

2.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全国

大阪府

大阪狭山市

正答率 誤答率 無解答率

算数Ｂ（主として「活用」に関する問題）

54.8

53.8

57.7

6.2

6.9

4.7

39.0

39.3

37.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全国

大阪府

大阪狭山市

正答率 誤答率 無解答率

算
数
Ｂ

算
数
Ａ

正答率

問題にみえる成果と課題
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１．出題の趣旨

２．大阪狭山市の課題

３．学習指導に当たって

　　　　　【５】　資料の数学的な解釈と判断の根拠の説明（リサイクル）

示されたグラフの特徴を理解し、次のことができるかどうかをみる
設問（３）　割合の大小を判断し、その理由を数学的に表現すること　　(評価の観点：数学的な考え方）

●基準量と比較量の両方の大小に着目して、割合の大小を判断し、その理由を言葉や式を使って表現
することに課題があります〔設問（３）〕
　 割合は（比較量)÷（基準量）で求められるので、比較量（ペットボトルの重さ）が同じ場合には、基準量
（全体の重さ）の小さいほう（４月）が割合が大きくなることや実際に割合を求めて説明する問題の正答率
は17.2%と低くなっています。一方、41.2%の児童が、２の「割合が同じ」を選択しています。

○整数、小数、分数の四則計算や平行四辺形の性質の理解など、基本的な内容については相当数の児童が理解
しています。
○数学的な考え方を記述する問題の正答率が低くなっています。また、算数Bで「解答時間が足りなかった」と感じ
ている児童が30.2%あり、「72．問題の解き方や考え方が分かるようにノートに書いているか」の問いについて、肯定
的に捉えている児童は74.3%で、全国と比べて5.2%低くなっています。
○答えを求めるだけでなく、問題解決の過程を重視し、自分の考えを言葉や式を用いて説明する力の育成が必要
です。そのために、考えや解決法を説明する活動を積極的に取り入れ、どのような事柄を含んで説明しなければな
らないのかを目的に応じて考えられるようにすることが大切です。
○見方を変えた多様な解決方法を考えることができるように、一人の児童の考え方を他の児童が説明したり、どの
ような工夫が用いられているかを話し合ったりする活動を取り入れることが大切です。

○基準量と比較量の大小関係に着目して割合
　 の大小を判断する活動を取り入れる
　 基準量、比較量、割合を図に表すなどして、
それらの関係を捉えられるようにすることが大
切です。

Ｂ問題にみえる課題

結果と考察

学校教育G
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大阪狭山市 大阪府 全国

76.1 72.7 77.0

72.7 68.3 74.5

(  )は正答率

【話すこと・聞くこと】
○話の内容から必要な情報を的確に聞き取ることや
聞いた話の中に必要な情報が含まれているかを判
断する
　４ 一 先生の話から必要な情報を聞き取り、メモを
とる（94.6%）
　４ 二 足りない情報を得るための質問として適切な
ものを選択する（89.7%）
【言語事項】
○漢字を読む
　８二1 空気の抵抗がある（99.0%）
　８二3 真実に迫る（91.3%）
○語句の意味を理解し、適切な接続詞を選択する
　８三ｵ たとえそうであっても（92.6%）

【読むこと】
●短歌の形式に従って意味のまとまりをつかむ
　７一 短歌について、言葉のつながりや意味の上から切れめを
付けたものとして適切なものを選択する（32.0%）
【言語事項】
●文脈に即して漢字を正しく書く
　８一3 燃料をオギナう（53.0%）
●意味を理解し、文脈の中で語句を適切に使う
　８三ｱ 急いでいるときは、靴をはくのももどかしい（46.6%）
　８三ｴ 同音異義語：報道機関に対して説明する
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（63.7%）
●辞書を活用して、語句の意味を適切に書く
　８七 国語辞典で調べたことをもとに、語句の意味を書く
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（67.4%）

【読むこと】
○語句に注意し、その効果的な使い方に気付く
　３一AB 表に当てはまる一行を詩の中から抜き出
す（A：92.0%、B：90.7%）
【書くこと・読むこと】
○資料に表れている工夫を自分の表現に役立てる
　１三ｲ 子ども図書館案内図の工夫を生かして、学
校図書館の案内図の受付カウンターの役割の説明
文を書く（79.4%）

【書くこと・読むこと】
●資料に表れている工夫を自分の表現に役立てる
　１三ｱ 子ども図書館案内図の工夫を生かして、学校図書館の
案内図の郷土資料コーナーの見出しを書く（53.8%）
●文章から必要な情報を読み取り、簡潔にまとめて書く《右頁》
　２二 本文の内容を適切にとらえ、発光ダイオードの特徴を箇
条書きで三つ以上書く（62.1%）
 【書くこと】
●文章と補助資料とのかかわりを理解する《右頁》
　２三 資料の図が、文章のどの部分を補足しているかについ
て、文章の中から抜き出す（61.2%）

                                     成果

国語Ａ

国語Ｂ

課題

●●●　分析の実際　●●●

※単位（％）

３．中学校国語

平成２１年度
【大阪狭山市の結果】
●Ａ問題、Ｂ問題ともに全国平均を下回っています
●今回出題された学習内容の知識・技能とそれらを活用する
力を更に身に付けさせる必要があります

国語Ａ（主として「知識」に関する問題）

77.0

72.7

76.1

19.7

22.5

21.5

3.3

4.8

2.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全国

大阪府

大阪狭山市

正答率 誤答率 無解答率

国語Ｂ（主として「活用」に関する問題）

74.5

68.3

72.7

19.9

22.7

22.3

5.6

9.0

5.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全国

大阪府

大阪狭山市

正答率 誤答率 無解答率

国
語
Ｂ

国
語
Ａ

問題にみえる成果と課題

正答率
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１．出題の趣旨

２．大阪狭山市の課題

３．学習指導に当たって

○質問紙の「解答時間は十分でしたか」の問いに対して、「時間が余った」と解答している生徒が国語Aで84.5%、国
語Bで80.7%と高い割合を示しています。
○国語の授業について生徒が肯定的に捉えている割合は、「57．目的に応じて資料を読み、自分の考えを話した
り、書いたりしている」（29.6%）、「58．うまく伝わるように話の組み立てを工夫している」（27.0%）、「59．自分の考えを
書くとき、考えの理由がわかるように書いている」（42.7%）、「60．文章を読むとき、段落や話のまとまりごとに内容を
理解しながら読んでいる」（48.4%）の項目で低くなっています。
　例えば、書いた文章を、自分で読み直すだけでなく、グループで読み合ったり、誤りを指摘し合ったり、表現の仕
方を学び合ったりして、自分の表現に役立たせる学習活動を取り入れることが大切です。

　　　　　 【２】　情報を整理する（発光ダイオード）

○段落の役割をとらえて読む
　 文章の目的を提示する段落、具体例を提示する段落、結論を示す段落など、論理の展開をとらえ書き
手の意図を考えさせる取り組みが必要です。
○文章と資料とを関係付けて書く
　 文章と図表とを関連付けて読むことによって、情報をより正確に捉えさせることが大切です。グラフや表
などから読み取ったことを、言葉で分かりやすく説明する学習を国語の授業を中心に行っていくことが必
要です。

説明的な文章とその補助資料を読んで、次のことができるかどうかをみる
設問二　文章から必要な情報を読み取り、簡潔にまとめて書くこと
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(評価の観点：国語への関心・意欲・態度、書く能力、読む能力）
設問三　文章と補助資料とのかかわりを理解すること　　（評価の観点：読む能力）

●文章や図などの複数の資料を基に必要な情報を得ることに課題があります
設問二　説明文で理由として挙げている４つの特徴をとらえ、箇条書きで３つ以上書く問題の正答率は
　　　　　  62.1%で、無解答率は14.2%と高くなっています。
設問三　図Bから、発光ダイオード式信号機では「消灯時」に当たる「日差し」は、「無色透明レンズ」を通っ
　　　　　 ていることと、文章Aの「発光ダイオード式信号機は色のついたレンズを使う必要がない」こととを
　　　　　 結び付けて答える問題の正答率は61.2%で、無解答率は17.3%と高くなっています。

Ｂ問題にみえる課題

結果と考察

学校教育G
テキストボックス
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大阪狭山市 大阪府 全国

64.4 59.9 62.7

57.4 52.5 56.9

(  )は正答率

【大阪狭山市の結果】
●Ａ問題、Ｂ問題ともに全国平均を上回っています。
●今回出題された学習内容の知識・技能について身に付けさ
せる必要があります
●今回出題された学習内容に係る知識・技能を活用する力の
定着に課題が見られます

                                       成果

●●●　分析の実際　●●●

※単位（％）

４．中学校数学

平成２１年度

数学Ａ

数学Ｂ

課題

【数と式】
○比の意味を理解している
　１(1) 15：9＝5：□ （89.7%）
○（　）を含む正の数と負の数の計算
　１(3) 2×(5－8） （91.5%）
○単項式どうしの乗法の計算
　２(1) 3x×(－4xy) （94.0%）
【図形】
○展開図で示された空間図形について、２つの面の
位置関係（面と面の平行）をとらえる
　５(1) 立方体の展開図において、与えられた面に平
行な面を選ぶ（96.9%）
○直角三角形の一辺を軸とする回転によって円錐
が構成されることを理解している
　５(2) 直角三角形の一辺を軸として回転させてでき
る立体を選ぶ（89.3%）

【数と式】
●一元一次方程式をつくって問題を解決するために、２通りに
表せる数量に着目する
　３(3) 一元一次方程式をつくるために、着目する数量を答える
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（37.2%、無解答率14.3%）
【図形】
●同位角の意味を理解している
　 ６(1) 同位角の位置にあるものを選ぶ（39.7%）
●証明の意義について理解している
　８ 三角形の内角の和が180°であることの証明について正し
いものを選ぶ（28.1%）
【数量関係】
●二元一次方程式の解を座標とする点の集合は、直線として
表されることを理解している
　１２ 2x＋y＝6の解を座標とする点の集合がどのようになるか
選ぶ（34.1%）

【数と式】
●規則にしたがって求めた数について、一般的に成り立つ理由
を文字式を用いて説明する
　２(2) １段目に連続する３つの自然数が21、22、23のとき、３段
目に入る数を求める（43.2%、無解答率15.9%）
【数量関係】
●事象を数学的に解釈し、問題解決の方法を数学的に説明す
る《右頁》
　３(3) 蛍光灯と白熱電球の総費用について、２つの総費用が
等しくなるおよその時間を求める方法を説明する（21.5%）
●確率についての知識を活用し、予想を実験で確かめるため
の方法を考える
　５(3) 「箱を変更する」と決めてゲームを行う方が当たりやすい
という予想を確かめる実験方法として、最も適切なものを選ぶ
（42.8%）

【数と式】
○問題場面における考察の対象を明確にとらえてい
る
　２(1) 1段目の連続する3つの自然数が21、22、23
のとき、3段目に入る数を求める（85.5%）
【図形】
○事象を図形に着目して観察し、その特徴を的確に
とらえる
　１(1) 「紋切り遊び」で１回折りでできる模様として、
正しいものを選ぶ（84.5%）
【数量関係】
○与えられた情報を分類整理することができる
　５(1) 「箱を変更しない」と決めてゲームを行う場
合、３つの箱から１つの箱を選ぶとき、それが当たり
の箱である確立を求める（84.5%）

数学Ａ（主として「知識」に関する問題）

62.7

59.9

64.4

32.2

33.2

32.4

5.1

6.9

3.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全国

大阪府

大阪狭山市

正答率 誤答率 無解答率

数学Ｂ（主として「活用」に関する問題）

56.9

52.5

57.4

33.4

34.5

35.2

9.7

13.0

7.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全国

大阪府

大阪狭山市

正答率 誤答率 無解答率

数
学
Ｂ

数
学
Ａ

問題にみえる成果と課題

正答率

学校教育G
テキストボックス
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１．出題の趣旨

２．大阪狭山市の課題

３．学習指導に当たって

○質問紙の「解答時間は十分でしたか」の問いに対して、「時間が余った」と解答している生徒が数学Aで87.0%、数
学Bで80.7%と高い割合を示していますが、数学的な考え方を記述する問題では、正答率が低く、無解答率が高く
なっています。
○数学の授業について生徒が肯定的に捉えている割合は、「70．問題を解くとき、もっと簡単に解く方法がないか考
える」（56.3%）、「71．公式やきまりを習うとき、その根拠を理解するようにしている」（56.7%）、「72．問題の解き方や考
え方が分かるようにノートに書いている」（63.2%）の項目で低くなっています。問題解決の方法について考え、根拠を
明らかにしながら数学的な表現を用いて説明する場を多く設定することが大切です。
○正答数分布では、ほとんど頂点の見られない平板な分布状況をを示し、生徒個々の学力に差が生じている状況
が表れています。少人数・習熟度別指導など、よりきめ細かな指導方法を工夫し、個に応じた指導の充実を図る必
要があります。

　　　　　【３】事象の数学的な解釈と問題解決の方法＜電球形蛍光灯のよさ＞

○日常的な事象の考察のためにグラフを活用できるようにする
　 問題を解決する上でグラフに表したほうが解決しやすい場面を設定し、事象とグラフとを対応させて考
えるなど複合的に考える活動を取り入れることが大切です。
○問題解決のために数学を活用する方法を考え、説明できるようにする
　 与えられた方法を用いて解決させるだけでなく、生徒が問題解決のために数学を活用する方法を見い
だすようにすることが大切です。また、その方法について、グラフや式などの「用いるもの」とその「用い方」
について説明する場面を設定することが大切です。

　表やグラフで与えられた情報をよみ、次のことができるかどうかをみる
設問（３）　問題解決の方法を数学的に説明すること　　　(評価の観点：数学的な見方や考え方）

●蛍光灯と白熱電球の総費用が等しくなるおよその時間を求める方法を、一次関数の知識・技能などを
活用して説明することに課題があります〔設問（３）〕
　グラフや式、表や数値などの「用いるもの」とその「用い方」を明示して、数学的に説明する問題の正答
率は21.5%と低く、無解答率が41.9%と著しく高くなっています。

Ｂ問題にみえる課題

結果と考察

学校教育G
テキストボックス
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大阪狭山市 大阪府 全国

※（　）は、質問紙調査の項目番号

　

４．家庭において一人ひとりに役割分担を

■携帯電話を使用をしている子どもが非常に多いです
　　 いじめやトラブルにつながることもあり、マナーや
　　 ルールの指導が必要です

常に子どもをしっかり見つめ、中学校になってもよいと
ころをほめることが大切です

落ち着いて学校生活が送れています
今後も周りの大人がお手本を示し、社会のルールが身
につくようにしましょう

ねばり強い子どもを育てるために、「自分の力で挑戦さ
せる」「結果だけでなく途中の努力をほめる」ことが大
切です

責任感や思いやりの心を育てるために、手伝いは大切
です
年齢に合った手伝いをさせましょう

８．自然や人と触れ合える遊びや活動の場を

５．コミュニケーションの取り合える時間の確保を

子どもの心をほぐし、安定を図るために、一日一回は
家族のコミュニケーションの時間を作りましょう

学校が近い子どもが多いことも考えられますが、早寝・
早起きを習慣にし、余裕のある生活リズムを作りましょ
う

地域行事への参加で、学校の友だちや家族以外のさ
まざまな人と触れ合う経験をさせることが社会性を育
てるために大切です

●●●　分析の実際　●●●

■　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」と関連させて示しました

＜家庭教育指針に基づく取組のポイント＞

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

５．生活・学習状況にかかる質問紙

３．「目を離さず、手を放す」の心構えを

９．伝えよう、先人の知的財産である本の面白さを

読書習慣を子どもの頃からつけるために本の面白さを
伝えたり、ときには、子どもと同じ本を読み、話し合った
りすることが大切です
必要なことを自ら学ぶ力を育てましょう

■中学校で低くなることが課題です
　 　学校は、どの子も｢わかる･できる･楽しい｣授業研
　　 究に一層取り組む必要があります

■　着目したい項目「好きな授業」と「携帯電話」について示しました

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取れた食生活を

朝食をとらない日がある子がいます
力いっぱいがんばるためには、欠かさずとらせることが
大切です

今までの取組の成果が表れています
今後も大人が手本となってあいさつを大切にしていき
ましょう

（１）朝食を毎日食べていますか

96.0
93.8
94.2

92.4
87.4
92.0

（７）自分には、よいところがあると思いますか

74.6
70.2
71.8

61.2
54.4
57.1

（９）平日、朝７時までに起きていますか

76.5
51.6

58.4

65.7
36.2

51.2

（２３）家の人と学校での出来事について話をしていますか

70.9
68.5
71.7

59.8
57.4
58.4

（２４）家の手伝いをしていますか

78.5
75.9
79.1

63.0
60.9
61.3

（３６）今住んでいる地域の行事に参加していますか

62.4
50.7
49.5

37.8
26.2
27.3

（３７）学校の規則を守っていますか

88.5
82.3
87.2

88.6
84.2
88.4

（１５）携帯電話で通話やメールをしていますか

23.7
32.2
34.5

54.6
66.7
74.1

（３３）学校で好きな授業がありますか

93.3
91.7
92.9

78.7
73.3

66.6

（５）ものごとを最後までやりとげて、うれしかったことがありますか

93.8
92.7
94.6

91.9
89.9
92.3

（４０）近所の人に会ったときは、あいさつをしていますか

89.4
85.5
88.6

83.0
82.3
84.2

（１９）平日、家や図書館で、１０分以上読書をしますか

61.2
54.0
55.5

47.9
34.0
45.2

小　学　校 中　学　校

学校教育G
テキストボックス
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■　生活習慣や学習環境等と学力との相関関係が著しく見られた３項目について示しました   ＊グラフの横軸（　）：人数

　　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
　ご理解ご協力をよろしくお願い申し上げます

●●●　子どもの学力を高めるために　●●●

学校・家庭・地域、みんなで力を合わせることが、大切です

２．教育委員会からのメッセージ

生活習慣や家庭学習の習慣が身についていたり、達成感を味わった子どもは、教科に
関する調査で正答率が高い傾向がみられます

１．質問紙調査と学力調査との関係から見える「さやまの子ども」の姿

　「自立」と「共生」をめざし、
　生きる力を育みます
　
　・確かな学力を育む授業づくり
　・心を育む取組の充実
　・体力の向上

　　　　　　　強い絆の中で、温かく、時には厳しく育てましょう

　　　　　　　　　　・早寝・早起き・朝ごはんの習慣をつける
　　　　　　　　　　・読書の時間を作る
　　　　　　　　　　・携帯電話やゲームなどは、使い方を決める

　子どもたちの心に
「大人の本気」を届けましょう

・子どものよいところを見つけて、しっかりほめる
・よくない行動を見かけたら、はっきりと叱る
・笑顔であいさつを交わす
・地域の活動に参加する

地域

家庭

学校
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平成 21 年 4 月 27 日発行 

    

 
 
 

大阪狭山市教育委員会学校教育グループ 

http://www.osakasayama.ed.jp 

gakkou@city.osakasayama.osaka.jp 

 

 

「教育の一貫性」と「さやまの子どもの育成」を意識

した平成２１年度の保育・教育指針

（個々の子どもの可能性を引き出し

育成するプラン）を、次のように掲げ

ました。今年度は「２．家庭教育の充

実」を新たに重点項目に加え、家庭と

の連携をより一層図ります。 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

～平成２１年度大阪狭山市の学力向上をめざす４つのプラン～ 
＊PATH(英)：行路・方針 

Ｐ 授業力パワーアップ研修 
校内研修に学力向上研究者（大学教授等）を派遣 
・各学校の学力の課題に合わせて専門性の高い講師を

招き、課題克服に向けた具体的な取り組み方法や指導

のあり方について学ぶ 
Ａ 授業づくりアドバイザーの派遣 

市教委に非常勤嘱託職員１名を配置し、各校を訪問し

ながら日常的に教員の指導を行う 
・授業研究や研修会を市教委と連携しながら指導助言

する 
・年間を通じて継続的計画的に指導を行うことで、教

員一人一人の授業力の向上を図る 
Ｔ 学習チューターの拡大 
府の事業「まなび舎 Kids・Youth」も活用 
対象は、市内全小中学校 
・現在小学校３・４年生で行っている取り組みを、中

学校３年生まで拡大して行うことで、自学自習力の育

成と定着を図る 
Ｈ 学力向上推進の補助（ほじょ） 
「学習指導ツール」を活用した基礎基本・活用力の育

成、反復学習、授業改善等の取り組みメニューを例示

した府の「市町村支援プロジェクト事業」の拡大実施 
・全校において学力の課題解決・向上に係る研究を行

い、それぞれの成果を市内に広める 
・自ら進んで、自分の考えを、自信を持って「話す・

書く」授業づくりの研究を推進する 
 

 
各学校の具体的な取り組みなどにつきまして、今年度

も、大阪狭山市教育委員会教育部学校教育グループだよ

り「そったく」を通してお知らせしてまいりますので、

よろしくお願いいたします。 

以上 PATHプランに加えて、これまでの「大阪狭山
市教職員研修」「習熟度別指導実践研究会事業」「読書

活動推進事業」「学校園地域連携推進事業」「各校の校

内研修会」等の継続実施を通じて、市教委と学校が連

携しながら学力向上に取り組んでまいります。 

 

４４号

 
そったく

「学び」と「心の育ち」を支える学校園 

― 保・幼・小・中のつながりを具体化し、 

       家庭・地域と連携した取り組みを ― 

＜５つの重点＞ 

１．「自発的・主体的」な「遊び」のひろがり 

・ 子ども理解に基づく多様な保育の実践 

・ 自然やもの、人とかかわるしなやかな心と体の育成 

２．家庭教育の充実 

・「家庭教育 10(9＋1)の提言」を活用した家庭との連携

・地域と連携した子育て支援の充実 

３．「意欲」と「自信」を高める「学び」の創造 

・ 確かな学力を育成する個に応じた授業の実践 

・ 豊かな心と体を育てる取り組みの推進 

４．人権尊重の保育・教育の推進 

・ 人権尊重の意識を高めるさらなる取り組みの推進 

・ 「支援教育」における早期支援と接続期の連携 

５．「安心」「安全」のためのスクラム強化 

・ 子どもの安全を守る取り組みの充実 

・ 子どもの居場所づくりの推進 



心を１つに完走だ！ 
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今月は各校の体力づくりを紹介します！ 

 ５月３１日に大阪狭山市の小学校の運動会が開催され

ました。早朝の悪天候のため、１校は６月２日に順延し

ましたが、入学まもない１年生も元気に参加していまし

た。 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 子どもたちの「体力づくり」については「各校が様々

な形で取組んでいます。学校における「体力づくり」の

取組は、体力の向上だけが目的ではなく、「我慢する力」

を育てることや「集団づくり」にも重点をおいています。

今回はその中からいくつかを紹介します。 
 
 
 南第二小学校では１１月から１２月にかけて体力づく

りと健康増進を目的に、全校で朝のランニングを行って

います。 

 授業前に約１５分間、音

楽に合わせて準備体操・か

け足を行い、低学年は運動

場５周程度、中学年は７

周、高学年は１０周の距離

を走っています。 

 また、５・６年生は１月中もランニングを続け、その

成果を校内マラソン大会で発揮しています。 

 大会では校外のマラソンコース（約２．５ｋｍ）を走

るため、沿道では保護者の応援する姿も多く見られ、子

どもたちはいつも以上に張り切って走ります。 

 
 
 中学校では、放課後に運動部に入部している生徒や地

域のクラブに参加している生徒は日常的に運動する機

会がありますが、それ以外の生徒は運動する機会が少な

くなる傾向があります。 

狭山中学校では、体育大会の種目に「長縄跳び」を取

り入れています。総合的な学習の時間や昼休み、クラス

によっては朝や放課後の時間も利用し、クラス全員で練

習を行っており、体力づくりはもちろん、クラスの団結

力を高めるといった集団づくりにもつながっています。

 
 
 
 
 

 
 

 
他にも、南第三小学校では高学年が夏休みから「３０

人３１脚」

に取組み、

ハードな練

習の中から

体力だけで

なく「支え

あう心」や

「団結力」をつ

け、２年連続で

全国大会へ出場しています。 
昨年度から始まった「全国体力・運動能力、運動習慣

等調査」の結果では大阪の子どもたちの課題として「反

復横跳び」や「シャトルラン」「持久走」などに課題が

あるといわれています。 
大阪狭山市では本年度から全校がこの調査に参加し、

各校で測定が行われているところです。７月中には調査

が終了し、国の集計・分析の後、調査結果が各校に返っ

てきます。調査結果も参考にしながら、今後の体力づく

りに活かしていきたいと思います。 

４５号

 
そったく

南第二小学校の取組 

狭山中学校の取組 

目
指
せ
！ 

記
録
更
新
！ 

最後まで 

頑張るぞ！

左・右、左・右 

揃ってきたぞ！
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小学校外国語活動を紹介します 

 平成２３年度から完全実施となる新小学校学習指導要

領では、５・６年で週 1コマ(年間３５時間) 学級担任や

外国語活動を担当する教員が主体となって｢外国語活動｣

をすることになります。 

本市においては、これまでＡＬＴ(外国人指導助手)や

中学校から派遣された英語科教員とともに、小学校にお

ける外国語活動として英語活動を推進してきましたが、

今年度より、これまでの実践を生かしながら、学級担任

が主体となる｢外国語(英語)活動｣を実践・研究していま

す。 

今回は、学級担任が実践する｢外国語(英語) 活動｣を紹

介します。 

  

西小学校での授業 

西小学校では、学級担任が主体となり、ＡＬＴととも

に授業を行っていました。 
授業の中で学級担任が大切にしていることは… 
 
 １．Big Voice(ビッグボイス) 
 ２．Eye Contact(アイコンタクト)  
 ３．Smile(スマイル) 

  ４５分の授業中、どの活動においても指導者はこの３
つを常に意識し、子どもの活動を評価していました。 
学習が苦手な児童も「これなら自分にもできる！」と元

気に英語を話し、活動していました。 

 

 
“Open your textbook to 
P.18”  
“Let’s play Karuta.” 

 

先生もがんばってどんどん英語を使っています 

南第三小学校での授業 

 南第三小学校では、学級担任とＡＬＴとのやり取りが

とても楽しく、子どもたちの大きな声が響き渡っていま

した。 

この日は、「月」の言い方の勉強をしていました。自

分の頭の上に｢月｣が書かれたカードを置き、友達１１人

の頭の上のカードを見て、自分のカードが何月かを当て

るゲームをしました。みんなで楽しみながら｢月｣を覚え

ることができました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小学校外国語活動の目標は 

「外国語を通じて、言語や文化について体験的に理

解を深め、積極的にコミュニケーションを図ろう

とする態度の育成を図り、外国語の音声や基本的

な表現に慣れ親しませながら、コミュニケーショ

ン能力の素地を養う」ことです。 

中学校英語の前倒しではなく、様々な活動の中で言語

や文化について学び、英語を使ってコミュニケーション

を図ろうとする心を育てることが大切です。「『教えるこ

と』よりも『使うこと』」が小学校外国語活動では中心

となります。 

また学級担任が中心となって授業を行うことで、個々

の児童の学力や特性に応じた支援や言葉かけ、評価がで

きることが小学校外国語活動の特色です。 

今後も小学校外国語活動の充実に向け、各校の中核教

員を中心とした取り組みを進めてまいります。 

４６号

 
そったく

１．ビッグボイス(Big Voice) 
２．スマイル(Smile) 
３．アイコンタクト(Eye Contact) 

When is your birthday? 

It’s June 24. 

“Open your books.” 
“Repeat after me.” 
“Let’s play karuta?” 
“Good job!” 

あの子は April… 
この子は June… 
Mayはあの子やし… 
わかった！Marchだ！ 

最後は、ＣＤを聴きな

がら、英語ノートを 
使って練習です。 
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８月１９日に、厚生労働大臣から新型インフルエンザ

についてコメントが発表されました。その中で、「本格的

な流行が、すでに始まっている可能性があり」、「感染拡

大の場となりやすい学校が、現在、夏休み期間中である

にもかかわらず、患者数が増え続けているという現状を

踏まえると、今後、学校が再開された際には、感染が急

激に拡大することも十分に考えられます。」とあります。

このような状況を踏まえ、大阪狭山市教育委員会では、

８月２８日の小中校長会において、次のように対応する

ことを確認しました。 

 

１ インフルエンザ患者を把握した場合 

（疑い例を含む／教職員を含む） 

①児童生徒の場合 

・出席停止（原則７日間。治癒するまで） 
「治癒」とは、「発症した日の翌日から７日を経過す

るまで又は解熱した日の翌々日まで」と定義されてい

るが、解熱後も咳等の症状が続いている場合は、発症

した日の翌日から７日を経過するまでは治癒とはなら

ない。 
②教職員の場合 

・本人に症状のある場合は病気休暇または年次休暇、非

常勤職員は無給の特別休暇または年次有給休暇。 
・本人に症状がなくても家族等がり患し、濃厚接触者と

して保健所が外出の自粛を求めた場合は特別休暇（災

害）、非常勤職員は有給の特別休暇。 
③複数の患者を把握した場合 

・学校教育グループにＦＡＸで報告し、対応について協

議すること。 
 
２ 臨時休業基準 

①学級の臨時休業 

設置者は、当該学級において、インフルエンザにり

患した児童生徒等がおよそ５人（在籍者数の約１０％

から１５％）に達したときを一応の基準として、４日

間程度の学級休業を実施する。ただし、支援学級、小

学校低学年、幼稚園等においては、状況に応じて、患

者発生を確認した段階で学級休業を検討する。 

 
②学年の臨時休業 

設置者は、当該学年において、学級を超えて広範な

感染が認められる場合、４日間程度の学年休業を実施

する。 
③学校の臨時休業 

設置者は、当該学校において、学年を超えて広範な

感染が認められる場合、４日間程度の学校休業を実施

する。 
 

３ 臨時休業基準の運用について 

・「インフルエンザにり患した児童生徒等」の定義 
新型か季節性かに関わらず、医療機関においてイン

フルエンザと診断された児童生徒等をいう。 
・学校医及び保健所との連携 
校園長は、臨時休業を実施するにあたり、地域の患

者発生状況や患者の病状等を踏まえ、学校園医及び保

健所の指導・助言を得ること。 
・教育委員会への報告 
臨時休業を実施する場合は、教育委員会に理由及び

期間等を速やかに報告すること。 
 
 
 
 大阪狭山市では、ホームページ等により、次のような

呼びかけをしています。 
 
○手洗いで接触感染を防ぎましょう。 
・外出後や食事等の前には必ず手を洗う。 
・石けんを使って１５秒以上洗う。 
○咳エチケットを守りましょう。 
・鼻汁などを含んだティッシュはゴミ箱に。 
・咳やくしゃみの際は口と鼻を覆う。 

 
 一人ひとりの心がけで、できる限

り感染を拡大させないことが重要

です。 
各学校においても、これらの諸注

意について、子どもの発達段階に応

じて指導していきます。 

４７号

 
そったく

新型ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞの感染を広げないために 
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今年度も、夏季休業期間中に約４０の研修を実施し、

猛暑の中、多くの教職員が参加しました。その中から、

いくつかの研修について内容や様子を紹介します。 

 

今年度、市教育委員

会に授業づくりアドバ

イザーを１名配置し、

各校を訪問しながら日

常的に教員の指導を行

っています。授業を参

観して指導助言を行っ

たり、校内研修の講師として、授業づくりについての研

修を行ったりしています。夏季休業期間中は、新学習指

導要領への対応のため、授業づくりアドバイザーによる

以下の４つの教職員研修を企画し、実施しました。 

①国語科「活用型」学力づくりとは（7.28） 

②国語科「活用型」学力づくりのために（8.10） 

③「読解力」育成のための校内研修体制づくり（8.21）

④授業づくりのための基礎・基本（8.26） 

上記の①と②の研修は、２回シリーズで行いました。

「活用型学力」とは、「知識・技能を活用して課題を解決

するために必要な思考力・判断力・表現力」等のことで

す。研修では、なぜ活用型学力を育む必要があるのか、

活用型学力を育むにはどのような授業をしなければなら

ないのか、という２点について、国語科を中心に具体的

に学びました。 

③の研修は、主に各校の管理職や研修主任等を対象に

行いました。子どもたちに育むべき「読解力」は、「読む

力」にとどまらず、「書く力」や「考える力」と関連して

います。子どもが様々な文書や資料を読む機会や、自分

の考えを述べたり書いたりする機会を充実させること

が、「読解力」の育成につながります。研修では、学校全

体で「読解力」を育成するため、どのように学校体制を

整え、取組みを進めていけばよいのか、ということにつ

いて学びました。 

④の研修では、主に経験年数の浅い教員を対象に、発

問や板書の工夫などの基本的な内容を含め、授業づくり

で大切にすべきポイントについて学びました。 

 
 
情報化が進む中で、

的確に情報を利用で

きる子どもを育てる

ため各校で情報教育

を進めています。特

に、インターネット等

の利用については、子どもがトラブルに巻き込まれない

よう、情報モラルについての指導を行っています。 
８月５日の研修では、専門のインストラクターを講師

に招き、インターネットや携帯電話の利用状況、利用に

伴うトラブルの事例、子どもに指導するときのポイント

や教材等について、学びました。 
なお、午後からは、共通の内容ついて、小・中学校の

保護者を対象に、「情報モラル市民講座」として実施し

ました。 
 
 
 この研修は、大阪狭

山市ボランティアセ

ンターとの共催で８

月２１日に実施しま

した。大阪介護福祉士

会の方を講師に招き、

車いすの正しい使い方と介助の仕方について学びまし

た。 

ボランティア養成講座に参加されている市民の方と

教員が２人１組になり、実際に車いすに乗ったり押した

りしながら介助の仕方を学んだ後、講師の指導のもとに

屋外で体験をしました。 

 

 各学校においても、授業づくりや子ども理解にかかわ

る内容等について様々な校内研修を行っています。 

 教育委員会では、後期にも道徳や小学校外国語活動、

習熟度別指導、支援教育などについて研修を予定してい

ます。 

今後も実践的な研修を実施し、教職員の一層の指導力

の向上をめざしてまいります。 

４８号

 
そったく

車いす体験とその指導について 

授業づくりアドバイザーによる研修 

情報モラル研修 
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今月はいきいきスクールを紹介します！ 

 大阪狭山市では、小中連携の１つとして「いきいきス

クール」に取組んでいます。小学校の教員が中学校で、

あるいは中学校の教員が小学校で授業を進めています。

今回はその中からいくつかを紹介します。 
  
  
 南中学校の支援学級では、校区内の南第一小学校で支

援学級を担当する教員が授業を行っています。 
 小学校からつながりのある教員が定期的に中学校でも

子どもたちに関ることで、個別の指導計画に基づく内容

を、中学校でも継続して行い、子どもたちや保護者の

ニーズに応えるとともに、支援教育における小中連携

の推進に役立っています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
  
 市内の小学校では、中学校で英語を担当している教員

が小学校の教員や ALT とともに６年生に外国語活動の
授業を行っています。 

 
 
 
 
 
 

 
 

 中学校の教員が校区の小学校で授業を行うことで、小

中の段差の解消や子どもたちの英語への興味関心を高め

ることに繋がっています。 

小学校では、平成２３年度からの新学習指導要領の全

面実施に向けて、今年度から、高学年での小学校外国語

活動を先行実施しています。６年生の児童が中学校３年

生になる平成２４年度が中学校学習指導要領の全面実

施の年でもあり、６年生に対して中学校の教員が関るこ

とは、「学びの連続性」ということからも非常に意義が

あります。 
 
 
日本語の理解が十分でない海外からの転入児童生徒

に、学習環境への順応と早期の言語的自立を促すため、

平成２０年度から専門的な知識や技能を持つ地域人材

を積極的に活用して、必要とされる識字・通訳等の教育

的支援を行うことを目的とした学校教育自立支援通訳

事業を実施しており、２名の通訳に活動していただいて

います。 

また、同じ平成２０年

度から日本語指導を必

要とする外国人児童生

徒等が在籍する学校で、

特にきめ細かな指導が

必要とされる学校にお

いて、児童生徒の状況に

応じ、特別な学習指導、生徒指導、進路指導が行われる

場合に教員定数を加配する「日本語指導対応教員」が大

阪府から南第二小学校に加配されています。通訳や南中

学校との連携、日本語をよりわかりやすい日本語に直し

た教材である「リライト教材」を使った学習指導の研修

を受け、各校に紹介しています。 

 
 
 
 
 
 
 
「小中の段差」が不登校生徒の増加の原因の１つとい

われています。本市では今後も小中連携のため「いきい

きスクール」を推進していきます。 
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外国語活動での取組 
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―学力向上推進事業における取組み― 
 
各学校においては、平成２１年度大阪狭山市学力向上

PATH(パス)プランに基づき、学力の課題解決・向上に向
けた取組みを推進しています。 
今回のそったくでは、１２月

７日に開催した学力向上推進事

業における情報交流で各学校か

ら報告された取組みを紹介しま

す。 
 
 
学習内容の基礎・基本の定

着をめざし、漢字、計算、音

読の反復学習をしています。

１時間目開始までの朝の時

間(10～15 分)を活用したり、
授業の始めに時間設定をし

たり、学校の実状に合わせて工夫しています。朝からし

っかり声を出すことの効果や、短時間でも毎日継続して

取り組むことによる学習の習慣化や学習内容の定着等の

成果が報告されました。 
＜特徴的な取組み＞ 
◇朝の学習を年間指導計画の中に位置づけ、モジュール

学習を授業時間数にカウントしている小学校 
◇携帯ゲーム機を活用して子ど

もの学習意欲を高めている学校

（小中各１校） 
◇学校独自の漢字テストを年間

通じて実施し、満点連続者を表

彰している中学校 
◇コンピュータ英語ソフト「添削

くん」を活用し、単語、文法、英

作、リスニングについて生徒の実

態に応じた取組みを評価してい

る中学校 

 

身につけた基礎的・基本的な

知識や技能を活用して課題を解

決するための思考力・判断力・

表現力等を育成するために、自

分の考えを自分の言葉で説明する課題解決的学習の指

導法について研究しています。 
＜特徴的な取組み＞ 
◇大阪府教育委員会の指定を

受け、「モデル授業」を公開し

た小学校 
◇研究授業を実施した際の板書を、参観できなかった

教員に写真で情報提供し、校内研修の充実を図ってい

る小学校 
◇ホワイトボード等を活用し、

子どもが自らの考えを全体の

場で説明することに重点を置

いた授業展開を工夫している

学校 
◇授業評価シートを作成し、子ども、保護者、教職員

からの評価をもとに授業改善に生かしている学校 
 

 

学習習慣の確立に向け、家庭学習との関連の中で学

校独自の取組みが工夫されるようになってきました。 
＜特徴的な取組み＞ 
◇生活スケジュール表を作成し、家庭学習を子どもや

保護者への意識付けを図っている小学校 
◇国語・算数を中心にした学校独自のワーク（100級）
を作成し、完了するごとに賞状を授与している小学校

◇数学の演習問題集を学校独自に製本している中学

校 
◇全教科についての「学習のてびき」を製本している

中学校 
  
市教委の「学習支援チューター事業」との関連を図

りながら、今後も一人ひとりに応じた教育の推進を支

援していきます。 
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中学校の放課後学習教室の様子 
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各学校では、地域のみなさんを中心に学校外の方から

様々な形での支援を受け、子どもたちへの指導や環境の整

備を進めています。 

 

 

本市では、平成２０年度から全小学校を対象に「学習支

援チューター事業」をスタートしました。主に３・４年生

児童の希望者を対象に、自学自習力と学力の育成をねらい

として、放課後や夏季休業中に学習指導を行うものです。

各校の教員と共に指導に当たる「学習支援チューター」に

は、地域の方々や退職教員、教員を目指す大学生等にお願

いしています。 

今年度からは大阪府の「おおさか・まなび舎事業」の補

助金を受け、中学校でもスタートしています。中学校では、

夏休みなどの長期休業中には全学年の生徒を対象として、

そして、放課後には部活動を引退した３年生を対象に、学

習指導を行っています。 

ある中学校で

は、放課後に週２

回の学習教室を開

設し、大学生等の

学習支援チュータ

ーが、教員と共に

指導にあたってい

ます。一人ひとり

の生徒は真剣に自

分の学習課題に取

組んでいますが、

雰囲気は和やかで、気軽に質問しながら学習を進めていま

す。 

子どもの自学自習力を育成し、家庭や地域においても自

ら進んで学習できるようになるには、学校での取組みとと

もに、家庭との連携が不可欠です。今後も子どもの力をさ

らに伸ばすため、教職員と学習支援チューターで相談しな

がら取組みを進めていきます。 

 
 
各校では、朝の読書の時間を設定したり、国語の時

間に読書についての授業を行ったりするなど、子ども

が本に親しめるよう取組んでいます。また、各校の学

校図書館を整備し、新しい本の紹介コーナーを設けた

り、読書を呼びかける掲示をしたりしています。 

このような読書環境の整備や読書活動の推進のた

めに、「学校図書館市民ボランティア（図書ボランテ

ィア）」の方から協力を得ています。図書ボランティ

アの方には、学校図書館の蔵書の整理や、掲示物の作

成等をお願いしています。また、本市の全小・中学校

には、学校図書館にパソコンを設置して、全ての蔵書

を管理していますが、図

書ボランティアの方に、

その蔵書情報の入出力

に関する作業を手伝っ

ていただくこともあり

ます。特に、今年度は各

学校にたくさんの本を

購入したので、その整理

もお願いしています。 

 
 

この他にも、「中学校部活動支援人材活用事業」に

よる、専門的な知識や技能を持った方からの部活動へ

の支援。「学校教育自立支援通訳事業」による、海外

から転入してきた子ども等への通訳や日本語指導の

支援。「学校園地域連携推進事業」による、「人材バン

ク」登録者による教育活動への支援があります。「人

材バンク」には、現在３５０名を越える登録があり、

各校が学習活動に必要な人材と連絡をとって、学校に

来ていただいており、音楽やスポーツ、人権学習や国

際交流等で支援を受けています。 

 

教育委員会では、今後も地域の方による学校支援を

促進するための事業を展開し、学校と地域とが一体と

なった教育環境づくりに取組んでまいります。 

 

５１号

 
そったく

『学習支援チューター』による学習支援 

『図書ボランティア』による支援 

中学校での昼休みの様子 

様々な教育活動への支援をいただいています 



主 催 ： 大 阪 狭 山 市 教 育 委 員 会 

協力：財団法人大阪狭山市文化振興事業団 

開演 午前１０：００ 

開場 午前９：３０ SAYAKAホール・大ホール 

 
げんきなこどもたちの 

うたやおどりを 

みにきてね 

 



 
 
 

第１部  １０：００～１２：００ 

オープニング   大阪狭山市歌（大阪狭山プリティコーラス） 

教育委員会委員長挨拶 

大阪狭山プリティコーラス  大空さんか・小さな世界・君をのせて〈合唱〉 

西小学校５年生うどい(表現クラブ)  Go!Go!輝け「きづきの花」〈表現舞踊〉 

東幼稚園    レッツゴー！東幼稚園〈ダンスと歌〉 

つぼみ保育園   銀河鉄道 999・エルクンバンチェロ〈鼓隊〉 

西幼稚園    ラーメン体操・銀河鉄道 999・虹のむこうに〈ダンスと歌〉 

北小学校４年生   Ten years of evolution〈ダンス〉 

帝塚山学院大学   秋物語〈演劇〉 

第２部  １３：３０～１５：３０

第三中学校吹奏楽部  ベストフレンド・小さな恋のうた〈吹奏楽〉 

南中学校吹奏楽部  Back to the future・ラザロの復活〈吹奏楽〉 

伝統文化子ども教室  津軽タント節〈踊〉 

南第三小学校４年１組有志 南中ソーラン〈民舞〉 

池尻保育園 つき組(4歳児)ばら組(5歳児）パラバルーン〈演技〉 

第七小学校5年 1組  秘密戦隊七小レンジャー〈演劇〉 

狭山高校ダンス部   弾飛舞〈ダンス〉 

 

会場案内   大阪狭山市文化会館 SAYAKA ホール 
〒589-0005 大阪狭山市狭山１丁目 875－1 ☎072‐365-8700 
南海高野線「大阪狭山市」駅より徒歩３分 駐車場 300 台〈１日 500 円(最初１時間無料)〉

【問い合わせ先】 

大阪狭山市教育委員会教育総務グループ ☎072-366-0011 

 

ホワイエ ★地域連携活動パネル展示（各保育所・幼稚園・小学校・中学校） 
ロビー  ★不思議体験・環境クイズ〈大阪ガス〉 ★エコグッズプレゼント〈関西電力〉 

 ★子育て応援クーポン「まいど子でもカード」受付〈大阪府〉 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

○ご意見・ご質問、お問い合わせにつきましては、下記あてご連絡ください。 

 

〒589-8501 

大阪狭山市狭山１丁目 2384 番地の１ 

大阪狭山市教育委員会事務局 教育部 教育総務グループ 

TEL:072-366-0011（内線 803・804） FAX：072-367-6011 

E-mail kyouiku@city.osakasayama.osaka.jp 

URL   http://www.osakasayama.ed.jp 

 
 




