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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 2４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 

 

Ⅰ 子育てにやさしい環境づくり 

❐保育所定員の拡大を図り、待機児童解消に向けた取組を進めます。 

❐民間保育所での延長保育の拡大を図り、保護者の多様な形態の就労支援を行い、子育て支援の充実を図り 

ます。 

❐幼稚園での預かり保育の時間延長を行い、子育て支援の充実、並びに園児の遊び場の提供を図ります。 

❐放課後児童会の時間延長の充実を図り、子育て家庭を支援します。 

❐認定子育てサポーターを更に養成・増員し、地域での繋がりを深めながら、子育て家庭を支援します。 

また、プレイセンターの運営支援の充実を図ります。 

❐子どもたちが放課後に安全に安心して過ごせ、様々な文化活動などを体験できる要素をもった「さやま元 

気っこ推進事業」を進め、子どもたちの新しい形の居場所づくりをめざします。 

【主な事業】 

１．こどもフェスティバルの開催（教育総務グループ） 

２．放課後児童会時間延長事業（社会教育・スポーツ振興グループ） 

３．さやま元気っこ推進事業（社会教育・スポーツ振興グループ） 

４．認定子育てサポーター事業（こども育成室） 

５．プレイセンター推進事業（こども育成室） 

６．発達障がい児支援事業（こども育成室） 

７．民間保育園延長保育事業（こども育成室） 

８．市立幼稚園子育て支援事業（こども育成室） 

９．市立幼稚園通園バス送迎業務委託事業（こども育成室） 

1０．民間保育園の定員拡大事業（こども育成室）  

 

Ⅱ 学ぶ力・生きる力を伸ばす教育環境づくり 

❐小学校低学年の授業のサポート体制として、「さやまっ子ティーチャー」を全小学校に配置し、学習への 

 意欲を高め、学力向上を図ります。 

❐教職員によるプロジェクトメンバーが、体力向上プランの作成を通して体力向上を図ります。 

❐子どもの職業意識の向上と自尊感情の育成を図るため、キャリア教育を推進します。 

❐子どもが本に親しみ、読書の楽しさを知る中で、豊かな創造力を育むため「読書 e プラン事業」を進めます。

❐家庭教育サポーターが家庭を個別訪問し、保護者や児童生徒への相談活動、学習支援を行います。 

❐食物アレルギー対応をはじめ、安心で安全な学校給食の充実を図ります。 

❐学校教育施設の耐震補強工事を進め、今年度で耐震化率 100％をめざします。 

❐中学校の普通教室等にエアコンを順次設置し、快適な学習環境を整備します。 
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【主な事業】 

１．施設整備事業（北小学校屋内運動場耐震補強等工事）（教育総務グループ） 

２．施設整備事業（狭山中学校校舎耐震補強等工事）（教育総務グループ） 

３．施設整備事業（南・第三中学校空調機設置工事）（教育総務グループ） 

４．学力向上推進事業（学校教育グループ） 

５．体力向上推進事業（学校教育グループ） 

６．キャリア教育推進事業（学校教育グループ） 

７．学校・評価支援事業（学校教育グループ） 

８．読書ｅプラン事業（学校図書館地域開放事業）（学校教育グループ） 

９．家庭教育支援事業（学校教育グループ） 

10．安全・安心スクール事業（学校教育グループ） 

11．学校給食センター施設改修事業（学校給食グループ） 

12．安心・安全な学校給食推進事業（食物アレルギー対応）（学校給食グループ） 

 

Ⅲ 生涯スポーツの推進 

❐狭山中学校区で世代間・地域間交流を図るために、レクリエーションイベントとして「さやりんピック」 

を開催し、地域住民のコミュニティづくりを支援します。 

❐市民が安全で安心して利用できるように、スポーツ施設の改修工事を計画的に進めます。 

【主な事業】 

１．スポーツ施設整備事業（社会教育・スポーツ振興グループ） 

２．さやりんピックの開催（社会教育・スポーツ振興グループ） 

 

 

Ⅳ 社会教育の充実 

❐公民館の耐震補強工事の実施設計を行うとともに、図書館の改修工事を計画的に進めます。 

❐近隣自治体の図書館資料を市民が利用できるよう「図書館広域相互利用事業」を進め、図書館サービスの 

向上、市民の利便性の向上に努めます。 

【主な事業】 

１．社会教育施設整備事業（社会教育・スポーツ振興グループ） 

２．図書館広域相互利用事業（社会教育・スポーツ振興グループ） 
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Ⅴ 歴史文化の振興 

❐狭山池の総合学術調査を進め、国指定文化財をめざします。 

❐狭山池の魅力を市の内外に発信するため、狭山池シンポジウムを開催します。 

❐文化財保護の普及啓発を図るため、市指定文化財である「大野惣絵図」の複製品を作製し、展示や講座 

などで活用します。 

【主な事業】 

１．文化財活用事業（社会教育・スポーツ振興グループ） 

２．狭山池の魅力発見活用事業（社会教育・スポーツ振興グループ） 

３．狭山池シンポジウムの開催（社会教育・スポーツ振興グループ） 

４．街道ガイドボランティア養成事業（社会教育・スポーツ振興グループ） 
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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 24 年度在籍） 

 

職 名 氏 名 備 考 

委員長 山崎 貢  

委員長職務代理者 瀬川 武美 平成 24 年 10 月 1 日再任 

委員 阪本 栄  

委員 長瀬 美子  

教育長 小林 光明 平成 24 年 10 月 1 日再任 

 

 

【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 

             家庭児童相談室 

               子育て支援センター 

             幼稚園 

             第２保育所 



 - 9 -

（２）教育委員会議等の開催状況（平成 24 年３月～平成 25 年２月） 

 

 

①教育委員会議 

 

▽定例会議 

区 分 日  時 付 議 案 件 

第３回 ３月 29 日（木） 

平成 24 年度大阪府学力・学習状況調査の実施について 

大阪狭山市立総合体育館条例施行規則及び大阪狭山市立池尻体育館条例施行規則の一部を改正する規則について 

大阪狭山市放課後児童会条例施行規則の一部を改正する規則について 

大阪狭山市立図書館管理運営規則の一部を改正する規則について 

大阪狭山市立小学校及び中学校医療的ケア実施要綱の制定について 

平成 23 年度大阪狭山市教育委員会点検・評価報告書について 

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 

大阪狭山市教育委員会事務局職員の人事異動について 

第４回 ４月 26 日（木） 
平成 23 年度（2011 年度）一般会計補正予算（教育委員会関係）について 

平成 24 年度（2012 年度）一般会計補正予算（教育委員会関係）について 

第５回 ５月 31 日（木) 大阪狭山市立幼稚園設置に関する条例の一部を改正する条例について 

第６回 ６月 28 日（木） 

大阪狭山市教育委員会公印規則の一部を改正する規則について 

大阪狭山市育英金貸与条例施行規則の一部を改正する規則について 

大阪狭山市心身障害児童・生徒が特別支援学校へ就学するための奨学金支給要綱の一部を改正する要綱について 

山本幼稚園廃園後の保育所運営法人の募集について 

第７回 ７月 26 日（木） 二学期制について 

第８回 ８月 22 日（水） 平成 24 年度（2012 年度）一般会計補正予算（教育委員会関係）について 

第９回 ９月 27 日（木） 

大阪狭山市立学校の府費負担教職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則の一部を改正する規則について 

平成 24 年度大阪狭山市教育委員会文化教育功労者表彰被表彰者の決定について  

廃園後の大阪狭山市立山本幼稚園の保育所活用に係る受託法人の選考について 

平成 23 年度大阪狭山市一般会計決算(教育委員会関係)について 

第10回 10月 18 日（木） 教育長報告のみ 

第11回 11月 20 日（火） 

大阪狭山市立総合体育館条例等の一部を改正する条例について 

大阪狭山市立図書館管理運営規則の一部を改正する規則について 

平成 24 年度（2012 年度）一般会計補正予算（教育委員会関係）について 

第12回 12月 20 日（木） 教育長報告のみ 

第１回 １月 31 日（木） 

大阪狭山市教育委員会公印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の内部組織におけるグループの設置に関する規程の一部を改正する規程について 
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第２回 ２月 22 日（金） 

大阪狭山市子ども・子育て協議会条例について 

平成 24 年度（2012 年度）一般会計補正予算（教育委員会関係）について 

平成 25 年度（2013 年度）一般会計予算（教育委員会関係）について 

 

▽臨時会議 

区 分 日  時 付 議 案 件 

 ３月 15日（木） 平成 24 年度大阪府学力学習状況調査の実施について 

 ９月 27日(木） 

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 

教育委員会教育長の任命について 

 

 

②各種会議 

 

▽社会教育委員会議  

区 分 日  時 会 議 内 容 

第１回 ７月 31日(火) 

議長・副議長の選出について 

平成 23 年度社会教育関係団体補助金事業報告について  

平成 24 年度社会教育関係団体補助金申請について 

平成 24 年度社会教育関係団体補助金事業進捗状況について(報告) 

 

▽文化財保護審議会 

区 分 日  時 会 議 内 容 

第１回 ８月 28日（火） 

会長・副会長の選出について 

市指定文化財および市指定文化財の候補について 

今後の日程について 

第 2 回 ２月 20日（水） 

「中林家累代日記」「北井家日記」の諮問について 

同日記の調査の進捗について 

専門委員の委嘱について 

今後の日程について 

 

▽青少年問題協議会 

区 分 日  時 会 議 内 容 

第１回 ８月 29日(火) 

委員研修及び情報交換 

テーマ「いじめの現状について」 

講師 西川委員（臨床心理士）の講演 
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▽市史編さん委員会 

区 分 日  時 会 議 内 容 

第１回 ３月 31日（土） 
『大阪狭山市史 第一巻 本文編 通史』の進捗状況について 

今後の日程について 

 

▽狭山池総合学術調査委員会 

区 分 日  時 会 議 内 容 

第１回 ３月 15日（木） 

委員長の選出および副委員長の指名について 

会議の公開について 

狭山池の指定について 

今後の日程について 

第１回 ７月７日(土) 

狭山池指定にかかる調査について 

狭山池出土文化財の調査について 

今後の日程について 

 

▽学校給食会理事会 

区 分 日  時 会 議 内 容 

第１回 ７月２日（月） 

平成２４年度役員の選出について 

平成２３年度事業報告について 

平成２３年度収入・支出決算認定について 

その他報告について 

 

▽学校給食衛生管理委員会 

区 分 日  時 会 議 内 容 

第１回 ２月 25日（月） 学校給食施設等定期検査の実施について 

 

 

▽子育て支援センター運営会議 

区 分 日  時 会 議 内 容 

第１回 ４月 27日(金) 平成 24 年度各子育て支援センター・広場事業の事業計画・課題等について 

第２回 １月 30日(水) 関係機関との連携（現状と課題）及び情報交換 

 

 

▽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 30日(水) 平成 23 年度事業の評価について 

第２回 11月19日(月) 平成 24 年度事業の進捗状況及び平成 25年度目標について 
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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 
３月２日（金） 府立狭山高校卒業式出席 狭山高校 
３月13日（火） 市立中学校卒業式出席 市内各中学校 
３月15日（木） 市立幼稚園卒園式出席 山本幼稚園他 
３月19日（月） 市立小学校卒業式出席 市内各小学校 
４月５日（木） 市立幼稚園入園式出席 市内各幼稚園 
４月６日（金） 市立小中学校入学式出席 市内各小中学校 
９月28日（金） 市立南中学校体育大会出席 南中学校 
10 月６日（土） 市立幼稚園運動会出席 市内各幼稚園 
10月10日（水） 市立狭山中学校体育大会出席 狭山中学校 
10月13日（土） 市立南第二幼稚園運動会出席 南第二幼稚園 
10月11日（木） 小学校連合運動会出席 市民総合グラウンド  
10月20日（土） 市立幼稚園及び市内民間保育園運動会出席 東幼稚園、きらり保育園 

１月31日（木） 市立狭山中学校視察 
 
 
 

狭山中学校 

 

  

▽会議・研修関係 

日 内 容 場所 

４月５日（木） 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 16日（月） 
南河内地区市町村教育長連絡協議会（第１回） 

南河内地区人事協議会（第１回） 
南河内府民センタービル 

４月 19日（木） 大阪府都市教育長協議会 アウィーナ大阪 

4 月 26、 27 日（木、金 ） 平成 24 年度近畿都市教育長協議会定期総会 和歌山県和歌山市 

5 月 17、 18 日 （ 木 、 金 ） 全国都市教育長協議会定期総会並びに研究大会 島根県出雲市 

５月 21日（月） 教育フォーラム 東京都全国都市会館 

５月 24日（木） 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 

７月５日(木) 
南河内地区市町村教育長連絡協議会（第２回） 

南河内地区人事協議会（第２回） 
南河内府民センタービル 

耐震工事視察 
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日 内 容 場所 

７月６日(金) 大阪府都市教育長協議会 アウィーナ大阪 

７月 27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 30日（木） 大阪府都市教育長協議会夏季研修会及び定例会 アウィーナ大阪 

10 月５日（金） 大阪府都市教育長協議会 アウィーナ大阪 

10月17日（水） 近畿市町村教育委員研修大会 なら 100 年会館 

10月25日（木） 近畿都市教育長協議会研究協議会 和歌山県田辺市 

10月27日（土） 日本教育行政学会 早稲田大学 

11 月６日（火） 大阪府都市教育長協議会秋季研修会 松原市 

11 月７日（水） 大阪府市町村教育委員研修会 アウィーナ大阪 

１月 11日（金） 
大阪府都市教育長協議会 

府教育委員と市町村教育長の学力向上に関する意見交換会 
アウィーナ大阪 

１月 16日（水） 府教育委員と市町村教育委員の意見交換会 プリムローズ大阪 

１月 28日（月） 大阪府都市教育委員会委員長研修会 アウィーナ大阪 

１月 31日(木) 
南河内地区市町村教育長連絡協議会（第３回） 

南河内地区人事協議会（第３回） 
羽曳野市役所 

２月７日（木） 南河内地区市町村教育委員研修会 藤井寺市 

２月８日（金） 市町村教育委員会教育長会議 アウィーナ大阪 

２月 21日（木） 
南河内地区市町村教育長連絡協議会（第４回） 

南河内地区人事協議会（第４回） 
羽曳野市役所 

 
 
 
▽その他 

日 内 容 場所 

５月 13日（日） 市民体育大会開会式 
 

市立総合体育館 

８月22日（水） 市長と教育委員の意見交換会 シティプラザ大阪 

入場行進 

意見交換 
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日 内 容 場所 

11 月３日（土） 文化教育功労者表彰式 
 
 

SAYAKA小ホール 

11月23日(金) こどもフェスティバル 
 

SAYAKA大ホール 

１月14日（月） 成人式 
 
 
 
 

SAYAKA大ホール 

２月22日（金） 

 

 

市長と教育委員の意見交換会 
 
 
 
 

シティプラザ大阪 

 

委員長式辞 

花束贈呈 

委員長あいさつ 

意見交換 意見交換 
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３ 点検・評価調書 

 

Ⅰ 子育てにやさしい環境づくり 

 

 
❐保育所定員の拡大を図り、待機児童解消に向けた取組を進めます。 

❐民間保育所での延長保育の拡大を図り、保護者の多様な形態の就労支援を行い、子育 

て支援の充実を図ります。 

❐幼稚園での預かり保育の時間延長を行い、子育て支援の充実、並びに園児の遊び場の 

提供を図ります。 

❐放課後児童会の時間延長の充実を図り、子育て家庭を支援します。 

❐認定子育てサポーターを更に養成・増員し、地域での繋がりを深めながら、子育て家 

庭を支援します。また、プレイセンターの運営支援の充実を図ります。 

❐子どもたちが放課後に安全に安心して過ごせ、様々な文化活動などを体験できる要素 

をもった「さやま元気っこ推進事業」を進め、子どもたちの新しい形の居場所づくり 

をめざします。 

 

【主な事業】 

 

１．こどもフェスティバルの開催（教育総務グループ） 

２．放課後児童会時間延長事業（社会教育・スポーツ振興グループ） 

３．さやま元気っこ推進事業（社会教育・スポーツ振興グループ） 

４．認定子育てサポーター事業（こども育成室） 

５．プレイセンター推進事業（こども育成室） 

６．発達障がい児等支援事業（こども育成室） 

７．民間保育園延長保育事業（こども育成室） 

８．市立幼稚園子育て支援事業（こども育成室） 

９．市立幼稚園通園バス送迎事業（こども育成室） 

１０．民間保育園の定員拡大事業（こども育成室） 
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平成 24 年度点検・評価調書 

施 策 名 
子育てにやさしい 

環境づくり 
担当グループ 教育総務グループ 

事 業 名 こどもフェスティバルの開催 

概  要 

こどもフェスティバルを開催することで、学校園の連携や地域とのつなが

りの強化を目指し「つながりある教育」を推進する。 
 

【同時開催】 

読書 eプラン表彰式・優秀作品の展示 

「読書感想文・感想画コンクール」「図書館を使った調べる学習コンクール」 

成果と評価 

市内の学校園９団体が参加し、市立文化会館の大ホールで歌やダンスなど

学習活動の発表を行った。 

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みてもら

うことができた。 
参考資料：チラシ 

今後の課題

と目標 

大ホールの舞台に立つ経験は子どもたちの大きな財産になると考えられ

ることから、市の多くの子どもたちにフェスティバルを経験してもらえるよ

う、関係機関と連携するなどより効果的な方法を検討していきたい。 

【課長コメント】 
こどもフェスティバルは多くの来場者があり、親子連れや園児等に喜ばれ、大盛況であ

った。 

 

Ⅰ－１ 
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平成 24 年度点検・評価調書 

施 策 名 
子育てにやさしい 

環境づくり 
担当グループ 社会教育・スポーツ振興グループ 

事 業 名 放課後児童会時間延長事業 

概  要 

 放課後児童会を利用できる時間を拡大し、利用者の利便性を向上させるこ

とで、子育てにやさしい環境づくりに寄与する。 

 

成果と評価 

放課後児童会事業条例を改正し、土曜日及び学校の長期休暇中の開始時間

を午前８時に繰り上げたほか、月曜日から金曜日の終了時間の延長（午後７

時まで）について本格実施を行うことで、保護者のニーズに対応することが

できた。 

今後の課題

と目標 

更に保護者のニーズを把握し、事業内容の改善を行う。 
また、子ども・子育て支援法の改正に伴い、放課後児童会事業の施策のあ

り方を検討していく。 
 
 
 

【課長コメント】 
「子育てにやさしい環境づくり」をめざして、事業内容の改善、指導員の資質向上などの

放課後児童会事業の充実を進める。 

 

Ⅰ－２ 
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平成 24 年度点検・評価調書 

施 策 名 
子育てにやさしい 

環境づくり 
担当グループ 社会教育・スポーツ振興グループ 

事 業 名 さやま元気っこ推進事業 

概  要 

 コーディネーターを配置し、放課後児童会事業、こども広場事業、学習支

援チューター事業と連携を図り、遊びの場、体験の場、交流の場、学習支援

の場を提供することで、子どもたちが、放課後に安全に安心して過ごせる新

しい形の居場所づくりを目指す。 

 

成果と評価 

コーディネーター（１名）を配置し、南第三小学校の少人数教室、体育館、

運動場などを会場に、学校、地域、関係団体などの協力を得て、「南第三元

気っこクラブ」を試行実施した。 

※申込制でプログラムを選択することができる 

時 間 内 容 

月～金曜日(午後 3時～5時) 

土曜日(午前 9時 30分～11時 30分) 

のうち週４日 

自由遊び、学習、太鼓、茶道、琴、工作、サッカー、

卓球、将棋、体力づくり、エイサー 他 

今後の課題

と目標 

プログラム指導などの協力者の安定的な確保が難しい。 
放課後児童会・チューター事業・こども広場事業といった他の事業との連

携の具体策をさらに検討する。 
 
 
 
 

【課長コメント】 
現在、試行実施している「南第三元気っこクラブ」をさらに改善し、事業を定着させて、

各小学校への拡充を進める。 
 

 

Ⅰ－３ 
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平成 24 年度点検・評価調書 

施 策 名 
子育てにやさしい 

環境づくり 
担当グループ こども育成室 

重点事業 認定子育てサポーター事業 

概  要 

子育てや保育経験のある市民を対象に、養成講座を実施し、受講者を子育

てサポーターとして認定する。子育てサポーターによる新しい取組によっ

て、各地域での子育て支援の充実を図る。 

 

成果と評価 

子育てサポーター登録者数…46 人（内、平成 24 年度登録者数は 21 人） 

【活動実績】                 （平成 24 年 12 月末現在） 

 場 所 回数 参加数 

あおぞらひろば 

すりばち池公園 

くみの木第７公園 

旧山本幼稚園 

３１回 ２４０組 

市内幼稚園 ５か所 

保育所 １か所 

こども園 １か所 

１３回 １７８組 

あそびのひろば 

狭山池東集会所 

川向地区公民館 

ハロータウン金剛狭山集会所 

１９回 １７７組 

◆民生委員との共催事業 

「おやこｄｅぽかぽかクリスマス」 SAYAKA ホール 

・弾き語りアルパ（ハープ）のコンサート 

・えほんのひろば、手作りおもちゃ・遊び・情報のコーナー 

計３日間 延べ９７８人 

   

今後の課題

と目標 

今後も定期的に養成講座を実施し、中学校区単位で活動しているサポータ

ーを小学校区単位で活動できるよう、より多くの新規サポーター登録をめざ

す。また、フォローアップ研修や実践を通して人材育成に努めるとともに、

サポーター発信で保護者に子育て支援の情報提供等ができるよう、より連携

を深めていく。 

 

【課長コメント】 
第２期生のサポーターが加わった事で、より多くの地域で活動する事ができ、内容も豊

富となった。今後は、サポーターの発想や持っている力を大いに引き出し、より地域に密

着した活動が出来るよう環境づくりに努めていく。 

Ⅰ－４ 
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平成 24 年度点検・評価調書 

施 策 名 
子育てにやさしい 

環境づくり 
担当グループ こども育成室 

重点事業 プレイセンター推進事業 

概  要 

子どもに〝自分で選ぶ遊び〟を、親に〝親のための学習〟を提供できるよ

う、子育て家庭の親と子どもが会員となって運営を行い、地域の協力も得な

がら親と子ども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 

【活動実績】              （平成 24 年 12 月末現在） 
名 称 活動拠点 活動回数 会員登録組数 

たんぽぽの会 東野幼稚園 ２４回 ２３組 

こぐまの会 東池尻会館 ２０回 １４組 

チェリービーンズ 東村公民館 １２回 １２組 

その他、３団体交流会を公民館で実施 
 
 

今後の課題

と目標 

市民協働事業として、市域で多くの団体がプレイセンター活動を行えるよ

う、市が認定する子育てサポーターと連携して、団体の立ち上げやその後の

円滑な運営を支援する。 
活動拠点や活動回数を計画的に拡大し、（現在、狭山池東集会所他で増設

に向け調整中）市内全体に行きわたるよう取り組む。 

【課長コメント】 
現在活動中の３箇所については、親の子育て力・コミュニケーション力も徐々に向上し

てきており、様々な活動内容も親自身が楽しみながら積極的に行っている。 
事業の拡大については、地域の理解と協力が不可欠なほか、地区集会所等の身近で気軽

に参加出来る活動場所が必要なため、今後は一歩ずつ着実に進めていきたい。 

Ⅰ－５ 
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平成 24 年度点検・評価調書 

施 策 名 
子育てにやさしい 

環境づくり 
担当グループ こども育成室 

重点事業 発達障がい児支援事業 

概  要 

発達障がいやサポートが必要な児童とその保護者を対象に、専門的な相談

や個々に応じた療育の場を提供する。 

成果と評価 

【実績】                   （平成 24年 12 月末現在） 

 

 

 

 対 象 回数 件数 内 容 

相談 中学生までの児童、保護者 随時 １６件 

家庭生活 ６件 

教育・保育 ７件 

情報提供 ３件 

療育 小学校３年生までの児童 隔週１回 １８人 
就学前児童 １２人 

小学生 ６人 

今後の課題

と目標 

今後も学校園との連携を深め、子どもにとってより良い環境となるよう努

めていく。 

【課長コメント】 
 事業開始から３年目ということで、学校園と連携しながら個々の障がいに応じた療育事

業を行うことが出来るようになってきた。今後は、地域での理解をより深めるため、市民

に対して発達障がいに関する情報提供・啓発が必要である。 

≪療育を受けた児童の変化≫ （例） 

・スケジュールを提示することで、自分から次の行動がスムーズに行えるようになった。 

・一人遊びが多かったが、周りの人とコミュニケーションが取れるようになってきた。 

・「～してはダメ」と否定するのではなく、身振りも使いながら「～して」と肯定的・具体的に伝え

ると応じられる事が多くなり、適切な行動を身につけられるようになってきた。 

≪親の変化≫ （例） 

・児童の行動に対して叱るのではなく、『今何

をしたらいいのか』を伝え、よい行動が出来

た時には誉めるようになった。 

≪学校園の変化≫ （例） 

・児童の状況に応じた対応を具体的に考

えて、連携しながら必要な支援を行うこと

が出来るようになってきた。 

Ⅰ－６ 
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平成 24 年度点検・評価調書 

施 策 名 
子育てにやさしい 

環境づくり 
担当グループ こども育成室 

重点事業 民間保育園延長保育事業 

概  要 

市内の民間保育園において、延長保育時間を１時間から２時間に拡大する。 

平成 24 年度実施保育所…池尻保育園・大野台保育園・ルンビニ保育園 

既実施保育所…きらり保育園  

成果と評価 

【利用実績】                        （単位：人） 

（平成 24 年 12 月末現在）  

 

 

２時間延長 １時間延長 延長保育 

利用合計 

延べ数 

延べ利用 

児童数 

(１日あたり

利用児童数) 

延べ利用 

児童数 

(１日あたり

利用児童数) 

池尻保育園 ３９ ０．７ ８５１ ７．２ ８９０ 

大野台保育園 １０４ ２．４ １，００７ ８．３ １，１１１ 

ルンビニ保育園 ５８ １．２ １，８４０ １０．７ １，６９８ 

きらり保育園 ５５９ ４．９ ２，３９２ １６．０ ２，９５１ 

合 計 ７６０ ９．２ ６，０９０ ４２．２ ６，６５０ 

今後の課題 
と目標 

園により利用児童数にばらつきがあるので、実状に応じた運営のあり方を

検討していく。 

【課長コメント】 
きらり保育園以外は、２時間延長保育開始の初年度という事もあり利用数は少ないが、

ニーズを把握し各園の利用状況に応じた運営のあり方を検討していく。 
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平成 24 年度点検・評価調書 

施 策 名 
子育てにやさしい 

環境づくり 
担当グループ こども育成室 

重点事業 市立幼稚園子育て支援事業 

概  要 

保護者の子育てを支援するため、市立幼稚園の通常保育終了後に預かり保

育サービスを実施し、午後４時までの開設時間を午後５時までに拡大する。 

成果と評価 

【利用実績】                     （単位：人） 

 
預かり保育 

延べ利用園児数 
内４時以降の 

延べ利用園児数 
１日あたりの 
利用園児数) 

東幼稚園 １，３０１ １，００５ ４．１ 
西幼稚園 ９０６ ５７３ ２．４ 

南第二幼稚園 １，０４８ ９７２ ４．１ 
南第三幼稚園 ９９１ ９０３ ３．４ 
半田幼稚園 １，１０６ ９４３ ３．９ 
東野幼稚園 ８４６ ２４１ １．０ 

合 計 ６，１１４ ４，６３７ １８．９ 

 （平成 24 年 12 月末現在） 

今後の課題

と目標 

利用状況を踏まえながら、子どもの育ちの機会を補完し、園児が心身の健

全な発達を図れるよう保育内容をさらに充実していく。 

【課長コメント】 
 保護者の子育て支援だけではなく、子どもにとっても育ちの場となっている。 
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平成 24 年度点検・評価調書 

施 策 名 
子育てにやさしい 

環境づくり 
担当グループ こども育成室 

重点事業 市立幼稚園通園バス送迎事業 

概  要 

山本幼稚園の廃園に伴い、西幼稚園に転園することになった園児の安全確

保のため、山本幼稚園から西幼稚園へマイクロバスでの送迎を行う。 

成果と評価 

対象者 15 人のうち、利用人数は１日平均 12 人である。 
朝の迎えは安全監理員、保育終了後の送りは西幼稚園の教諭がそれぞれ添

乗しており、その際に１日の保育の様子や情報提供を保護者に行っている。 
 
 

今後の課題

と目標 

山本幼稚園が集合・停留所となっていたが、民間保育所として移行するこ

とに伴い、マイクロバスの巡回経路や乗降場所等を検討し、安全な送迎が出

来るよう心がける。 
また、地域との協議で２年間はマイクロバスで送迎するようになっている

が、その後の対応について検討していく。 

【課長コメント】 
西幼稚園の職員がバスに添乗することで、保護者は安心して子どもを送り出している。 

また、子ども達も喜んでバスに乗り西幼稚園に通園し楽しい園生活を過ごしている。 
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平成 24 年度点検・評価調書 

施 策 名 
子育てにやさしい 

環境づくり 
担当グループ こども育成室 

重点事業 民間保育園の定員拡大事業 

概  要 

保育所の待機児童を解消し、子育て支援環境の充実を図るため、民間のル

ンビニ保育園の定員を 60 名から 80 名に拡大する。 

 

成果と評価 

定員の拡大に伴い、昨年度最大 80 名いた待機児童は４月１日時点で 39
名まで減少し、待機児童の解消に一定の効果が見られた。 
一方で就労する母親は増えており、保育所入所希望者は依然増加傾向であ

る。 
 
 
 
 

 

今後の課題

と目標 

廃園となった山本幼稚園を活用し、民間保育園を増設する。定員は 80 名

としており、開園(平成 25 年 12 月予定)により待機児童は解消される見込み

である。 
 
 
 

 
【課長コメント】 
 保育所入所希望者は、今後ますます増加の傾向にある。法改正に伴う新しい子育て支

援制度を研究しながら、本市の状況に見合った待機児童解消に向けての取組を進めてい

きたい。 
 

 

Ⅰ－１０ 
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３ 点検・評価調書 

 

Ⅱ 学ぶ力・生きる力を伸ばす教育環境づくり 

 
❐小学校低学年の授業のサポート体制として、「さやまっ子ティーチャー」を全小学 

校に配置し、学習への意欲を高め、学力向上を図ります。 

❐教職員によるプロジェクトメンバーが、体力向上プランの作成を通して体力向上を 

図ります。 

❐子どもの職業意識の向上と自尊感情の育成を図るため、キャリア教育を推進します。 

❐子どもが本に親しみ、読書の楽しさを知る中で、豊かな創造力を育むため「読書 e 

プラン事業」を進めます。 

❐家庭教育サポーターが家庭を個別訪問し、保護者や児童生徒への相談活動、学習支 

援を行います。 

❐食物アレルギー対応をはじめ、安心で安全な学校給食の充実を図ります。 

❐学校教育施設の耐震補強工事を進め、今年度で耐震化率 100％をめざします。 

❐中学校の普通教室等にエアコンを順次設置し、快適な学習環境を整備します。 

  

【主な事業】 

 

１．施設整備事業（北小学校屋内運動場耐震補強等工事）（教育総務グループ） 

２．施設整備事業（狭山中学校校舎耐震補強等工事）（教育総務グループ） 

３．施設整備事業（南・第三中学校空調機設置工事）（教育総務グループ） 

４．学力向上推進事業（学校教育グループ） 

５．体力向上推進事業（学校教育グループ） 

６．キャリア教育推進事業（学校教育グループ） 

７．学校・評価支援事業（学校教育グループ） 

８．読書ｅプラン事業（学校図書館地域開放事業）（学校教育グループ） 

９．家庭教育支援事業（学校教育グループ） 

１０．安全・安心スクール事業（学校教育グループ） 

１１．学校給食センター施設改修事業（学校給食グループ） 

１２．安心・安全な学校給食推進事業（食物アレルギー対応）（学校給食グループ） 
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平成 24 年度点検・評価調書 

施 策 名 
学ぶ力・生きる力を 

伸ばす教育環境づくり 
担当グループ 教育総務グループ 

事 業 名 施設整備事業（北小学校屋内運動場耐震補強等工事） 

概  要 

屋内運動場は、児童が授業で使用するとともに、土・日曜日も学校開放を

行っているため使用率が高く、かつ、災害時には避難所となる。大規模な地

震（震度６強以上）が発生しても、施設の利用が可能となるように耐震補強

工事を実施する。 

 

成果と評価 

児童には多少の不便をかけたが、耐震補強工事の実施により地震災害発生

時に対する備えへの改善が図られた。 
【工事場所】 

構造 床面積 

鉄筋コンクリート造 １階建 ７１３㎡ 

【工事内容】 

・耐震補強工事 

外付け鉄骨トラス補強 

・大規模改造工事 

屋上防水改修（全面：外断熱仕様） 

 外壁全面改修（南面：外断熱塗料使用） 

 内装全面改修 ほか 

今後の課題

と目標 

今年度で市内小中学校全ての耐震補強工事が完了したが、今後は老朽化が

進む学校施設の大規模改修工事を行う必要がある。 
こういった工事は大規模になることからは、授業への影響を極力抑えるた

め、夏季休業中という限られた期間に施工しなければならないことから、工

事施工者及び学校関係者側と十分な話し合いを行い、効率的な工事工程計画

を立案する必要がある。 

【課長コメント】 
耐震補強工事が完了したことにより、安全・安心で快適な場の提供ができた。 

Ⅱ－１ 



 - 28 - 

平成 24 年度点検・評価調書 

施 策 名 
学ぶ力・生きる力を 

伸ばす教育環境づくり 
担当グループ 教育総務グループ 

事 業 名 施設整備事業（狭山中学校校舎耐震補強等工事） 

概  要 

生徒が１日の大部分を過ごす学校の校舎で、大規模な地震（震度６強以上）

が発生しても、建物の倒壊による死傷者が発生しないように耐震補強工事を

実施する。 

成果と評価 

生徒には多少の不便をかけたが、耐震補強工事の実施により地震災害発生

時に対する備えへの改善が図られた。 
【工事場所】 

構造 床面積 

鉄筋コンクリート造 ２階建 ４８７㎡ 

鉄筋コンクリート造 ３階建 ８１３㎡ 

鉄筋コンクリート造 ２階建 １，４７８㎡ 

鉄筋コンクリート造 ３階建 １，１９２㎡ 

【工事内容】 

・耐震補強工事 

PCa ブレース設置 ２箇所  鋼管ブレース設置 ４箇所 

耐震壁増設 ２箇所     スリット ４５箇所 

・大規模改造工事 

 屋上防水全面改修（外断熱塗料使用） 外部全面改修（光触媒塗料使用） 

内部全面改修（床、天井（軽量鉄骨下地共）及びスクールパーティション改修） 

トイレ改修（湿式を乾式に改修、多目的（身体障がい者用）トイレを１階に新設） 

エアコン設置（普通教室、職員室、校長室、図書室ほか） 

防火扉改修 ほか 

今後の課題

と目標 

今年度で市内小中学校全ての耐震補強工事が完了したが、今後は老朽化が

進む学校施設の大規模改修工事を行う必要がある。 
こういった工事は、授業への影響を極力抑えるため、夏季休業中という限

られた期間に施工しなければならないことから、工事施工者及び学校関係者

側と十分な話し合いを行い、効率的な工事工程計画を立案する必要がある。 
【課長コメント】 
耐震補強工事が完了したことにより、安全・安心で快適な場の提供ができた。 

Ⅱ－２ 
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平成 24 年度点検・評価調書 

施 策 名 
学ぶ力・生きる力を 

伸ばす教育環境づくり 
担当グループ 教育総務グループ 

事 業 名 施設整備事業（南・第三中学校空調機設置工事） 

概  要 

より一層学習しやすい環境を提供するため、中学校の普通教室等に空調機

を設置する。 

空調機設置にあたっては、工事を２か年計画で行い、受験を迎える３年生

の学習環境の整備を行うことが重要と考え、１年目の今年、３年生の普通教

室への設置を優先する。 

 

 

成果と評価 

空調機設置により、中学校の学習環境の充実を図ることができた。 
【工事内容】 

・南中学校 

普通教室 ： ７室（支援教室含む） 

特別教室等：１２室（技術実習室・音楽室・コンピューター室 ほか） 

・第三中学校 

普通教室 ： ６室（支援教室含む） 

 特別教室等：１１室（技術室１・美術室１・理科室１ ほか） 
 

今後の課題

と目標 

工事は、授業への影響を極力抑えるため、夏季休業中という限られた期間

に施工しなければならないことから、工事施工者及び学校関係者と十分な話

し合いを行い、効率的な工事工程計画を立案する必要がある。 
また、空調使用により電気使用量の増加が予想されるため、温度管理を徹

底する等の対策を行う必要がある。 
 

【課長コメント】 
 ３年生が使用する教室に空調機を設置し、学習環境の整備を行うことができた。 
来年度は、残りの教室に空調機を設置し、学習環境の整備に努めていきたい。 

 
 

Ⅱ－３ 
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平成 24 年度点検・評価調書 

施 策 名 
学ぶ力・生きる力を 

伸ばす教育環境づくり 
担当グループ 学校教育グループ 

事 業 名 学力向上推進事業 

概  要 

小学校低学年への授業中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」を全小学校に配置し、学習活動がスムーズに行われるようにするとともに、学習

意欲を高め、学力向上を図る。 

全国学力・学習状況調査で継続的に上位の先進地を視察し、その内容を積極的に取

り入れることで、市全体の学力向上を推進する。 

大阪府教育委員会や学識経験者の指導助言を受ける機会を増やし、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。 

放課後や長期休業中に、大学生や市民などの人材を「学習支援チューター」として

活用し、継続的に学習支援を行う。 

大学生や退職教職員等の外部人材を「理科支援員」として小中学校の理科の授業で

活用することで、観察・実験の充実を図る。 

成果と評価 

【取組内容】 

項 目 取組内容 

さやまっ子 

ティーチャー 

14 名の地域の方が１年生を中心とした低学年の授業に入り、学習活動のサポ

ートを行った。 

先進地視察 
小中学校の教員 13 名が高松市を視察。 

参加者が各校で報告会を行い、先進事例を共有した。 

授業改善 
教員への指導助言を行い、特に小学校において問題解決型の授業が多く行わ

れ、子ども主体の活用力育成に取り組むことができた。 

理科支援員の配置 
実験や観察の授業支援の他、実験準備や備品整理などのサポートを行い、充

実した授業を展開できた。 

今後の課題

と目標 

・外部人材の活用をさらに充実させて、子どもたちの学習環境のさらなる改善を図る。 
・小中連携をさらに発展させ、９年間を見通した学習指導や生徒指導について、指導方法 
の系統性を確立する。 

・学力向上担当者会を開催し、各校の成果や課題を共有する中で、学習意欲のわく授業づ 
くりや家庭学習支援の方法などをさらに改善していく。 

・中学校での授業改善をめざし、問題解決的学習に重点を置いた授業など、授業研究を 
中心とした校内研修を推進する。 

【課長コメント】 
 習熟度別指導の充実や外部人材を有効に活用している学校では、子どもたちの学習意欲を高めるととも

にその成果がうかがえる。先進地視察から学んだことや子ども主体の授業づくりに重点を置いた取組をさ

らに推進し、学力向上をめざしていきたい。 
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平成 24 年度点検・評価調書 

施 策 名 
学ぶ力・生きる力を 

伸ばす教育環境づくり 
担当グループ 学校教育グループ 

事 業 名 体力向上推進事業 

概  要 

児童生徒の体力・運動能力の向上をめざし、小学校では、体育の授業にお

けるきめ細かな指導の充実を図るため体育指導支援員を、中学校では新学習

指導要領の武道必修化に対応した剣道指導支援員をそれぞれ配置すること

で、体育の指導の充実を図る。 

また、夏季休業中に学校プールを開放するほか、教職員が、体力向上プラ

ンの作成を通して、継続して取り組める運動種目を開発するなど、子どもの

健康づくりや体力づくりの環境を構築する。 

 

成果と評価 

【取組内容】 

小学校 
学級担任と体育指導支援員の複数の指導体制による児童の状況に応じた

きめ細やかな指導の実践 

中学校 
体育科担当教員と剣道指導支援員の連携による安全で充実した授業の計

画的な実施 

共通 
教職員で構成する体力向上プロジェクトメンバーによる児童生徒の体力

の状況の分析やそれに応じた体力向上プランの作成・実践 
 

各校の体力向上のための具体的な取組が推進されたほか、市内全小・中学校で効

果的な運動の指導方法を共有することができた。 
 

今後の課題

と目標 

取組を通して、児童生徒の体力、運動への意欲や技能が目に見える形で向上してき

た。今後は各校の児童生徒の体力を経年比較することで体力向上のための取組の評価

を行い、体力向上プラン会議での報告を通して効果的な取組の共有をさらに進めてい

きたい。 
また、体力や運動意欲の二極化を防ぐために、中学校区ごとの連携協力をさらに充

実させ、９年間を見通した体力向上の取組を進めていきたい。 

【課長コメント】 
 子どもの体力向上は週数時間の体育の時間で実現できるものではなく、日常的に継続

した取組が必要である。その実現に向け、子どもが意欲的に取り組む運動種目の開発と

時間の確保を工夫していく必要がある。 
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平成 24 年度点検・評価調書 

施 策 名 
学ぶ力・生きる力を 

伸ばす教育環境づくり 
担当グループ 学校教育グループ 

事 業 名 キャリア教育推進事業 

概  要 

子どもの職業意識の向上と自尊感情の育成を図るため、身近な題材から将

来の夢の実現へとつながるような小・中学校９年間で取り組む「大阪狭山市

キャリア教育プログラム」を作成し、心の力を高める。 

また、キャリア教育をテーマにした研修会や実践発表会・講演会を実施し、

教職員の資質向上を図る。 

成果と評価 

各小中学校がそれぞれ独自に指導計画を作成したものを、整理・精査し、

それぞれの中学校区ごとのキャリア教育全体指導計画を作成した。 
作成にあたり、市内幼稚園・保育所・小学校・中学校の全職員対象の教職

員研修を行うなど交流を深めることで、校区ごとに「めざす子ども像」を具

体化・共有化し、各中学校区の園児・児童・生徒の実態に即したものを作り

あげることができた。 

今後の課題

と目標 

それぞれの教職員が自校園で当たり前だと感じていることが、他の学校園

にとって新たな発見になることもある。中学校区として、連続した子どもの

学びに沿う形で、教職員もつながるように研修を実施していきたい。 
また、キャリア教育の具体的なプログラムの実施に関して、ＮＰＯ法人に

コーディネーター役として協力してもらい、学校園と地域をつなげていくた

めにさらなる連携をすすめていく。 
 

【課長コメント】 
 小中学校９年間を見通した各中学校区で作成された「キャリア教育プログラム」をい

かに実践していくかがこれからのポイントである。子どもたちの職業意識の向上と自尊

感情の育成を図り、夢を持ちその実現をめざす子どもを育てていきたい。 
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平成 24 年度点検・評価調書 

施 策 名 
学ぶ力・生きる力を 

伸ばす教育環境づくり 
担当グループ 学校教育グループ 

事 業 名 学校・評価支援事業 

概  要 

平成 22 年改訂「学校評価ガイドライン」に基づき、学識経験者や校長経

験者が学校の取組について、具体的な助言を行うことで学校力の向上を図

る。 

 

成果と評価 

狭山中学校及び北小学校において、大学教授や校長経験者が「学校づくり

応援団」として授業や行事などを参観し、子どもたちの様子や教職員の関わ

り方を直接目にすることによって、管理職をはじめ担当教員に対してアドバ

イスを行うことができた。 

またその際、他市や他校の実践の紹介や経験を踏まえた具体的なアドバイ

スを行うことで、学校が各取組を改善していくための支援ができた。 
 

今後の課題

と目標 

実施校においては、学校評価として課題を焦点化・具体化し、改善策を策

定する中で、第三者評価についての情報発信を求める。 
また、評価を公表することにより、他校においてもＰＤＣＡサイクルを確

立させる際の参考となるようにする。 

【課長コメント】 
 授業だけでなく、学校行事や生徒指導面等、学校の教育活動全体についての第三者評

価は学校運営の改善と教育水準の向上を図るうえで重要である。今後、市内の全小中学

校で実施していきたい。 
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平成 24 年度点検・評価調書 

施 策 名 
学ぶ力・生きる力を 

伸ばす教育環境づくり 
担当グループ 学校教育グループ 

事 業 名 読書ｅプラン事業(学校図書館地域開放事業) 

概  要 

子どもが本に親しみ読書の楽しさを知る中で、言葉を学び、感性を磨き、表現力

を高め、創造力を豊かなものにできるよう、各学校に巡回司書を派遣し、読書活動

の充実を図るとともに、読書感想画等の各種コンクールを実施するなど発表や表彰

の場を設け、子どもが読書に親しむ機会の充実を図る。 

 また、蔵書のデジタルベースの活用が一層図れるように、学校図書館システムの

ハード、ソフトの更新を行うほか、夏季休業中などに学校図書館を地域に開放し、

地域ぐるみでこどもを育てる環境を整備する。 

成果と評価 

・平成 22 年度から実施の各コンクールでは、昨年を上回る応募が見られた。また、

発表と表彰を行い、更なる意欲の向上を図った。 
コンクール名 対象 応募数 各賞 

読書感想文 小学生 2,123 市長賞・教育長賞・図書館長賞・優秀賞（６） 

図書館を使った調べる学習 小・中学生 1,209 
市長賞・教育長賞・図書館長賞・優秀賞（３） 

佳作（６） 

読書感想画 
保・幼園児 

小・中学生 
1,702 

市長賞・教育長賞・ロータリークラブ会長賞 

（４）佳作（４） 

・ｅプラン図書・絵本の学校園への貸し出しを実施した。また、教職員による面展

台の作成や、ボランティアも活用した「ひろば読み」を行うことで、子どもたちが

絵本に親しみ、読書意欲を向上させることができた。 
・巡回司書を各校年間 15 回派遣し、学校図書館の整備や各学校の状況に応じた読

書活動を推進することができた。 
・学校図書館開放においては、各校夏季休業中を中心に実施し、地域の方にも利用

していただくことができた。 
【参考】資料編 

今後の課題

と目標 

これまでの取組の成果を踏まえ、今後も継続・発展できるように、更に具体的な

検討を行っていきたい。また、学校園や関係機関等との連携を強化していきたい。 

【課長コメント】 
 言語力の育成が求められている今、学力向上・情操教育において、読書活動の充実が重要であ

る。幼少期から本に親しみ、心に響く本に出会い、本の世界で感じた自分をのびのびと表現でき

る取組を今後も一層推進していきたい。 
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平成 24 年度点検・評価調書 

施 策 名 
学ぶ力・生きる力を 

伸ばす教育環境づくり 
担当グループ 学校教育グループ 

事 業 名 家庭教育支援事業 

概  要 

学校と地域・家庭の連携を深めるために、中学校区ごとに地域で活動する

人材を家庭教育サポーターリーダーとして、サポーター（学生ボランティア）

や教職員などで構成された家庭教育支援チームを設置し、家庭教育支援体制

を強化するとともに、個々の家庭の状況に応じた適切な支援活動を研究実施

する。 

家庭教育支援チームは、子育てに悩みを抱える家庭（保護者）や学校から 

の依頼に基づき、支援方針を決定する。その際、必要に応じて教育委員会や

大学教員等の指導助言を受ける。 

子育ての悩み（不登校等）を抱える保護者への支援・相談活動を行うこと

で、家庭状況の改善を図る。 

 

成果と評価 

 家庭訪問を中心に保護者や子どものニーズにあった支援を行っている。 
サポーターやリーダーは学校と保護者を繋げる重要な仲介役として、機能し

ており、12 月末現在でリーダーは 141 回、サポーターは 21 回活動してい

る。 

今後の課題

と目標 

家庭教育支援チームは、学校からの依頼に基づいて派遣しており、教職員 
への周知と連携が重要である。今後は、さまざまな方法で事業をより多くの

教職員に周知し、より一層のニーズの拡大を図っていく。 
学生ボランティアのサポーターの人材確保が課題である。 

【課長コメント】 
 核家族が増え、子育てに悩みを抱える家庭が多くなった今、子どもや家庭の状況に応

じた働きかけが必要である。教職員とサポーターの連携を図り、家庭教育支援チームの

積極的な取組を推進していきたい。 
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平成 24 年度点検・評価調書 

施 策 名 
学ぶ力・生きる力を 

伸ばす教育環境づくり 
担当グループ 学校教育グループ 

事 業 名 安全・安心スクール事業 

概  要 

地域防災の担い手となる中学生の防災意識と防災行動力の向上を目的に、

市内の中学三年生全員を対象に心肺蘇生法やＡＥＤなど救命手当てについ

ての「普通救命講習」を実施し、資格を取得できるようにする。 

 

成果と評価 

消防本部救急グループとの連携で、各中学校で１時間の心肺蘇生法・ＡＥ

Ｄの使用方法など、救命手当の実技講習を実施し、市内中学三年生 512 名

が受講した。 
全員が一人一体救命講習用人形を使用して、各クラス単位で実技講習を実

施した。 
 

 

今後の課題

と目標 

来年度以降も市内中学校の三年生全生徒を対象に実施継続する予定だが、

受講者が多数のため、指導者の確保が課題である。 
 
 
 
 
 
 

【課長コメント】 
 「普通救命講習」の体験は、どの子においても今後の生活で生かされるものである。

地域防災の担い手として、今後もすべての中学生を対象に実施していきたい。 

 

Ⅱ－１０ 



 - 37 - 

平成 24 年度点検・評価調書 

施 策 名 
学ぶ力・生きる力を 

伸ばす教育環境づくり 
担当グループ 学校給食グループ 

事 業 名 学校給食センター施設改修工事 

概  要 

安心・安全な学校給食の運営を図るため、安全対策として耐震化を積極的

に進めるため、学校給食センターの耐震診断を行う。 

成果と評価 

耐震診断業務は完了し、耐震補強計画の作成や補強工事にかかる積算工事

費の積算ができた。 
 
 
 
 
 

 

今後の課題

と目標 

耐震補強工事と合わせて施設・設備の老朽化に伴う整備をしていく必要が

ある。 
 
 

 
 

【課長コメント】 
 安心・安全な学校給食の運営を図るため、年次計画を立て効率的な施設・設備の改修に

努めていきたい。 
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平成 24 年度点検・評価調書 

施 策 名 
学ぶ力・生きる力を 

伸ばす教育環境づくり 
担当グループ 学校給食グループ 

事 業 名 安心・安全な学校給食推進事業(食物アレルギー対応) 

概  要 

食物アレルギー除去食や代替デザートの提供を行うとともに、一人でも多

くの児童・生徒が給食を食べられるようアレルゲンを含まない食材の選定を

行うなど取組の充実を図る。 

 

 

 

成果と評価 

12 月末現在の除去食希望者 37 名（小学校 32 名・中学校５名） 
・たまごの除去対象者の中で、かき玉汁が食べられる場合は、除去食の提供

は行わない。また、たまごや乳製品の除去食対象者の中でクリスマスケー

キが食べられる場合も代替えのゼリーを提供しない。この様な個々の状態

に応じて対応ができた。 
・クリスマスケーキの代替のゼリーの場合は、オレンジゼリー若しくはグレ

ープフルーツゼリーを提供しており、児童・生徒若しくは保護者が選択で

きるようにした。 
・除去食の中身の充実 
 除去食はかき玉汁⇒すまし汁、マヨネーズサラダ⇒マヨネーズ抜きサラダ

になるが、対象となる食品を除去した場合でも味・ボリュームにおいて孫

色のないものを提供し、通常給食も除去食もどちらも美味しいものを提供

することができた。 
【参考】資料編 

今後の課題

と目標 

除去食対象者に除去食についてアンケート調査を実施（内容・分量・形態等）

し、アンケート結果を食物アレルギー除去食に反映させる。 
 

【課長コメント】                              
今後も、保護者・学校との連携を図りながら安心・安全で一品でも多く食べられる給食

づくりに取り組んでいく。 
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３ 点検・評価調書 

 

Ⅲ 生涯スポーツの推進 

 

 
❐狭山中学校区で世代間・地域間交流を図るために、レクリエーションイベントとして 

「さやりんピック」を開催し、地域住民のコミュニティづくりを支援します。 

❐市民が安全で安心して利用できるように、スポーツ施設の改修工事を計画的に進めま 

す。 

 

 

【主な事業】 

 

１．スポーツ施設整備事業（社会教育・スポーツ振興グループ） 

２．さやりんピックの開催（社会教育・スポーツ振興グループ） 
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平成 24 年度点検・評価調書 

施 策 名 生涯スポーツの推進 担当グループ 社会教育・スポーツ振興グループ 

事 業 名 スポーツ施設整備事業 

概  要 

 市民が安全で安心して利用できるよう、スポーツ施設の改修工事を実施

し、生涯スポーツの推進に寄与する。 

 

 

成果と評価 

市内の市民プール（東プール、西プール）の濾過機の濾材の入れ替え、  

ポンプモーターの交換などを行ったほか、総合体育館のメインアリーナ屋上

の防水改修工事を実施した。 

改修工事を行うことにより、市民が安全で安心して利用できる施設の整備

を進めることができた。 

 

 

 

 

今後の課題

と目標 

今後、年次計画に基づき優先順位を考慮しながら改修を進めるが、施設自

体が老朽化しており、改修にかかる費用が高額となる。 

 

 

 

 

 

 

【課長コメント】 

施設の状態（老朽化）をさらに把握し、指定管理施設については、指定管理者と連携、

協議し、効率的な施設整備を進めていく。 
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平成 24 年度点検・評価調書 

施 策 名 生涯スポーツの推進 担当グループ 社会教育・スポーツ振興グループ 

事 業 名 さやりんピックの開催 

概  要 

 狭山中学校区で世代間・地域間交流を図るために、レクリエーションイベ

ントとして「さやりんピック」を開催し、地域住民のコミュニティづくりを

支援する。 

 

成果と評価 

10 月 21 日に、狭山水みらいセンターの芝生グラウンド「かがやき広場」

で、第二回「さやりんピック」を開催した。約 2,000 人の市民が参加し、第

一回目の昨年度（約 1,800 人）を上回り盛況であった。 

狭山中学校区まちづくり円卓会議からの提案事業（スポーツ・レクリエー

ション）を実施することにより、地域住民が一同に会し、狭山中学校区内の

世代間・地域間の親睦・交流を図り、地域住民のコミュニティづくりを進め

ることができた。 

 

 

 

今後の課題

と目標 

狭山中学校区まちづくり円卓会議から提案される事業内容を更に精査し、

事業効果を高める。 

 

 

【課長コメント】 

 狭山中学校区まちづくり円卓会議と協働し、地域住民と共に事業展開を進める。 

 

 

Ⅲ－２ 
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３ 点検・評価調書 

 

Ⅳ 社会教育の充実 

 

 
❐公民館の耐震補強工事の実施設計を行うとともに、図書館の改修工事を計画的に 

進めます。 

❐近隣自治体の図書館資料を市民が利用できるよう「図書館広域相互利用事業」を 

進め、図書館サービスの向上、市民の利便性の向上に努めます。 

 

 

【主な事業】 

 

１．社会教育施設整備事業（社会教育・スポーツ振興グループ） 

２．図書館広域相互利用事業（社会教育・スポーツ振興グループ） 
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平成 24 年度点検・評価調書 

施 策 名 社会教育の充実 担当グループ 社会教育・スポーツ振興グループ 

事 業 名 社会教育施設整備事業 

概  要 

市民が安全で安心して利用できる社会教育施設をめざして、施設の改修工

事を推進する。 

 

 

成果と評価 

市立図書館の屋上防水工事及び電動式移動棚、排煙設備の改修を行った。 

平成 25 年度の市立公民館耐震補強工事に向けた実施設計を行った。 

 

今後の課題

と目標 

今後、年次計画に基づき優先順位を考慮しながら改修を進めるが、施設自

体が老朽化しており、改修にかかる費用が高額となる。 

 

 

 

 

【課長コメント】 

施設の状態（老朽化）をさらに把握し、指定管理施設については、指定管理者と連携、

協議し、効率的な施設整備を進めていく。 

 

Ⅳ－１ 
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平成 24 年度点検・評価調書 

施 策 名 社会教育の充実 担当グループ 社会教育・スポーツ振興グループ 

事 業 名 図書館広域相互利用事業 

概  要 

 本市と協定を締結した地方公共団体の図書館資料を本市市民が利用でき

るよう、広域相互利用を進め、市民への図書館サービスの向上、利便性の向

上に努める。 

 

成果と評価 

７月から、中部ブロック（八尾市・富田林市・河内長野市・松原市・柏原

市・羽曳野市・藤井寺市・東大阪市）及び大阪市の９市との相互利用を開始

した。また、平成 25 年４月から南河内２町１村（太子町・河南町・千早赤

阪村）との相互利用を開始する。 

広域相互利用を進めることにより、市民サービスの向上につなげることが

できた。 

 

今後の課題

と目標 

市民の周知状況を把握するために、アンケート調査を行うとともに、隣接

市である堺市との相互利用を目指すことで、さらなる図書サービスの向上に

つなげたい。 

 

 

 

 

【課長コメント】 

相互利用図書館とさらに連携・協議し、利用サービスの充実を進める。 

 

 

Ⅳ－２ 
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３ 点検・評価調書 

 

Ⅴ 歴史文化の振興 

 

 
❐狭山池の総合学術調査を進め、国指定文化財をめざします。 

❐狭山池の魅力を市の内外に発信するため、狭山池シンポジウムを開催します。 

❐文化財保護の普及啓発を図るため、市指定文化財である「大野惣絵図」の複製品を 

作製し、展示や講座などで活用します。 

 

 

【主な事業】 

 

１．文化財活用事業（社会教育・スポーツ振興グループ） 

２．狭山池の魅力発見活用事業（社会教育・スポーツ振興グループ） 

３．狭山池シンポジウムの開催（社会教育・スポーツ振興グループ） 

４．街道ガイドボランティア養成事業（社会教育・スポーツ振興グループ） 
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平成 24 年度点検・評価調書 

施 策 名 歴史文化の振興 担当グループ 社会教育・スポーツ振興グループ 

事 業 名 文化財活用事業 

概  要 

 文化財保護の普及啓発を図るため、平成 22 年に市の指定文化財として指

定した帝塚山学院大学所蔵の「大野惣絵図」の複製品を作製し、展示や講座

などに活用する。 

 

成果と評価 

「大野惣絵図」の複製品（原寸大版、三分の一版）を作製した。 

今後、指定文化財の周知・広報に活用し、市民への文化財保護意識の啓発

に寄与することができる。 

 

 

 

今後の課題

と目標 

この複製品を市民に向けて展示したり講座のテーマにするなど、利活用を

進めていく。 

 

 

 

 

【課長コメント】 

多くの市民に「大野惣絵図」を知っていただくことと併せて、文化財保護のための啓発を

進める。 

Ⅴ－１ 
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平成 24 年度点検・評価調書 

施 策 名 歴史文化の振興 担当グループ 社会教育・スポーツ振興グループ 

事 業 名 狭山池の魅力発見活用事業 

概  要 

狭山池総合学術調査委員会で狭山池の歴史的位置付け、出土遺物等の保存

活用など調査研究をすすめ、狭山池の国の文化財指定を目指す。 

 

成果と評価 

狭山池総合学術調査委員会を開き、狭山池指定にかかる調査及び狭山池出

土文化財の調査について審議を行ったほか、文化庁の担当調査官及び国の専

門委員を招聘し、現地調査を行うなど、文化財指定へ向け前進した。 

 また、狭山池を紹介するリーフレット（資料編参照）を作成し、市内の小

中学生及び主な公共施設に配布し、市民への啓発活動に努めた。 

今後の課題

と目標 

大阪府教育委員会（文化財保護課）と連携を密にし、文化庁との調整を進

め、更に狭山池の歴史的な位置付け、出土文化財などの保存や活用について

調査研究し、調査報告書を作成するなどの取組を進め、国の文化財指定をめ

ざす。 

 

 

 

 

 

【課長コメント】 

国の文化財指定にかかる文化庁との協議については、意思疎通を十分に図り進めていく。 

 

Ⅴ－２ 
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平成 24 年度点検・評価調書 

施 策 名 歴史文化の振興 担当グループ 社会教育・スポーツ振興グループ 

事 業 名 狭山池シンポジウムの開催 

概  要 

 歴史遺産である狭山池を市のシンボルに位置づけ、市内外にその魅力を発 

信することで、郷土に対する愛着を深めてもらい、地域の活性化につなげる

とともに、「狭山池シンポジウム」を開催するなど、狭山池の魅力を市民に

周知させることで、国の文化財指定を受けるための準備を進めていく。 

 

成果と評価 

平成 22、23 年度に引き続き、「ため池築造と偉人」と題した狭山池シンポ

ジウムを開催した。東アジアのため池築造や管理にかかわった歴史上の人物

に注目し、造詣の深い講師を迎え、講演とパネルディスカッションを行った。 

来場者は 180 人で、1400 年の歴史を誇る日本最古のため池である狭山池

について、狭山池の魅力を発信することができた。 

（資料編）チラシ 

今後の課題

と目標 

狭山池シンポジウムの開催に当たっては、狭山池の歴史的遺産としての魅

力を更に市内外に発信するために、市民にわかりやすいテーマ設定を行う必

要がある。 

【課長コメント】 
「狭山池の魅力」について、シンポジウムを始め、更なる啓発事業、啓発資料などの作成

を行い、狭山池を中心とする市民の歴史文化意識を育むための取組を進める必要がある。 

 

Ⅴ－３ 
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平成 24 年度点検・評価調書 

施 策 名 歴史文化の振興 担当グループ 社会教育・スポーツ振興グループ 

事 業 名 街道ガイドボランティア養成事業 

概  要 

 市内を通る西高野街道、下高野街道、中高野街道、天野街道などの歴史街

道を案内するガイドボランティアを養成するための講座（講義、体験学習）

を開催する。 

 

成果と評価 

地元の歴史研究家や隣接市の堺観光ボランティア協会から講師を招聘し、

歴史街道ガイドボランティア養成講座を開催した。 

高野街道をガイドするための基礎的な知識を深めるため、現地実習を含む

３回の講座を行い、17 人が参加した。 

 

今後の課題

と目標 

現受講者の継続的な参加と新規受講者の獲得を目指し、更なる講座内容の

充実を図る。 

 

 

 

 

【課長コメント】 

 自主運営団体を組織できるように、高野街道を通る近隣市のガイドボランティア団体（堺

市、河内長野市、橋本市）とさらに連携するとともに、歴史文化に関する専門的支援を行

う。 

 

Ⅴ－４ 
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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２４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今年度ビジョンは「子育てにやさしい環境づくり」「学ぶ力・生

きる力を伸ばす教育環境づくり」「生涯スポーツの推進」「社会教育の充実」 「歴史文化

の振興」の 5 本の柱で構成されている。各担当グループは、昨年の課題を振り返り、改善

に向けて真摯な姿勢で実態を把握している。その結果、適正に計画し改善したことが報告

書にわかりやすくまとめられている。これは、今求められるエビデンスに基づく組織運営

として評価すべきことである。 

子育て支援に関しては、継続的な取組が実を結んできており評価に値する。今後は国の

動向に鑑みて、大阪狭山市の幼児教育について子ども会議等の設置の中で検討していく必

要がある。 

学校教育に関しては全国学力・学習状況調査における結果と分析の概要が公表されてお

り、小・中学校共に結果に見られる成果を分析し、今後の方針と取組を明確にしている。

特に放課後児童への対策は、社会教育や求められるインクルーシブ教育とも連動しながら

ますますの展開に期待したい。 

また、読書 e プランでは、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お

り、読書を通じた育成の継続的な取組が実を結んできている。今後は、各担当部局の共通

理解が可能となったからこそ、乳児期・幼児期・児童期の発達過程が連動する取組に期待

したい。特に、小学校の国語力は「人との関係」「自分の気持ちを言語化する」「経験を言

語化する」等といったことが基本であり、社会教育として求められる人材養成にも繋がる

もので、大阪狭山市では、昨年度課題となった乳・幼児期の読み聞かせの充実を小中学校

の国語力向上、図書館のあり方、学級文庫の冊数、市民力の育成などを総合的に集約して

計画されているなど、真摯に継続的に努力している点に注目したい。前年度総括に示した

課題が計画的に実行され、課題解決に努めたことは評価に値する。 

また、大阪狭山市の歴史認識が項目として取り上げられたことは特筆する。地域の普及

は市民力、教育力に繋がる事項としてさらに期待したい。 
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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２４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 

  

 昨今の我が国の教育界では、深刻な問題や課題が提示されており、教育行政の機能が危機水域

に入っているという指摘もある中で、大阪狭山市では地道に、やるべき事項に確実に取り組んで

おられるという印象を持ったことを記しておきたい。 

 もちろん、同市においても課題があることは事実であり、聞き取り調査時において回答をいた

だいた点があるので、そのことを以下に示すことによって次につなげたい。 

 学校教育 G については、子どもの学力をどう高めるのかという重要な課題がある。大阪狭山市

では、以前から積極的に「学力向上推進事業」に取り組んでこられており、全国学力・学習状況

調査の結果をみても、全体として好ましい結果が示されている。しかし、小学校の国語の力（国

語Ｂ）や「考えを発表する機会」「話し合う活動をよく行っている」の結果からピサ型（国際社

会型）の学力に課題が見受けられる。これは以前から指摘されていることで、教育委員会でも十

分に認識しておられるにもかかわらず、改善が容易に進まないのは、学校教育関係者だけで即効

的に解決できる性質の問題ではないからである。子育ての時期からの取組が必要であることが分

かっているので、市としての総合的・体系的な学習・教育計画を立案する中で、こうした学力育

成のプログラムを採用すべきだと考える。 

 また、「キャリア教育推進事業」で小中一貫したプログラムが設計されていることを評価した

いし、今後のキャリア開発が必要なことは言うまでもない。「読書ｅプラン事業」は、今日の教

育行政の重要課題であることから、より一層の取組の強化が求められる。読書ボランティアを活

用した事業を進めていくべきであろう。 

 学校給食 G の「安全・安心な学校給食推進事業」等については、バイキング給食などの新しい

取組を評価したい。このような積極的な行政が望まれるが、栄養教諭配置の拡大という課題があ

るし、地産地消の考え方で食材を検討することも重要であろう。 

 こども育成室で、「民間保育園の定員拡大事業」における民間への支援を評価したい。幼稚園

や保育所は国による制度改編という現状の難しさがあるだけに、確かな取組を期待している。 

 社会教育・スポーツ振興 G では、「さやりんピックの開催」などでのまちづくり円卓会議との

連携による効果について、市民協働の視点に立った検討が求められる。「放課後児童会時間延長

事業」では、特別支援を必要とする児童・生徒への配慮が必要であろう。 

 結論として、資料にある「さやまっ子の夢をふくらませる教育」「家庭教育への 10 の提言」等

の構想で示されている事項を、今後どれだけ広げ、掘り下げるのかが市民の期待するところであ

る。関係者一同のご尽力をお願いしたいことを申し上げて、私の総括とさせていただきたい。 



 

 
 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

・平成 24 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 24 年度大阪狭山市保育教育指針  

・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」 

・さやまの学校文化の改革をめざす３ヵ年計画（レボアクション 24） 

・さやまの学校（新しい学習指導要領にもとづく教育課程の編成）   

・平成 24 年度全国学力・学習状況調査における結果と分析の概要 

・大阪狭山市の学力向上の考え方について 

・読書ｅプラン（コンクール表彰） 

・学校給食におけるアレルギー対応について 

・啐啄（７2 号～８３号） 

・こどもフェスティバルチラシ 

・狭山池シンポジウムチラシ 

・さやりんピックチラシ 

・狭山池リーフレット 

 
 
 
 

資 料 編 



平成 2４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 24年 5月１日現在 基本統計）（単位：人、クラス） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

幼稚園  ４歳児 ５歳児 計 

東 
園児数 57 69 126 

学級数 2 2 4 

西 
園児数 40 40 80 

学級数 2 2 4 

南二 
園児数 28 34 62 

学級数 1 1 2 

南三 
園児数 20 33 53 

学級数 3 3 6 

半田 
園児数 33 29 62 

学級数 1 1 2 

東野 
園児数 23 35 58 

学級数 1 1 2 

計 
園児数 201 240 441 

学級数 10 10 20 

 

小学校  １年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 計 

東 
児童数 124 134 136 136 130 133 793 

学級数 4 4 4 4 4 4 24 

西 
児童数 85 87 86 99 95 100 552 

学級数 3 3 3 3 3 3 18 

南第一 
児童数 55 46 47 48 54 58 308 

学級数 2 2 2 2 2 2 12 

南第二 
児童数 79 71 72 83 102 80 487 

学級数 3 2 2 3 3 2 15 

北 
児童数 63 64 74 74 79 85 439 

学級数 2 2 2 2 2 3 13 

南第三 
児童数 40 37 42 53 43 44 259 

学級数 2 2 1 2 2 2 11 

第七 
児童数 89 84 65 83 96 90 507 

学級数 3 3 2 3 3 3 17 

計 
児童数 535 523 522 576 599 590 3,345 

学級数 19 19 16 19 19 19 110 

 
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 12 18 20 20 25 25 120 

きらり 定 員 18 20 24 28 30 30 150 

ルンビニ 定 員 9 10 13 16 16 16 80 

計 定 員 71 91 109 128 143 148 690 

 

中学校  １年 ２年 ３年 計 

狭山 
児童数 189 207 177 573 

学級数 5 6 5 16 

南 
児童数 170 195 160 525 

学級数 5 5 4 14 

第三 
児童数 191 182 177 550 

学級数 5 5 5 15 

計 
児童数 550 584 514 1,648 

学級数 15 16 14 45 

 



　

  

　

大阪狭山市教育委員会

平成２４年度

 

 

  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

　さやまの先生たちは、気持ちをそろえて取り組みま
す。新任の先生も、ベテランの先生も、みんなで力を
合わせて、さやまっ子の夢をふくらませます。

  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

　家庭で約束を守らせることは、社会性を育てること
につながります。大阪狭山市は、学校・家庭・地域が
一体となって、さやまっ子の夢をふくらませます。

おおさかさやま

家庭教育への
10の提言

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

　　　　　保育・授業　★　あいさつ　★　そうじ

学びを活かして、
説明できる能力の育成

学力の向上

協力しようとする態度と、
自尊感情の育成

心の力の向上

　　■こんな子どもの育成をめざします

　 ■家庭や地域との絆を深め、学校力を高めます

　 ■教職員のチームワークを強め、重点的に取り組みます

家庭や地域との絆を活力にして、
「特長が見える学校園づくり」を推進します

学校力の向上

すすんで運動し、主体的に
行動できる能力の育成

体力の向上

　 ■成果の向上をめざします

おおさかさやま

学校園教職員の
実践１０か条



の育成をめざして

♡♢ 日々の保育や授業の工夫改善  ♡♢ 家庭や地域と連携した「あいさつ」の活性化  ♡♢ 清掃活動の見直しと、美しい校園内環境づくりの推進

♡♢ 好奇心や探究心を培う活動の充実
♡♢ 読書活動の推進
♡♢ 日常的な活動を重視した保育・授業の研究
♡♢ 学習規律の確立
♡♢ 子ども主体の授業で、説明力を育成
♡♢ ＩＣＴの活用

♡♢ 心が動かされる体験活動の充実
♡♢ 道徳教育の充実
♡♢ どの子も輝く集団づくり
♡♢ いじめや不登校等の未然防止に努め、
　　丁寧に対応する生徒指導体制
♡♢ 校種間連携によるキャリア教育の推進
♡♢ ともに学び、ともに育つ支援教育の推進

♡♢ 運動への意欲が高まる遊びの充実
♡♢ 一年間継続的に取り組む体力づくり
♡♢「命の大切さ」を考える取組みの推進
♡♢「早寝早起き朝ごはん」と食育の推進
♡♢「主体的に行動する態度」を育成する
　　防災教育

♡…保育所・幼稚園のポイント
♢…小中学校のポイント

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

　

 すすんで運動し、主体的に
行動できる能力の育成

体力の向上
　

　学びを活かして、
説明できる能力の育成

学力の向上
　

　協力しようとする態度と、
自尊感情の育成

心の力の向上

保育・授業　★　あいさつ　★　そうじ

　●学校園の公開による地域や校種間との絆づくり

●気持ちのそろった教職員集団づくり

●安心して学べる学校環境づくり

学校力の向上

■絆の強化を

■重点的な取組みを

■成果の向上を

特長が見える
学校園づくり



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 



　

　

  

大阪狭山市教育委員会

ー大阪狭山市保育教育指針の具現化に向けてー

さやまの学校文化の改革をめざす３ヵ年計画

大阪狭山市保育教育指針

特長が見える学校園づくりを

推進する方策

学校力の向上

自分らしく自分らしく自分らしく自分らしく 、、、、 いきいき学ぶ子いきいき学ぶ子いきいき学ぶ子いきいき学ぶ子

人とつながり人とつながり人とつながり人とつながり、、、、さやまを愛する子さやまを愛する子さやまを愛する子さやまを愛する子

日々の授業の工

夫改善で、学力の

向上を図る方策

学力の向上

子ども一人ひとり

の自尊感情を高

める方策

心の力の向上

子どもの体力や行

動力の向上を図る

方策

体力の向上



        

学習支援チューター学習支援チューター学習支援チューター学習支援チューター

「さやまっ子ティーチャー」を全小学校

に１名ずつ配置し、低学年の子どものサ

ポート体制を強化し、子どもの意欲を高

めます。

夏季休業中に、学校プールを開放する期

間を設け、子どもたちの健康づくりを応

援します。

剣道指導員の配置（拡充）剣道指導員の配置（拡充）剣道指導員の配置（拡充）剣道指導員の配置（拡充）

キャリア教育推進事業（新規）キャリア教育推進事業（新規）キャリア教育推進事業（新規）キャリア教育推進事業（新規）

○職業意識の向上と自尊感情の育成

○中学校区ごとの９年間のキャリア教育

プログラムの作成

○タイムリー研修における実践発表会

などに取り組みます。

実験や観察を一層充実した内容にできる

ように、理科の授業を支援する人材を配

置します。

理科支援員理科支援員理科支援員理科支援員

さやまっ子ティーチャー（新規）さやまっ子ティーチャー（新規）さやまっ子ティーチャー（新規）さやまっ子ティーチャー（新規）

先進地視察（新規）先進地視察（新規）先進地視察（新規）先進地視察（新規）

全国学力・学習状況調査で継続的に成果

を上げている先進地（先進校）を視察

し、よさをどんどん取り入れます。

放課後や長期休業中の学習支援ができる

チューターを導入し、自学自習力の育成

をめざします。

さやまチャレンジランキングさやまチャレンジランキングさやまチャレンジランキングさやまチャレンジランキング

クラス単位で取り組んだ長縄跳びの記録

を市教委ホームページ上に公開し、体力

づくりと集団づくりの充実をめざしま

す。

中学校の体育の授業に専門的な剣道指導

ができる指導員を配置します。

学校プール開放学校プール開放学校プール開放学校プール開放

体力向上プランの作成体力向上プランの作成体力向上プランの作成体力向上プランの作成

大阪狭山市の教員による体力向上プロ

ジェクトメンバーが、体力向上プランの

作成を通して、継続して取り組める運動

種目を開発し、ホームページで紹介しま

す。

体育指導員の配置体育指導員の配置体育指導員の配置体育指導員の配置

小学校の体育の授業をサポートする指導

員を配置し、一人ひとりの運動への意欲

の向上をめざします。

学識経験者・元校長からなる学校づくり

応援団が学校の取組みについて、具体的

なアドバイスを行い、学校力の向上を図

ります。

学校づくり応援事業（拡充）学校づくり応援事業（拡充）学校づくり応援事業（拡充）学校づくり応援事業（拡充）

学校まるごとパック事業（新規）学校まるごとパック事業（新規）学校まるごとパック事業（新規）学校まるごとパック事業（新規）

○各中学校区より１校ずつ、学校をまる

ごと公開（３年で全校）

○掲示物づくりの研究促進による学習環

境の整備

などに取り組みます。

学校運営アドバイザー学校運営アドバイザー学校運営アドバイザー学校運営アドバイザー

学校運営について、専門的な立場から、

アドバイスを行います。

人材バンク活用の工夫改善人材バンク活用の工夫改善人材バンク活用の工夫改善人材バンク活用の工夫改善

市民力をより有効に活用できるような

ルートを開発します。

大阪狭山小学校英語活動支援の会との協

働で、小学校の外国語活動、中学校の英

語指導の充実をめざします。大阪府の

「使える英語プロジェクト事業」を実施

します。

英語教育支援事業（拡充）英語教育支援事業（拡充）英語教育支援事業（拡充）英語教育支援事業（拡充）

ST分析による授業分析等を取り入れ、日

常の授業づくりに視点を当てた校内研修

の運営を推進します。

中学校区元気あっぷ事業中学校区元気あっぷ事業中学校区元気あっぷ事業中学校区元気あっぷ事業

各中学校区で、校区の課題を共有し、保

幼小中連携を深めながら、子どもも教職

員も元気になる取組みを実践します。

校内研修推進事業校内研修推進事業校内研修推進事業校内研修推進事業 家庭教育支援事業（拡充）家庭教育支援事業（拡充）家庭教育支援事業（拡充）家庭教育支援事業（拡充）

不登校や課題のある子どもを持つ保護者

を支援する家庭教育サポーターを配置し

ます。

○読書活動への意欲を高める各種コン

クールの実施や学校図書館の開放

○図書システムのハード、ソフトの更新

○図書館司書の配置

○入賞作品集づくり

などに取り組みます。

読書ｅプラン推進事業（拡充）読書ｅプラン推進事業（拡充）読書ｅプラン推進事業（拡充）読書ｅプラン推進事業（拡充）
RRRRich school culture 前向きで活動的な学校文化

EEEEffective teaching すべての子どもの学びを支える学習指導

VVVVitality 活力に満ちた人々

OOOOrganization 戦略的で柔軟な学校運営

学校文化学校文化学校文化学校文化のののの改革改革改革改革

学校力の向上学校力の向上学校力の向上学校力の向上

学力の向上学力の向上学力の向上学力の向上

体力の向上体力の向上体力の向上体力の向上

心の力の向上心の力の向上心の力の向上心の力の向上

気持ちのそろった教職員集団

で、特長が見える学校園づくり

を推進します。

進んで運動し、主体的に行動でき

る能力の育成をめざします。

学習のサポート体制の充実を図

るとともに、日常の授業を改革

する校内研修を推進します。

自尊感情を高め、すべての子

どもの力を引き出すキャリア

教育を推進します。



保護者のみなさまへ

大阪狭山市教育委員会学校教育グループ
  〒589－8501　     大阪狭山市狭山1丁目2384－1
　　　　　　　　　　　     TEL: 072-366-0011    FAX: 072-367-6011
  ホームページ　　　 http://www.osakasayama.ed.jp/gakko
  メールアドレス　　  gakkou@city.osakasayama.osaka.jp

ー新しい学習指導要領にもとづく教育課程の編成ー

大阪狭山市
教育委員会

学校で学ぶ内容が充実

理数教育･外国語教育などが充実されます

学校･家庭･地域の連携・協力が必要

「生きる力」の育成は、学校･家庭･地域が連
携し、社会全体で取り組むことが不可欠です

授業の時間数が増加

小中学校とも、全ての学年で１週間あたりの
授業時間数が増えます

子どもたちに「生きる力」を

平成１４年度からの学習指導要領の理念を受
け継ぎ、より一層育むことをめざします

　小学校では平成２３年度から、中学校
では平成２４年度から、新しい学習指導
要領による教育がはじまります。
　大阪狭山市の各小中学校では、子ども
たちに「生きる力」を育むために、さま
ざまな工夫をしながら、教育内容の一層
の充実に向けて、取り組んでいます。

※学習指導要領とは
　 全国どこの学校で教育を受けても、一定の教育水準を確保できるようにする
   ため、各学校が各教科で教える内容を、文部科学省が定めているものです。
※教育課程とは
　 教育内容を授業時数と関連させて系統的に配列したもの(カリキュラム）で、
   各学校が子どもの実態に合わせて編成します。

幼稚園のみなさん！
こんにちは！！

またきてね！
ばいばい！



　思考力･判断力･表現力を育みます 　理数の力を育みます

　伝統や文化に関する教育を充実します 　外国語教育を充実します

　道徳教育を充実します 　体験活動を充実します

　
　学校の教育活動全体を通じて、子どもたちの道徳性を
養います。あいさつ･規範意識・生命の尊重・社会への
主体的な参画などについて指導します。

　
　子どもたちの社会性や豊かな人間性を育むため、小
学校では自然の中での活動、中学校では職場体験活動
など、さまざまな体験活動を充実します。

　健やかな体を育てます 　社会の進展に対応した教育を行います

　
　子どもたちが生涯にわたって運動に親しむことができ
るようにします。小学校では体を楽しく動かせること、
中学校ではさまざまな運動に触れることをめざします。
大阪狭山市では、小中学校の全クラスに長縄を配付し、
体力づくりと集団づくりに取り組みます。

　
　社会や環境の変化の中で、自分で判断し、行動してい
けるよう、環境教育・食育・情報教育・支援教育等の充
実を図ります。大阪狭山市エコアクション２１とも関連
させた取組みを行います。

　
　課題の解決に向かって、自分で考え、それを説明し
たり、話し合ったりする場面を充実させ、すべての教
科で言語活動の充
実を図ります。

　
　算数･数学では、大切な内容を繰り返して学習すると
ともに、学んだことを生かすような学習を進めます。
　
　理科では、科学的な
見方や考え方を育てる
ために観察や実験を
充実させます。

　子どもたちの伝統や文化についての理解を深めます。
　
　大阪狭山市の中学校で
は、武道が必修になった
体育の授業に、剣道指導
支援員を配置し、指導の
充実を図っています。

　
  大阪狭山市では、大阪狭山小学校英語活動支援の会の
協力を得て、ALTとともに、小学校の英語活動の充実
を図っています。
　小学校では、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
素地を養います。
　中学校では、学ぶ語数が
増え、聞く･話す･読む･書
くなどの技能をバランスよ
く育成します。

自然体験活動

田植え体験

歩道を花いっぱいに街 に出て清掃活動

キャリア教育の取組み体育の時間朝の体力づくり

剣道の授業 小学校英語活動

６年理科の実験子どもが活躍する授業づくり

ICTの活用

職場体験



  授業時数の増加は、「詰め込み教育」への転換ではなく、各教科において指導事項の充実を図るとともに、確
実な習得を図るための繰り返し学習、知識や技能を活用する学習を充実するために行うものです。

　少人数指導で、一人
ひとりの活躍の場を増
やします

　確実な習得を図るために、繰り
返し学習を行います

　具体物を用いた活動を増
やし、自分で解決する力を
育てます

　自分の考えを表現する
場を増やします

　話し合いなどの言語活動を、すべて
の教科で多く取り入れます

　増加した授業時数で、次のような学習をします

★大阪狭山市の各小中学校では、二学期制を取り入れるとともに、補充の時間や復習の時間を別に設定したり、
　行事に応じて時間割を調整するなどの工夫をしながら、授業時数を確保するようにしています。

週当たりの
時間数

増加時間数
(H20までと比較)

時間が増えた教科 時間が減った教科 新設

１年 ２５ ＋２ 国語・算数・体育

２年 ２６ ＋２ 国語・算数・体育

３年 ２７ ＋１ 国語・算数・理科・体育 総合的な学習

４年 ２８ ＋１ 国語・社会・算数・理科・体育 総合的な学習

５年 ２８ ＋１ 社会・算数・理科 国語・総合的な学習 外国語活動が新設

６年 ２８ ＋１ 社会・算数・理科 総合的な学習 外国語活動が新設

週当たりの
時間数

増加時間数
(H20までと比較)

時間が減る教科

１年 ２９ ＋１ 総合的な学習・選択教科

２年 ２９ ＋１ 国語・理科・保健体育･外国語 総合的な学習・選択教科

３年 ２９ ＋１ 社会・数学・理科・保健体育・外国語 総合的な学習・選択教科

■小学校の１週間あたりの授業の時間数（平成２３年度から実施）

６年間の増時間数：国語（＋８４）社会（＋２０）算数（＋１４２）理科（＋５５）体育（＋５７）外国語活動(＋７０）
　　　　　　　　　　　　減った時間時数を引くと、合計２７８時間増

■中学校の１週間あたりの授業の時間数（平成２４年度から実施）

３年間の増時間数：国語（＋３５）社会（＋５５）数学（＋７０）理科（＋９５）体育（＋４５）外国語(＋１０５）
　　　　　　　　　　　　減った時間数を引くと、合計１０５時間増　　　※選択教科はなくなります

数学・保健体育・外国語

時間が増える教科



　

　家庭で育む「生きる力」 　地域との連携により育む「生きる力」

家庭教育は全ての教育の出発点です。
大阪狭山市では家庭教育指針を提言しています。

　＜おおさかさやま　家庭教育指針＞

 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

　子どもは多くの大人と触れ合うことで、さまざまな力
を身につけますので、地域ぐるみで子どもを育てる環境
づくりを進めていくことが重要です。大阪狭山市では、
次のようなことに取り組んでいます。

●大阪狭山市総合的教育力活性化事業
　中学校区ごとの地域協議会を支援し、地域の総合的な教育

　力の向上を図ります。

●学校園地域連携推進事業
　人材バンクの登録者が、得意な分野で授業に関わります。

●英語教育支援事業
　大阪狭山小学校英語活動支援の会の方々が、小学校の英語

　活動を支援します。

●学習支援チューター事業と学力向上推進事業
　学生や市民等が放課後や夏休み中の学習指導を支援します。

●中学校部活動支援人材活用事業
　中学校の部活動の指導をサポートします。

●体力向上推進事業
　中学校では、武道（剣道）の指導、小学校では体力づくりの

　指導をサポートします。

●読書eプラン推進事業
　学校図書館ボランティアと協働し、読書活動を推進します。

●家庭教育支援事業
　不登校や問題行動などの相談活動を行います。

※「生きる力」とは、知・徳・体のバランスの
　　とれた力のことです。

　

　これまでの理念を継承し、教育基本法改正等を
踏まえ、「生きる力」の育成をめざします。

　学習指導要領の理念－「生きる力」 　新しい学習指導要領改訂のポイント

確かな学力

健康･体力豊かな人間性

自らを律しつつ、
他人とともに協調し、
他人を思いやる心や感動する
心など

たくましく生きるための
健康や体力

①基礎的な知識・技能をしっかりと身につけさせます
②知識・技能を活用し、自ら考え、判断し、表現する力
　を育みます
③学習に取り組む意欲を養います

「ゆとり」か「詰め込み」かではなく、基礎的･基本的
な知識･技能の習得と思考力･判断力･表現力等の育成と
の両方が大切です。
　それぞれの力をバランスよくのばしていきます。

　家庭で約束を守らせることは、社会性
を育てることにつながります。
　みなさんのご家庭では、どんなことを
大切にされていますか？

地域のさまざまな行事に、先生たちも
積極的に参加しています！
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全国学力・学習状況調査における結果と分析の概要 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

大阪狭山市教育委員会 
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１．調査の概要 

  （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 

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

  ◇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 

  

  （2） 調査実施日および対象学年 

   平成２４年４月１７日（火）    小学校第６学年と中学校第３学年全員を対象に実施 

 

                     

  （3）児童・生徒に対する調査の内容 

     ①教科 小学校：国語 算数 理科    中学校：国語 数学 理科 

       ○主として「知識」に関する問題 （Ａ問題） 

           ・身につ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 

       ○主として「活用」に関する問題 （Ｂ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 

       ※理科は主として「知識」に関する問題と主として「活用」に関する問題を一体的に問う 

   

     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アンケート調査 

             例 ： 朝食を毎日食べていますか 

                    自分には、よいところがあると思いますか 

                 家で自分で計画を立てて勉強をしていますか 

                 近所の人に会ったときは、あいさつをしていますか 

 

 

 （４）４月１７日に抽出調査を実施した学校・児童生徒数 

 

      参加学校数（参加率） 参加児童・生徒数 

小学校 ７校（１００％） ５７７人 

中学校 ３校（１００％） ４９８人 

 

◆平成２４年度全国学力・学習状況調査の概要 
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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。 

  全国学力・学習状況調査は平成１９年度より実施され（平成２３年度は未実施）、本市も毎年参加してきまし

た。平成２２年度から悉皆調査ではなくなり、抽出校と希望利用校という形での参加となりました。本年度は、す

べての学校が希望利用校としての参加です。 

  抽出校による全国および大阪府の傾向との比較はまだできませんが、各学校の結果データをもとにして、ま

た各学校のまとめに基づいて、現時点での大阪狭山市としての概要をまとめました。 

 

■本調査は、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。また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。 

 

 

 

３．大阪狭山市立小・中学校全体の平均正答率および平均無解答率  

 

 小学校   

 

中学校   

国語 算数 理科 国語 数学 理科 
A B A B A B A B 

平均正答率（％） 83.4 51.6 76.6 65.1 62.2 77.1 63.8 65.7 50.8 54.0 
 

平均無解答率（％） 1.7 5.4 1.3 3.6 2.8 3.2 5.8 2.1 16.0 9.1 

                            平均無解答率は、各問題の無解答率の単純平均 

                                                      単位は％ 

 

     平均正答率（％）  大阪府（公立）および全国（公立）との比較    

小学校 市 大阪府 全国 

 

中学校 市 大阪府 全国 

国語Ａ 83.4 80.5 81.6 国語Ａ 77.1 73.1 75.1 

国語Ｂ 51.6 53.5 55.6 国語Ｂ 63.8 59.1 63.3 

算数Ａ 76.6 74.2 73.3 算数Ａ 65.7 60.2 62.1 

算数Ｂ 65.1 58.4 58.9 算数Ｂ 50.8 45.9 49.3 

理科 62.2 57.8 60.9 理科 54.0 47.8 51.0 
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全国および大阪府との平均正答率・平均無解答率の比較から 

小学校 

   

国語Ｂは全国および大阪府の 

平均正答率を下回る結果になり 

ました。 

  他の科目は府および全国の平 

均正答率を上回っています。特 

に算数Ｂは良好な結果が見られ 

ました。 

 

  無解答率は全種目で府および 

 全国を下回り、数値としても低 

 く、解答対する前向きな姿勢が 

 うかがえます。ただＢ問題に多 

 くある記述式問題の無解答が多  

 いのは課題として残っています。 

 

 

 

中学校 

   全科目で全国および大阪府の 

平均正答率を上回る結果でした。 

概ね各教科の基礎的な学力がつ 

いていると考えられます。 

    

  無解答率は国語および数学の 

Ｂ問題で全国を上回る結果でし 

た。小学校同様、記述式問題、 

特に自分の考えをまとめて書く 

問題に対しての無解答率が高い 

 ことが課題です。 

   

 

 

 

 

各グラフ：左から「市・府・全国」 

縦軸の単位は％ 

 

平均無解答率（小学校） 

平均正答率（中学校） 

平均無解答率（中学校） 

平均正答率（小学校） 
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小学校国語 

◇各領域において、基礎的・基本的な内容は概ね理解ができていると考えられます。

漢字の出題では読み書きの理解度は高いと考えられますが、漢字によって正答率が低

いものもみられます。確実に理解させることが必要です。 

◆提示された資料を読み取った上で，相手に伝える文をまとめたり、複数の記事を結び

付けて読みとり、自分の考えを記述したりする問題に課題がみられました。普段の授業

で発表の場を多く設定して、理由を明確にして相手に伝えることや、必要な数値を引用

しながら自分の考えを述べることが重要です。 

小学校算数 

◇計算問題を含め基本的な内容については理解し、対応できています。反復学習等の

練習の積み重ねの成果だと考えられます。 

◆問題場面から必要な情報を選択したり、情報を組み合わせたりして解決への見通し

を立てる問題に課題がありました。また、自分の導き出した答えについて、必要なことを

整理して説明することにも課題があります。 

小学校理科 

◇主として「知識」に関する問題での正答率は概ね高く、基本的な知識理解はできてい

ると考えられます。「活用」に関する問題では生物分野での正答率が高く、身近なものと

して関心を持つことができているものと考えられます。 

◆理科では図表やグラフを読み取り、そこに示されている情報を読み取る力が特に求

められますが、いくつかの情報を組み合わせて考えること、そして自分の考えとしてまと

めることに課題が見られました。 

中学校国語 

◇基礎的・基本的な内容は概ね理解できている様子です。選択式や短答式での無解

答率も低いです。 

◆指定された条件に基づいて具体的な例をあげて文章を書くことに課題が見受けられ

ます。自分の考えをまとめ、説明を記述する問題での無解答率が高くなっています。ま

た、他教科・領域での既習事項を文の内容と結びつけることによって理解を進める問題

に課題がみられました。 

中学校数学 

◇基本的な計算や図形の基礎的事項の理解は概ね進んでいる様子がみられます。数

学的な用語については理解が確実でないものも見受けられます。 

◆関数や作図に関して、問題解決の方法を、筋道を立てて数学的に説明することにつ

いては課題が見られます。 

中学校理科 

◇各設問の中での基本的な問題での正答率は概ね高く、基本的事項を理解す

ることはできていると考えられます。 

◆実験や観察の結果から考察する、または他者の考察を検討して自分の考え

をまとめ上げるといった力に課題があります。物理分野での正答率が概して低

い結果でした。実験や観察を定量的に扱い、数値処理をすることに慣れていく

ことが求められます。 

 

各教科の結果と考察 
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小学校 国語 

国語Ｂ「２－二」の問題です。 

資料を読み取った上で、質問

をしたい内容を明確にして発表

するという問題ですが、正答率

が２番目に低く、無解答率も２

番目に高いという結果で課題が

みられます。 

 資料の内容を読み取り、条件

にしたがって正しく数字を用い

て質問形式にまとめる必要があ

ります。事実をもとにしてそれ

を深める表現力が求められま

出題の趣旨と本市の課題 

日々の授業づくりで・・ 

・二つの資料を比較して「違っている点」「似ている点」を子どもたちが考え、資料の特徴に 

気づくような活動を行っていますか。 

・質問する相手や考えを伝えたい相手を意識して、目的意識を明確に持って「書く」活動を行 

 っていますか。 

・授業の中で気づいたことやわかったことなどを簡潔に書きとめる活動を行っていますか。 

課題の見られる問題について 
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小学校 算数 

出題の趣旨と本市の課題 

算数Ｂ ４－(3)の問題です。   

 はかりを適切に読み取り、与えられた条件をもとに筋道を立てて考え、重さの求め方を

記述するという問題です。正答率が２番目に低く、無解答率も２番目に高いという結果で

した。図や条件から導き出せる数量の意味をとらえ、順序立てて式に示していくことが不

十分でした。 

日々の授業づくりで・・ 

・問題を解決するために必要な情報は何か、どのような手順で考えていけばよいのなど、解決

の見通しを考える活動を取り入れていますか。 

・考えた式や答えの理由を言葉で相手に説明したり、ノートにまとめたりする活動を日常的に 

行っていますすか。 

・子どもたちの生活と関わりの深い題材を生かした課題設定ができていますか。 
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出題の趣旨と本市の課題 

理科４－(5)の問題です。   

 天気の様子と気温の変化の関係についてデータをもとに分析して、その理由を記述でき

るという問題です。正答率が最も低く無解答率が最も高い結果でした。問題文に示された

状況とグラフに示された情報を結びつける力が必要です。理由として時間、天気、気温の

変化それぞれに着目する必要があり、それらを使って的確に述べることが不十分でした。 

日々の授業づくりで・・ 

・ふだんから気象情報に触れるような機会を持ち、天気の変化に興味・関心をもてるようにし 

ていますか。 

・気温の変化に限らず、データからグラフを作成すること、またそのグラフから特にその変 

化についての考察や予想をするような活動をしていますか。 

・実験の結果などについて、その要因や根拠を考察して説明する活動を大切にしていますか。 

小学校 理科 
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日々の授業づくりで・・ 

・文章の読み取りに際しては、展開に即して内容を正確に理解していくこと、目的に応じて 

必要な情報を読み取ることに取り組んでいますか。 

・説明的な文章を扱う際は、中心となる話題や重要な言葉が文章全体の中で、どのように位置づ 

けられているのかを捉えていますか。 

・他教科の既習事項や日常的な事柄と関連付けて、内容の理解を進めるようにしていますか。 

中学校 国語 

Ａ問題 ６－二の問題です。  

 取扱い絵表示の内容に加えて気を付けなければならないこととして適切なものを選択する 

問題です。 

解答は選択なので無解答率は高くありませんが、正答率がＡ問題では最も低い問題でした。 

 本文中にある「洗うとき」の注意点を確認し、すでに絵表示によって表されている内容と比較

することで正答が導き出される問題ですが、十分に読み取れていないための誤答が多くみられ

ました。 

出題の趣旨と本市の課題 
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中学校 数学 

出題の趣旨と本市の課題 

算数Ｂ １－(2)の問題です。   

 ２つの人工衛星の軌道の長さの差を求める計算から分かることを選び，その理由を説明

するという問題です。正答率が最も低く、無解答率も高い問題でした。軌道の長さの差を

計算する過程で， r すなわち地球の半径の値が消去されることの数学的な意味をとらえら

れず、説明が十分できていません。 

日々の授業づくりで・・ 

・説明する事柄とその根拠を明確に区別し，「（  ）だから（  ）である」のように的確に 

説明できるように普段から取り組むことができていますか。 

・日常的な事象に関して、文字式を用いて求めた後で，計算の過程を振り返る場面を設定して 

いますか、また得られた数学的な結果を事象に即して解釈する活動を取り入れてますか。 



- 10 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日々の授業づくりで・・ 

・学習内容を日常的な現象や社会での課題とを結びつけてとらえさせ、課題解決に活用するよ 

うな場面が設定されていますか。 

・電力や電力量、エネルギーなど計算を伴う事柄については、それらの単位を含めて丁寧にそ 

の意味を理解するようにしていますか。また、具体的な事例で計算して、身近な課題と結び

つけて考えるような取り組みができていますか。 

中学校 理科 

 ２－(6)の問題です。   

「電力量」を理解し、具体的な例で計算によりその値を求めることができるかどうかをみ

る問題です。正答率が最も低く、無解答率も２番目に高い問題でした。電力量の意味を理

解することに課題があるとともに、計算に用いる単位量の変換についての知識理解に課題

がみられます。 

出題の趣旨と本市の課題 
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★国語A 

★国語B 

国語の勉強は好き 

国語の授業の内容はよく

分かる 

読書は好き 

★算数A 

★算数B 

算数の勉強は好き 

算数の授業の内容はよく

分かる 

★理科 

理科の勉強は好き 

理科の授業の内容はよく

分かる 

授業で，自分の考えを発

表する機会が与えられて

いる 

授業で，学級の友達との

間で話し合う活動をよく

行っている 

市 

府 

全国 

質問紙調査から 教科および授業について「 

 ○国語Ｂ以外は各教科大阪府、全国の平均を上回っている。 

 ○教科の勉強や授業に対して好意的に答えている子どもの割合はほぼ全国平均であるが、 

理科は若干全国平均を下回っている。 

 ○授業で「話し合う活動」を「よく行っている」ととらえている子どもの割合が全国および 

  府平均を下回っている。 

  

 ◇各設問でほぼ全国平均と同様な値を示しており、学習に対しては概ね前向きな姿勢がうか 

がえます。 

 ◆理科の授業は実験や観察を含め、学習内容を身近なものとして実感できるような工夫が必 

要です。 

 ◆授業での話し合い活動などをより積極的に取り入れるなど、子ども中心の授業への方向を 

さらに確かなものにしていく必要があります。 

★は平均正答率 

単位は％ 
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★国語A 

★国語B 

国語の勉強は好き 

国語の授業の内容はよく

分かる 

読書は好き 

★数学A 

★数学B 

数学の勉強は好き 

数学の授業の内容はよく

分かる 

★理科 

理科の勉強は好き 

理科の授業の内容はよく

分かる 

授業で自分の考えを発表

する機会が与えられてい

る 

授業で生徒の間で話し合

う活動をよく行っている 

市 

府 

全国 

○平均正答率は各教科、全国の平均を上回っている。 

 ○各教科の勉強や授業に対して好意的に答えている子どもの割合が全国および府の平均を 

  下回っている。 

 ○授業での「考えを発表する機会」や「話し合う活動」については府平均を上回っているが、

全国平均を大きく下回っている。 

  

 ◆全体的に授業での学習に対して、子どもたちの意欲が低いのが大きな課題です。 

◆「わかる授業」をめざした授業の工夫を各教科で取り組む必要があります。 

 ◆授業での話し合い活動など、子ども主体の授業に中学校でも取り組むように改善を図り、 

小学校と連携して、一貫した授業スタイルを作り上げることが必要です。 

 

★は平均正答率 

単位は％ 
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○全国平均(H22)レベル達成を目標に 

H24市 

全国調査 

H23市 

 府調査 

H22  

全国平均 

組織的な推進について 

｢全教職員で共有して取り組む｣ことが定着したが、さらに意識をもって組織的に学力向上に向けた取組

みを各学校で推進する必要がある。 

学校の方策について全教職員で共有して取り組む 

【学校質問紙】 

◆学校の教育目標やその達成に向けた方策について､全教

職員の間で共有し､取組みにあたっている。 

小学校 100% 85.7% 55.1％ 

中学校 66.7% 100.0% 45.2% 

授業づくりについて 

｢授業の内容がよくわかる｣と答えた児童生徒が減少した。特に中学校での工夫改善が求められる。 

授業内容がわかる子どもを増やす 

【児童･生徒質問紙】 

◆国語の授業の内容はよく分かる 

◆算数(数学)の授業の内容はよく分かる 

小学校 81.8% 83.5% 80.2% 

中学校 58% 71.7% 67.8% 

学習規律について 

比較的落ち着いた学習環境が作られてきているが、授業規律を学力向上と関連付け支える中で、

子どもたちが主体的に取り組める場にしていくことが必要である。 

私語が少なく落ち着いている教室を作る 

【学校質問紙】 

◆児童(生徒)は､授集中の私語が少なく､落ち着いている

(｢そのとおりだと思う｣と答えた学校の割合) 

小学校 57.1% 42.9% 32.5% 

中学校 66.7% 0.0% 42.7% 

自学自習力について 

｢計画を立てて勉強している｣と答えた児童・生徒が減少した。取組みが不十分であると考えられる｡

計画づくりを含めた家庭学習への取り組みを具体化させていくことが重要な課題である。 

家で計画的に学習する子どもたちを育てる 

【児童･生徒質問紙】 

◆自分で計画を立てて勉強をしている 

小学校 54.4% 60.3% 58.3% 

中学校 35.1% 44.5% 41.8% 

普段の家での学習時間が 30分未満の子どもたちを減らす 

【児童･生徒質問紙】 

◆学校の授業時間以外に､１日あたりどれくらいの時間､勉強しま

すか(30分以上と答えた児童･生徒の割合) 

小学校 80.5% 75.4% 84.8% 

中学校 83.4% 84.4% 83.1％ 

読書習慣の定着について 

学校での読書に関する取組みは進んできたが、家庭での普段の日の読書時間は確保されておらず、

全く読書をしない子どもたちに対しての読書に対する取組みを具体化する必要がある。 

読書に親しむ子どもたちを育てる 

【児童･生徒質問紙】 

◆家や図書館で普段、１日あたりどれくらいの時間､読書をし 

ますか(｢全くしない｣以外を答えた児童･生徒の割合) 

小学校 80.5% 81.2% 79.3% 

中学校 53.7% 69.3% 61.9% 

 

大阪府と共有した成果指標の状況について 
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◆平成２０年度全国、平成２３年度大阪府学力・学習状況調査の児童質問紙、生徒質問紙と比較して 

   

今回の調査では小学校・中学校とも多くの項目で、肯定的な回答や前向きな回答が多数を占め、学校や家庭にお

ける子どもたちの落ち着いた生活の様子がうかがえます。 

しかし、平成２０年度全国学力・学習状況調査および平成２３年度大阪府学力・学習状況調査における質問紙調

査の共通項目で比較してみるといくつかの課題がみられます。 

（数字は「あてはまる」と「どちらかといえばあてはまる」の合計（％） 

 

 H24全国調査  H23大阪府調査  H20全国調査 

小学校 市 府 全国  市 府  市 府 全国 

自分には良いところがあると
思う 

79％ 73％ 77％  70% 68%  79% 69% 73% 

学校のきまりを守っている 90％ 87％ 91％  79% 73%  84% 80% 86% 

物事を最後までやりとげてう
れしかったことがある 

95％ 94％ 95％  91% 91%  93% 92% 94% 

家の手伝いをしていますか 78％ 77％ 81％  78% 76%  76% 74% 78% 

近所の人に会ったとき、あいさ
つをしている  

92％ 88％ 91％  91% 89%  89% 84% 89% 

朝食を毎日食べている 97％ 94％ 96％  95% 94%  95% 93% 95% 

普段（月～金曜日）、７時まで
に起きている 

69％ 54％ 79％  69% 62%  59% 49% 75% 

今住んでいる地域の行事に
参加している 

54％ 52％ 63％  42% 48%  48% 48% 60% 

平日、家や図書館で、１０分以
上読書をする 

56％ 53％ 61％  64% 68%  62% 54% 63% 

 

 H24全国調査  H23大阪府調査  H20全国調査 

中学校 市 府 全国  市 府  市 府 全国 

自分には良いところがあると
思う 

60％ 61％ 68％  59% 56%  60% 54% 61% 

学校のきまりを守っている 89％ 90％ 93％  88% 85%  87% 83% 87% 

物事を最後までやりとげてう
れしかったことがある 

90％ 91％ 93％  87% 86%  92% 90% 92% 

家の手伝いをしていますか 62％ 63％ 66％  63% 62%  58% 59% 61% 

近所の人に会ったとき、あいさ
つをしている  

86％ 86％ 87％  86% 88%  86% 82% 83% 

朝食を毎日食べている 87％ 90％ 94％  91% 88%  91% 86% 92% 

普段（月～金曜日）、７時まで
に起きている 

43％ 40％ 70％  49% 43%  45% 34% 65% 

今住んでいる地域の行事に
参加している 

28％ 27％ 38％  24% 28%  31% 26% 37% 

平日、家や図書館で、１０分以 
上読書をする 

42％ 38％ 50％  60% 52%  44% 36% 49% 

◆学習状況調査の結果 （過去の全国・大阪府調査との比較） 
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小学校   

 平成２３年度の大阪府調査時と比較してみますと、ほとんどの項目で数値が上回りました。昨年度の大

阪府の数値と比べても概ねよい結果といえます。平成２０年度の全国調査の数値と比較すると、市の数値

では上回っていますが、全国の数値と比較すると「朝の起床時間」「地域行事への参加」では低い割合と

なっており、まだ改善の必要がある項目です。 

 「平日の家や図書館での読書」については、市での比較でも、昨年度を大きく下回る結果となりました。

学校での読書活動は、いろいろな形で取組みが進んでいますが、家庭での読書について具体的な取組

みを進める必要があります。 

 

中学校 

 平成２３年度の大阪府調査における市の数値、大阪府の数値との比較では、ほとんどの項目でほぼ同

じような数値となり、傾向としてあまり変化がない様子がうかがえます。しかし、過去の数値を下回る項目

がみられることは課題です。 

 「朝の起床時間」「平日の家や図書館での読書」は小学校同様、昨年度を下回っていますし、「地域行事

への参加」の数値も低く、小学校、中学校を通しての課題です。 

 

 平成２３年度の大阪府調査で課題としていた、小学校での「自分にはいいところがあると思う」や中学校

での「物事を最後までやりとげてうれしかったことがある」などはポイントが上がり、改善されてきた様子が

みられます。学校や家庭、地域における様々な場面で、子どもたちが自信と誇りを持つことのできるように、

保護者の皆様には引き続きご理解とご協力をお願いいたします。 

  

 大阪狭山市の家庭教育指針を掲載いたします。ご参照ください。  

 

    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」  
   

   

   

 

  

   市内各小・中学校のまとめ （結果概要） 

東小学校 西小学校 南第一小学校 南第二小学校 南第三小学校 

北小学校 第七小学校 狭山中学校 南中学校 第三中学校 

 

１．他の子と比べずに、認めて、褒めて、自信を  ６．明るい挨拶が交し合える家庭を 

２．「だめなことはだめ」―親としての躾と言動規範を  ７．十分な睡眠時間とバランスの取れた食生活を 

３．「目を離さず、手を放す」の心構えを  ８．自然や人と触れ合える遊びや活動の場を 

４．家庭において一人ひとりに役割分担を  ９．伝えよう、先人の知的財産である本の面白さを 

５．コミュニケーションの取り合える時間の確保を １０．ご家庭ならではの約束事を 

http://higashi-es.osakasayama.ed.jp/kochositu/image/matome.pdf
http://nishi-es.osakasayama.ed.jp/2012/sonota/image/gakuryoku.pdf
http://m1-es.osakasayama.ed.jp/homepage2/gakuryoku/23gakuryoku.html
http://m2-es.osakasayama.ed.jp/koutyou/gakkoukaranoosirase/24gakutestmatome.pdf
http://m3-es.osakasayama.ed.jp/gakute-2012.pdf
http://kita-es.osakasayama.ed.jp/image/24gakuryokutousa.pdf
http://dai7-es.osakasayama.ed.jp/24gakute.pdf
http://sayama-jh.osakasayama.ed.jp/H24_zenkoku_gakuryoku.pdf
http://minami-jh.osakasayama.ed.jp/chosa/H24/H24zenkokumatome.pdf
http://dai3-jh.osakasayama.ed.jp/2012/h24hp.pdf


 

  

平成２５年 ２月 

大阪狭山市教育委員会 
  

 

保護者や地域の皆様には、日ごろから本市の教育活動にご理解とご協力をいただき、心より感謝

申し上げます。 

さて、今年度は、全国調査（4月 17日）と大阪府調査（6月１２日）の 2つの学力・学習状況

調査が実施されました。大阪狭山市はすべての学校が、大阪府調査には参加せず、全国調査に参加

しました。全国調査は、平成 19年度より実施し、経年比較を行っております。 

大阪狭山市では、これらの結果分析をふまえながら、「生きる力」（下図参照）の育成をめざして

います。そして、「学力」「体力」「豊かな心」をバランスよく育てるように、取り組んでいるところ

です。 

 

  

本市の学力向上に対する考え方ついて、 

Ｑ＆Ａという形でとりまとめました。 

今年度策定いたしました「レボアクション 24」

（＊別に記載）と合わせて、ご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

文部科学省ホームページより 

 

 



●生きる力を育むためには、学力の 3つの要素を、バランスよく育むことが大切です。 

 
●「学習意欲」は、日本の子どもの大きな課題ということが、今年度の国際的な調査でも
わかりました。 

 
●これまでの調査の分析結果から、本市の子どもたちも、学習意欲を向上することが、特
に大切と考えられます。 

 

樹は、根がしっかり

張ってないと、大き

く成長できません。 

 

Ｑ．大阪狭山市の「学力」に対する考えを教えてください。 

Ａ．新しい学習指導要領は、子どもたちの現状をふまえ、「生きる力」を育むという理念のもと、 

①知識や技能の習得とともに②思考力・判断力・表現力など活用力の育成を重視しています。そ

して、そのような力の土台となるのは、③学習意欲です。 

（※これら①②③は、学校教育法第３０条第２項等において、「学力」の３つの要素と示されています） 

 

 これまでは、知識や技能（見える学力）の習得に重点が置かれがちでしたが、これからの社会

を生きていくためには、活用力と学習意欲（見えない学力）が特に大切と言われています。 

   大阪狭山市では、学習過程における子どもの姿を大切に評価し、子どもが今までに学んだこと

を活かそうとしていたり、積極的に取り組もうとしたりする姿を見つけ、ほめて自信や意欲を高

める指導をめざしています。そして、このような地道な取組みを継続し、「見える学力」だけでな

く「見えない学力」を高めることが、将来にわたって必要なことを学び続ける子どもの育成につ

ながると考えています。 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

大阪大学の志水宏吉教授は、 

学力を樹にたとえて、説明されています。 

 

 

 

 

①知識・技能 

②思考力 
判断力・表現力 

③学習意欲 
関心・意欲・態度 

 

葉は、テスト等によって測定可能な「見える学力」

根は、「見えない学力」で学習意欲を表しています。

葉と根をつなぐ幹は、思考力・判断力・表現力等に当

たります。 

葉と幹と根がバランスよく成長してこそ、力のある

樹に成長できます。 

 



 

Ｑ．学力・学習状況調査は、何のために実施されるのですか？ 

Ａ．学力・学習状況調査の目的は、「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」ことです。文部科学省の学力調査に関する専門家会議の座長である梶田叡一さん

も、「学力調査の目的は、『評価』ではありません。実態を把握して、各学校が一人ひとりの子ど

もたちを指導し、教育委員会が学校を支援するために行います」と強調しています。 

 大阪狭山市は、この目的に応じて学力調査を実施し、活用しています。 

 

Ｑ．今年度、大阪府調査に参加しなかったのは、なぜですか？ 

Ａ．大阪府調査は、個票に学校平均点を記載することになりました。これは、文部科学省が実施す 

る全国調査と大きく異なるところです。※参照 文部科学省ホームページ 学力調査実施要項 

そのようなことをふまえ、教育委員会議で慎重に審議した結果、 

●調査の結果は、小学校 6年生と中学校 3年生の子どもの学力の一部分を示すもので、学校平均

点を公表することによって学校の序列化を招く恐れがあり、そこに教育的意義は見出せない。 

●学校平均点の個票への記載は、本市の教育理念「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」として、自尊感情を高めようとする方針に逆行するだけでなく、データと

して別の目的に利用される可能性があり、過度の競争や差別選別につながることが懸念される。 

●過去にも、過度の競争や土地差別などがおきて、国が調査を廃止した経緯があり、同じことを

繰り返してはならない。 

●平均点の数字のみで、その学校の学力と捉えられるのは、学校やそこで学ぶ子どもにとって、 

大きなマイナスである。※参照 下表「学力の高い学校って、どの学校？」 

などの理由により、本市としては参加しないことに決定いたしました。さらに、いじめが大きな 

問題になっている今、その誘因になりかねないとも危惧します。 

 

 

 Ａ校 Ｂ校 Ｃ校 

平均点 ７０点 ７０点 ７０点 

分布状況 ・80点×40人 

・30点×10人 

・未受験 8人 

・70点×40人 

・未受験 3人 

・80点×28人 

・70点×28人 

・0点×4人  ・未受験 0人 

学力調査によって、「学力の二極化」「未受験の子どもの生徒指導」「Ｂ問題の活用力」 

「特別な支援を要する子どもへの学力保障」等の課題が抽出されます。 

平均点が同じでも課題が全く異なるのは、上表の通りです。また、１学年の人数が少ない 

ほど、個人の課題が顕著になります。 

■参考■ 「学力の高い学校って、どの学校？」―学校の課題と平均点― 

 



 

Ｑ．大阪府調査に参加せずに、大阪狭山市の子どもたちは不利益を被らないのですか？ 

Ａ．全国調査で学力を把握し、学力実態や生活実態を把握することができますので、不利益には 

なりません。 

 

本市では、学力はきちんと把握しつつ、学校が序列化されることを避ける方法として、抽出で

実施される全国調査に、自主的に全校で参加することといたしました。 

自主的に、全国調査に参加すれば、採点や課題分析にかかる費用はすべて市の負担になります

ので、本市では市内小中学校の教員が協力して、実施後すぐに採点し、課題分析などの業務にあ

たりました。このことによって、各教員が、自分の学校の子どもの実態を直接把握することがで

き、日々の指導に活かすことができています。個票も、教職員が手作りして、児童・生徒に返却

しています。 

 

 

大阪狭山市では教育委員会も学校も常に、「子どもたちのためには、どうするのがよいか」 

ということを中心に据えて考えております。同じ学校でも学年によって課題が異なりますので、

「学力の差に応じた指導」「生徒指導上の支援」「仲間づくりの視点」など、実態に応じて重点を

決めて取り組んでいるところです。 

今年度の学力調査の対応を通して、「学力調査の結果を分析するとともに、さまざまな角度から

子どもの実態を把握し、子どもの理解を深めながら学力向上に取り組むことが大切である」とい

う考え方を、あらためて確認することができました。 

 

  学力面・生活面の総合的な分析は、従来通りの形で教育委員会と学校がそれぞれ行い、学校だ 

よりやホームページ（市・学校）で公開していますので、ぜひご覧ください。 

 

大阪狭山市教育委員会学校教育グループホームページ 

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

 

 

 

 

 

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


 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 



平成２４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 

 

１．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＜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……６名（小学校低学年・中学年・高学年 各２名） 

  

(2) 図書館を使った調べる学習コンクール＜１２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……６名（小低学年、小中学年、小高学年 各２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 

            （保育園・幼稚園 各１名 小学校 ２名） 

 ・佳 作……４名（幼稚園 ２名 小学校・中学校 各１名） 

 

     ※ こどもフェスティバルで表彰（１１月２３日） 

  



 

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おり、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、食材料の除去を原則とします。 

・ 除去しにくい献立や食品もあるため、家庭から代替食を持参してもらったり、その食品の代替

となるものを家庭で補ってもらう等、保護者の皆様のご理解・ご協力が必要となる場合があり

ます。  

                                             

【具体的な対応について】 

◎ 対応基準 

・ 医師の診察、検査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 

＊ アレルギー対応食を希望する場合は診断書が必要です。 

◎ 食物アレルギー除去食 

・ 申し込み時に中止できるもの         

         パン    ごはん    牛乳      副食                 

 

 

 

  給食費は主食（ごはん・パン）、おかず、牛乳別に設定されているので、申し込み時に中止す

る場合は返金します。 

・調理段階で除去できるもの《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 

調理段階で除去する場合は、給食費の返金は行いません。  

◎ デザートの代替 

  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。 

 

＊ 上記の対応以外に、配膳されたものから、自分で残す方法や家庭から代替食品を持ってく 

ることも可能です。(保管場所、方法などは学校と保護者で話しあってください。) 

◎ 成分表の配布 

・ 調味料、パンの材料・配合割合、ふりかけの成分表…年間１回配布 

・ 加工食品、デザート類…毎月入札後配布 

＊ 成分表が必要な児童生徒は、学校を通じて配布します。 

 
 



食物アレルギー除去食年度別希望者数

小学校 中学校

22 2

24 4

33 5

(単位：人)

食物アレルギー除去食喫食状況

②乳製品 デザート

〔牛乳・ﾁｰｽﾞ・ﾖｰｸﾞﾙ
ﾄ・ﾊﾞﾀｰ・脱脂粉乳〕

ﾌﾟﾘﾝ（卵）ﾖｰｸﾞﾙﾄ
（乳製品）の代替と
してｾﾞﾘｰ

東小 5名 3 2 0 2 4 4
牛乳停止2　パン停止2　ふりかけ停止2
〔ケーキの時のみ代替食1〕

西小 4名 3 1 1 2 2 2 牛乳・パン停止1　ふりかけ停止2

南第一小 2名 2 2 0 0 0 2 牛乳停止2　ふりかけ停止2

南第二小 9名 4 1 3 6 5 5
牛乳停止1 ふりかけ停止2　パン停止2
〔ケーキは喫食可1〕〔かき玉汁喫食可1〕

南第三小 3名 2 2 0 1 1 3 牛乳停止2　パン停止1　ふりかけ停止2

北小 6名 5 2 2 2 3 5
牛乳停止3　パン停止1　ふりかけ停止4
〔かき玉汁は喫食可2〕

第七小 4名 3 1 1 1 1 3
牛乳停止1　ふりかけ停止1
〔かき玉汁は喫食可1〕

小　計 33名 22 11 7 14 16 24

狭山中 1名 0 1 0 0 0 1 牛乳停止1　パン停止1

南中 2名 2 1 2 2 1 2
牛乳停止1　パン停止1　ふりかけ停止1
〔ケーキは喫食可1〕

第三中 2名 1 2 0 0 0 2 牛乳停止2　ふりかけ停止1

小　計 5名 3 4 2 2 1 5

平成２２年度

平成２３年度

平成２４年度

29

平成２５年１月３１日現在

合計 38名

備　　考⑤かに

25 15 9 16

①卵 ③いか ④えび

17
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　すべての教職員（民間保育園も含む）が、今年度の
取組みを、教育指針に基づいてふりかえるアンケート
を行いました。その結果から、今年度の目標であった
「『学び』と『育ち』をより確かなものへ」をめざ
し、保・幼・小・中のつながりと、学校園・家庭・地
域の連携を図りながら取り組めたことが、読み取れま
す。具体的には、「校園内研究」「読書活動」「支援
教育」「地域やＰＴＡとの連携」など多くの項目で、
教職員の「よく取り組めた」という回答が得られ、取
組みへの意欲は感じられます。しかし、「とてもよく
取り組めた」という最上の回答は控えめで、「この取
組みは重点を置いている」「これはうちの学校の特
色」などと自信を持てるように、学校全体としての明
確な目標に向かって取り組むことが、はっきりと見え
る成果につながるものと考えています。
　全教職員が同じ方向に向かって、個々の力を最大限
発揮できるよう、今年度の取組みの成果と課題を整理
し、次年度の教育方針を決めていく時期です。スター
ト前の今が、学校を前進させるベストチャンスと捉
え、エネルギーを蓄えてほしいと思っています。

　２月２３日、市内の各小中学校の管理職と担当者に
よる「学力向上担当者会」を行いました。各学校で
は、学力向上をめざした校内研修が年々活発になって
きています。今回はその中で、大阪府のパッケージ研
修を利用して取り組んだ３校の担当者に、実践報告を
してもらいました。
　狭山中学校では、「子どもを育てる・子どもを変え
る授業のあり方」を研究テーマに、英語科を核にして
すすめてきました。これまでの授業に、さらに何を盛
り込むことで、子どもがもっと生き生きするのか。子
どもの意欲を高めるという視点を大切に研究している
との報告でした。
　南第一小学校では、「問題解決的な学習過程による
授業づくり」を研究テーマに、算数の授業づくりを核
にしてすすめてきました。そして、効果をより高める
ためには、日々の授業づくりと学習規律の系統性を大
切に取り組むことが大切として、次年度以降さらに取
組みの充実を図りたいとのことでした。
　第七小学校では、「書く力・話す力を高めよう」を
テーマにした授業研究と、ＩＣＴの活用・集団づく
り・国語の習熟度別指導などの校内研修全体会を活発
に行ってきました。そして、「書く活動・発問・机間
指導・ノート指導・意図的指名」を普段の授業から大
切にすることが必要だと共通理解してきているとのこ
とでした。
　大阪狭山市は、全ての学校
で、学力向上をめざした校内
研修が活発に行われています。
次年度もこのように実践交流
を深めながら、成果を一層高
めることができるように取り組
んでいきたいと考えています。

　

本校の校内研修は、「伝え合う力を育てる」をメイン
テーマとし、「書く力」の向上をめざして研究に取り組ん
でいます。今年度は、各学年さまざまな教科の中で「書
く」活動を多く設定してきました。そして、朝のモジュー
ルの時間の中でも、書く力を高める基礎的な技法を習得で
きるように、取り組んできました。
研究授業について一例をあげますと、5年生では国語科

「伝記を読んで自分の生き方について考えよう」を題材に
し、今の自分と関わらせながら、考えたことや思ったこと
を書いて伝えるという授業を公開しました。
討議会ではワークショップ型も取り入れ、とてもいい雰
囲気で進められてます。そんな中で、多くの教師が気負う
ことなく意見を言うことができたように思われます。
来年度もこのテーマで校内研修に取り組み、さらに学年
の系統性を考慮した目標を立てていきたいと考えていま
す。また、研究テーマに沿ったアドバイスを頂ける外部講
師の招聘を積極的に行いたいと考えています。
　本校の子どもたちが、「書く力」を身に
つけ、学ぶ喜びを感じられるように、次年
度もみんなで力を合わせて研究を続けてい
きたいと思っています。

各学校の校内研修は、非常に活発に行われています。
ステップアップをめざすために、チェック項目を作成
しましたので、各学校で是非活用してください。

第１ステージ
□授業を中心とした校内研修が行われている
□年間を通じて、テーマを意識的して取り組んでいる
□討議会では、感想以外のさまざまな意見が出て、深まっている
□学習規律について話し合っている
□研究授業や討議会に、外部の指導者を入れている

第２ステージ
□研究授業だからといって、投げ入れや単元の入れ替えなどその
ときだけの特別なことはしない
□授業評価を取り入れ、観点を揃えて研究授業を参観している
□討議会が深まるための具体的な手立てを工夫している
□子どもが説明する場・グループ活動・ノート指導など具体的な活
動のあり方について、系統性を考えている
□教材研究の段階で、外部の指導者を入れている

今回は、今年度校内研修の推進役を務めた先生の作文です。市教
委からも授業研究に参加していますが、とてもいい雰囲気で、先生た
ちが高め合っているのを感じますので、紹介します。

＜編集後記＞

一年間、『そったく』をご覧くださった皆さま、ありがとうございま
した。また、記事を提供していただいた先生方、ご協力ありがとう
ございました。積極的な情報発信は、つながりを深める上でとて
も大切だと感じています。

次年度も、学校と連携しながら、情報発信に努めてまいりたいと

大阪狭山市保育教育指針



 
 
 
 啐啄とは・・・ 

「内から殻をたたく雛と外から殻をつつく親」という意味で、親子の呼

吸がぴったり合って、誕生してくるそうです。 

今年も、みんなで呼吸を合わせて、よろしくお願いします。 

 

 

新保育・教育指針のもと、 

  各校園教育の一層の充実を期待します！ 

 

 平成２４年度のスタートに当たり「保育・教育指針    

“さやまっ子の夢をふくらませる教育”」を各校園に示 

しました。この指針は、昨年度末に市全体で実施しま 

した“各校園の教育成果と課題”の検証を踏まえて作 

成したものです。この保育・教育指針では、次の３点 

を特に期待しています。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

この保育・教育指針を“具現化する“ために、次のよう

に計画を示しています。 

 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 この保育・教育指針をもとに、各校園では、継承すべ

き取り組みは、更に工夫を加えて発展させていく。見直

しすべき取り組みは、新しい視点から果敢に切りこんで

いく。そのような姿勢で、学校と市教委がいっしょに教

育活動を進めていきたいと考えています。 
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①“保育・教育の連続性と積み上げ” 
保育園・幼稚園・子ども園での教育活動が小学校へと、小
学校の教育活動が中学校へとスムーズにつながっていける
よう連続性と積み上げに期待します。 
 
②“特長が見える学校園づくり” 
職員のチームワークを強め、家庭や地域との絆を活力にし
て、各校園の特長が見える学校園づくりに期待します。 
 
③“取り組みの重点化” 
全教職員が同じ方向に向かうことで、個々の力が最大限発
揮でき、教育成果がはっきり目に見えるよう取り組みの重
点化に期待します。 

保育園・幼稚園の「すくすく・のびのび・わくわくプラン」 

小・中学校の 「レボ（ＲＥＶＯ）アクション２４」 

（Rich school）(Effective teaching) (Vitality) (Organization) 

Revolution      “学校文化の改革”を進める 
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大阪狭山市教育委員会学校教育グループ ７３号 
めざす子ども像 

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

すくすく・のびのび・
わくわくプラン 

 
レボアクション２４ 

学校力の向上 
特長が見える学校園づくりを 

推進する方策 

学力の向上 
日々の保育・ 

授業の工夫改

善で学力の向

上を図る方策 

 

体力の向上 
子どもの体力 

行動力の向上

を図る方策 

心の力の向上 
子ども一人ひとり

の自尊感情を 

高める方策 

 

【学校力の向上】 

★学校をまるごと公開する「学校まるごとパック事業」 

★学校づくり応援団がアドバイスを行う「学校づくり応援

事業」など 

【学力の向上】 

★小学校低学年の授業に入り子どもをサポートする「さ

やまっ子ティーチャー」の配置／★日常の授業づくり

に視点を当てた「校内研修推進事業」など 

【心の力の向上】 

★自尊感情の育成を図る「キャリア教育推進事業」など

★保幼小中の連携を強める「中学校区元気あっぷ事業」

【体力の向上】 

★継続して取り組む運動種目を開発する「体力向上プラ

ンの作成」／★小学校体育、中学校剣道の指導を支援

する「体育・剣道指導支援員の配置」など 

 

  

 
 4/4 大阪狭山市合同研修には、100 名以上が参加しました。 

詳しくは、大阪狭山市広報

５月号をご覧ください。 

 

 



７ 
 
 

   

狭山池まつり 参画する中学生達！先生達！     

      ～誇りで支える狭山の文化～          

元気な声で募金活動中の狭山中学女子バレーボール部 

  

 

 

 

 

協力して準備をする約５０名の先生たち 

 

 
 
 
 
 
 

ブラスフェスティバルで演奏する中学校吹奏学部 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保育所・幼稚園の先生方のつぶやきを拾ってみました  いい出会い！！ さやまっ子ティーチャー 
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大阪狭山市教育委員会学校教育グループ 

最初は少しはずかしかったけど、「募金お願いし

まーす。」とみんなで声を出す度に慣れていきまし

た。募金活動をしながら狭山池の周りを歩きまし

た。お金を募金箱に入れてもらった時、「がんばっ

てね。」と言ってもらいとってもうれしかったです。

また、みんなでしてみたいです。（狭山中女子バレ

ーボール部） 

初めて、狭山池祭りに参加しました。準備しながら市民の方と

ふれあい、お話をさせていただく中で狭山池祭り・大阪狭山市に

対する熱い思いを知りました。楽しみながらも仲間の先生方と共

に有意義な時間を過ごせました。これからも大阪狭山市のイベン 

トに積極的に参加していきたいです。（新任の先生） 

小学校で先生の話をしっかり聴けているのかな？ 

自分の気持ちをうまく言葉で伝えられているかな？ 

ケンカせずみんなと仲良くできているかな？ 

 

“自分を否定され、自分の未来を否定される言葉”を浴びせられたなら、自尊感情など高まるはずはありませ

ん。“自分に価値がもてない”“どこにも居場所がない”“生きる意味が見出せない”･･･ 

自分は周囲からどう評価されているのか･･･これは 子ども達にとって非常に重要です。自分の存在を肯定し、

自信を高めるためには、周囲からのプラスメッセージが必要です。それが、自尊感情を高めることにつながりま

す。狭山池まつりでは、参加した中学生にたくさんの拍手が送られました。地域に出かけたり、人とふれあう活

動を通して、たくさんのプラスメッセージが子どもたちに届くことを願っています。                        

毎年、楽しみにして参加しています。池祭りを盛

り上げたい。大阪狭山市の行事に中学校として参加

したい。吹奏楽部の日頃の練習の成果を市民の方々

に公開したい。などの様々な思いから参加していま

す。（吹奏楽部指導者） 

こんなつぶやきです。子ども達への深い愛情が感じられます。同時に小学校生活に順応できているのだろう

かとの不安を抱いておられるのがよく伝わってきます。保育所や幼稚園で過ごしていた子ども達が、小学校入

学という環境の激変の中で感じるのが「緊張・不安・戸惑い」です。これらの解消を積極的に図り、学習活動

がスムーズに進められるよう、今年度から さやまっ子ティーチャーが全小学校に配置されます。 

今後も大阪狭山市では、「保・幼・小との滑らかなつながり」をめざして、日常的な交流の場を大切にさまざ

まな取組みを進めていきます。 

 

 

７４号 



そったく

大阪狭山市教育委員会学校教育グループ７５号

組体操練習の１コマです。組体操練習の１コマです。組体操練習の１コマです。組体操練習の１コマです。見学の子ども達か

ら『ガンバレー！ガンバレー！』の必死な声。ピラミッ

ドの奥で歯を食いしばって支える子ども達の『ガンバレ

ー！もう少し！ガンバレー！』のしぼり出す声。「いま、

全員で創り上げる素晴らしさを、肌を通して実感してい

る

るんだ。」と確信しました。声を掛け合い、耐える仲

間を気遣い、つながり合える場になっています。だか

らこそ、連帯感・信頼感が生まれてきます。

運動会に向けた練習の日々が、やらせる場でもなく、

教師の自己満足の場でもなく、「子ども達をつなげ、

育てる場」になっていました。だからこそ、自信や誇 ～子ども達の声から～

りにつながっていくのだと思いました。

先生方は具体の子ども達の姿や動きの中から、“よさを積 取組み前取組み前取組み前取組み前 取組み１週間取組み１週間取組み１週間取組み１週間 運動会直前運動会直前運動会直前運動会直前

極的に見つけ”それを６年生全員に“知らせ”ておられまし ここを見て下さい！

た。“一人ひとりの正直な思い”をプリントに載せて、互い ○すばやく行動 ○思いやる心が大 ○私は土台で見え

の気持ちを重ねる工夫もありました。 したりするよう 切だと実感した。 ないけれど,ピラ

仲間作りでの教師の役割は、まさしく『子ども同士を横に にしたいです。 ○やっぱり一生懸 ミッドはみんな

つないでいくこと』です。 ○わたしは助け 命したら、出来る で頑張るので見

子ども達の“思いやり・頑張り・前向きな姿勢”を共感的 合ってみんなで ようになるんだ てほしい。

に受け止め発信していく先生方。しなやかな指導と相まって、 がんばりたい。 ○土台なのでとて ○みんな気合いを

子ども達と教師との間にも“よき信頼関係”を築く場にもな ○真剣に練習して も苦しいです。 入れています。

っているように思いました。 本番で成功する でも見てる人に だから一人ひと

ようがんばるぞ。 ６年生すごいね りをちゃんと見

「互いに認め合う集団 高め合う集団」「言われるから ○色々な人に感動 って言われたい。 てほしい。

するのでなく 自ら生き生きと動く集団」・・そのよう と元気を伝える。○自分のことだけ ○励まし合ってい

な集団には、笑顔や拍手や励ましの声があふれていま ○何となく怖い で精一杯だった。 る姿や完成して

す。今、大阪狭山市では“子どもも教師もそのような です。でもがん ２週目は他の人 みんなで喜んで

集団になることをめざしています。 ばってみます。 のことを考えて いる姿を見てほし

こんな課題を持っているから・・こんな課題を持っているから・・こんな課題を持っているから・・こんな課題を持っているから・・ ○ちゃんと出来 行動します。 い。

こんな背景を背負っているから・・こんな背景を背負っているから・・こんな背景を背負っているから・・こんな背景を背負っているから・・ るか心配だけど ○上も怖いけど、 ○ピラミッドを

成功できるよう 下もしんどいで 見てほしい。一

だからこんな力を付けたりたいねん！だからこんな力を付けたりたいねん！だからこんな力を付けたりたいねん！だからこんな力を付けたりたいねん！ にしたいです。 す。でも頑張り 人ひとりを信じて

だからこんな喜びを味合わせてあげたいねん！だからこんな喜びを味合わせてあげたいねん！だからこんな喜びを味合わせてあげたいねん！だからこんな喜びを味合わせてあげたいねん！ たい。 できる技だから。

そんな“思い”があるから工夫がうまれます。そんな“思い”があるから工夫がうまれます。そんな“思い”があるから工夫がうまれます。そんな“思い”があるから工夫がうまれます。 訪問しました。授業を参観させていただき、お話をう

そんな“思い”があるから寄り添えます。そんな“思い”があるから寄り添えます。そんな“思い”があるから寄り添えます。そんな“思い”があるから寄り添えます。 かがいながら、様々なヒントを得たり刺激を受けることが

そんな“思い”がある限り、教師としてそんな“思い”がある限り、教師としてそんな“思い”がある限り、教師としてそんな“思い”がある限り、教師として 出来、有意義な二日間になりました。既に、参加された先

どこまでも成長していけると思っています。どこまでも成長していけると思っています。どこまでも成長していけると思っています。どこまでも成長していけると思っています。 生方から報告等を受けられているものと思いますが、次号

全ては全ては全ては全ては、、、、『子どもから』始まることを忘れまい。『子どもから』始まることを忘れまい。『子どもから』始まることを忘れまい。『子どもから』始まることを忘れまい。 より適宜その内容を掲載してまいります。

先進校から学ぶ！ 視察の成果を各学校で先進校から学ぶ！ 視察の成果を各学校で （参加された先生の感想）

就学援助率３０％近くあるという、家庭環境の厳し

取り入れたい！ 狭山の教育に活かしたい！取り入れたい！ 狭山の教育に活かしたい！ い地域の中学校。『授業に集中している子ども達』に

５月３０日と３１日の二日間にわたり、先進校視察 驚きを隠せなかった。まさに、『子ども達の実態や状

として香川県高松市の“屋島小学校・新番丁小学校” 況から出発し、子どもに寄り添い懸命に工夫されてい

“龍雲中学校・玉藻中学校”を小中学校別に分かれて る姿勢』に感服しました。

 
 
平成２４年６月１４日発行        

http://www.osakasayama.ed.jp 

gakkou@city.osakasayama.osaka.jp 



先進校視察

そったく
７６号大阪狭山市教育委員会学校教育グループ

『 』・全職員が 学力向上を図る上で 教師の指導力の向上「

」『 』『 』子ども達の基本的生活習慣の向上 自尊感情の向上

。が必須であると共通理解し取組みを進められている

・教科も学年の区別なく、

各自のノートには『本時

のめあて・自分の考え・ここをここをここをここを活用活用活用活用したいしたいしたいしたい！！！！うちのうちのうちのうちの学校学校学校学校にににに持持持持ちちちち帰帰帰帰りたいりたいりたいりたい！！！！

・ふりかえり』を書く事もうもうもうもう一段前進一段前進一段前進一段前進できるできるできるできるヒントヒントヒントヒントをををを見見見見つけたわつけたわつけたわつけたわ！！！！

を校内で統一し、徹底し改改改改めてめてめてめて分分分分かったわかったわかったわかったわ、、、、狭山狭山狭山狭山のええとこのええとこのええとこのええとこ！！！！

て指導されている。このようなこのようなこのようなこのような研修研修研修研修はははは若若若若いいいい教師教師教師教師こそこそこそこそ参加参加参加参加すべきだとすべきだとすべきだとすべきだと思思思思

っていたがっていたがっていたがっていたが、、、、参加参加参加参加してしてしてして値打値打値打値打ちありましたちありましたちありましたちありました！！！！

・モデルになるノートを評

このような感想を、移動中のバスの中で耳にするこ 価し“きらりノート賞”

とが出来ました。今回の視察研修に参加したのは、市 として廊下に掲示してい

内小・中学校の学力向上担当者であるだけに “子ど る。、

も達の学力をもっと高めてあげたい “自尊感情を高”

め自信を持たせてあげたい “笑顔で過ごせる温かな ・児童・家庭・教師が同じテーマに沿って“思い”や”

学校をつくっていきたい ・・・このような視点から “気持ち”を書き綴るトライアングルノートを活用し” 、

貪欲に学ばせて貰った二日間 になりました ている。道徳のほか、随所に活用されている。（ ） 。5/30,31

視察で訪れたのは、高松市立屋島小学校・新番丁小 ・ 若年研」として、さまざまな教師達が授業を公開。「

学校・龍雲中学校・玉藻中学校と高松市教育委員会で 参観した若手教師がレポートを提出し、職員室に掲

す。香川県は全国学力・学習状況調査で上位の結果を 示。それを読んだ先生方が、感想・説明・ポイント

毎年残していますが、視察校の取組みに何か秘密でも など“何やかんや”をポストイットに貼っていく。

あるのでしょうか。 ベテランも若手も、共に育つ機会として取り組んで

視察を終えた先生方は 各学校の 報告の場 で 感 おられた。、 “ ” 「

心した点・取り入れたい点」などを報告・提案されて

いますが、ここで改めて「はは－ん、ここがポイント

か！ 「この点をぜひ取り入れたい！ 「ヒントにつ」 」

ながりそう」と、感心したり、頷いたり、学んだりし

た点を順不同に列記してみました。

【 】小学校視察グループより

・ 昼の清掃時）全員が無言掃除。雑巾で床や廊下を（

細やかに拭き進めていく。高学年児童も一心に取り ・年度末の学校評価で明らかになった課題を解決する

“ ”組んでいる “そうじピカピカデー”も設けている ために既存の分掌部会とは別に プロジェクト部会。

との事。 を位置付けている。今年は①子どもを元気にする部

会 ②学力向上を支える部会 ③健康と安全部会

“ ”・スマイルあいさつ運動で あいさつは自分からする

・ 児童７８％だとの事です。

・ ６年生をお手本として」という言葉を多用し、自「

覚と矜持を持たせたいとの事。例えば・・ ６年生「

を見習って、チャイムを守りましょう」

・ ～ の月２回の自主清掃時に、中学生が来 ・保健室には、児童の心に寄り添うメッセージや掲示7:50 8:00

てくれて掃除の仕方を教えてくれる。また、中学校 の工夫がたくさんされていた。

には地元の高校生が指導に来てくれているとの事。 ・体力向上と仲間づくりを目的に『昼の大遊び』を月

地域ぐるみで 「縦の教育 「小・中・高の学校間 １回、掃除なしで ～ に実施されている。、 」 13:00 13:50

裏面に続く連携」が進められていた。
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先進校視察

◆学習課題を明確にした授業の構成・・本地の学習

課題を明確にし「導入 展開 まとめ」でスッキ

リと構成されている。

◆自力解決 集団解決・・授業には自力解決過程

だけでなく、自分の考えを板書し説明し互いに練小学校視察グループの先生方が、特に関心を持

「若年研」だったようです。このような り合わせるといった集団解決過程を取り入れ、思たれたのが

感想が寄せられました。 考力・判断力・表現力を育成したいとの事。

○「若年研」って“いいなー！すごいなー！”○日常 ◆“はじめ”と“おわり”の挨拶はきっちりと・・

の授業を公開して下さる先生方の心意気に拍手を送り 授業の開始と終了の約束事を生徒と教師が共に徹

ます。○若手もベテランも 教師の指導力向上 なくし 底する事で授業規律をつくりだしていく。「 」

て 学力向上なし を自覚し、互いが切磋琢磨していく ◆学級会、生徒会、委員会活動などが大事・・教育「 」

姿勢に感服します。○“徹底すべき内容”は“徹底し 課程全体でしっかりと生徒を育てる。５教科だけ

て指導しきる ・・これを校内で徹底している事が学 の力では、本物の学力向上にはならないという。”

力向上につながっているのだと強く思った。 ◆学習環境の整備・・掲示物も雑巾も靴箱も整理整

頓されており、ここにも一致した指導が窺えた。

◆放課後学習チューターの実施・・遅れがちな生徒【 】中学校視察グループより

小学校視察グループと同じく“感心したり、頷いた や学習を投げ出しそうな生徒など、学習への不安

り、学んだりした”点を順不同に列記してみました。 を感じている生徒達への学力支援を行っておられ

・就学援助率３０％近くあるという。家庭環境も含め る。毎週火曜日４時から１時間、英語・数学で実

課題を抱える生徒の占める割合が高いと聞いて授業 施。使用した教材から何問かを定期テストに出題

参観したが 『投げやりな生徒』は一人もいない。 し、生徒自身の効力感に結びつけているとの事。、

・授業中 静かにするように！ の注意がない。全学級「 」

に掲示されている内容を、教師みんなが共通認識し

生徒達に寄り添う指導をしているのが感じられた

・ おい、こら！」 「どうしたんや？ ・・以前は「 」

聞かれていたという“叱りつけるような、上からか

ぶせるような”言葉が校内から消えたという。上か

ら押さえ込むのでなく生徒の話を聞くようにし“居

中学校視察グループの先生方は「当たり前の事心地のいい学校。認め合える学校”にしようと、全

」 。教職員が取組んだ結果だという。組織としてベクト を学校あげてやり切る姿勢 への感想が多いです

○挨拶・掃除・学習環境など当たり前の事をきちルを合わせて取組む大切さを実感した。

んとやり切る大切さを改めて感じた。○どれだけ

特別な事をやっているのかなと思ったが、授業改

善や生徒達への関わり方について、職員全員が同

じ方向を向いて取組む事の大事さを実感できた。

高松市高松市高松市高松市のののの「「「「若年研若年研若年研若年研」」」」

ををををヒントヒントヒントヒントにににに、、、、北小学北小学北小学北小学・ 授業を変えることが生徒指導につながる”この授“

校校校校ではではではでは職員室職員室職員室職員室にににに、、、、ホホホホ業改善を一層の授進めようと、午後の授業を打ち切

ワイトボードワイトボードワイトボードワイトボードをををを使使使使っっっっって全職員が香川大学付属中学校の研究発表会に参

てててて「「「「コミュニティーコーナ ーコミュニティーコーナ ーコミュニティーコーナ ーコミュニティーコーナ ー」」」」がががが設設設設けられまけられまけられまけられま加するとの事。ここにも一致した組織的な取組みが

したしたしたした ““““知知知知りたいりたいりたいりたい・・・・教教教教えてえてえてえて・・・・ここでここでここでここで詰詰詰詰まっていまっていまっていまってい見られた。 。。。。

ますますますます・・・・こんなこんなこんなこんな時時時時どうしてるどうしてるどうしてるどうしてる？？？？・・・・こんなこんなこんなこんな事事事事をををを気気気気・一致した組織的な取組みとして、次の点も聞かせて

付付付付きましたよきましたよきましたよきましたよ””””全全全全てのてのてのての教職員教職員教職員教職員がががが““““あれやこれあれやこれあれやこれあれやこれてもらいました。

”””” 、 、、 、、 、、 、◆板書の工夫・・授業と家庭学習をつなげるため、 や とや とや とや と交流交流交流交流しししし合合合合いいいい 学学学学びびびび合合合合えるえるえるえる場場場場にしていきにしていきにしていきにしていき

一層活力一層活力一層活力一層活力あるあるあるある学校学校学校学校にしていきたいにしていきたいにしていきたいにしていきたい！！！！とのとのとのとの凄凄凄凄いいいい授業内容の振り返りができるような板書の工夫

意気込意気込意気込意気込みがみがみがみが伝伝伝伝わってきましたわってきましたわってきましたわってきました。。。。とノート指導を進められている。

活かせる！と直感し

たので、さっそく取

入 た！り れまし入



そったく
７７号大阪狭山市教育委員会 学校教育グループ

新任１年目に誓われたこの決意が“子ども達への変わら様々な課題に対応し学校力を高めようと、この夏期

ぬ愛情と教育への情熱”の源泉だと強く感じました。休業中、多くの研修会が持たれました。その中の一部

を掲載しました。

全体発表と各保幼小中からの発 「キャリア教育全体研修会」【 】第１部

、表がありました。南中学校区として が７月３０日に第三中学校区で

３のタ「キャリア教育」にどのように取組ん 翌３１日には南中学校校区(8/

でいるのか 「保幼小中連携」をどう で行われました。、 イムリー研修会で報告）

進めているかについての力強い発信は、 また、狭山中学校区では、８月

後に続く中学校区へのエールにも思え １日に“ＳＳＷ( の有効活用”と“キャリアソーシャルスクールワーカー）

ました。市内でキャリア教育推進につ 教育”をテーマに「元気アップ事業研修会」が行われまし

いて指導を頂いている荒川 有紀先生 た。各研修会には、幼・小・中学校の先生方がこぞって参

は 加されており、保幼小中連携で“子ども達の健やかな育ち「自信自信自信自信とととと誇誇誇誇りをりをりをりを持持持持ってってってって生生生生きていくたきていくたきていくたきていくた

を実現させる！”姿勢を強く感じとる事が出来ました。めのめのめのめの““““生生生生きききき方教育方教育方教育方教育””””ですですですです！ 「！ 「！ 「！ 「 現状現状現状現状のののの子子子子どもどもどもども達達達達””””をををを」」」」““““

子子子子どもどもどもども達達達達のののの成長成長成長成長はははは連続連続連続連続していますしていますしていますしています。。。。保幼保幼保幼保幼・・・・小小小小・・・・中中中中ごごごご“ ”“ ”“ ”“ ” 。」。」。」。」目指目指目指目指すすすす子子子子どもどもどもども像像像像 へとへとへとへと近近近近づけるのがづけるのがづけるのがづけるのがキャリアキャリアキャリアキャリア教育教育教育教育ですですですです

とにとにとにとに「「「「ぶつぶつぶつぶつ切切切切りりりり、、、、バラバラバラバラバラバラバラバラ」」」」にするにするにするにする事事事事はははは、、、、子子子子どもどもどもども達達達達にににに「「「「そのそのそのその実現実現実現実現にはにはにはには““““保幼小中保幼小中保幼小中保幼小中のののの連携連携連携連携とととと共通認識共通認識共通認識共通認識 ““““全体指導全体指導全体指導全体指導””””

子ども達の現状と背景を踏まえて、各計画計画計画計画のののの作成作成作成作成とととと実践実践実践実践””””がががが欠欠欠欠かせませんかせませんかせませんかせません 」」」」とととと述述述述べられていべられていべられていべられてい。。。。 とってとってとってとって迷惑千万迷惑千万迷惑千万迷惑千万！！！！

中学校区の保幼小中が「どんな子どもを育てるのか？ 「目ますますますます。。。。キャリアキャリアキャリアキャリア教育推進教育推進教育推進教育推進とととと保幼小中連携保幼小中連携保幼小中連携保幼小中連携とはとはとはとは、、、、ピッタリピッタリピッタリピッタリ 」

一致一致一致一致したしたしたした取組取組取組取組みでみでみでみで教教教教とととと重重重重なっているのですなっているのですなっているのですなっているのです。。。。 ““““指す子ども像は？」を共通理解し

育育育育をををを進進進進めていくめていくめていくめていく ““““子子子子どもどもどもども達達達達をををを長長長長いいいいスパンスパンスパンスパンでででで見見見見てててて育育育育てててて【 】 野口克海先生(大阪教育大学監事)第２部 ””””

「「「「自尊感情自尊感情自尊感情自尊感情のののの育成育成育成育成ととととキャキャキャキャ ていくていくていくていく ・・・・・・・・・・・・ここにここにここにここに、、、、幼小中連携幼小中連携幼小中連携幼小中連携のののの一一一一つのつのつのつの大大大大きなきなきなきな目目目目より ””””

リアリアリアリア教育教育教育教育」」」」 的的的的があります そしてがあります そしてがあります そしてがあります そして、、、、このこのこのこの保幼小中連携保幼小中連携保幼小中連携保幼小中連携がががが、、、、キャキャキャキャを内容に、熱のこ 。。。。

。。。。もった講演を頂きました。 リアリアリアリア教育教育教育教育をををを進進進進めていくめていくめていくめていく上上上上でのでのでのでの基盤基盤基盤基盤にもなるものですにもなるものですにもなるものですにもなるものです

( )( )( )( )以下以下以下以下 はははは メ ッ セー ジメ ッ セー ジメ ッ セー ジメ ッ セー ジ をををを 凝縮凝縮凝縮凝縮 し たも のですし たも のですし たも のですし たも のです

・ キャリア教育を、南中校区「

の子ども達の現状についての共通認識から始めたの

が大変大切な事なんです 「今、子育ては二極化。」

各中学校区に一人ずつ配置しています。一方は『受け身 真面目 言われた事だ、 、

の ＳＣ は、けの子』一方には『孤立し劣悪な環境で過ごす淋し スクールスクールスクールスクール・・・・カウンセラーカウンセラーカウンセラーカウンセラー（ ）

子ども本人や保護者からのくつらい子 がいます』 。子子子子どもどもどもども達達達達のののの現状現状現状現状をををを踏踏踏踏まえてまえてまえてまえて、、、、

相談等に対して「心理的なだからどうしていくねんだからどうしていくねんだからどうしていくねんだからどうしていくねん！！！！これがこれがこれがこれがキャリアキャリアキャリアキャリア教育教育教育教育でででで

面からのアプローチ」で改すすすす 自尊感情自尊感情自尊感情自尊感情をををを高高高高めめめめ 主体的主体的主体的主体的にににに自分自分自分自分のののの未来未来未来未来をををを切切切切りりりり開開開開くくくく。 、。 、。 、。 、

善を図っていきます。能力能力能力能力とととと態度態度態度態度をををを育育育育てるのがてるのがてるのがてるのがキャリアキャリアキャリアキャリア教育教育教育教育ですですですです。。。。」

一方、 は、子ども達を巡る・ キャリア教育を進める視点として２つあります。「 ソーシャルソーシャルソーシャルソーシャル・・・・スクールスクールスクールスクール・・・・ワーカーワーカーワーカーワーカー（ ）（ ）（ ）（ ）ＳＳＷＳＳＷＳＳＷＳＳＷ

問題事象に対して「子どもの置かれた環境＝保護者等の１１１１つはつはつはつは子子子子どものどものどものどもの発達過程発達過程発達過程発達過程をををを連続的連続的連続的連続的にににに理解理解理解理解するとするとするとすると共共共共にににに

人的環境、衣食住等の生活環境へのアプローチ」から改発達段階発達段階発達段階発達段階にににに即即即即したしたしたした教育教育教育教育をををを行行行行うううう事事事事ですですですです。 、だから 保護者

善を図るものです。家庭との信頼関係を前提に、問題事との連携 保幼小中連携が是非必要になるんです、 。」

象の背景に何があるのかの“見とり”をしていきます。・「２２２２つつつつ目目目目ははははキャリアキャリアキャリアキャリア教育教育教育教育でででで一番大切一番大切一番大切一番大切なものなものなものなもの、、、、自尊感自尊感自尊感自尊感

学校が 立ち入りにくい“微妙な面”例えば、経済状態・情情情情のののの育成育成育成育成ですですですです。自分に誇りや自信を持って前に進ん

生活の中味・絡み合った確執まで踏み込んで問題の核心でいく力をつけていく。仲間づくり・集団づくり・

に迫り、学校や行政へとつないでいき解決を図っていく集団で群れて遊ぶ・体験する等を通して“人の気持

ものです。ち”に寄り添える子どもを育てあげる。この点から

大阪狭山市では、学校からの要請を受け、教育委員会も保幼小中連携が欠かせません 」。

体の弱い子 勉強の分からん子 家庭的に恵まれない子 がＳＳＷを派遣するという形をとっています。★「 ・ ・ 」

裏面に続くの気持ちを分かろうと努力する教師にならないかん！
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中学校区で保・幼・小・中の一層の連携を進める！

キャリア 会教育・元気アップ事業 研修

ごごごご 存存存存 じ で す かじ で す かじ で す かじ で す か ？？？？狭山中学校区元気アップ研修会

『 ＳＳＷ 』『 ＳＳＷ 』『 ＳＳＷ 』『 ＳＳＷ 』このこのこのこの 違違違違いをいをいをいを スクールスクールスクールスクール・・・・ソーシャルソーシャルソーシャルソーシャル・・・・ワーカーワーカーワーカーワーカー（（（（ ））））

とととと『 ＳＣ 』『 ＳＣ 』『 ＳＣ 』『 ＳＣ 』スクールスクールスクールスクール・・・・カウンセラーカウンセラーカウンセラーカウンセラー（（（（ ））））

８月３日 於 サヤカホール大阪狭山市大阪狭山市大阪狭山市大阪狭山市タイムリータイムリータイムリータイムリー研修研修研修研修 ：

の充実をキャリア教育

ぽっぽ園

子ども園

南第二幼稚園

南第一小学校

南第二小学校

南第三小学校

南中学校



子子子子どもどもどもども同士同士同士同士のののの交流交流交流交流はははは 先生達同士先生達同士先生達同士先生達同士のののの交流交流交流交流、、、、

のののの場場場場でもありますでもありますでもありますでもあります 「「「「打打打打ちちちち合合合合わせわせわせわせ」」」」でででで、、、、顔顔顔顔。

もももも名前名前名前名前もももも人柄人柄人柄人柄もももも分分分分かりかりかりかり合合合合えますえますえますえます。。。。だからだからだからだから、、、、

相談相談相談相談ができますができますができますができます。。。。ヒントヒントヒントヒントがもらえますがもらえますがもらえますがもらえます。。。。

保幼小中一貫教育保幼小中一貫教育保幼小中一貫教育保幼小中一貫教育でででで育育育育てていけますてていけますてていけますてていけます。。。。

６月８日に西小学校１年生と西幼稚園園児との交流会が行われ

ました。１年生がダンスを披露しました。紅白に分かれて玉入

れも楽しみました 「がんばって楽しませてあげよう！がんば。

このこのこのこの有用感有用感有用感有用感がががが自自自自ったから喜んでもらえた。うれしいな！ ・・」

「やさしくしてくれたわ！すごい尊感情尊感情尊感情尊感情をををを育育育育んでいきますんでいきますんでいきますんでいきます。。。。

わ！僕も私も、来年はあんなお兄ちゃん、お姉ちゃんになりた

このこのこのこの憧憧憧憧れれれれ感感感感がががが、、、、目標目標目標目標にににに向向向向けてけてけてけて努力努力努力努力するするするする根根根根っこをっこをっこをっこを形形形形づくづくづくづくいな 」。

７月１３日には、西幼稚園園児が１年生を招待してりますりますりますります。。。。

「どろんこ遊び交流会」が行われました。秋には「木の実や落

、 」 。ち葉でつくったり 遊んだり する交流会も予定されています

「だいじょうぶやで・・あつないか？ はやすぎるか？ おもし

ろいか？」こんな声が聞こえてきました。東野幼稚園・ルンビ

ニ幼稚園と北小６年生とのプール交流会での一コマです。

喜んでくれてうれしいわー なんぼでもやったんでー 小「 、 。」「

さい子に頼られてるから責任重大やわー、ちゃんとやらんと・

『『『『自分自分自分自分ってってってって役役役役にににに立立立立つつつつ存在存在存在存在やねんやねんやねんやねん。。。。自分自分自分自分っっっっ・・」こんな気持ちが

『『『『自分自分自分自分てててて捨捨捨捨てたもんとちゃうねんわてたもんとちゃうねんわてたもんとちゃうねんわてたもんとちゃうねんわ 』』』』このこのこのこの実感実感実感実感があってこそがあってこそがあってこそがあってこそ。 、。 、。 、。 、

をををを大切大切大切大切にするにするにするにする気持気持気持気持ちやちやちやちや人人人人へのへのへのへの思思思思いやりいやりいやりいやり』』』』がががが育育育育ちますちますちますちます。。。。

北小では６月には６年生と幼稚園との“読み聞かせ交流会”も

行われました。園児の喜んでくれそうな絵本を選んでの“読み

聞かせ”です 「分かりやすく読んであげたい。会話文を工夫。

して読んであげたい 」そんな気持ちから、何度も何度も練習。

しました。当日は、心を込めて読む６年生の姿、のめり込んで

聴く園児の姿が見られました。膝に乗せてもらい聴いている園

児も見られました。

・・子ども園園児達は、南第一小１保幼小交流保幼小交流保幼小交流保幼小交流としてとしてとしてとして

年生２年生と“遊び交流”でつながり、南第三小の５年生６年

生とは“プール交流”でとても素敵な時間が持てました。南第

二幼稚園園児と南第二小２年生との“プール交流”では、６年

生がシンクロで楽しませてくれました。また、半田幼稚園園児

は第七小１年生との“プール交流”を楽しみました。入学前に

は、給食試食交流も予定だそうです。

８月９日、２３日生徒指導特別研修

いじめの未然防止と

解決への指導研修

いじめのいじめのいじめのいじめの事象事象事象事象はどこのはどこのはどこのはどこの学校学校学校学校でもでもでもでも、、、、どのどのどのどの子子子子にもにもにもにも起起起起こりこりこりこり得得得得るといるといるといるとい「「「「

うううう強強強強いいいい危機感危機感危機感危機感をををを持持持持ってほしいってほしいってほしいってほしい。。。。今今今今、、、、目目目目のののの前前前前のののの児童生徒児童生徒児童生徒児童生徒がががが助助助助けてけてけてけて！！！！

ととととＳＯＳＳＯＳＳＯＳＳＯＳをををを発発発発しているかもしているかもしているかもしているかも知知知知れないというれないというれないというれないという視点視点視点視点でででで指導指導指導指導してほししてほししてほししてほし

いいいい。。。。いじめのいじめのいじめのいじめの未然防止未然防止未然防止未然防止とととと早期発見 早期解決早期発見 早期解決早期発見 早期解決早期発見 早期解決にににに一層取組一層取組一層取組一層取組んでほしんでほしんでほしんでほし・・・・

いいいい 」」」」このこのこのこの強強強強いいいい願願願願いからいからいからいから、、、、今回今回今回今回のののの研修会研修会研修会研修会はははは行行行行われましたわれましたわれましたわれました。。。。。。。。

各学校各学校各学校各学校ではではではでは ２２２２回回回回のののの研修会内容研修会内容研修会内容研修会内容とととと市教委作成市教委作成市教委作成市教委作成の いじめの いじめの いじめの いじめ問題問題問題問題のののの、 「、 「、 「、 「

取組取組取組取組みみみみ指針 一人指針 一人指針 一人指針 一人ひとりのひとりのひとりのひとりの子子子子どもがどもがどもがどもが尊重尊重尊重尊重されるされるされるされる学校学校学校学校づくりのためづくりのためづくりのためづくりのため」」」」「「「「

にににに３３３３ のののの内容内容内容内容にににに沿沿沿沿ってってってって、、、、教職員悉皆研修教職員悉皆研修教職員悉皆研修教職員悉皆研修がががが予定予定予定予定されていますされていますされていますされています。。。。」」」」

帝塚山学院大学 西川 隆蔵 教授【第１回研修会】8/9

～ ～～ ～～ ～～ ～いじめをするいじめをするいじめをするいじめをする子子子子 されるされるされるされる子子子子のののの理解理解理解理解をををを深深深深めるためにめるためにめるためにめるために、、、、

◎ 何が どれが いじめかの判定はつきにくい。しかし、学『 、 』

校 家庭でのいじめの兆候（１次的 ２次的）や日記等から・ ,
早期に発見し、早期解決につなげてほしい。

◎ いじめは絶対許さない！ が いじめ に対する根本姿勢。「 」 「 」

被害者に対しては「あなたを絶対に守る」が基本姿勢。

被害者の気持ちに寄り添いながら、今後の方針をチームと

して決め、方針に沿ってチームで動く。

◎加害者については共感的理解に導く。一方的に責めるので

なく なぜそんな事をしたのか、そうしないためには今後、

どうすればいいのかの観点で指導する。保護者には事実を

正確に伝え、今後の事を家庭で話

し合うよう導いていく。

◎傍観者 観衆を含めたクラス指導・

では 共に考えよう の姿勢で臨む。「 」

ロールプレー 心理劇 が有効です。“ “ ””

【第２回研修会】 兵庫教育大学大学院 新井 肇 教授8/23
今今今今、、、、求求求求められるめられるめられるめられる生徒指導生徒指導生徒指導生徒指導

～～～～児童児童児童児童・・・・生徒生徒生徒生徒のののの現状理解現状理解現状理解現状理解とととと組織的対応組織的対応組織的対応組織的対応のののの実際実際実際実際～～～～

◎子ども達に何が起きているのか・・不登校 引きこもり ニ, ,
ート 他人を傷つけ(いじめ)自分を傷つける 自殺など, ,

◎これらの背景・・(心理的視点)快不快で判断 自己中心性＝,
強い自己愛 人間関係が築けないなど (社会的視点)家族の,
孤立化 地域社会の崩壊 直接体験欠如 生活利便性向上や生, , ,
活習慣の乱れなど (発達的視点)各発達段階ごとの発達課題

(自律性 勤勉性等)の獲得が不十分なまま育ってきたなど・

◎ これからの生徒指導 ・・①問題行動の要因を全ての児童「 」

生徒が内包しているという認識を全員が持つ ②チームで

進める 同僚性と協働性が支える生徒指導体制の構築 目（

標の明確化と情報の共有化と教師間役割分担) 保護者 保幼・

小中連携と関係機関とのネットワーク ③ 治す 生徒指導「 」

から 予防的 生徒指導の展開へ。分かる授業 楽しい授業「 」 ・

と生徒指導とは表裏 ④生きる希望を生み出す力を育てる

＝誰かに必要とされる自分(自尊感情) 将来の夢があるから,
今を生きる(キャリア教育) 自分で考え決定する(自己選択),



そったく
７８号大阪狭山市教育委員会 学校教育グループ

“ ”“ ”“ ”“ ”学校力学校力学校力学校力のののの向上向上向上向上をめざしたをめざしたをめざしたをめざした 学校学校学校学校まるごとまるごとまるごとまるごとパックパックパックパック事業事業事業事業

（９月２８日）東小学校東小学校東小学校東小学校がががが学校学校学校学校をまるごとをまるごとをまるごとをまるごと公開公開公開公開

トップを切って“学校まるごとパック”の発表会が持たれました。地域の方々と児童とで育てる草花の咲く

中、各校教職員や学校を応援して下さる地域の方々が次々にお越し下さいました。１２０人の方々に東小の普

段の姿を“まるごと”見て頂く事で、学校への理解と協力と連携が更に広がっていくんだと確信しました。

裏面に続く

 

学校づくり応援事業（狭山中学校）

○生徒が生き生きと主体的に活動する学校

狭山中の学○保護者や地域に発信する学校・・・

校づくりの観点です。この学校づくりを応援させて貰う

のが“学校づくり応援事業”です。折々に学校を訪れ有

識者等から励ましやご意見を頂いています。今回は

に行われました 総合学習発表会 の内、３年生に9/26.27 「 」

よる学級劇を中心に意見交換の場

が持たれました。学級劇で見せる

素敵な３年生の姿、その姿を凝視

続ける１年２年生と保護者達 「劇。

を創り上げていく過程で、生徒達

が変わっていくのを実感しています 」と柳校長・・。

この後の交流会では 真面目にやる事はダサイ 恥ずか“ 、

しい と思っている生徒は一人としていないのでは。照”

れ隠しする生徒もいない。充実感

や達成感をたっぷり味わい「自分

達でやり切った！」の自信が自尊

感情を高め次のステップにつなが

っていく。授業をはじめ日常の中

で、このような思いを数多く味合わせてほしい。真剣に

。取組む姿勢に価値を置く生徒達が育っているように思う

生徒達の姿を発信できる折角の機会なので、保護者だけ

でなく 小６年生 地域の方々へも声掛けする事で一層学、 、

、 。校理解の輪が広がるのでは の声

ある保護者は「様々な課題が学

校にはあるでしょう でも 学校の。 、

取組みや先生方の熱意を感じ 信頼、

し協力しようと思いました 」と話。

されていました。

・・・・・・・・「「「「寄寄寄寄せせせせ鍋鍋鍋鍋」」」」のおいしさはのおいしさはのおいしさはのおいしさはホワイトボードホワイトボードホワイトボードホワイトボードからからからから

北小学校の職員室の一隅に置か

れたホワイトボード。そこに三人

の先生の授業写真が貼られていま

す 「こんな観点で授業を見て下さ。

い！」で行った授業です。授業を

見た先生方は、ポストイットに“気付いた点”を記入しボ

。 、ードに貼り付けます 一堂に会しての授業研究でなくても

フットワークのよい小回りの効く授業交流 研究 研修の場・ ・

になっています。善きもの、引き継ぐべきものを公式の場

だけでなく、インフォーマルな場でも交流していこうと始

まったものです。授業づくりの交流だけでなく 「知りた、

い 教えて これでいい？」から、悩み事や親睦会の呼び掛、 、

け 不用品情報等々・・ 学年を越えて世代を超えて、何で、 「

も気楽に出し合う事で“寄せ鍋”のように北小の味をつく

っていけたら、こんな嬉しい事はない」と車谷校長・・

どのクラスの子達もしっかり授業に取【感想文から】◆

り組んでいるので感心しました。◆先生をはじめ児童の皆

さんが「こんにちは！」と挨拶してくれたのが印象的でし

。 。た 家庭 地域に帰っても続けてくれたら嬉しいですよね・

◆来校する機会はありましたが、子ども達の様子を長く見

せて頂くのは初めてでした。とても気持ちよかったです。

◆「まず子どもありき」で先生方のご尽力が更に継続され

ます事を願っています。◆自力解決小集団での意見交流グ, ,
ループ活動がほとんどの学級で設定されていて意欲の高ま,
り合いを感じとれました。

。【【【【島村校長島村校長島村校長島村校長】】】】気持ちよくお迎えできたでしょうか

子ども達の元気な姿と、同じ方向を向いて懸命に取組んで

いる教職員の姿から 「信頼される学校」を築こうとして、

いる意気込みを保護者と地域の方々に感じて頂けたら幸い

です 多くの方々のご来校が 子ども達への励みと教職員へ。 、

の激励となり大きな意欲につながるものと思っています。

公開授業に向けては、子ども達の様々な表情を見

てもらおうと、時間割を変更し バリエーション豊か、

。な授業を設定しました

「折角の まるごとパック の取組みを 打ち上げ花火 に“ ” “ ”

終わらせたくない。積み上げてきた教職員の意識を今後の

教育活動につなげていきたい 」また「 信頼される学校づ。 “

くり”への課題を全教職員で確認し合い、共に歩んで

いきたい 」と語っておられました。。

地域地域地域地域のののの方方方方々々々々

がががが学校学校学校学校をををを支支支支

えてえてえてえて下下下下さっさっさっさっ

。ていまていまていまていますすすす
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。大阪狭山の子ども達にもそのようなバネを持たせたい

『未来への夢を描き、意欲という情熱を燃やし続け、

ひたむきに努力する』そんな子どもを育てたい！育て

る教師になりたい！少しでも近づきたい！そんな先生

、 。方だからこそ 骨粗鬆症の子どもをつくるなかれです

大阪狭山市の小 中学校の先生方５人（南第一小・・

。南中・第三中）が夏期休業を利用して、学習活動ボラ 目に見える指導スタイルだけを鵜呑みにして真似る

ンティアとして宮城県南三陸町を訪ね、子ども達の学 外側の形だけをなぞる。そして、形や型に子ども達を

習を全力で支援し帰阪しました。その報告会が９月７ 当てはめ、規律正しくビシッとさせる事に至上の価値

日の教育課程研究協議会の場で行われました。 を置き自己満足する。外側から見ると、子ども達はい

以下、５人の報告をまとめさせてもらいました。 かにもビシッと学習しているように見えても、中身は

◎中学生達と過ごして・・ スカスカでは“骨粗鬆症”の誹りを免れません。カラ何段も積み重ねられた廃車。

カラパサパサにひからびた蝉の亡骸を後生大事にして山積みの瓦礫。建物の土台だけを

指導しているに等しいです。残して津波が、家族や仲間を呑み

いつまでも教師として成長できる教師は必ず子ども込んでいきました。歯を食いしば

。 。って辛さを耐えながら 水を汲み、 、の実態からスタートします これに例外はありません

子どもの良さも課題点も、情緒でなく客観的に把握おにぎりを配り、励ましの声を掛

しています。そして、子どもの実態に沿って教育活動け避難所を切り盛りしていった中

。学生達 分授業の１秒ですら にしたくない！との。５０ ムダ を絶えず工夫し見直し柔軟に進めようとしていきます

今、各校では授業力量を高めようと、授業研究や保思いで懸命に学習に取組む姿勢に心から感動した。命の

育研修が盛はかなさを目の当たりにした子ども達は、命を慈しみ、

んに実施さ命の尊さを思う。そんな子ども達に命の輝きが見えた。

。・・ モノを作るのが好きなので工業系の高校に行きたい「 れています

また１年です だからもっと勉強したいです 」真剣に前を見なが。 。

目 ３年目・ら生きる子ども達の姿から いっぱいの元気をもらった、 。 ・

１０年目の機会があれば来年もきっと行ってるでしょう。

◎小学生達と過ごして・・ （ ）先生方による屈託なくすぐに仲良くなって 道徳授業づくり研修② 南二小にて9/20
授業研究も行われています どうか 子ども達の実態をくれました。１学期の復習を中心 。 、

客観的に把握し、そこから授業を組み立てて下さい。にした学習や調理実習でのお好み

形骸化した“抜け殻”を追わず、柔軟に工夫しなが焼きづくり 歌やリコーダー練習、 、

らどこまでも授業力量を上げていって下さい！お楽しみ会、ドッジボール、キッ

クベースボール等を楽しみまし

た。子ども達は「地震や津波はこ

わくていやだけども、こんな触れ合いが出来る事はよか

った」と言ってくれました。遠くから来ている私達への

気遣いがあると思います。今回で被災地へのボランティ

外遊びを促すドッジボール週アは２度目と３度目になります。悲しみや辛さを背負い

間の中、9/21に南第三小学校のながらも、他人への優しさを忘れない子ども達だからこ

子ども達が、さやまチャレンジそ、温かな交流が心に浸みるのだと思います。海を眺め

ランキングにむけて長縄記録会ながらつぶやいた保健の先生の言葉が心に残っていま

を行いました 「記録を伸ばしす 「失ったのも多いが、得たのも多いよ。人の優しさ。 。

体力向上につなげたい。同時に、励まし合う場 支え合を感じたよ 」大きな傷を負っても希望を失わない。そ。 ・

う場として集団づくりにつなげたい 」そんな思いがんな生き方に「教えるって子どもに希望を語る事、希望 。

先生方の笑顔から感じ取れます。最高記録は５年１組を持たせてあげる事」だと改めて思いました。

の２１１回でした。涼しい季節を迎え取組みが増えて※ ※ ※ ※ ※ ※ ※

います。強制でもないのに 猛暑の中 玉の汗をかきながら、 、 、

避難所から徒歩で自転車でバスで三々五々集まり、ほ

ぼ全員が出席する。一刻も早く遅れを取り戻したい！

との思いで、全身全霊で学習に打ち込む。逆境が“未

来”への強烈なバネになっていました。

レッツレッツレッツレッツ！！！！

ト ラ イト ラ イト ラ イト ラ イ！！！！

時計時計時計時計 はははは 津 波津 波津 波津 波 のののの 時 刻時 刻時 刻時 刻 でででで 止止止止 ま っ て い たま っ て い たま っ て い たま っ て い た

・・・・・・・・机一机一机一机一つないつないつないつない避難所避難所避難所避難所・・・・・・・・でもでもでもでも、、、、強烈強烈強烈強烈なななな学習意学習意学習意学習意

欲欲欲欲とととと貪欲貪欲貪欲貪欲なまでのなまでのなまでのなまでの吸収力吸収力吸収力吸収力・・・・・・・・子子子子どもどもどもども達達達達のののの圧倒的圧倒的圧倒的圧倒的

学習学習学習学習ボランティアボランティアボランティアボランティアななななエネルギーエネルギーエネルギーエネルギーからからからから命命命命がががが見見見見えたえたえたえた！！！！（（（（

））））としてとしてとしてとして被災地被災地被災地被災地をををを訪訪訪訪ねられたねられたねられたねられた先生方先生方先生方先生方よりよりよりより

れれれれ！！！！君君君君よよよよ！！！！骨粗鬆症骨粗鬆症骨粗鬆症骨粗鬆症のののの子子子子どもをつくるなかどもをつくるなかどもをつくるなかどもをつくるなか
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「さやりんピック」第２回

参画参画参画参画するするするする事事事事でででで貢献貢献貢献貢献するするするする歓歓歓歓びもびもびもびも味味味味わったわったわったわった子子子子どもどもどもども達達達達

・ ・ ・ ・老若男女が続々と集いました。企画 計画 連絡 調整

準備 実施 片付けまで、狭山中学校区の地区会・自治会・・ ・

地域協議会のメンバーが汗をかいて、支えて下さっていま

した まさに地域の“お祭り”です。。

各保 幼 小 中のコーナーでは、教職員とＰＴＡの方々・ ・ ・

だけでなく、狭山中学校の吹奏楽部・美術部・野球部の生

徒達が、それぞれのコーナーを責任を持って受け持ってい

ました。ボランティア募集に応じてくれた生徒達は参加賞

の手渡しをはじめ様々な活躍を見せてくれました。

お祭りを楽しむ子ども達は、お祭りを支える側の人達に

「 」も気付いていますそして子ども達は いつかは私も・・。 、

の気持ちを抱きます。小学生は、中学生が責任を果たす姿

をモデルにし、中学生はチャンスがあれば、支える側にも

廻ってみたいと思っていきます。

“ ” 、 。地域の お祭り は 地域を愛する子どもを育てます

学校力学校力学校力学校力のののの向上向上向上向上をめざしたをめざしたをめざしたをめざした““““学校学校学校学校まるごとまるごとまるごとまるごとパックパックパックパック事業事業事業事業””””

南中学校南中学校南中学校南中学校がががが学校学校学校学校をまるごとをまるごとをまるごとをまるごと公開公開公開公開

子子子子どもどもどもども達達達達のののの““““よさよさよさよさ””””やややや““““活躍活躍活躍活躍””””をををを多多多多くのくのくのくの方方方方々々々々にににに知知知知っっっっ

てもらいたいてもらいたいてもらいたいてもらいたい！！！！そんなそんなそんなそんな思思思思いをこめていをこめていをこめていをこめて公開公開公開公開しましたしましたしましたしました。。。。

１０月２３日 降り続く雨の中、

保護者・学校関係者の方々が三百

数十名お越し下さいました。

「お客様を迎える役割を担当さ

せて下さい 」と声をあげてくれ。

たのは、各学年の学級員と生徒会

役員でした。気持ちよく迎えたいと、当日は緊張しなが

らも“受付と案内”の役割を果して

くれました。学校に貢献できる歓び

と達成感を味わえた良い機会でし

“た。また、様々な場面で南中生の

生の姿 を知る事が出来ました よさ” “。

や エネルギー を実感する場面が随所にありました。” “ ”

そんな元気で明るい子ども達に、保

護者や保 幼 小の先生方からたくさ・ ・

んの温かな励ましを頂きました。

どの子も良さを持っ【【【【山田校長山田校長山田校長山田校長】】】】

ています。それを伸ばすのが学校の

役割。だから、南中生の持っている良さや頑張りや笑顔

をもっともっと伝えたい、知ってほしいと強く思ってい

ます。今回の まるごとパック では、公開授業や 学年“ ” 各

の取組み発表の場面で 南中生の“よさ”や“活躍する、

姿”をまるごと知ってもらう事が出来たと思います。生

徒達は、学んだ事や取組んだ事を一生懸命に発表してい

ました。その姿が心に深く残っています。子ども達によ

る発表はつたないかも知れませんが“私達の南中”を誇

、りを持って語ってくれていました うれしいですしかし。 。

生徒達が集中しきれていなかった授業もあり、このよう

な点は今後改善していかねばと考えています 頂きまし。

たご意見や感想は 今後の学習指導や生徒指導に活かし、

てまいります。

【励ましのメッセージより】

たくさんの笑顔に出会う事が出来◆

て感動しました いきいきと中学。◆

校生活を送っている様子を見せて頂

き、元気をもらい

ました。職場体験を楽しみにしてい

ます のエネルギーを、自分らし。◆今

。◆く輝くために大切に使って下さい

自分の良さを、自分の力を思い切り

出していって下さい 楽しく充実した中学校生活を送。◆

ってください。今が頑張り時です 未来への不安を感。◆

じたりして落ち

着かない事もあ

るけれど自分に

負けないで欲し

い！

第三中学校第三中学校第三中学校第三中学校２２２２年 職場体験学習本気年 職場体験学習本気年 職場体験学習本気年 職場体験学習本気ですですですです！！！！

なりたい自分！やりたい仕事！生き方につなげる！

所の職場の皆さん、大変お世話になりました。２日間４７カ

、という短い期間でしたが 生徒達は本気でした 生徒自らが、 。

事前に連絡し挨拶に行き打ち合わせを行い、その日を迎え

ました。８年目を迎える三中の職場体験学習 絵空事でない。

現実の職場は、生徒達に「自分の進路を考え、将来を重ね

合わせて今の自分を振り返えさせる」絶好の場です。

なりたい自分があるから今を頑張る。やりたい仕事があ

るから今の自分を振り返る。進路を意識させ、社会を意識

させる中で、将来の自立した自分を描いていきます。

また、学校とは違った観点で自分を認めてもらえます。

今まで気付かなかった「自分の良さ」に気付かせてもらえ

るのも 職場体験学習です 保 幼 小 中で進めるキャリア教、 。 ・ ・ ・

育の中で大きな意味合いを占めるものです。

平成２４年１１月８日発行
http://www.osakasakayama.ed.jp
gakkou@city.osakasayama.osaka.jp



南第二幼稚園

（ ）（ ）（ ）（ ）たくさんのたくさんのたくさんのたくさんの人達人達人達人達がががが見見見見てくれるてくれるてくれるてくれる！！！！力一杯力一杯力一杯力一杯がんばるよがんばるよがんばるよがんばるよ！！！！

市民総合グラウンド

（（（（いいつながりのいいつながりのいいつながりのいいつながりの中中中中だからこそだからこそだからこそだからこそ輝輝輝輝くくくく私私私私たちたちたちたち））））

あーか！

あーか！

あーお！

あーお！

しーろ！

しーろ！

しーろ！

！しーろ

出身小学校は違っても、ほとんどの子ども達は来年４

月には市内３つの中学校で出会います 「どんな仲間と。

出会うんかな？どんな子かな？いい友達になれるかな？

何か不安やなー 」こんな６年生の不安を払拭させて希。

望と夢を持ち胸を張って中学に進学させたい！・・

そんな願いから 中学校区を同じにする小学校間では、

６年生同士の交流会が何度か持たれます 中でも 連合運。 “

動会 は 赤組(狭山中学校区)・青組(南中学校区)・白組(第” 、

三中学校区）に分かれて応援し 競い合い 小学校の枠を、 、

越えた“つながり”を感じていく場になっています。和

やかなジェンカで始まった連合運動会も、閉会式を迎え

る頃には、同じ中学校に進学する友達としての意識が高

まっているように思えました。

小学校連合運動会小学校連合運動会小学校連合運動会小学校連合運動会運動会でつながる

運動会を楽しむ

。保育所や幼稚園でも運動会が繰り広げられました

各園では、小中学校では余り見られない“親子が楽し

む”プログラムが用意されています。これが一つの特色

です。もう一つ気付くのは、子ども達への指導が実に“

共感的で受容的”な事です。投げ掛ける言葉にも接し方

にも“子どもに寄り沿う姿勢”が滲み出ています。この

寄り添う姿勢からはたくさん学べます。 育て－育て「

られる 関係は、心がつながり信頼関係があって成り立」

つものです。頭ごなしの決め付けだけでは、子どもにと

っては“その場凌ぎ”で心に響きません。

幼児期・学童期・思春期のどこの発達段階にあっても

“共感的で受容的”な指導が一番の基盤です。

おとー

さーん。

はやすぎる

よー。

ぼくを

おいて

いかな い

でー！

運動会が育てる

中学校の運動会は、自分達で創り上げていく場 また自、

分達をつくる場でもあります。 先生方は意図的に後方に

下がり 代わって前面に出て活躍するのが生徒会 実行委員、 ・

など３年生を中心にした全生徒。 みずみずしい感性とた

、ぎるエネルギーが“我が母校運動会の成功”に向けられ

困難 悩み 葛藤 友情 団結 様々な体験に出会います。・ ・ ・ ・ ・・・

そして育ちます 思春期 不安定な時期 半分大人・・だ。 , ,
「 」から一番してはいけないのが 一方的 頭ごなし 押しつけ

反抗期だから反発してきます。手をつないで同じ方向向い

て「一緒にがんばろな」で歩むスタンスが、この時期のポ

イントです。

なかなか

やるなー

６年生も。

安心して入

学しといで

をつや お面。

て 園 児をけ

迎え 玉入れ,
を楽しませ

!てあげたい

第三中学校)(

今日まで

の取組みを

、振り返り

成功を強く

念じ、踏み

す一歩に出

力がこもり

ます。

狭山中学校)(



学校まるごとパック事業 

中学校区地域協議会の取組み 

          

 
 
 

 
 
 
  

「こんにちは！」あちこちで子どもたちが気持ちのい

いあいさつと共に出迎えてくれました。 

１２月４日、晴れ上がった青空のもと、地域の方・保

護者・学校関係者が第七小学校に

たくさんお越しくださいました。 

キッズサポーターの方と共に

取り組む「そうじ」、寒い中、大

縄などで元気に遊んでいた「昼休

み」、全学年・全学級での公開授

業では、国語、算数、理科、図工、家庭・生活、体育、

音楽、英語活動…。さまざまな教科で、子どもたちが 

生き生きと輝いていました。 

実践報告会では、今年度の市

の保育教育指針に基づき『学校

力』『学力』『心の力』『体力』

の４つの力の向上について第

七小学校の日々の取組みを各

担当から丁寧に説明されまし

た。 

◇―――――――――――――――――――◇ 

学校に寄せられた感想の一部を紹介します。 

☆授業について 

・各教室とも集中力がすごかったです。授業内容も魅力

的で、私も受けてみたいものも

多々ありました。（地域の方） 

・教室に座って聞く授業だけで

なく、子どもたちが自由にのび

のびと楽しめる授業があったの

で、見ていても楽しかったです。

（幼稚園の先生） 

☆学校の雰囲気や児童の様子について 

・子どもたちの生き生きした様子がとても気持ちがよか

ったです。あいさつがとてもよかったです。そうじをし

ているのを見ていますと、ほうきの使い方がうまくいい

感じに指導されているのを感じました。（地域の方） 

・みんな自分からあいさつをし

てくれて、とても気持ちのよい

雰囲気の学校だなぁと思いま

した。教室の掲示物では写真を

使って整理整頓の仕方を示さ

れていて、教室がきれいに整頓 

 

されているのはそういう努力のためだろうなぁと思いま

した。（他の小学校の先生） 

☆学校実践報告会について 

・学習ばかりかと思っていたが、色んな取組みをされて

いることに認識を新たにした。取組みが元気ハツラツに

つながっているのかも。（地域の方） 

・報告が形式的ではなく、発表者ら

の実践がしっかり伝わるものにな

っていた。校長先生のそうじのお

話、キッズサポーターの話、とても

よかったです。（保育所の先生） 

 

 

 

 

   

 

〇サンネットフェスタ(第三中学校区) 

ＰＴＡ・地域の方々による心のこもったお店、三中の

生徒会、支援学級、クラブなどを中心とした綿菓子・ホ

ットドリンク・アクセサリーなどの模擬店が好評でした。

寒さに負けない元気な呼び込みの声が印象的でした。交

通安全コーナーが設けられ、三中生による吹奏楽演奏、

地域の方による落語や南京玉すだれ、和太鼓演奏が行わ

れました。 

 

 

 

 

 

〇わくわくフェスタ（南中学校区） 

雨の中、ぬかるんだ運動場での実施となりましたが、

地域の方やＰＴＡが熱心に模擬店を運営されていまし

た。南中の生徒会、バレーボール部、吹奏楽部及び生徒

有志のみなさんがチームワーク良く、ポップコーンを作

ったり、野菜を販売していたのが印象的でした。 

威勢のいいお餅つき、また南中生による吹奏楽演奏も

ありました。ビンゴ大会では、数字が発表されるたびに

大きなどよめきが起こるなど盛り上がりました。 
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    ～耐寒の取組みを紹介します～ 

◇西小学校 耐寒かけあし 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

◇東小学校 なわとび 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

秋から冬にかけて行われた支援学級の取り組みを 

紹介します。 
 

〇なかよし運動会・・・・１０月２５日 
地区の中学生が集まった『なかよし運動会』。第三中学

校のすがすがしい選手宣誓によりスタート！どの競技も

とっても盛り上がりましたが、特に綱引きは迫力があり

ました。かけ声をあわせて懸命に綱をひっぱり最後まで

粘り強く頑張っていました。 

〇さやまっ子野外活動・・・１１月９日 

市内の小中学生が集まって行った『さやまっ子野外活

動』。みんなで協力してお

いしい豚汁をつくろう！

と司会の元気なあいさつ

で始まりました。白菜や

ねぎなどやわらかい野菜

は低学年に、にんじんや

だいこんなど少し固めの 

                   

野菜は高学年が、と役割分担を自分たちで決めたり、煙

の中でも、まきを上手にくべて火の調整をしたり･･･みん

なで力を合わせてとっても

おいしい豚汁ができました。

とっても大きなお鍋でした

が、見事完食！！立派でし

た！！ 

 

〇なかよし卓球大会・・・・１１月１６日 
地区の中学生が集まった『なかよし卓球大会』。それぞ

れの経験に応じてリーグ戦で行われました。負けた時の

悔しさ、勝った時の喜びなど、それぞれ感情を自分らし

く表現しながら、一生懸命やることの素晴らしさ、お互

いのプレーを讃えあうことの大切さなどを学ぶいい機会

になった大会でした。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 どの行事も学年

間のつながりを大

切にしたもので、上

級生がお兄さん・お

姉さんらしく、下級

生と関わる場面が

見られました。気持

ちがいい、楽しい、がんばろう！と感じる経験をたくさ

ん積み、一人ひとりが自分の力を精一杯発揮して、伸び

ていってほしいと思います。 

 

  

 

 

１１月２３日（祝）に SAYAKA ホールにて、こどもフ

ェスティバルが開催されました。 

 今年は２つの保育所、２つの幼稚園、３つの小学校の

子どもたちが、工夫をこらした演技で元気いっぱい、笑

顔いっぱいの姿を披露してくれ

ました。一つひとつの発表が終わ

るたびに会場は大きな拍手につ

つまれ、子どもたちの誇らしげな

様子が印象的でした。 

              

また、当日は読書ｅプランの表

彰式も行われました。読書感想

文、感想画、図書館を使った調

べる学習コンクールでは、いず

れも昨年度を上回る応募があ

り、各校園での取組みが定着して

いる様子がうかがえました。 

 入賞者の作品は当日ＳＡＹＡ

ＫＡホールのホワイエに展示さ

れ、多くの来場者の方に見ていた

だくことができました。 

 

１年生は高学年のお

兄さん・お姉さんにリ

ードしてもらって元

気に走っています。 

中・高学年は自分の

ペースで一生懸命走

っています。 

朝礼で体育委員会の

児童が、いろいろな跳

び方を披露しました。 

休み時間は、元気に練

習している子どもたち

がいっぱいです。 



          

 
 
 

 
 

 

 

 
第２回大阪狭山市生徒会交流会 

 １２／２６（水） 

昨年の１２月２６日（水）に大阪狭山市内のすべての

中学校の生徒会代表が集まって、第２回生徒会交流会を

行いました。 

これは１１月１０日（土）に、

大阪府内全市町村の中学生の代

表が、大阪府議会議場に集まって

行われた「大阪府中学校生徒会サ

ミット」の内容を市内に広め、さ

らに深めることがねらいです。 

大阪府中学校生徒会サミットで採択されたメッセージ

は次の４つでした。 

・一人ひとりが責任を持った行動をとろう 

・勇気を出してみんなで止めよう 

・互いの違いを認め合い理解しよう 

・一人で悩まないで相談しよう  

代表で参加した南中学校の生徒会役員がこれを市内の

他の中学校に紹介し、それを受けて「いじめを防ぐため

に市内の中学校生徒会として取り組むこと」について意

見を交流しました。グループ討議や全体討議を重ねて、

次のような意見が出されました。 

〇教室にいじめ防止ポスター 

を作成し、掲示する。 

〇いじめ防止の劇をする。 

〇生徒会新聞などにいじめの 

記事を載せる。 

〇集団づくりのために生徒会

主催レクレーションをする。 

〇生徒会集会でどんどん声かけをする。 

〇あいさつ・声かけキャンペーンをする。 

〇意見箱を設置して、広く意見を集める。 

出された意見について各学校へ持ち帰り、具体的な取

組みについてさらに検討していくことになりました。 

 各校生徒会の取組みを期待するとともに、今後も市内

３つの中学校の交流を深めていけたらと考えています。 

 

 

 

 

 

 
 
北小学校児童会の取組み 

 
いじめを許さないために、北小学校では児童会が主体

になって、劇に取り組んでいます。 

 「いじめについて考えよう」というタイトルで、朝礼 

の際、児童会役員１２名で具体な場面を演じ、「北小学校

からいじめをなくそう！」という呼びかけを力強く行い

ました。各学校では、このようにいじめを許さない取組

みを工夫して行っています。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

～まちときどきカエル～  
１２／１３（木） 

南第一小学校６年生が、昨年の

１２月１３日（木）にキャリア教

育の一環として「未来のみずカエ

ル大作戦！！」の発表会を行いま

した。 

これは子どもたちが、ＮＰＯ法

人スマイルスタイルさんの協力を得て、大阪狭山市の

「まち」に出かけ、自身の目線から身近な水環境や、

未来の水資源を見つめ直し、課題を見つけ、その解決

策を生み出し、実行・発表していく取組みです。 

１２のグループに分かれて、

ごみ拾い、募金、三津屋川生き

物図鑑づくり、ポスター、カエ

ルパン作り、微生物による狭山

池の水質改善調査、微生物水車

開発・環境にやさしいレシピ開

発などを、劇、プレゼンなど趣向を凝らして発表しま

した。発表後、教育長からの「素晴らしい取組みです

ね」という言葉に子どもたちは自信を持ったようでし

た。「まちときどきカエル」とは、自分たちのまちを

変えることを考えることを通して、行動できる力を育

むキャリア教育プログラムです。このような取組みが

子どものキャリア意識の向上につながることを期待し

ています。 
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１２月２６日 ２つの教職員研修を実施しました 

 

１つめは『子ども理解推進教師育成研修（ＷＩＳＣ・

Ⅳ検査）』です。 

この研修は、ＷＩＳＣ・Ⅳ検査の基本的な理解と子ど

ものより良い支援につながる活用について学ぶためのも

ので、伊丹 昌一教授（梅花女子大学）を講師として、

８月の第１回研修に引き続き実施したものです。 

ＷＩＳＣ・Ⅳ検査は、対象となる児童・生徒の特性を

知り、効果的な指導法をさぐる上で有効な手段の一つで

す。特に「できないこと・苦手なこと」にとらわれすぎ

ず、その児童・生徒の強みを生かして、より良い指導法

を探るという視点に

立つことが重要であ

り、検査の実施方法

だけでなく、その検

査を現場でどのよう

に活用していくかが

大切であるというこ

とを丁寧に教えていただきました。 

伊丹先生の会場全体をあたたかく包み込むような話し

方や時にユーモアたっぷりな説明の仕方は、子どもたち

との関わりにおいても学ぶことが多く、あっという間に

時間が経ってしまったようでした。 

参加された先生方は、お互いにグループで話しあった

り、検査用紙を分析するなど、全日の研修を大変集中し

て取り組まれていました。   

 学校現場の先生方が、これまでの体験・実践に加え、

客観的なデータをもとに、一人ひとりの子どもに寄り添

ったきめ細かな指導ができるよう、今後もこの研修を多

くの先生方に広めていきたいと考えています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

２つめは『チームワーク研修Ｂ』です。 

本市では、教職員の経験年数別研修として、若手教員

を中心としたチームワーク研修Ａと、ベテラン教員を中

心としたチームワーク研修Ｂを実施しています。 

今回のＢ研修の講師は、杉田 絹子主任指導主事（大

阪府教育センター）で、学校組織マネージメント研修と

して実施しました。参加された先生方は、各学校の首席・

指導教諭・初任者指

導担当教諭等で、教

職員の大量退職、大

量採用時代の中で、

どのように人材育成

し、学校の活性化を

図っていくかについ

て学びました。若手教員につけさせたい力を明確にし、

その理由と取組みについてＫＪ法を用いて、コーチング

の視点から高め合いました。 

杉田主任指導主事が、最後のまとめとして出された三

つのキーワード「信」「認」「任」。任せるけれど任せっぱ

なしにはしないで、フォ

ローすること、そのフォ

ローの仕方も伝えて気

づかせることが大切で

ある。つまり「進歩する

可能性を信じ、その人の

持ち味を認め、明確な目標を持たせて仕事を任せる。」こ

のことは教職員だけでなく、大人も子どもも、人材育成

という観点では根本となる考え方であると、参加された

先生方も共感されていました。 

 

どちらの研修も、年末ぎり

ぎりの大変忙しい中で行わ

れたにも関わらず、たくさん

の先生方が参加し、熱心に受

講されていました。 

 

 

 

 本年も『啐啄』を通して、市内各学校園の 

取組みを紹介し、発信してまいります。 

 どうぞよろしくお願いいたします。 

    

 

しっかり 



          

 
 
 

 
 

 

 

 汗が噴き出す真夏の太陽の下であっても、震える程 

の真冬の空の下であっても…“子ども達のためなら！” 

の思いで地域の方々が見守り活動を続けて下さってい 

ます。登下校時の「おはようございます」「さようなら」 

「ありがとう」の挨拶や言葉かけから温かなつながり

が生まれます。子どもたちは地域の方々に育てても

らっている事を自然な形で受け止め、地域のネット

ワークを実感し、周りの人への信頼感をふくらませ

ます。学校と地域は“子ども”を真ん中に置いて、

手を携え、“育ちの輪”を広げていきます。各学校で

は、この輪をもっと大きくしていきたい！子どもた

ちの「ありがとう」の気持ちをぜひ伝えたい…。そ

んな思いを届けるために見守り隊の方との給食交流

会が行われています。感謝の思いがあふれたお礼の

言葉や歌、ゲーム、お手紙などつながりが一層深ま

る時間になっています。会が終わった後「最高のお

もてなしを受けた。」とある見守り隊の方が満面の笑

顔でおっしゃられていました。子どもたちも「いつ

も立ってくれてるあの人の名前がわかった。今度か

ら『○○さんおはようございます。』って声をかけて

みよう。」と嬉しそうに話しているのが印象的でし

た。 

  

1２月６日 南第三小学校 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

１月３０日 南第二小学校 

 

 

 

 
 

 

 
 
  
1 月１７日（木）に実践的防災教育支援事業の一環と

して、東小学校で避難訓練が行われました。事前に学校

防災アドバイザーと避難計画や学校の防災マニュアルを

検討し、子どもたちの命を守るために無駄や無理を最小

限にして避難できる方法を検討してきました。 

当日は消防署、ＰＴＡ、市役所危機管理グループの方

も来られました。大きな地震が発生し火事が起きたとい

う設定で、全校児童が速やかに運動場に避難するという

内容です。休み時間という設定なので、スムーズに避難

できるかどうか心配されたのですが…。 
 心配もなんのその。８００名近くの児童と４０名の教

職員の全員確認の報告があるまで、わずか２分３０秒で

した。アドバイザーからは「この時間で避難が完了した

のは避難訓練の時だけでなく、日頃からしっかりした防

災意識をもっているからだ。これからもずっとその気持

ちを持ち続けてほしい。」という言葉をいただきました。

また、地域防災の拠点としての学校の重要性を新たな視

点から学ぶことができました。 
 ６年生は「煙道体験」もしました。火事の時の煙の中

を疑似的に体験するというものです。数センチ先も見え

なくなる煙道を通った子どもたちは「うわぁ。見えない。

どうしよう。」と避難の難しさを実感していました。 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この事業の成果を市全体に広げ、児童生徒及び教職員

の防災意識を高め、安全・安心の学校づくりを進めてい

こうと考えています。 
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「見守り隊の方との給食交流会」 

地域のみなさんに「ありがとう！」の感謝の気持ち

を伝えたい！ 

 

 

「大切な命を守るために！」 

実践的防災教育支援事業（東小学校避難訓練） 

 

 

 

いつも見守ってくだ

さってありがとうご

ざいます。 
おさない！ 
はしらない！ 
しゃべらない！ 
もどらない！ 

煙道に入るため

には、頭にかぶっ

たビニール袋の

中にしっかり空

気をためなくち

ゃいけないよ。 

うまく歌えたかな？ 

心をこめてお出迎え！ 

おいしいですか？ 



 

今、いじめ、体罰問題が大きく報じられています。 

 

本市では以下の３点に留意して取組みを進めております。 

 

・「体罰防止マニュアル（改訂版）」を活用するなど、体罰根絶にむけた教職員研修等の実施や各教職員による 

「体罰防止のためのチェック項目」による自己点検等、学校全体として体罰を許さない指導体制が確立されて 

いるかの点検 

 

・部活動指導においても、体罰はいかなる場合においても絶対許されないという認識を持ち、その教育的意義を 

踏まえた指導の徹底 

 

・児童生徒・保護者に向け、体罰等に関する校内窓口を周知するなど、相談体制の充実 

 

＜相談カード 表＞               ＜相談カード 裏＞ 

 ＜ポスター＞ 

        困
こま

ったり、悩
なや

んだりしたときは、 

        勇気
ゆ う き

を出して相談
そうだん

してください

      いっしょに 考
かんが

えましょう！！ 
 
 

大阪狭山市
お お さ か さ や ま し

教育
きょういく

委員会
い い んか い

 

 

すこやか教 育
きょういく

相談
そうだん

24   0570-078310(24時間
じ か ん

受付
うけつけ

)  

すこやかホットライン   06-6607-7361(月～金 9:30～17:30) 

            E ﾒｰﾙ：sukoyaka@edu.osaka-c.ed.jp(24 時間受付) 

 

フリースクールみ・ら・い  072-368-0909(月～金 9:30～17:30) 

大阪狭山市
お お さ か さ や ま し

教 育
きょういく

委員会
い い ん か い

   072-366-0011(内線
ないせん

809) 

 (月～金 9:30～17:30)  

E ﾒｰﾙ：gakkou@city.osakasayama.osaka.jp(24 時間受付) 

 

＊E ﾒｰﾙ相談
そうだん

は、後日
ご じ つ

お返事
へ ん じ

します。 

 
 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

あなたは、ひとりじゃないよ！ 



          

 
 
 

 

 

 

市内各小学校で今春入学予定の保育園・幼稚園の子ど

もたちのための体験入学が行われました。 

☆「小学校ってどんなところかな？」 

☆「ランドセルには何がはいっているのかな？」 

☆「どんな勉強をしてるんだろう？」 

☆「給食っておいしいのかな？」 

など園児のさまざまな思いに丁寧に答えてくれる場とし

て毎年行われています。一年生をはじめ、こども同士の

交流の場面もあり、いっしょに遊んだり、お話したりし

ながら、とても楽しい時間を過ごしました。 

〇北小学校への体験入学 

（池尻保育園・ルンビニ保育園・東野幼稚園）  

 給食の様子や音楽会の練習を見学しました。 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

〇西小学校への体験入学（西幼稚園） 

 算数の授業は、色板を使っていろんな形を作る図形の

学習だったので、園児のみなさんは近くの児童の机上や

黒板の図形を見ながら、楽しみました。 

 体育館では、大きな部屋に驚きながら準備運動やドッ

ジボールを見学しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 第七小学校で、５年生が育て、収穫したお米でおもちつ

きをしました。更生保護女性会やキッズサポーターの方

や田植えからずっとお世話いただいてる市役所の方（農

政商工グループ）もお手伝いに来てくれました。みんな

で協力し、和気あいあいと作業するうちにどんどんおも

ちが出来上がっていきました。おもちには、きなこ、さ

とうじょうゆ、しょうゆ大根など好みのものをまぶして、

いただきました。 

 子どもたちから、お世話になった方々にお礼のご挨拶

をして盛会の内に終わりました。終わった直後、児童の

「おもちをつくのは疲れたけどすごく楽しかった。また

やりたいな。」というつぶやきが印象的でした。農政商工

グループの方ともお話したのですが、このお米つくりは

市内全体で広げていきたいと考えています。 
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小学校への体験入学 

～もうすぐ同じ学校に通うね。待ってるよ。～ 

 

 

 

（編集後記） 
一年間、「そったく」をご覧くださった皆さま、 

ありがとうございました。記事や写真を提供してい

ただいた先生方、ご協力ありがとうございました。 
積極的な情報発信は、つながりを深める上でとても

大切だと感じています。次年度も各学校園と連携し

ながら、情報発信に努めてまいりたいと考えていま

す。来年度もよろしくお願い致します。 

 

きゅうしょく 
おいしそう！！ 
どんなメニュー 
かな？ 
早く食べたいな。 

むずかしい曲を 
とっても上手に 
歌っているなぁ…。 

おもちつき ～みんなで協力して作れたね～ 

第七小学校 ５年生 

 

 

はやいボールを

なげるなぁ…。 
すごい！ 

 

きれいなかたちに 
できるかな…。 
くるくるくる。 

こうやっておもちを

つくんだよ。 
二人の呼吸が大切だ

よ。 

まんべんなく 
しっかりこねて 
おいしくなります 
ように。 



 

どう指導したらいいのかわからない 

最近、子どもの問題行動に対して、「同じことで何度も

指導しているのに、一向に改善されない。どう指導した

らいいのかわからない。」という声をよく聞きます。教師

側では理由をきちんと伝えて、熱心に指導しているつも

りでも、子どもの側では「なんかよくわからんけど、す

ごく先生は怒ってるなぁ。今日は機嫌が悪いのかなぁ…。

とにかく終わるのを待つか。」と感じているだけかもしれ

ません。これはお互いにとって不幸なことです。 

 兵庫教育大学上地安昭名誉教授は次のように語ってい

ます。「指導する（叱る）にはカウンセリングの視点が必

要だ。普段しっかりほめて、子どもとの信頼関係ができ

ている教師ほど指導する効果が出る。何より短時間で指

導することが大切。ポイントは攻撃的ではなく、アサー

ティブ（さわやかな主張として）に指導することだ。 

例えば、たばこを吸っている生徒に『規則だから』と

高圧的に言うのではなく『君の年頃だと吸ってみたくな

る気持ちも私はよくわかる。でも健康に悪いよね。』と伝

える。人格を否定せず、プライドを傷つけないようにす

る。そして、指導する（叱る）ことは生徒指導の始まり

でしかない。重要なのは、そのあとのフォローだ。相手

の子どもが自分にとって大切な存在であることを伝え続

けることが肝心だ。」 

中学校に長年勤務し、生徒指導にコーチングの手法を

生かしてきた愛知県刈谷市立かりがね小学校の神谷和弘

教諭もインタビューで以下のように語っています。 

◎信頼関係が前提 

■コーチングを生徒指導にどう生かしてきたのか？ 

「生徒をよく観察し、言い分も十分に聞いた上で、本人

に問いを投げかけることで自分自身で気付かせる。 

だから、叱ることはあっても感情をぶつけて怒ることは

ない。本人の気づきを促す鋭い質問ができるかどうかが

重要だ。」 

■叱る以前に心がけていることは？ 

「ほめるのも叱るのも、教師と子どもの間に信頼関係が

あって初めて効果が生まれる。普段からコミュニケーシ

ョンをとるように努めている。もちろん、私と相性の合

わない生徒もいる。気の合う教師に接触してもらうなど

チームで対応するとよい。」 

 

 

■具体的にはどのように指導する（叱る）のか？ 

「遅刻した生徒がいたら、『今日で３度目だよ。』と問

題点を指摘する。ここで『宿題もしてこないし、だから

お前はダメなんだ。』と他の問題も持ち出し、人格まで

否定してはいけない。『遅刻が続けば、授業もわからな

くなるよ。』と叱る理由を説明し、納得させる。その上

で『そうなったら先生は悲しいよ。』と心情を込めて語

る。教師自身を主語にした『Iメッセージ』で話すと、子

どもは押し付けられた感じがしない。人格を認められた

気持ちになる。」 

◎自分で判断させる 

■教師から指示はしないのか？ 

「しない。代わりに『明日からどうするの？』と質問す

る。子ども自身が考え、自分で判断させるためだ。その

場で答えは聞かなくていい。ただ、じっくり待てず、返

答をせかす教師が多い。過去にさかのぼって長々と叱る

のも、子どもの胸に響かない。また、遅刻すればこの指

導を繰り返す。それでも改めなければ、家庭の事情など

別の要因を探った方がいい。」 

■遅刻しなくなったら 

「おおいにほめる。『できたね。先生は信じていたよ』

と温かい言葉をかけ、子どもが『行動を変えてよかった』

と思えるようにしている。」 

 お二人の意見を整理すると 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

きっと「そんなことは十分知っているよ。言われるま

でもなく日々実践しているよ。」という先生方も多いで

しょう。このように、子どもとつながる指導を周りの先

生方に伝えて、学校全体、さやま全体で指導法を共有し

ていきましょう。 

〇日頃から子どもと信頼関係を築いておく 

〇チームで対応する 

〇逃げ場を用意し、子どもの人格を否定しない 

〇問題点を明確にし、ついでにあれこれ叱らない 

〇短時間で終わる 

〇「Iメッセージ」で伝える 

〇子ども本人に判断させる 

〇指導した（叱った）あとは必ずほめる 

 



 



SAYAKAホール
定員250名・要申し込み　入場無料

主催：大阪狭山市・大阪狭山市教育委員会　後援：大阪府・大阪府教育委員会・南海電気鉄道株式会社・大阪府都市開発株式会社

平成24年 12月１日（土）
開場 12：00
開演 12：30

右
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大阪狭山市狭山1-875-1 
☎072-365-8700
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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■交通案内図

狭山池博物館
郷土資料館

（大阪狭山市文化会館）
　小ホール

服部 英雄（九州大学大学院教授）「重源と中世の開発」
村松 弘一（学習院大学教授）　　「後漢時代の王景と芍

しゃく

陂
ひ

（安
あ ん ぽ う と う

豊塘）」
羅　 鐘宇（韓国圓光大学教授）　「古代韓半島のため池と偉人」

工楽 善通（大阪府立狭山池博物館・大阪狭山市立郷土資料館館長） コーディネーター

パネリスト報告

パネルディスカッション

狭 山 池
シ ン ポ ジ ウ ム

２０１２
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池
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狭山池シンポジウム2012

ため池築造と偉人
　米づくりに社会の基盤をおく東アジアの国々では、水を水田へ安定供給するシステムの構築がもっとも重要な課題
でした。ため池と用水路の整備は、灌漑用水を安定供給する効果的なしくみのひとつです。大きなため池の築造や改修
とその管理には、多くの人々の進んだ技術を結集する必要があります。日本最古のダム形式のため池である狭山池で
は、行基、重源など歴史上著名な人物が改修に関わり、その機能が約1400年間受け継がれてきました。
　今回のシンポジウムでは、東アジアのため池の築造と管理に深く関わった歴史上の人物に注目し、それぞれの国に
おける歴史・風土・社会と、水利灌漑にかかる文化遺産との関係性、そして、未来への継承について考えます。

● 平成24年12月１日（土）開場／12：00 開演／12：30 （17：00終了予定）

● ＳＡＹＡＫＡホール（大阪狭山市文化会館） 小ホール
● 入場無料（定員250名・要申し込み　※下記の「参加方法」をご覧下さい。）

● シンポジウムプログラム

■ パネリスト報告

12：40～13：20	 重源と中世の開発
	 服部 英雄（九州大学大学院教授）

13：20～14：00	 後漢時代の王景と芍
しゃく

陂
ひ

（安
あ ん ぽ う と う

豊塘）
	 村松 弘一（学習院大学教授）

14：10～15：20	 古代韓半島のため池と偉人
	 羅 鐘宇（ナ	ジョンウ／韓国	圓光大学教授）
	 通訳： 篠原 啓方（関西大学准教授）

■ パネルディスカッション

15：30～17：00	 ため池築造と偉人
	 コーディネーター

	 工楽 善通（大阪府立狭山池博物館・大阪狭山市立郷土資料館館長）

● パネリストプロフィール

服部 英雄（はっとり	ひでお）
1949年、名古屋市生まれ。九州大学大学院教授、
同大学比較社会文化学府長。専門は日本史。現地
調査・史料調査に基づき、歴史的景観の復原を行
う。2012年、歴史人物像を浮き彫りにした『河原ノ
者・非人・秀吉』（山川出版社）を著す。

● 参加方法
郵便ハガキ・FAX・電子メールで。
■�「狭山池シンポジウム参加希望」と郵便番号・
住所・氏名（ふりがな）を明記してください。
（１件で４名まで）

■ 申し込み先：大阪狭山市教育委員会�社会教育・
スポーツ振興グループ�狭山池シンポジウム�係
　�ハガキ：〒589-8501�大阪狭山市狭山１丁目
2384-1

　FAX：072-367-6011
　E-mail：sayamaike@city.osakasayama.osaka.jp
■応募締め切り：平成24年11月22日（木）�先着順
■問い合わせ：TEL�072-366-0011�（内線827）
　社会教育・スポーツ振興グループ�まで

村松 弘一（むらまつ	こういち）
1971年、東京都生まれ。学習院大学学長付国際
研究交流オフィス教授。専門は中国古代史。秦漢
時代を専門に研究。2007年、『黄河下流域の歴
史と環境 -東アジア海文明への道-』（鶴間和幸編
著・東方書店）ほか。

羅 鐘宇（ナ	ジョンウ）
1948年生まれ。圓光大学史学科教授、全北歴史
文化学会会長、全羅北道世界遺産委員会委員長。
韓国の歴史を古代から近世まで幅広く研究。

『韓国中世対日交渉史研究』（圓光大学校出版局）
ほか。

コーディネーター

工楽 善通（くらく	よしゆき）
1939年、兵庫県生まれ。奈良国立文化財研究所
埋蔵文化財センター長を経て、2001年開館時に
大阪府立狭山池博物館館長に就任。古代東アジ
アの水利灌漑などを研究。



  

  



狭山池

過去と未来をつなぐ
　　　　　　文化遺産

I n t r o d u c t i o n  a n d  H i s t o r y  o f  S a y a m a i k e  

大 阪 狭 山 市 教 育 委 員 会

重源狭山池改修碑
（大阪府指定有形文化財）



ごあいさつ

　大阪狭山市のシンボルである狭山池は、今か
ら約1400年前に造られた日本最古のダム形式の
ため池です。
　昭和63年から平成14年まで「平成の改修」
が行われ、それに伴う発掘調査で、さまざまな
発見がありました。とくに狭山池北堤の敷

しき

葉
は

工
法の発見により、東アジア諸地域と密接なつな
がりを持って築造されていたことが分かりまし
た。東アジアは韓国の碧

ピョッコルチェ

骨堤をはじめとする多
くの兄弟堤があり、土木技術が共有されていた
ことを物語ります。この技術が、朝鮮半島から
渡来人によってわが国に伝えられたのです。
　狭山池は、わが国のみならず、世界に誇れる
文化遺産です。本市では平成22年より「狭山池
シンポジウム」を開催し、未来へ生き続ける遺
跡、狭山池の重要性を世界に向けて発信してい
ます。そして韓国の碧骨堤とともに世界文化遺
産に登録すべく歩みを進め、平成24年６月に
は、碧骨堤が所在する金

キムジェ

堤市と、世界文化遺産
共同登載の円滑な協力体制構築のための「親善
及び相互協力意向書」を締結しました。
　狭山池は、過去から現代へと受け継がれ、そ
して未来へと生き続けます。では、狭山池の豊
かな歴史と、人々のたゆみない努力と英知の一
端をご覧ください。

　　　平成24年12月１日
　　　　　　　大阪狭山市長　𠮷田　友好
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狭山池の飛鳥時代と奈良時代の堤は、アラ
カシの枝葉を敷きならべながら土を盛り立
てる敷葉工法が用いられていました。この
土木技術は紀元前８～５世紀頃に中国で生
まれ、朝鮮半島から日本へ伝えられた技術
で、韓国では池の堤や城壁などで活用され
ています。

韓国では、ソウル市の風
プンナム
納土

ト
城
ソン
、扶
プ ヨ
余の羅城、

恭
グォングォン
倹池

チ
、薬
ヤク
泗
サ
洞
ドン
などで敷葉工法が確認され

ています。４世紀頃に築かれた金
キムジェ
堤市の碧

ピョッコル
骨

堤
チェ
でも敷葉工法を用いて堤がつくられ、同じ
農業用の水利灌漑施設であることから狭山
池の「兄弟堤」であると考えられています。

近年、敷葉工法の研究が進み、特に韓国で新
たな発見や、飛躍的な研究の進展がみられ
ています。平成22年（2010）には蔚

ウルサン
山の

薬
ヤク
泗
サ
洞
ドン
で、敷葉工法で造られた堤が新た

に発見され、6世紀～7世紀に造られこと
が分かりました。また、恭

グォングォン
倹池

チ
や伽

カ ヤ リ
倻里、

合
ハプトクチェ
徳堤などでも研究が進み、「敷葉工法」

と一言で言っても、さまざまな種類の技術
があることが分かりました。

敷葉工法の解明を進めるため、恭
グォングォン
倹池

チ
や

碧
ピョッコルチェ
骨堤では、発掘調査が行われており、今
後その成果が期待されています。

東アジアの中の狭山池

碧
ピョッコルチェ

骨堤（全
チョル

羅
ラ

北
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風
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恭
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尚
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北
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道
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 尚
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州市）

韓国の敷葉分布図



●西樋●西樋 ●中樋●中樋
●東樋●東樋

狭山池 1号窯 (SY22)
　　　     ●
狭山池 1号窯 (SY22)
　　　     ●

狭山池の誕生

狭山池の技術

狭山池の北提断面

狭山池は、旧天
あま
野
の
川
がわ
(西
にしよげがわ
除川 )と三

み つ や
津屋川

がわ

の合流点に築かれたダム形式のため池で
す。その治水機能を高めた平成の改修では、
狭山池誕生の証拠をはじめ、多くの発見が
ありました。北堤の底からは池の水を配る
ための樋が出土。長大な下層東樋に用いら
れているコウヤマキの丸太は、年輪年代測
定法により、西暦616年に伐採されたと
判明しました。

また、北堤の斜面からは、狭山池１号窯が
見つかり、池築造後の７世紀前半に須

す え き
恵器

が焼かれていたことがわかりました。狭山
池築造により、南大阪の土地開発と米づく
りはさかんになっていったことでしょう。

狭山池の築造で使われた敷葉工法は、盛土
のすべりと崩れを防止する技法で、渡来人
によって、朝鮮半島から伝わりました。

また古代の狭山池では、コウヤマキをくり
抜いた樋管が使われました。樋管の先を加
工してつなぎ、全長60m以上の東樋を作
り、下流域を潤しました。

新たな技術が改修のたびに導入され、江戸
時代には、中樋と西樋で四段の取水口を持つ
「尺

しゃくはち
八樋

ひ
」が採用されました。

狭山池周辺の遺構地図 狭山池 1 号窯（陶邑
SY22）の出土遺物

くりぬいたコウヤマキの樋管

東樋放水部
（飛鳥時代、大阪府指定有形文化財）

出土した敷葉

尺八樋（模型）



狭山池は、多くの人々によって改修が重ね
られてきました。奈良時代には、行

ぎょう
基
き
が天
てん

平
ぴょう
３年（731）に改修し、それに続く天

てんぴょう
平宝
ほう

字
じ
の改修（天平宝字６年・762）では、北

堤の幅も倍の大きさになりました。平安時
代には、勤

ごんぞう
操が弘

こうにん
仁 10年（819）に改修を

行いました。

鎌倉時代には、重
ちょうげん
源が下流域の人々の願い

により、建
けんにん
仁２年（1202）、狭山池を改修

しました。多くの人々が重源のもとに集い、
古墳の石棺を引き出して、中樋の樋管を伏
せました。そのようすは、発掘調査で出土
した『重

ちょうげん
源狭

さ
山
やまいけかい
池改修

しゅう
碑
ひ
』から知ることが

できます。

慶
けいちょう
長 13年（1608）、豊

とよとみひでより
臣秀頼の家臣・片

かた

桐
ぎりかつもと
且元は、尺八樋を用いた中樋・西樋と東
樋を設置するなど、大規模な改修をし、現
在の狭山池の姿が、このときに形づくられ
ました。その後は、池

いけもり
守・田中家が狭山池

の管理に携わってきました。

明治以降も改修が行われ、平成 14 年
（2002）、治水ダムとしての機能を備えた、
現在の狭山池が完成しました。古代から続
く狭山池改修の歴史。多くの人々の惜しみ
ない努力によって、1400年間、狭山池は
守り伝えられてきたのです。

狭山池から出土した貴重な文化財を保存・
展示する大阪府立狭山池博物館では、狭山
池1400年の歴史を詳しく紹介しています。
大阪府・大阪狭山市・市民で協働運営す　
る狭山池博物館へぜひご来館下さい。

狭山池を守り伝えた人々

奈良時代の改修を指導した行基（行基坐像・レプリカ）

古墳の石棺で「石樋」を伏せた重源（重源坐像・レプリカ）

重源狭山池改修碑　
　（大阪府指定有形文化財）



さやま池
いけ

ってどんな池
いけ

？

末永博士と狭山池

大
おおさか

阪狭
さ

山
やま

市
し

の
マスコットキャラクター

さやま池
いけ

は今
いま

から約
やく

1400年
ねん

まえ

につくられたため池
いけ

で、日
に

本
ほん

でい

ちばん古
ふる

いんだよ。

むかしからしゅうりが何
なんかい

回もくり

かえされていて、行
ぎょうき

基や重
ちょうげん

源・片
かた

桐
ぎりかつもと

且元とか、有
ゆうめい

名な人
ひと

がたくさん

の人
ひと

と力
ちから

をあわせて、新
あたら

しいぎ

じゅつで工
こう

事
じ

をしたんだ。

狭山池の畔
ほとり
に生まれた考古学者・末

すえながまさ
永雅雄

お

博士は、考古学の研究に情熱をささげ、狭山
池と郷土狭山をこよなく愛し続けました。

末永博士は、狭山池の大正・昭和初年の改
修に伴う発掘調査を実施し、平成の改修に
際しては、総合学術調査を行い、狭山池の
文化財を後世へと継承する道筋を示しまし
た。また、石舞台古墳や高松塚古墳などの
発掘調査を実施し、奈良県立橿原考古学研
究所を設立。後進の育成に力を注ぎ、日本
考古学の礎を築きました。

昭和55年（1980）に狭山町名誉町民となり、
昭和63年（1988）には考古学者として初
めて、文化勲章を受章しました。

末永雅雄博士（狭山池畔
ほとり

の自宅にて）

中
なか

樋
ひ

と取
しゅすいとう

水塔（池
いけ

の水
みず

をとり出
だ

すしくみ）

　下
した

の部
ぶ

分
ぶん

は江
え ど じ

戸時代
だい

につくられて、上
うえ

のコンクリートの塔
とう

は

　大
たいしょう

正・昭
しょうわ

和初
しょ

年
ねん

の改
かいしゅう

修でつくられました。

末永家に伝わる樋の模型
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年　　代 狭山池をめぐる主なできごと 日本の主なできごと

飛鳥時代

600−
　
　
　
　

700−
　
　
　
　
　

800−
　
　

900−
1000−
1100−

　
　

1200−

　
　

1300−
　
　
　

1400−
　
　

1500−
　
　
　
　
　

1600−
　
　
　
　
　
　
　
　

　　
　

1700−
　
　
　

1800−
　
　
　
　
　
　

1900−
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

2000−

　
　この頃狭山池ができる（616 年頃）
　
　
　
　
　
　行基が狭山池を修築（731 年）
　
　天平宝字の改修（762 年）
　
　勤操が狭山池を修築（弘仁の改修・819 年）

　
　
　清少納言が『枕草子』に狭山池を記す（1000 年頃）
　
　
　
　
　重源が狭山池を改修（1202 年）
 
　
　
　
　
　
　
　享徳の改修（1452 年）
　
　
　この頃、安見美作守が改修
　（成功しなかったと伝えられる）
　
　
　
　
　片桐且元が狭山池を改修（慶長の改修・1608 年）
　
　小堀遠州が堤を改修（元和の改修・1620 年〜 1621 年）
　寛永の改修（1634 年〜 1641 年）
　
　
　
　延宝の改修（1674 年〜 1680 年）
　
　決壊した西除を改修（元禄の改修・1693 年〜 1694 年）
　
　享保の改修（1716 年〜 1735 年）
　寛保の改修（1740 年〜 1743 年）
　
　
　文化の改修（1813 年〜 1820 年）
　天保の改修（1835 年）
　
　西除が崩壊し、改修（安政の改修・1857 年〜 1859 年）
　
　
　明治の改修（1903 年〜 1907 年）

　

　
　大正・昭和初年の改修（1926 年〜 1931 年）
　末永博士、狭山池の石棺を発見
　
　狭山池、大阪府有形文化財に指定（1941 年）

　
　
　昭和の改修（1962 年〜 1964 年）
　
　大阪狭山市立郷土資料館開館（1981 年）
　末永博士、文化勲章受章（1988 年）
　平成の改修（1988 年〜 2002 年）
　石樋蓋、大阪府有形文化財に指定（1989 年）

　
　大阪府立狭山池博物館開館（2001 年）
　北堤出土下層東樋、大阪府有形文化財に指定（2001 年）
　中樋尺八樋（石棺・重源碑・船材含む）、大阪府狭山市有形文化財に指定（2003 年）
　
　郷土資料館を狭山池博物館内に移設（2009 年）
　中樋放水部の石棺群、大阪狭山市有形文化財に指定（2010 年）
　
　大阪府立狭山池博物館、入館者 100 万人突破（2012 年）

　聖徳太子、摂政となる（593 年）

　
　大化の改新（645 年）
　
　　平城京遷都（710 年）

　東大寺大仏開眼（752 年）

　平安京遷都（794 年）

　
　

　
　
　
　鎌倉幕府成立（1192 年）

　

　
　
　室町幕府成立（1338 年）

　
　
　応仁・文明の乱（1467 年）
　

　種子島に鉄砲伝来（1543 年）

　本能寺の変（1582 年）
　豊臣秀吉、天下統一（1590 年）
　関ヶ原の戦い（1600 年）
　江戸幕府成立（1603 年）
　大坂夏の陣（1615 年）

　
　鎖国完成（1639 年）
　
　
　
　
　
　大和川の付け替え（1704 年）
　
　
　
　

　
　　ペリー来航（1853 年）
　明治維新（1868 年）
　日清戦争（1894 年〜 1895 年）
　日露戦争（1904 年〜 1905 年）

　第 1 次世界大戦（1914 年〜 1919 年）
　関東大震災（1923 年）
　
　
　
　太平洋戦争（1941 年〜 1945 年）
　日本国憲法施行（1947 年）

　
　東京オリンピック開催（1964 年）
　
　
　
　
　
　
　阪神・淡路大震災（1995 年）
　
　
　

　東日本大震災（2011 年）

奈良時代

平安時代

鎌倉時代

  南北朝時代

室町時代

     戦国時代

安土・桃山時代

江戸時代

明　　治

大　　正

昭　　和

平　　成



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

○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 
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