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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 2５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 

❐待機児童の解消に向け、（仮称）山本保育園の平成２５年度内の開設をめざす取り組みを進めます。 

❐子ども・子育て支援のニーズ調査の実施や、子ども・子育て会議の設置など、子ども・子育て支援新制 

度への移行に向けた準備を進めます。 

❐民間保育所での２時間の延長保育を推進し、保護者の多様な形態の就労を支援します。 

❐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。 

❐放課後児童会では、時間延長を継続して行うとともに、子どもたちの特性を踏まえながら適切な指導を 

行い、保護者の子育てを支援します。 

❐放課後に子どもたちが様々な文化活動などを体験できる「さやま元気っこ推進事業」を引き続き南第三 

小学校で開催します。 

【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） 

１１．子ども・子育て支援制度に向けた準備事業（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 

❐小学校の授業のサポート体制として、全小学校に配置した「さやまっ子ティーチャー」を、中学校にも配

置します。 

❐生徒の相談相手や若手教員の生徒指導に関する問題解決力の育成を図るため、「生徒指導サポーター」を

新たに設置します。 

❐デジタル教科書とプロジェクタを配置し、ＩＣＴを活用した授業を進めます。 

❐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。 

❐支援が必要な子どもに対し、子どもの状況を的確に把握できる教職員を育成し、支援するため、新たに「子

ども理解コーディネーター」を配置するとともに、子どもたちの個性に応じたきめ細かな指導を行います。 
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❐子どもが本に親しみ、読書の楽しさを知る中で、豊かな想像力を育むため、学校図書館の蔵書の充実を図

り、司書の配置を順次進めます。  

❐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。 

❐第七小学校等のトイレ改修工事に向け、実施設計を行い、快適な環境の整備を進めます。 

【主な事業】 

１．教育振興基本計画の策定（教育総務グループ） 

２．施設整備事業（第七小学校他トイレ改修工事）（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．家庭教育支援事業（学校教育グループ） 

９．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） 

１０．安全・安心スクール事業（学校教育グループ） 

１１．支援学校事業（学校教育グループ） 

１２．生徒指導支援事業（学校教育グループ） 

１３．ＩＣＴ活用推進事業（学校教育グループ） 

１４．市立幼稚園整備事業（こども育成室） 

 

Ⅲ 学校給食の充実 

❐学校給食センターの耐震補強工事実施設計業務を行い、施設の安全対策に取り組むとともに、床面ドライ

仕様・設備入れ替えなど、施設改修工事のための実施設計業務も行います。 

❐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。 

【主な事業】 

１．学校給食センター施設改修事業（耐震補強等工事実施設計）（学校給食グループ） 

２．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） 

 

Ⅳ 生涯スポーツの推進 

❐市民が快適にスポーツを楽しめるよう、総合体育館・池尻体育館の備品を順次入れ替えます。 

❐狭山中学校区で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ケーショ

ンづくりを支援します。 

【主な事業】 

１．体育施設管理事業（社会教育・スポーツ振興グループ） 
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Ⅴ 社会教育の充実 

❐市民が安全で安心して社会教育施設を利用していただけるよう、公民館の耐震補強工事、トイレやスロー

プの改修工事などを行います。 

❐公民館・図書館の備品を計画的に入れ替え、利用者の利便性の向上を図ります。 

❐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．公民館管理事業（社会教育・スポーツ振興グループ） 

２．図書館管理事業（社会教育・スポーツ振興グループ） 

３．公民館事業（指定事業）（社会教育・スポーツ振興グループ） 

 

Ⅵ 歴史文化の振興 

❐狭山池の総合学術調査を進め、国の史跡指定をめざします。 

❐狭山池シンポジウムを開催し、狭山池の魅力を市の内外に広く発信します。 

❐多くの市民が市の歴史に関心をもち、郷土への愛着を深めていただくため、市史「本文編 通史」を発行

します。 

❐大阪府立狭山池博物館と郷土資料館の、大阪府、市、市民による三者協働運営を推進し、にぎわいのある

博物館運営に貢献します。 

【主な事業】 

１．狭山池の魅力発見活用事業（歴史文化グループ） 

２．狭山池の魅力発見活用事業「狭山池シンポジウム事業」（歴史文化グループ） 

３．街道ガイドボランティア養成事業（歴史文化グループ） 

４．市史編さん事業（歴史文化グループ） 

５．郷土資料館管理事業（歴史文化グループ） 

６．文化財活用事業（歴史文化グループ） 
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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 25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  

委員 阪本 栄 平成 25年 10月 1日再任 

委員 長瀬 美子  

教育長 小林 光明  

 

 

【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  

                  社会教育・スポーツ振興グループ 

教育長     教育部     歴史文化グループ 

 

                    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 
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（２）教育委員会議等の開催状況（平成 25年３月～平成 26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 28日（木） 

大阪狭山市狭山池総合学術調査委員会規則について 

大阪狭山市史編さん委員会規則について 

平成 25年度保育・教育指針について 

平成 24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 25日（木） 

大阪狭山市教育振興基本計画策定委員会設置規則について 

大阪狭山市教育振興基本計画検討委員会設置要綱について 

大阪狭山市立小学校及び中学校教科用図書選定委員会規則について 

大阪狭山市就学支援委員会規則について 

大阪狭山市社会教育委員の委嘱について 

大阪狭山市スポーツ推進委員の委嘱について 

大阪狭山市狭山池総合学術調査委員会委員の委嘱について 

大阪狭山市史編さん委員会委員の委嘱について 

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）一般会計補正予算（教育委員会関係）について 

第５回 ５月 23日（木) 教育長報告のみ 

第６回 ６月 27日（木） 

狭山中学校事務職員の不祥事事案について 

生活扶助基準の見直しに伴う就学援助制度における対応について 

プール開放事業について 

第７回 ７月 25日（木） 教育長報告のみ 

第８回 ８月 20日（火） 

大阪狭山市立子育て支援センター条例の一部を改正する条例について 

大阪狭山市立公民館設置条例の一部を改正する条例について 

大阪狭山市立青少年運動広場設置及び管理条例の一部を改正する条例につ 

いて 

大阪狭山市立プール使用条例の一部を改正する条例について 

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 

大阪狭山市立市民ふれあいの里条例の一部を改正する条例について 

大阪狭山市立社会教育センター条例の一部を改正する条例について 
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大阪狭山市立図書館条例の一部を改正する条例について 

大阪狭山市立青少年運動広場設置及び管理条例施行規則の一部を改正する 

規則について 

大阪狭山市立のスポーツ施設の指定管理者の指定について 

大阪狭山市立社会教育センターの指定管理者の指定について 

平成 25年度（2013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 26日（木） 

市民ふれあいの里青少年野外活動広場管理運営規則の一部を改正する規則 

について 

平成 25 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  

大阪狭山市指定文化財の指定について 

平成 24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 31日（木） 

大阪狭山市立総合体育館条例施行規則等の一部を改正する規則について 

平成 25年度（2013年度）一般会計補正予算（教育委員会関係）について 

南中学校女子生徒の転落事案について 

第11回 11月 21日（木） 教育長報告のみ 

第12回 12月 19日（木） 教育長報告のみ 

第１回 １月 30日（木） 教育長報告のみ 

第２回 ２月 17日（月） 
平成 25年度（2013年度）一般会計補正予算（教育委員会関係）について 

平成 26年度（2014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 

 ９月 26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 

 

②各種会議 

 

▽教育振興基本計画策定委員会  

区 分 日  時 会 議 内 容 

第１回 ８月 28日(水) 

大阪狭山市教育振興基本計画について 

大阪狭山市教育振興基本計画の策定体制について  

大阪狭山市教育振興基本計画の策定について 

大阪狭山市教育振興基本計画の策定スケジュールについて 

第２回 11月18日(月) 大阪狭山市教育振興基本計画策定に係る市民アンケート（案）について 
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▽社会教育委員会議  

区 分 日  時 会 議 内 容 

第１回 ６月 21日(金) 

議長・副議長の選出について 

審査・評価部会及び課題研究会委員の選出について  

青少年問題協議会委員の選出について 

教育振興基本計画先定員の選出について 

第２回 ７月 26日(金) 
平成 24年度社会教育関係団体補助金事業報告について  

平成 25年度社会教育関係団体補助金申請について 

 

▽文化財保護審議会 

区 分 日  時 会 議 内 容 

第１回 ８月 30日（金） 

会長・副会長の選出について 

大阪狭山市文化財保護審議会専門委員会の諮問物件の調査報告について 

諮問物件の答申について 

第 2回 ２月 28日（金） 

大阪狭山市内採集石器コレクションの諮問について 

同コレクションの調査の進捗について 

専門委員の委嘱について 

 
 

▽青少年問題協議会 

区 分 日  時 会 議 内 容 

第１回 ８月 26日(月) 

委員研修及び情報交換 

テーマ「ニートの若者支援の現状と課題（発達障害などを含む）」 

講師 岡崎 剛 氏（社会福祉法人つむぎ福祉会東大阪若者サポートステー

ション総括コーディネーター・臨床心理士）の講演 

 

▽市史編さん委員会 

区 分 日  時 会 議 内 容 

第１回 ３月 20日（水） 

『市史 第一巻 本文編 通史』の進捗状況について 

『市史 通史 概要版』の構成および刊行計画について 

市史収集資料の現状および今後について 
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▽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 22日（金） 
史跡指定の対象及びその範囲について 

狭山池総合学術調査報告書の構成（案）について 

第１回 ７月 25日(木) 
史跡指定に係る調査の進捗について 

狭山池総合学術調査報告書の内容検討について 

 

▽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(火) 学校給食施設等衛生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 24日(水) 平成25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(木) 関係機関との連携（現状と課題）及び情報交換 

 

▽子ども・子育て協議会 

区 分 日  時 会 議 内 容 

第 1回 7月 11日(木) 
子ども・子育て支援新制度について 

本市子育て施策の現状について 

第 2回 8月 29日(木) 

平成 24年度子ども・子育て関連事業の評価 

子ども・子育て支援事業計画ニーズ調査について 

子ども・子育て支援法に基づく基本指針案等について 

第 3回 9月 26日(木) 
平成２４年度子ども・子育て支援関連事業の評価について 

子ども・子育て支援事業計画ニーズ調査について 

第 4回 2月 27日(木) 
子ども・子育て支援事業計画ニーズ調査の結果について 

子ども・子育て支援事業計画策定業務について 

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１日（金） 府立狭山高校卒業式出席 狭山高校 

３月 13日（水） 市立中学校卒業式出席 市内各中学校 

３月 15日（金） 市立幼稚園卒園式出席 市内各幼稚園 

３月 19日（火） 市立小学校卒業式出席 市内各小学校 

４月４日（木） 市立幼稚園入園式出席 市内各幼稚園 
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日 内 容 場 所 

４月５日（金） 市立小中学校入学式出席 市内各小中学校 

６月２日（日） 市立小学校運動会出席 市内各小学校 

９月 27日（金） 市立南中学校体育大会出席 南中学校 

10月３日（木） 小学校連合運動会出席 市民総合グラウンド 

10月４日（金） 市立中学校体育大会出席 市内各中学校 

10月５日（土） 市立幼稚園運動会出席 市内各幼稚園 

10月21日（月） 市立東幼稚園運動会出席 東幼稚園 

11月１日（金） 市立北小学校まるごとパック視察 北小学校 

11月13日（水） 市立第三中学校まるごとパック視察 第三中学校 

12月３日（火） 市立南第三小学校まるごとパック視察 南第三小学校 

１月 23日（木） 市立南第一小学校まるごとパック視察 南第一小学校 

１月 30日（木） 市立東小学校視察 

 

 

東小学校 

  

 

▽会議・研修関係 

日 内 容 場所 

４月４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 18日（木） 大阪府都市教育長協議会 アウィーナ大阪 

４月 22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） 
藤井寺市役所 

５月 21日（火） 大阪府都市教育委員会連絡協議会定期総会 アウィーナ大阪 

６月 18日(火) 南河内地区市町村教育長連絡協議会（臨時） 藤井寺市役所 

７月２日（火） 教育長意見交換会 プリムローズ大阪 

７月３日(水) 
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） 
藤井寺市役所 

７月５日(金) 大阪府都市教育長協議会 アウィーナ大阪 

７月 26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 22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 

東小学校視察 
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８月 30日（金） 南河内地区市町村教育長連絡協議会教育長研修会 兵庫県神戸市 

日 内 容 場所 

10月４日（金） 大阪府都市教育長協議会 アウィーナ大阪 

10月 18日（金） 近畿市町村教育委員研修大会 奈良県橿原市 

10月 29日（火） 南河内地区市町村教育長連絡協議会（臨時） 河内長野市役所 

11月８日（金） 大阪府市町村教育委員研修会 アウィーナ大阪 

11月 15日（金） 大阪府都市教育長協議会秋季研修会 テクスピア大阪 

１月 10日（金） 大阪府都市教育長協議会 アウィーナ大阪 

１月 20日（月） 教育長意見交換会 プリムローズ大阪 

１月 27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(金) 
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） 
南河内府民センター 

２月 19日（水） 南河内地区市町村教育委員研修会 松原市 

２月 14日（金） 市町村教育委員会教育長会議 アウィーナ大阪 

２月 20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） 
南河内府民センター 

 

 

 

 

 

 

 

▽その他 

日 内 容 場所 

５月 12日（日） 市民体育大会開会式 

                   

市立総合体育館 

 

 

 

 

 

 

 

８月 20日（火） 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 
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日 内 容 場所 

11月３日（日） 文化教育功労者表彰式 

           

          委員長式辞 

SAYAKA小ホール 

11月23日(土) こどもフェスティバル 

 

 

SAYAKA大ホール 

１月 13日（月） 成人式 

 

 

 

 

 

SAYAKA大ホール 

２月 17日(月） 市長と教育委員の意見交換会 シティプラザ大阪 

 

委員長あいさつ 

花束贈呈 
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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 

 

 
❐待機児童の解消に向け、（仮称）山本保育園の平成２５年度内の開設をめざす取り組 

みを進めます。 

❐子ども・子育て支援のニーズ調査の実施や、子ども・子育て会議の設置など、子ども・ 

子育て支援新制度への移行に向けた準備を進めます。 

❐民間保育所での２時間の延長保育を推進し、保護者の多様な形態の就労を支援します。 

提供を図ります。 

❐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。 

❐放課後児童会では、時間延長を継続して行うとともに、子どもたちの特性を踏まえな 

がら適切な指導を行い、保護者の子育てを支援します。 

❐放課後に子どもたちが様々な文化活動などを体験できる「さやま元気っこ推進事業」 

を引き続き南第三小学校で開催します。 

 

【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） 

１１．子ども・子育て支援制度に向けた準備事業（こども育成室） 
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平成 25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１０団体が参加し、市立文化会館の大ホールでダンスや楽器

演奏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、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、一人でも多くの子どもたちにフェスティバルを経験してもらえ

るようにするとともに、より広く一般市民にも楽しんでもらえるイベントに

するため、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】 

今後とも、こどもフェスティバルを通じて、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」を推進していきたい。 

 

Ⅰ－１ 
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平成 25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 放課後児童会事業 

概  要 

放課後児童会は、保護者などが労働などにより昼間家庭にいない小学生を

対象に、遊び場や生活の場を提供し、児童会活動を通じて健全な育成を図る

ことを目的とする。 

成果と評価 

平成２４年度から開始した延長利用制度を引き続き実施し、保護者のニー

ズに対応した。また、放課後児童会指導員を対象として支援を要する児童へ

の対応、児童虐待に関する研修会などを定期的に開催し、指導員のスキルア

ップを図った。 

放課後児童会指導業務に指定管理者制度を導入している先進都市を視察

し、今後の放課後児童会事業を運営していくための参考とした。 

今後の課題

と目標 

平成２５年１０月に実施したニーズ調査を参考にして、子ども・子育て支

援法の改正に伴う放課後児童会事業の条例改正を行う。また、法律・条例に

則した放課後児童会室の環境整備及び改善、指導員のさらなるスキルアップ

を図る必要がある。 

【課長コメント】 

「子育てにやさしい環境づくり」をめざして、事業内容や実施方法の改善、指導員の資質

向上など、放課後児童会事業の充実を進める。 

Ⅰ－２ 
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平成 25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 

 南第三小学校の体育館・運動場・クラブ室を使って、子ども達が放課後に安全で安

心して過ごせる新しい居場所づくりである。 

プログラム内容  月水金 前期（15時～16時 45分）後期（15時～16時 30分） 

         土     （10時～11時 30分） 

 

月 水 金 土 

前期 後期 

自由遊び 

前期 後期 

エイサー 
サッカー 

将 棋 

日 舞 

サッカー 

日 舞 
バスケ 

バスケ 

将棋 

夏休み 10 日間（10 時～11 時） 学習、工作、絵画、腹話術・科学教室など 

成果と評価 

南第三小学校在籍（平成 24 年度 259 人/平成 25 年度 264 人） 

参加申し込み数（平成 24 年・前期 82 人/後期 81 人/平成 25 年・前期 77 人/後期 84 人） 

平均参加率（平成 24 年・前期 56％/後期 54％/平成 25 年・前期 43％/後期 78％） 

実施回数（平成 24 年・104 回/平成 25 年・111 回） 

参加申し込みは、昨年度に引き続き約 80 人で南第三小学校の３割の子どもが参加して

いる。平成 25 年度の前期の参加率が下がったのは、月曜日の将棋と日舞が隔週であっ

たためである。後期に参加率が上がったのは、将棋と日舞を毎週に改めたことと 10 月

と 11 月にエイサーと日舞の発表会を行ったことによるもの。また後期にスタッフが増

えて自由遊びの体制が充実したことも大きい。 

今後の課題

と目標 

参加児童の約 3/4 が１年～3 年生で子どもや保護者のニーズが高いことはアンケート

からもわかる。 

実施運営上の課題は、常に安心・安全の居場所づくりであり安定したスタッフの確保

である。 

目標となるのは、参加する子ども達の興味・関心・意欲を大切にし、参加することで

成就感や達成感を持てるような企画・運営をすることである。最終的には、元気っこ

クラブは全小学校に設置するのが目標であり来年度は西小学校に設置することを目指

している。 

【課長コメント】 

全小学校での実施のために、子ども広場事業との連携も進めて行く。 
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平成 25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みによっ

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 

（第 3回養成講座受講後、新たに 21人登録予定） 

【活動実績】                 （平成 25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 
8回 59組 

市内幼稚園 ５か所 

保育所 １か所 

こども園 １か所 

12 回 131組 

あそびのひろば 

川向地区公民館 

ハロータウン金剛狭山集会所 

西北部地区公民館 

自由丘会館 

大野台 4丁目集会所 

42 回 249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 

・えほんのひろば、手作りおもちゃ等遊びや情報コーナー 

計 2日間 延べ 834 人 

◇第 3 回養成講座の実施 

 1 月 17 日～3 月 3 日に第 3 回目の養成講座を実施し、サポーター登録者数を増やす。 

今後の課題

と目標 

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】 

サポーター数が増えた事で、より多くの地域で活動する事が出来、内容も幅広く豊富と

なった。今後も、サポーターの発想や持っている力を大いに引き出し、第 3 期生も育成し

ながら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。 
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平成 25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協同運営を行い、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 25 年 12 月末現在） 

 

 

 

   

 

 

 

その他、4 団体での交流会を公民館等で実施 
 

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 16 回 20 組 

こぐまの会 東池尻会館 15 回 33 組 

チェリービーンズ 東村公民館 9 回 14 組 

げんきっず 

（平成 25 年度から） 

狭山池東集会所 9 回    15 組 

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、池尻地区他で増設に向け

地区の協力を得られるよう調整中）市内全体に行きわたるよう取り組む。 

【課長コメント】 

新たに開設した「げんきっず」を加え、現在活動中の 4 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アップしてきており、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で、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、今後も一歩ずつ着実に進めていきたい。 
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平成 25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 発達障がい児等支援事業 

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。 

療育…小学校３年生までの児童を対象に隔週１回実施 

相談…中学生までの児童又はその保護者を対象に随時実施 

成果と評価 

【実績】                   （平成 25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 39 件 家庭生活 7 件 

教育・保育 21 件 

情報提供他 11 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 10人 

小学生  8人 

今後の課題

と目標 

今後もより一層学校園との連携を深め、子どもにとって良い環境となるよ

う努めていく。 

【課長コメント】 

 学校園では、他の支援事業とも連携しながら、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。 

・周りの人とコミュニケーションが少しづつ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） 

・児童の出来ない行動に対して叱るのではなく、今何

をしたらいいのか、どうしたら上手く出来るのかを伝

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、「手をつなＧＯ！」のスタッフと連携し

ながら必要な支援を行うことが出来た。 
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平成 25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、延長保育を１時間から２時間実施している。 

1時間延長実施園…つぼみ保育園 

2 時間延長実施園…きらり保育園・池尻保育園・大野台保育園・ルンビニ保

育園 

成果と評

価 

【利用実績】                    (単位：人) 

（平成 25 年 12 月末現在） 

 

 

保育所名 

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 120 0.5 812 3.6 932 

大野台保育園 22 0.1 892 4.0 914 

ルンビニ保育園 104 0.5 1531 6.8 1635 

きらり保育園 349 1.6 2317 10.34 2666 

合 計 595 2.7 5552 24.8 6147 

今後の課

題と目標 

園の実情に即し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 時間延長保育の利用数は少ないが、ニーズを把握し各園の利用

状況に応じた運営内容を検討していく。 
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平成 25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 

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ている 

平成 24年度からは、午後 5時まで預かり保育時間を 1時間延長した。 

成果と評価 

【利用実績】                   （単位：人） 

                   （平成 25 年 12 月末現在） 

 

幼稚園名 
預かり保育 

述べ利用園児数 

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 1,208 848 9.6 

西幼稚園 577 488 4.5 

南第二幼稚園 841 827 6.8 

南第三幼稚園 1,104 1,076 7.6 

半田幼稚園 1,158 558 8.6 

東野幼稚園 426 321 3.4 

合 計 5,314 4,118 6.8 

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、園児の心身の健

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、子どもにとって育ちの場となっている。 
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平成 25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 

廃園となった山本幼稚園から西幼稚園へ転園した園児の通園を支援する

ため、マイクロバスで送迎（山本幼稚園から西幼稚園まで）する。 

成果と評価 

対象園児 8 人（4 歳児 3 人・5 歳児 5 人）の内、利用者は 1 日平均 4.8 人

で、朝の迎えは安全監理員が添乗している。保育終了後の送りは西幼稚園の

教諭が添乗する事で、安心して通園していただいている。 

旧山本幼稚園が民間保育園に移行したことに伴い、集合・停留所を旧山本

幼稚園から、山本地区の 3 か所に設けることで、保護者は利用しやすくな

った。 

 

 

 

今後の課題

と目標 

当初、地域との協議で２年間はマイクロバスで送迎し、その後の対応は状

況を勘案しながら検討するとなっていた。現在の利用状況や保護者の意向、

来年度の新入園児予定者数（3 人）、費用対効果も検討した結果、今年度で

送迎事業を廃止する予定。 

【課長コメント】 

朝の迎えは安全管理委員が、保育終了後は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。しかし、「保護者自身が送迎し、園での子どもの

様子を見たいが、送迎バスがあるので利用しなければ申し訳ない」と利用されている保護

者もいる。 

現在、利用者は約半数で、今後も利用者は減少する見込みのため、費用対効果を考える

と、今年度で送迎事業を廃止することが望ましいと考える。 
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平成 25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するため、12 月に旧山本幼稚園の跡地を活用し

民間の山本保育園を新設した。 

成果と評価 

定員は 80 名で、1 月 1 日現在の入園児童数は 35 人。現時点での待機児

童は数字上では解消されている。 

また、平成 26 年度新規入所申込みは、12 月 18 日現在の第一次申込で 23

名ある。市民には、二次・三次申込受付の際に山本保育園の案内も行ってい

る。 

 

 

 

 

今後の課題

と目標 

市民に山本保育園が開設された事を周知するとともに、今後も待機児童解

消に向け取り組んでいく。 

 

 

 

 

 

【課長コメント】 

 就労を希望する女性が増え、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

消に向けての取り組みを進めていきたい。 
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平成 25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 子ども・子育て支援新制度に向けた準備事業 

概  要 

平成 27年度から実施予定の子ども・子育て支援新制度の施行に向けて、 

子ども・子育て支援法に基づき、市町村では、平成 26年度中に子ども・子

育て支援事業計画を策定しなければならない。 

事業計画を策定するにあたり、今年度は、大阪狭山市こども・子育て協議

会を立ち上げ、市民のニーズ調査を実施した。 

策定成果と

評価 

○大阪狭山市子ども・子育て協議会の開催 

  7 月 11 日、8 月 29 日、9 月 26 日に実施し、現在の子育て関連事業の

評価や、子ども・子育て新制度の説明、子どもの育ちと子育てに関する

アンケート調査内容等の検討を行う。 

○子どもの育ちと子育てに関するアンケート調査の実施 

  就学前児童向け調査…対象者 1,000 人、回収率 50.5％ 

  小学生向け調査………対象者 1,000 人、回収率 46.2％ 

○市独自の調査を実施 

  私立幼稚園の預かり保育に関する調査 

  放課後児童会に関する調査 

今後の課題

と目標 

○アンケート調査の結果、子育てに関する生活実態や保育量、子育て環境に

関する市民の意見等を集約し、事業計画に反映させる。 

○システムの検討・導入 

○条例の制定（平成 26 年 6 月） 

  教育・保育施設の運営基準、地域型保育事業の認可基準、 

 ・地域型保育事業の運営基準、支給認定基準 

○子ども・子育て支援事業計画の策定 

【課長コメント】 

 実施したアンケート調査の結果により、市民のニーズや保育量等を把握し、大阪狭山

市子ども・子育て協議会で検討を重ね、子ども・子育て支援事業計画の策定に向け取り

くみをすすめていきたい。 

6 月に制定しなければならない各条例の項目内容等が、現段階において、国から示さ

れていない状況である。  
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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 

 
❐小学校の授業のサポート体制として、全小学校に配置した「さやまっ子ティーチャー」

を、中学校にも配置します。 

❐生徒の相談相手や若手教員の生徒指導に関する問題解決力の育成を図るため、「生徒 

指導サポーター」を新たに設置します。 

❐デジタル教科書とプロジェクタを配置し、ＩＣＴを活用した授業を進めます。 

❐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。 

 ❐支援が必要な子どもに対し、子どもの状況を的確に把握できる教職員を育成し、支援 

するため、新たに「子ども理解コーディネーター」を配置するとともに、子どもたち 

の個性に応じたきめ細かな指導を行います。 

❐子どもが本に親しみ、読書の楽しさを知る中で、豊かな想像力を育むため、学校図書 

館の蔵書の充実を図り、司書の配置を順次進めます。  

❐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。 

❐第七小学校等のトイレ改修工事に向け、実施設計を行い、快適な環境の整備を進めま 

 す。  

【主な事業】 

１．教育振興基本計画の策定（教育総務グループ） 

２．施設整備事業（第七小学校他トイレ改修工事）（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．家庭教育支援事業（学校教育グループ） 
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９．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） 

１０．安全・安心スクール事業（学校教育グループ） 

１１．支援学校事業（学校教育グループ） 

１２．生徒指導支援事業（学校教育グループ） 

１３．ＩＣＴ活用推進事業（学校教育グループ） 

１４．市立幼稚園整備事業（こども育成室） 
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平成 25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 教育振興基本計画の策定 

概  要 

教育基本法の改正により、平成 24 年度に「大阪府教育振興基本計画」

が策定され、新たな教育行政の取り組みが進められている。これらの動向を

受けて、大阪狭山市では平成 25､26年度の２カ年において、大阪狭山市教育

振興基本計画を策定する。 

この計画は、本市の教育全般についてのビジョンを示すとともに、施策を

総合的、体系的に位置付け、その実行によって本市教育の更なる振興を図る

ものである。 

本年度は、教育振興基本計画策定委員会を設置した。また、今後の計画策

定の参考とするため、市民アンケート調査を実施する。 

成果と評価 

・教育振興基本計画策定委員会の開催 

本年度は３回実施 

第１回：計画策定の流れについて確認 

第２回：市民アンケートの質問事項について精査 

 第３回：市民アンケートの集計・分析 

・市民アンケートの実施 

無作為に抽出した１５歳以上の大阪狭山市在住者１，０００名に対し、 

アンケートを行った。 

今後の課題

と目標 

市民アンケートの結果をもとに本市教育行政に対するニーズを把握し、来

年度策定する教育振興基本計画に役立てる。 

【課長コメント】 

 市民アンケートの結果を、来年度策定する教育振興基本計画に役立てていきたい。 

Ⅱ－１ 
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平成 25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（市立第七小学校他トイレ改修工事実施設計業務） 

概  要 

本市では、耐震補強工事と併せてトイレ改修工事を施工してきたが、第七

小学校は新耐震基準で建設された学校である。そのため、耐震補強工事をす

る必要が無いことから、トイレ改修工事は未施工である。開校後２０年以上

が経過し、トイレの老朽化が進んでいる。また、学校は災害時には避難所に

なることから、できるだけ速やかに和式から洋式化への改修が望ましい。 

未改修の南第一小学校の職員トイレの改修も同時に施工する。 

平成２５年度は、実施設計業務を行う。  

 

【工事場所】 

・第七小学校 トイレ 

・南第一小学校 職員トイレ 

 

 

成果と評価 

 工事の設計が完了し、平成２６年度に施工する準備が整った。 

 

今後の課題

と目標 

工事は、授業への影響を最小限に抑えるため、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・施工計画を立案する必要がある。 

【課長コメント】 

第七小学校のトイレ改修工事が完了すれば、市内全ての学校に多目的トイレの設置が完

了する。 

Ⅱ－２ 
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平成 25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（市立南中学校他空調機設置工事） 

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、最終年度となる平成

２５年度は１・２年生の普通教室等に設置する。 

 

【工事内容】 

・南中学校 

普通教室：１６教室 

研修室 ：１室 

・第三中学校 

普通教室 ：１４教室 

 特別教室等：３室（ＰＣ教室１室・ＰＣ準備室１室・保健室１室） 

 

成果と評価 

平成２４年度に３年生の普通教室等への空調機を設置。平成２５年度に中

学校で現在使用しているすべての普通教室に空調機の設置が完了し、学習環

境の改善を図ることができた。 

 

今後の課題

と目標 

新設された空調機の使用により電気使用量の増加が予想されるので、光熱

費増加抑制のため、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】 

 中学校で現在使用している全ての教室に空調機の設置が完了し、学習環境の改善を図る

ことができた。 

 

 

Ⅱ－３ 
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平成 25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 

・子どもたちの学習のサポート体制を強化するために、「さやまっ子ティーチャー」を

全小・中学校に配置し、個別指導の機会を増やすことで学習活動をよりきめ細かく行

うようにするとともに、学習への意欲を高め、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結果を保ち続けている先進地を視察し、

その取組み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。また、教育課程を

より充実して編成するために二学期制について検討する。 

・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 

 

項 目 取組内容 成果 

さやまっ子 

ティーチャー 

28 名の地域の方に各小・中学校に

入っていただき、小学校低学年や

中学生の学習を支援する。 

小学校低学年の子どもたちが安心して学

習活動に取り組むことができた。また中

学生の心の安定に結びついた。 

先進地視察 京都府井手町の視察に小・中学校

の教員が 18名参加した。 

各校で報告会を行い、自校での具体的な

取組みに生かすことができた。 

授業改善 子どもが主体の活用力の育成に重

点を置いた授業改善に取り組む。 

特に小学校において、問題解決型の授業

が広く定着してきた。中学校でも目当て

を意識した授業になってきた。 

理科支援員の 

配置 

各校で支援員が、理科の授業で実

験や観察が充実したものになるよ

う支援を行った。 

理科室の環境整備が進み、実験や観察を

中心とした授業を展開できた。 

今後の課題

と目標 

・外部人材の活用は目的をさらに明確化することで充実させ、子どもたちの学習環

境のさらなる改善を図る。 

・問題解決的学習に重点を置いた授業、一時間ごとの「めあて」や「まとめ」のあ

る授業を確立し、小中学校で指導方法の系統性をもたせる。 

・中学校において、目標準拠評価を念頭においた授業改善をめざし、授業研究を中

心とした校内研修を推進する。 

・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、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。 

【課長コメント】 

 指導方法の工夫改善や校内研修のあり方など、学力向上の具体的成果のみられる学校の取組みを広め

ていくようにする。 

 

Ⅱ－４ 
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平成 25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て小学校体育と中学校体育の

剣道の授業に体育指導支援員および剣道指導支援員を配置し、体育の指導の

充実を図る。 

・教職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について研究実践する。 

・子どもの健康づくりや体力づくりの場として、夏季休業中に学校プールを

開放する。 

成果と評価 

・小学校体育指導支援員として、市内７小学校に９名を配置した。また、市

内３中学校に３名の剣道指導支援員を配置した。外部指導者の専門的な指導

支援により、きめ細かく安全な体育指導を行うことができた。 

・「体育の準備運動で継続的に取り組む運動プログラムづくり」をテーマと

して、大学講師の指導助言を得ながら、本年度２回のプロジェクト会議と２

回の実技研修、２回の公開授業を実施し、各校の体力向上推進の取組みをサ

ポートした。各校の取組み成果は「体力向上プラン」として取りまとめ、市

全体で情報共有する予定である。 

・本年度は東小・西小以外の５小学校で、延べ１７日間の夏季休業中プール

開放を行った。 

今後の課題

と目標 

・小・中学校全校全学年で体力テストを実施し、児童生徒の体力の状況を把

握しているが、全国水準と比較して課題となる項目も多い。今後も体力向上

プラン実施を通して、児童生徒の体力向上の取組みを継続的に進めていく必

要がある。 

 

【課長コメント】 

 全国体力・運動能力、運動習慣等調査の結果、体力・運動能力の状況や運動への取組み

意欲の面で中学校において特に課題が顕著にみられたが、幼少期からの運動に親しむ継続

した取組みが必要である。 

Ⅱ－５ 



 - 35 - 

平成 25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 

・子ども自らが企画・運営し、自分らしさを発見したり自信をつけたりする

活動を通して、子どもの職業意識の向上と自尊感情の育成を図る。 

・キャリア教育をテーマにしたタイムリー研修会を実施し、中学校区の保幼

小中連携による実践発表会や講演会を通して教職員の資質向上を図る。 

成果と評価 

キャリア教育については、昨年度すべての中学校区でキャリア教育全体指

導計画を作成することができている。特に、取組みが進んでいる中学校区で

は、全体指導計画に基づいたリーフレットを作成し、中学校区すべての家庭

への配付を行い、保護者への啓発を図った。他にも、中学校区ごとに独自の

研修や担当者会議を行った。これまで学校ごとに行っていた取組みを、保幼

小中の一貫した見通しをもった上で、実施することができた。 

東小、西小、南第二小、南第三小、第七小では、キャリア・ラボ（ＮＰＯ

法人）の指導の下、段ボールを使ったまちづくりに、南第一小はＪＡＥ（Ｎ

ＰＯ法人）の指導の下、国際理解に、北小はスマイルスタイル（ＮＰＯ法人）

の指導の下、まち再発見に取り組んだ。 

今後の課題

と目標 

キャリア教育は、子どもたち一人ひとりの自立をめざすもので、すべての

教育活動の基盤になりうるものである。就学前の幼児から、義務教育が終了

する１５歳の生徒まで、連続性ある教育をさらに展開していくことを今後の

目標としている。中学校に入学した後も、継続した活動ができるよう校区内

の小小連携を通して、共通した取組みを増やしていく。 

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法人を

コーディネート団体として位置づけ、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】 

 中学校区ごとの「めざす子ども像」の具現化に向け、今後も中学校区ごとの保幼小中の

連携を図り、キャリア教育プログラムを推進していく。 
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平成 25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 

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、学校力の向上を図る。 

 

成果と評価 

大学教授や校長経験者が「学校づくり応援団」として各校を訪問して授業

や行事など学校のさまざまな取組を参観し、子どもたちの実態を把握し、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。南第三小学校のまるごとパック事業の

学校公開での指導助言もいただいた。 

また、ＩＣＴに特化して、南中学校、南第一小学校においてＩＣＴに関す

る専門的な大学教授を招き、教員・児童生徒のニーズの把握に始まり、機材

の選定、活用への指南、および活用研修等について多方面にわたる支援をし

ていただいた。この成果は、南第一小学校のまるごとパック事業のすべての

公開授業にＩＣＴ機器を活用した授業を展開することで、大阪狭山市の教職

員に広めることができた。 

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。今回は、評価を公表する手段としても、まるごとパック事業

は有効に活用できる。 

 

【課長コメント】 

 授業をはじめ、学校行事や生徒指導面等、学校の教育活動全体においての第三者評価

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、未実施の３校で実

施していく。 

Ⅱ－７ 



 - 37 - 

平成 25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 

中学校区ごとに地域人材や学生等で支援チームを設置し、不登校や問題行

動など課題のある児童生徒をもつ保護者に対し、家庭教育サポーターが個別

訪問を通して、保護者や児童生徒への相談活動・学習支援を行う。 

成果と評価 

保護者については、家庭教育サポーターリーダーが中心となり、また、当

該児童生徒については家庭教育サポーターが中心となり、役割分担をして相

談活動及び学習支援等をしている。 

（１２月末現在：サポーターリーダー117 回、サポーター31 回） 

不登校傾向の児童生徒に家庭教育サポーターが粘り強く、個別に訪問を繰

り返した（13 回）ことが一つの要因になって登校につなげることのできた

事例があった。 

家庭教育サポーターリーダーは適応指導教室とも連携して料理教室（2

回）などの活動を定期的に行い、保護者だけでなく子どもたちと交流し、そ

の心を癒している。 

 

今後の課題

と目標 

家庭教育サポーターの数をより増員して、不登校傾向や問題行動など課題

のある児童生徒やその保護者に対して、よりよい支援をめざしていく。 

 

【課長コメント】 

 適応指導教室にも通室しにくい子どもや保護者に対して、学校関係者以外が学校と家庭

のつなぎ役として今後も継続してかかわっていくようにする。 
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平成 25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プラン推進事業（学校図書館地域開放事業） 

概  要 

・読書感想画等の各種コンクールを実施し、発表や表彰の場を設定する。 

・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、創造力を豊なものにできるよう５校に図書館司書を、５校に巡回司書を配

置し、読書活動の充実を図る。 

・夏季休業中などに学校図書館を地域に開放し、子どもが読書に親しむ機会の充実

を図る。 

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、中学校の参加が増加し、保幼小中まで幅広く意欲の向上が図れた。 

コンクール名 対象 応募数 各賞 

読書感想文 小学校 ２６７０ 市長賞・教育長賞・図書館長賞・優秀賞 

図書館を使った調べる学習 小・中学生 １６５３ 市長賞・教育長賞・図書館長賞・優秀賞（４）佳作（７） 

読書感想画 保幼小中学生 ２２７２ 市長賞・教育長賞・ロータリークラブ会長賞（４） 

佳作（３） 

・ｅプラン図書、絵本の学校園への貸し出しを実施した。ボランティアを活用した

「ひろば読み」はニーズが高くなってきており、小学校では全校実施し、年間２回

行った学校も２校ある。幼稚園も３園が実施、民間保育園も４園で行っており、子

どもたちが意欲的に絵本に親しみ、楽しむ姿が顕著に見られている。 

・図書館司書を５校に配置したことにより、図書室の環境が各段に向上した。特色

のある取組も見られ、司書が担当教諭と連携を図って学習面にも参与できた。 

・ｅプラン連絡会を通じて、各保幼小中の状況を意見交流することや市立図書館と

の連携で実践をしている学校の特色ある取組を他校に発信することもできた。 

今後の課題

と目標 

・学校図書館の機能の充実を高める。（図書館司書の役割の明確化） 

・発達段階に応じた絵本や図書の有効利用により、さらに子どもの読書の活性化を 

 図ること、学力向上にもつながる取組の検討を行う。 

・各種コンクールへの応募数が年々増加しているので今後も啓発を促したい。 

【課長コメント】 

 言語活動の充実が求められている今、読書は子どもたちの学力向上の基礎となるものである。

図書館司書の配置やｅプラン連絡会を通じて環境整備の充実を図っていく。 

Ⅱ－９ 
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平成 25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、

市内の中学三年生を対象に心肺蘇生法やＡＥＤ等救命手当についての「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 

各中学校の保健体育の授業等でＡＥＤの使い方についての学習を踏まえ、

大阪狭山市消防署員による「普通救命講習」を、全中学校３年生を対象に実

施した。多くの生徒が心肺蘇生法やＡＥＤ使用法の指導を受けるのが初めて

であったが、消防署員やボランティアの支援のおかげで、参加者全員が実技

指導に取り組むことができた。生徒たちも講習のねらいの大切さをよく理解

し、真剣に受講していた。 

・狭山中学校：６月４日（火）、５日（水）実施 ２０４名受講 

・南中学校：１月１４日（火）、１５日（水）実施 １７４名受講 

・第三中学校：１月２１日（火）、２２日（水）実施 １７４名受講 

  

 

今後の課題

と目標 

・生徒はＤＶＤ視聴を通して一通り心肺蘇生法について理解した上で実技に

取り組んだが、初めて心肺蘇生法に取り組む生徒がほとんどだったため、い

ざ実技となるとどうしてよいか躊躇してしまう様子が見られた。実技指導を

より効果的に行うための今後の取組みの工夫が必要である。 

 

【課長コメント】 

 地域防災の担い手となる中学生にとって、「普通救命講習」の実技体験は貴重である。今

後も継続して実施していく。 

Ⅱ－１０ 
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平成 25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 支援教育事業 

概  要 

・子ども理解のための教育相談・子どもの観察や発達検査結果に基づくアセ

スメント等を、各学校の担当者と連携しながら専門的に行う「子ども理解コ

ーディネーター」を配置する。 

・発達検査（ＷＩＳＣⅣ）のできる教職員を育成する。 

成果と評価 

・子ども理解コーディネーターは、次の①～③の活動を主に実施することが

できた。 

① 学校現場への教育相談のアドバイザー 

② 校内研修の講師 

③ 通級指導教室のサポートと読みにつまずきのある児童への支援である

ＭＩＭ指導の中心的な役割 

・発達検査（ＷＩＳＣⅣ）については、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、研修を実施した。検査の結果に基づいた

具体的な支援の方向性を話し合うまでの力をつけた教員を育成することが

できた。 

今後の課題

と目標 

 子ども理解コーディネーターの配置により、子ども一人ひとりへのきめ細

かな指導がより充実するとともに、小学校低学年においてＭＩＭの指導が定

着してきた。 

発達検査（ＷＩＳＣⅣ）については、検査自体は専門家や医療機関が行う

ことを基本としながらも、結果から得られる具体的な支援の方向性につい

て、学校現場でリーダーシップを発揮する教員のさらなる育成に継続して取

り組んでいく。 

【課長コメント】 

 今後も、発達障がい等子どもの状況を的確に把握し、一人ひとりの子どものニーズに応

じた支援ができるよう体制づくりを図っていく。 

 

 

Ⅱ－１１ 
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平成 25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 生徒指導支援事業 

概  要 

子ども・保護者・教員の相談対応やいじめ等問題発生時に学校に出かけて

サポートする「生徒指導サポーター」を配置する。また、中学校の通級指導

教室とも連携し、個別指導をサポートする。 

成果と評価 

保護者対応を含む生徒指導、教師の指導、通級指導、教育相談など、現場

のニーズに柔軟に対応してあらゆる生徒指導上の問題に関して、幅広く活動

している。事案について、適確なアドバイスを与え、解決の方向性を示すだ

けでなく、現場の教師にとって大きな心の拠り所となる存在である。 

また、学校と市教委や適応指導教室などとの連携の要になっており、これ

からも生徒指導上の問題の解決にあたり、子ども家庭センターや家庭児童相

談室等の外部機関との連携の要となることが考えられ、その存在はますます

重要性を増していくと考える。 

 

今後の課題

と目標 

「生徒指導サポーター」は今年度設置されたので、その活用についてまだ

周知が十分でないことも考えられる。生徒指導上の課題はどの学校でもある

ので、ニーズを探り、市内のすべての学校で「生徒指導サポーター」が効果

的に活動できるよう支援していく。 

 

【課長コメント】 

 問題行動を繰り返す子どもへの対応や不当な要求をする保護者への対応等、学校だけで

は解決が困難な問題に対して、チームでサポートする体制づくりをすすめていく。 

 

Ⅱ－１２ 
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平成 25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 ＩＣＴ活用推進事業 

概  要 

・小学校１校・中学校１校にデジタル教科書とプロジェクタを配備し、子ど

もの学習意欲を高めるＩＣＴ活用についての研究を推進するとともに、市全

体にその成果を伝え、ＩＣＴを効果的に活用した授業を広めていく。 

成果と評価 

南第一小学校、南中学校にＩＣＴ機器活用のモデル校として、専門的な大

学教授を招いて、機種の選定や、授業の準備、活用に至るまですべての過程

において指導・助言をしていただいた。その結果、教職員が組織的に取り組

む中で、ＩＣＴ機器、特に電子黒板機能を有するプロジェクタを活用した授

業の工夫が進められてきた。 

南中学校においては、数学や英語、理科等の授業での活用・研究が進めら

れている。また、南第一小学校では、まるごとパック事業ですべての学級に

おいてＩＣＴ機器を活用した授業公開が行われた。 

今後の課題

と目標 

実施校においては、機器の選定を終え、それぞれの機器の操作方法につい

ての研修もされてきた。今後は、授業への効果的な活用についての研究が進

むと思われる。ＩＣＴ活用については、教員間に力量の格差が出やすいので、

だれでも活用できるベースづくりに取り組む必要がある。また、市全体への

発信方法について考える必要がある。 

【課長コメント】 

 絵や図、写真などの視覚資料を提示するＩＣＴを活用した授業づくりを市内全体に広

め、子どもの学習欲を高め、学力向上につなげていく。 

 

Ⅱ－１３ 
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平成 25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 こども育成室 

重点事業 市立幼稚園整備事業 

概  要 

西幼稚園と東幼稚園の屋根防水補修工事 

 老朽化等により雨漏りがおきているため、幼児が安全・快適に過ごせるよ

う屋根の防水補修工事を実施する 

策定成果と

評価 

【工事場所】 

 ・西幼稚園…保育室・遊戯室・廊下の屋根 

 ・東幼稚園…遊戯室の屋根 

【工事内容】 

 ・両園ともシルバークール屋根の防水工事 

 

 

 

 

 

今後の課題

と目標 

 幼児が安全で快適な園生活を送れるよう、今後も計画的に施設の整備を行

っていく。 

 平成 26 年度は、南第二幼稚園の屋根防水補修工事を行う予定。 

 

 

 

 

【課長コメント】 

防水補修工事により、幼児が安全で快適な園生活を送れるようになった。 

 

Ⅱ－１４ 
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３ 点検・評価調書 

 

Ⅲ 学校給食の充実 

 

 
❐学校給食センターの耐震補強等工事実施設計業務を行い、施設の安全対策に取り組むと 

ともに、床面ドライ仕様・設備入れ替えなど、施設改修工事のための実施設計業務も 

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。 

 

 

【主な事業】 

 

１．学校給食センター施設改修事業（耐震補強等工事実施設計）（学校給食グループ） 

２．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 25年度点検・評価調書 

施 策 名 
学校給食の充実 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事業（耐震補強等工事実施設計） 

概  要 

安心・安全な学校給食の運営を図るには、安全対策として耐震化等を積極

的に進めて行く必要があるため、学校給食センターの耐震補強等工事に係る

実施設計を行う。 

成果と評価 

実施設計の契約は完了し、業務を履行中である。 

今後の課題

と目標 

老朽化した施設・設備について、更に整備の検討が必要である。 

【課長コメント】 

安心・安全な学校給食の運営を図るため、年次計画を立案し、施設・設備の改修に努め

る。 

 

Ⅲ－１ 
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平成 25年度点検・評価調書 

施 策 名 学校給食の充実 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（デザートの代替含む）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

材の研究を行うなど、より安心・安全な学校給食の充実を図る。 

成果と評価 

１ 成果 

 対象者に対し、卵、乳製品（牛乳、チーズ、ヨーグルト、バター、脱

脂粉乳）、いか、えび、かにの５種類９品目を除去した食物アレルギー

対応除去食を提供した。 

 １２月末現在において、４５名（小学校３７名・中学校８名）の児童、

生徒に対し、２７回の除去食を提供した。 

 保護者との面談等において、除去食の内容をより明確に説明すること

により理解を得た。また、除去食の提供について書面で通知した。 

２ 評価 

 除去食は、工夫することにより、味、ボリュームにおいて通常給食と

遜色のない美味しいものを提供できた。 

 決定通知書等、様式の一部を見直すことにより、保護者、学校、給食

センターの三者が共通した認識を持つことができた。 

今後の課題

と目標 

保護者、学校、給食センター相互の連絡を密に取ることにより誤飲、誤食

を防止し、より安心・安全な学校給食を提供する。 

【課長コメント】 

引き続き、保護者、学校との連携を図りながら、安心・安全な給食づくりに取り組んで

いく。 

 

Ⅲ－２ 
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３ 点検・評価調書 

 

Ⅳ 生涯スポーツの推進 

 

 
❐市民が快適にスポーツを楽しめるよう、総合体育館・池尻体育館の備品を順次入れ替 

 えます。 

❐狭山中学校区で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 

住民のコミュニケーションづくりを支援します。 

 

 

【主な事業】 

 

１．体育施設管理事業（社会教育・スポーツ振興グループ） 
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平成 25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 体育施設管理事業 

概  要 

市民が安全で安心して利用できるよう、体育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 

市立総合体育館及び池尻体育館の設置備品を購入した。 

総合体育館については、トランポリン１台及びマットカバー３枚・卓球台

８台・バレボール支柱４組及びネット等を購入し、池尻体育館については、

卓球台２台・バドミントンスライドカラー８個を購入した。 

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善を進めるが、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】 

 施設の状況（老朽化）をさらに把握し、施設改修計画をもとに進めて行く。また、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行く。 

 

Ⅳ－１ 
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３ 点検・評価調書 

 

Ⅴ 社会教育の充実 

 

 
❐市民が安全で安心して社会教育施設を利用していただけるよう、公民館の耐震補強 

工事、トイレやスロープの改修工事などを行います。 

❐公民館・図書館の備品を計画的に入れ替え、利用者の利便性の向上を図ります。 

❐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．公民館管理事業（社会教育・スポーツ振興グループ） 

２．図書館管理事業（社会教育・スポーツ振興グループ） 

３．公民館事業（指定事業）（社会教育・スポーツ振興グループ） 
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平成 25年度点検・評価調書 

施 策 名 生涯学習の推進 担当グループ 社会教育・スポーツ振興グループ 

事 業 名 公民館管理事業 

概  要 

市民が安全で安心して利用できる公民館をめざし、施設・設備の改修等を

計画的に実施する。 

 

成果と評価 

公民館耐震補強等工事（耐震補強工事・トイレ改修工事・スロープ工事・

排煙設備工事・通気口撤去改修工事・高圧受変電設備工事・非常放送設備工

事）を行った。 

公民館の施設備品を購入し入替を行った。 

今後の課題

と目標 

今後、年次計画に基づき優先順位を考え、指定管理者と連携を取りながら

改修及び備品の入替を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

【課長コメント】 

 耐震補強工事やその他の改修工事を実施したことにより、安心・安全に快適にまた、効

率よく利用できる場を提供できた。 

Ⅴ－１ 
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平成 25年度点検・評価調書 

施 策 名 生涯学習の推進 担当グループ 社会教育・スポーツ振興グループ 

事 業 名 図書館管理事業 

概  要 

市民が安全で安心して利用できる図書館をめざし、施設・設備の改修等を

計画的に実施する。 

 

成果と評価 

図書館の施設備品（ソファ、会議テーブル、パイプイス、イス収納台等を

購入し入替を行った。また、館内の雨漏りの補修を行った。 

今後の課題

と目標 

今後、年次計画に基づき優先順位を考え、指定管理者と連携を取りながら

改修及び備品の入替を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

【課長コメント】 

 補修工事や備品購入（入替え）を実施したことにより、安心・安全に快適にまた、効率

よく利用できる場を提供できた。 

Ⅴ－２ 
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平成 25年度点検・評価調書 

施 策 名 生涯学習の推進 担当グループ 社会教育・スポーツ振興グループ 

事 業 名 公民館事業（指定事業） 

概  要 

実際生活に即する教育、学術及び文化に関する各種の事業を行い、もって

住民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会

福祉の増進に寄与することを目的とした指定事業を実施する。 

 

 

  

成果と評価 

成人大学講座、パソコン講座、青少年セミナー（表現倶楽部うどぃなど）、

親学び講座などの講座や街のすぐれもの事業、プラネタリウムなどの事業、

はばたきフェスタ、新春こどもまつりなどのイベントを開催した。 

今後の課題

と目標 

今後も市民・利用者の要望を反映した事業を実施し、イベントや講座に市

民に積極的に係わってもらえるように取り組んでいく。 

 

 

 

 

 

 

 

【課長コメント】 

 公民館として「地域密着」の管理運営、市民協働に取り組んでいる。 

 

Ⅴ－３ 
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３ 点検・評価調書 

 

Ⅵ 歴史文化の振興 

 

 
❐狭山池の総合学術調査を進め、国の史跡指定をめざします。 

❐狭山池シンポジウムを開催し、狭山池の魅力を市の内外に広く発信します。 

❐多くの市民が市の歴史に関心をもち、郷土への愛着を深めていただくため、市史 

「本文編 通史」を発行します。 

❐大阪府立狭山池博物館と郷土資料館の、大阪府、市、市民による三者協働運営を 

推進し、にぎわいのある博物館運営に貢献します。 

 

【主な事業】 

１．狭山池の魅力発見活用事業（歴史文化グループ） 

２．狭山池の魅力発見活用事業「狭山池シンポジウム事業」（歴史文化グループ） 

３．街道ガイドボランティア養成事業（歴史文化グループ） 

４．市史編さん事業（歴史文化グループ） 

５．郷土資料館管理事業（歴史文化グループ） 

６．文化財活用事業（歴史文化グループ） 
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平成 25年度点検・評価調書 

施 策 名 歴史文化の振興 担当グループ 歴史文化グループ 

事 業 名 狭山池の魅力発見活用事業 

概  要 

狭山池の「国指定史跡」をめざし、狭山池総合学術調査委員会で、総合学

術調査を進め、狭山池の歴史的位置付けを検討する。 

 

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、大阪府教育委員会と連携し、文化財

指定へ向け前進した。 

  

 

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、平成 26年中に国の

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、文化庁か

らの指導助言による課題解決に対しては最善を尽くす。 

 

 

Ⅵ－１ 



- 55 - 

 

平成 25年度点検・評価調書 

施 策 名 歴史文化の振興 担当グループ 歴史文化グループ 

事 業 名 狭山池の魅力発見活用事業「狭山池シンポジウム事業」 

概  要 

市のシンボルである狭山池の魅力を市内外に発信する事業として、第 4 回

「狭山池シンポジウム」を開催する。 

 

成果と評価 

平成 22、23、24年度に引き続き、「碧骨堤の謎を探る」と題した第４回狭

山池シンポジウムを開催した。狭山池の兄弟堤である「碧骨堤」に注目し、

平成 24年から再開された発掘調査の最新成果をもとに、碧骨堤を生んだ馬

韓・百済の文化と、古代日本との交流について、討論を行った。 

来場者は 210 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を設定し、参

加しやすくする必要がある。 

【課長コメント】 

「狭山池の魅力」について、シンポジウムをはじめ、講演会・展示会などの事業や啓発の

ための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

を更に進める必要がある。 
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平成 25年度点検・評価調書 

施 策 名 歴史文化の振興 担当グループ 歴史文化グループ 

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を開催する。 

 

 

成果と評価 

平成 24年度に引き続き、地元の歴史啓発専門員や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歴史的な基礎知識を深めるため、現地実習を

含む３回の講座を行い、7人が参加した。 

（資料編）チラシ 

 

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めざすため、更なる講座内

容の充実を図る。 

 

 

 

【課長コメント】 

 街道ガイドボランティア養成講座修了者が活動団体を自主運営し、堺市、河内長野市、

橋本市などの高野街道を通る近隣市のガイドボランティア団体と連携を進め、市として歴

史文化に関する専門的支援を行う。 
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平成 25年度点検・評価調書 

施 策 名 歴史文化の振興 担当グループ 歴史文化グループ 

事 業 名 市史編さん事業 

概  要 

市の古代から中世、近世、近代、現代に至る詳細な歴史を記述した大阪狭

山市史「本文編 通史」を発行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

成果と評価 

「本文編 通史」の平成 26年 3月 31日発行に向けて、最終校正を行って

いる。 

 

 

今後の課題

と目標 

市史編さん事業の最終発行としての「本文編 通史」と対をなす「市史通

史概要版（ダイジェスト版）」を平成２６年度に発行することをめざす。 

 

 

 

【課長コメント】 

市史編さん事業が平成２６年度で完結するため、その後の市史の活用、新たな歴史史料

の編集作業などを検討する必要がある。 
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平成 25年度点検・評価調書 

施 策 名 歴史文化の振興 担当グループ 歴史文化グループ 

事 業 名 郷土資料館管理事業 

概  要 

 郷土資料館の特別展「狭山と北条氏」の展示図録を増刷し、狭山藩関係の

資料を市民に提供する。 

 

 

 

 

 

 

 

成果と評価 

平成 25年 12月に改訂版を 1,000冊作成し、市立郷土資料館に在庫配置し、

販売（1冊 700円）できるようにした。 

 

 

今後の課題

と目標 

郷土資料館の開館後に発行した図録のうち、在庫切れの図録を順次改訂版

として発行する。 

平成 26年度は、平成 14年度の特別展図録の「狭山を変えた鉄道」の改訂

版の発行をめざす。 

 

 

 

 

【課長コメント】 

 既刊図録の改訂版を年次計画により発行するとともに、新たな展示を企画し、図録を発

行し、市民の生涯学習に活用できるよう努める。 
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平成 25年度点検・評価調書 

施 策 名 歴史文化の振興 担当グループ 歴史文化グループ 

事 業 名 文化財活用事業 

概  要 

 大阪府立狭山池博物館と郷土資料館の敷地内にある市の指定文化財など

を紹介するため、説明看板を設置する。 

 

   

 

成果と評価 

平成 25年 10月に大阪府立狭山池博物館・大阪狭山市立郷土資料館におい

て屋外展示を行っている市指定有形文化財「中樋放水部石棺群」及び「末永

雅雄博士胸像」の説明板をそれぞれ１基作製し、展示場所に設置した。 

設置したことにより、来場者に対して展示物の内容について紹介すること

ができた。 

 

今後の課題

と目標 

既存の指定文化財及び今後、新たに指定する文化財について、現場におい

て市民に紹介できる看板や案内板などのディスプレイを計画的に整備する。 

 

  

 

【課長コメント】 

国、府、市指定文化財案内板について、年次計画により案内板を順次整備する必要がある。 
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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 25 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は、今年度も自ら点検・評価を行い、さらに第三者による点検・

評価を実施した。これは、教育委員会の運営方針が施策に応じて明確であり、実現化に向

けて各担当グループ間の共通理解が図られてきたことにある。教育委員会のリーダーシッ

プや姿勢がまず評価される。 

教育委員会の今年度ビジョンは「Ⅰ、子育てにやさしい環境づくり Ⅱ、学ぶ力・生き

る力を伸ばす教育環境づくり Ⅲ、生涯スポーツの推進 Ⅳ、社会教育の充実 Ⅴ、歴史

文化の振興」である。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。 

全体的評価としては、教育長のリーダーシップのもと、社会的責任を果たすための努力

を行い、明確な機能を果たしていることが把握できる。 

子育て支援に関しては、継続的な取り組み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。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、小学校・

中学校共に結果に見られる成果を分析し、今後の方針と取り組みを明確にしている。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。国語力は就学前教育、読書 e プラン連絡会が連携し、学力向上

に向けての取り組みや努力は各所に見受けられる。今後は、家庭生活や地域における図書

館の取り組みと連動しながら日常の子どもの読書活動をより積極的に推進していくことが

大切である。各部署の育成は、継続的な取り組みが実を結んできているが、各担当部局の

共通理解のもと、乳児期・幼児期・児童期の発達過程が連動する取り組みに期待したい。

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。大阪狭山

市は真摯に継続的に努力している点に注目したい。これは、昨年度課題となった乳児期・

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た内容である。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冊子になったことは、地域力の認識及び今後の市民力、

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 25 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 
 

 平成 25 年度の大阪狭山市教育委員会の点検・評価を、大阪総合保育大学の大方美香教

授とともにさせていただいたので、その内容を報告する。 

 事前に同市教育委員会事務局から「点検・評価 報告書」と添付資料の提供を受け、それ

を拝見した上で平成 26 年 2 月 20 日に市役所内においてヒアリング調査を行った。本報告

書はこうした経緯をふまえて評価した結果を記したものである。 

 総括的には、今回の点検・評価において特に問題になることはなかった。もちろん後述

するようないくつかの問題点と課題はあるが、教育行政として適切、円滑に事務が進めら

れており、評価担当者としては適切な内容であると考えている。 

 次に問題点と課題を示すので、今後の教育行政事務を進めていく上での参考にしていた

だきたいと願っている。 

 教育行政について、児童・生徒の保護者や市民が一番関心を持っているのは学力の問題

であろう。学校教育 G の「学力向上推進事業」の担当者の話では、本市の大勢の子どもた

ちは、必要とされる学力を身につけて安定した成績を残しているということであった。根

拠として全国学力・学習状況調査の結果があがった。ここでは、ほとんどの教科・科目で

正答率に優れ、府内他市町と比較して上位成績にあり、安心できる結果であったようだ。

しかしながら、毎年のように課題とされている中学校国語科では、特に国語 B のポイント

が低かった。年々全国平均に近づいているとはいえ問題を残している。小学校国語で伸び

が見られ、中学校数学科も良い結果であるので、もう少し長い目で見ると改善があらわれ

るかも知れないと思う面もあるが、国語科のような文字・言語力を基盤とする学習につい

ては、学校の努力だけでは解決が難しく、また即効性のある取組ができにくいことから、

市の教育施策とともに住民の支援もお願いして、さらに取り組んでいく必要があると思う。 

 「学力向上推進事業」については、「理科支援員」の配置が目についた。理科・算数（数

学）離れが懸念される昨今の教育事情において効果的な指導が期待される。また今回の点

検で特徴的に感じたことは、「理科指導員」だけでなく、「さやまっ子ティーチャー」「生

徒指導サポーター」「子ども理解コーディネーター」「学校司書」等の趣旨や目的が異な

る役割に、多様な人材が配置されていることである。教育は人なりと言われていることか

ら、学校教員とこうした人材の力でもって学校や地域の教育力が向上することを願う。 

 特に私が注目しているのは「学校司書」の配置である。これは 2013 年度の国の重点施

策にもなっており、国語力アップにもつながる重要な取組だと考えている。前向きに取り

組んでいるという報告をいただいたので高く評価したい。 

 学校等の耐震補強工事ができたことから、各施設の当面の安心・安全が確保できたこと

は良かったと思う。また施設整備も著しく、平成 25 年度末にはすべての中学校普通教室

に空調機が設置されるということであり、こうした学習環境の改善についても評価したい。 

 安心・安全の問題については、学校給食 G の取組が気になるところであり、衛生面での

良い環境の確保が望まれるが、特に食物アレルギー対応が重要な課題であると思う。別メ

ニューや除去食といった対応が示されたが、今後ともに事故の内容に留意していただきた

い。 

最後に歴史文化 G に関わることであるが、先日の日刊新聞で 2016 年が狭山池 1400 年

に当たるという報道があった。これを契機として近隣の地域の街道や近つ飛鳥との文化交

流を明らかにし、狭山池を中心とする面でもって歴史文化の振興に努めていただきたい。

関係者一同のご尽力をお願いする。 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

・平成 25年度市内小中学校・幼稚園の在籍数、学級数 

・保育所の定員数 

・平成 25年度大阪狭山市の保育教育指針  

・レボアクション２５（さやまの学校文化の改革を目指す３カ年計画・その２年目） 

・すくすく・のびのび・わくわくプラン２５ 

（連続性を大切にした就学前保育・教育３カ年計画・その２年目） 

・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 2５年度全国学力・学習状況調査における結果と分析の概要について 

・読書 eプラン（コンクール表彰） 

・さやまの学校給食 食物アレルギー対応 

・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」 

・啐啄（８４号～９３号）    

・学校給食における食物アレルギー対応について 

・こどもフェスティバルチラシ 

・さやりんピックチラシ 

・おやこ deぽかぽかクリスマスチラシ 

・あそびのひろばチラシ 

・狭山池シンポジウム２０１３チラシ 

・平成２５年度歴史街道ガイドボランティア養成講座チラシ 

 

 

資 料 編 



幼稚園 職員数 ４歳児 ５歳児 計 小学校 職員数 支援学級 計
園児数 67 58 125 児童数 (2) 133 (4) 129 (1) 132 (5) 139 (0) 138 (2) 131 14 802
学級数 2 2 4 学級数 4 4 4 4 4 4 4 24
園児数 23 38 61 児童数 (0) 73 (0) 86 (0) 89 (2) 85 (2) 98 (0) 95 4 526
学級数 1 2 3 学級数 3 3 3 3 3 3 2 18
園児数 21 29 50 児童数 (2) 50 (4) 55 (0) 46 (2) 45 (0) 51 (2) 54 10 301
学級数 1 1 2 学級数 2 2 2 2 2 2 3 12
園児数 32 25 57 児童数 (0) 82 (0) 75 (1) 71 (0) 71 (2) 84 (1) 101 4 484
学級数 3 3 6 学級数 3 3 2 2 3 3 2 16
（園児数） (47) (38) 児童数 (1) 52 (1) 42 (0) 36 (2) 43 (1) 52 (1) 41 6 266

学級数 2 2 1 1 2 1 2 9
園児数 26 32 58 児童数 (1) 83 (1) 65 (1) 66 (1) 71 (0) 74 (0) 78 4 437
学級数 1 1 2 学級数 3 2 2 2 2 2 2 13
園児数 25 23 48 児童数 (2) 77 (1) 90 (2) 85 (0) 65 (1) 86 (0) 95 6 498
学級数 1 1 2 学級数 3 3 3 2 3 3 2 17
園児数 194 205 399 児童数 (8) 550 (11) 542 (5) 525 (12) 519 (6) 583 (6) 595 48 3,314
学級数 9 10 19 学級数 20 19 17 16 19 18 17 109

中学校 職員数

児童数 (2) 210 (2) 191 (2) 210

学級数 6 5 6

児童数 (3) 165 (2) 169 (2) 192

学級数 5 5 5

児童数 (1) 186 (2) 191 (1) 184

学級数 5 5 5

児童数 (6) 561 (6) 551 (5) 586

学級数 16 15 16

【26年（2014年）3月1日現在】

１年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年

東 5 東 46

西 3 西 31

南第二 3 南第一 27

南第三 9 南第二 27

（第二保
育所） (22) 南第三 19

※幼保合同で３クラス

半田 3 北 28

東野 3 第七 33

計 26 計 211

※（ ）内の数は支援学級児童生徒〔内数〕

１年 ２年 ３年 支援学級 計

狭山 40
6 611
2 17

南 40
7 526
2 15

第三 37
4 561
2 15

計 117
17 1,698
6 47



第２保育所 大野台保育園 池尻保育園 つぼみ保育園 きらり保育園 ルンビニ保育園 山本保育園 計

定員数 130 90 120 120 150 80 80 770

保育所定員数

（平成25年12月1日現在）



大阪狭山市教育委員会

平成２５年度

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

学習意欲の向上と、
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

指導の内容や方法について、校種間の連携を強め、
「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

Vol.2



♡♢ 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

の育成をめざして

♡♢ 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の活用等新たな指導方法の開発★

♡♢ 心が動かされる体験活動の充実
♡♢ 道徳の授業内容の充実★
♡♢ 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
♡♢ 発達障がいの子ども理解と支援教育の推進★

♡♢ 運動への意欲が高まる遊びの充実
♡♢ 体力テストを活用した継続的な体力づくり★
♡♢「健康・安全」の理解を深める取組みの推進
♡♢「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
★…重点！

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
学習意欲の向上と、
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との連携
○指導の内容や方法についての校種間連携★

○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

Vol.2



　

  

　

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

おおさかさやま

学校園教職員の



  

学校づくり応援事業（拡充） 学校運営アドバイザー 体力向上プランの作成（継続） さやまチャレンジランキング

Ｈ23は1校、Ｈ24は2校で実施。H25
は、４校に拡大実施します。
関西大の若槻准教授に２校、大阪大の西
森准教授に２校（ICT関連）で、担当し
ていただきます。

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。

新体力テストの全校実施。
プロジェクトメンバーによる体力づくり
の研究推進

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。

学校まるごとパック事業（継続） 人材バンク活用の工夫改善 体育指導員の配置 剣道指導員の配置

H25年度の公開は、
狭山中校区：北小
南中校区：南一小・南三小
三中校区：第三中
の予定です。

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。

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。

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

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。

さやまっ子ティーチャー（拡充）

H２４に小学校へ配置したさやまっ子
ティーチャーを中学校にも配置し、個別
指導やいじめの相談等、学校の状況に応
じた活用で、子どもの指導の充実を図り
ます。 キャリア教育推進事業（継続）

先進地視察（継続） 〇H25.8.2(金)タイムリー研修(SAYAKAホール)
　第三中学校区の学校園が実践発表
　講演会(講師：明治大学教授　諸冨祥彦先生)
　午後は、市人研実践交流会京都府の小中学校を6月下旬に視察する

予定です。（市内教員15名程度）

○中学校区ごとに保幼小中の教職員が集まり、研修
会を実施

学習支援チューター

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。

○第三中学校区として、リーフレットを作成

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。

理科支援員 ＩＣＴの活用推進（新規）

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。

小学校１校・中学校１校に、デジタル教
科書とプロジェクターを配備し、授業改
革に取り組みます。

家庭教育支援事業

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ｅプラン推進事業（拡充） 英語教育支援事業 子ども理解コーディネーター(新規) 生徒指導サポーター（新規）

図書館司書を５校に常時配置し、読書活
動の一層の推進を図ります。

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。

子ども理解のための教育相談・子どもの観
察や発達検査結果に基づくアセスメント等
を、各学校の担当者と連携しながら、専門
的に行います。

子ども・保護者・教員の相談対応や いじ
め等問題発生時に学校に出かけて、サ
ポートします。また、中学校の通級指導
教室とも連携し、個別指導をサポートし
ます。

学校力の向上における課題

●子どもや保護者の相談、問題対応の増加
●指導観のそろった教職員集団づくり
●発達障がいの子どもの理解と指導体制
●インクルーシブ教育の充実と専門的な対応

心の力の向上における課題

●いじめ、不登校、問題行動の多様化や深刻化
●大人も子どもも人間関係が希薄化

●個人主義で育った子どもの集団づくりの難しさ
●教員の生徒指導力育成

●道徳の授業内容の充実

学力の向上における課題

●校内研修の工夫改善

●学習意欲や学習習慣の影響による学力の二極化
●生徒指導や支援教育の課題による学力の伸び悩み

●個人指導の必要性の増加
●ＩＣＴの活用等、新たな指導方法の開発

体力の向上における課題

●テレビゲームや外遊びの減少による運動時間の低下
●運動能力（関心や意欲も含む）の二極化

●体育指導の充実

●体力テストを活用した継続的な体力づくり



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。

思考力の芽生えを育みます

★探究心をもち、自分なりに試したり、工夫したりする
子どもを育てます。
★話をよく聞き、自分の経験したことや考えたことを話
し、伝え合うことを楽しむ子どもを育てます。

特別支援教育の推進

乳幼児の生活や発達や学びの連続性を踏まえ、
幼児と児童の交流や教職員の合同研修等を実施
し、小学校へのなめらかな接続をめざします。

生活する力を育みます

★基本的な生活習慣を身につけ、思いきり体を動か
して遊ぶ子どもを育てます。
★よいことや悪いことがあることに気づき、考えな
がら行動する子どもを育てます。

体力向上プランの作成

幼児期にふさわしい道徳教育の充実

規範意識の芽生えを培い、自分の気持ちを
調整する力へとつながるような取組みを推
進します。

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。

子育てサポーター活用の充実

子育てサポーターにより、遊びの楽しさを
ふくらませます。

子育て支援センターぽっぽえんとの連携

特色ある園づくりを推進します

保育環境および保育・教育内容を創意工夫し、さまざま
な人たちとの交流をとおして、心と体を動かし、心身と
もにたくましい子どもを育てる魅力ある園づくりに取り
組みます。

園内保育研修推進事業

保育ふりかえりシートによる評価をすると
ともに、他園の園内研修にも参加し、研究
協議を行うことで、専門性の向上に努めま
す。

読書ｅプラン推進事業

読書活動の意欲を高める各種コンクールの
実施や、ｅプラン図書による絵本広場・入
賞作品集づくりを実施します。

未就園児の遊びの広がりや子育て情報の共
有など、ぽっぽえんとのつながりを深めま
す。

・個々の子どもの理解を深め、保育士や教
員が気持ちをそろえて適切な支援ができる
ようにします。
・子ども同士の関わり合いを大切にした環
境づくりを工夫します。

中学校区元気あっぷ事業

校区の課題を共有し、保幼小中の連携
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。

人とかかわる力を育みます

★豊かな感性と創造性にあふれる子どもを育てます。
★自分を好きになったり、人を大切にしたりする子ど
もを育てます。

小学校体験研修

こども園・幼稚園の教員が、小学校で２日
間体験研修をします。小学校における教育
活動への理解を深め、学びの接続について
考えます。

学校力の向上

学力の向上

体力の向上

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、日常の保育・授業を改革
する校園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。

１年間を通して続

けられる体力づく

りを進めます。



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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大阪狭山市教育委員会 

大阪狭山市 

全国学力・学習状況調査における 

結果と分析の概要について 



はじめに 

大阪狭山市教育委員会は、平成２５年度全国学力・学習状況調査の結果と分析の概要を、 

保護者、市民の皆様、学校に対して公表します。 

 これは、調査の結果や考察を具体的に示すことを通して、本市の教育課題を共有し、皆 

様方の理解と協力をいただきながら、「共にさやまの教育に取り組む」という考えに基づく 

ものであります。 

  子どもたちの学力を高めるためのものであることをご理解の上、ご活用をお願いします。 

 

 

 

 

  

  

本調査は、文部科学省が、学校の設置管理者等の協力を得て実施するものです。 

１．調査の概要 

   調査実施日  平成２５年４月２４日（水） 

（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。 

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

◇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）調査対象 

○小学校第６学年  ○中学校第３学年 （原則として全児童生徒） 

（３）調査の内容 

 ①教科に関する調査（国語、算数・数学） 

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

・身に付けておかなければ後の学年等の学習

内容に影響を及ぼす内容 

・実生活において不可欠であり、常に活用で

きるようになっていることが望ましい知

識・技能 

                 など 

・知識・技能等を実生活の様々な場面に活用

する力 

・様々な課題解決のための構想を立て、実践

し、評価・改善する力 

                など 

 

 

  



 ②生活習慣や学習環境等に関する質問紙調査 

児童生徒に対する調査 学校に対する調査 

学習意欲、学習方法、学習環境、生活の諸側

面等に関する調査 

（例） 

 国語の勉強は好きですか。授業の内容はど

の程度分かりますか。一日にテレビを見る

時間。読書時間。勉強時間の状況 など 

指導方法に関する取組みや人的・物的な教育

条件の整備の状況等に関する調査 

（例） 

 学力向上や学習の定着に向けた取組み。習

熟度別少人数指導。教育の情報化。教員研

修。家庭・地域との連携の状況 など 

 

（４）平成２５年４月２４日に調査をした学校・児童生徒数 

 対象学校数 参加学校数 参加児童・生徒数 

大阪狭山市立小学校 ７校 ７校（１００％） ５８２人 

大阪狭山市立中学校 ３校 ３校（１００％） ５５８人 

 

 

２．調査結果の取扱いについて 

子どもたちの学力を高めるために、ご理解をお願いします。 

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

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

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

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

深めることをめざします。 

 

３．分析の方法 

（１）教科に関する調査（国語、算数・数学）の分析について 

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

○Ａ問題（主として「知識」に関する問題）とＢ問題（主として「活用」に関する問題）に分けて、

問題にみられる成果と課題を正答率や無解答率とともに示しています。 

○今後の指導方法の工夫などについて質問紙調査との関係で示しています。 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

度は調査がありませんでした。 

 



（２）生活習慣や学習環境等に関する質問紙調査について 

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

して取り組むことが必要です。 

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

を発信し、家庭とともに取組みを進めてまいりました。 

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

るよう、提言と関連のある項目について、重点的にまとめました。また、本年度は「携帯電話やス

マートファンの使い方」について項目を取り出して示しています。 

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

連も示しています。 

 

（３）各学校の分析について 

学校ごとに、成果や課題を分析し、教育活動の改善に活かしています。 

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

 んでいます。 

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

 めています。 

 

 

 

 

◇各学校の分析（各校の HPから） 

 

  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 

 

 

 

 

 

http://higashi-es.osakasayama.ed.jp/matome25.pdf
http://nishi-es.osakasayama.ed.jp/2013gakuryoku.pdf
http://m1-es.osakasayama.ed.jp/homepage2/gakuryoku/25gakuryoku.html
http://m2-es.osakasayama.ed.jp/koutyou/gakkoukaranoosirase/H25gakutestmatome.pdf
http://m3-es.osakasayama.ed.jp/2013matome.pdf
http://kita-es.osakasayama.ed.jp/matome1pdf.pdf
http://dai7-es.osakasayama.ed.jp/25dai7gakuryoku.pdf
http://sayama-jh.osakasayama.ed.jp/25/H25zenkokugakute2.pdf
http://minami-jh.osakasayama.ed.jp/chosa/H25/H25zennkokugakuryokutyousamatome.pdf
http://dai3-jh.osakasayama.ed.jp/gakuryoku/h25hp.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○問題にみえる成果と課題 

 成果 課題 

国

語

Ａ 

【書くこと】 

○目的に応じて資料を読み、分かったことを的確

に書く 

４ア (73.9%) 

   イ (72.9%) 

【言語事項】 

○漢字を読む、書く 

 乗り物の券を買う １一(1) (99.3%) 

 魚をやく １二(1) (76.8%) 

【話すこと・聞くこと】 

●スピーチの表現の工夫とその効果を説明したものと

して適切なものを選択する ７（40.0%） 

【書くこと】 

●文と文の意味のつながりを考えながら、接続語を使

って内容を分けて書く ３二(1) (23.4%) 

国

語

Ｂ 

【話すこと・聞くこと】 

○相手の立場や状況を感じ取って聞く 

１一 (81.4%) 

○話し手の意図を捉えながら聞き、効果的に助言

をする 

１三 (71.1%) 

【書くこと】 

●目的や意図に応じ必要な内容を適切に引用して書く   

２二(32.1%) 

●目的や意図に応じ、複数の内容を関係付けながら自

分の考えを具体的に書く ２三(18.4%) 

【読むこと】 

●２人の推薦文を比べて読み、推薦している対象や理

由を捉える  

３一イ(44.8%) 一ウ(43.3%) 

  

平均正答率は国語Ａで 2.0ポイント、国語Ｂで 2.4ポイント全国平均を上回っています。無解答率もほぼ 

全国平均に近く、全体としておおむね良好な結果と言えます。平成 22年度・24年度は悉皆調査ではあり

ませんので単純に経年比較することは難しいですが、国語についてはこの 6年間で伸びが見られます。 

※値は全国平均を「１」とした場合の市の正答率比 

◆悉皆調査 希望利用調査 

◆悉皆調査 希望利用調査 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○問題にみえる成果と課題 

 成果 課題 

算

数

Ａ 

【数と計算】 

○１６－（６＋３）(95.2%) 

○２と５／７＋１／７（95.2%） 

【量と測定】 

〇木のまわりの長さを測定する際に用いる計器

を適切に選ぶ  ５（１）(97.8%) 

【量と測定】 

●ＡとＢの２つのシートの混み具合を比べる式の意味

について、正しいものを選ぶ  ４(49.8%) 

● （１アール）の面積と等しい正方形の一辺の長さ

を理解している  ５（２）(47.4%) 

 

算

数

Ｂ 

【図形】 

○５列１０番の座席の位置を基に、２列４番の座

席の位置を表す  ４（２）（94.7%） 

【量と測定】【図形】 

○三人の児童の説明に対応する、長方形を４等分

した図をそれぞれ選ぶ  ３（１）（90.0%） 

 

【量と測定】 

●示された実験の結果から、ふりこの長さと１０往復

する時間が比例の関係になっていないことを表の数値

を基に書く  ２（３）（39.2%） 

●示された分け方が元の長方形を４等分」しているこ

との説明として、二つの三角形の面積が等しいことを

書く ３（２）（44.0%） 

 

  

平均正答率は算数Ａで 2.1ポイント、算数Ｂで 3.6ポイント全国平均を上回っています。無解答率は全国

平均より良好で、全体としておおむね良好な結果と言えます。経年比較では算数Ａは悉皆であった平成 21

年度から少し下回りました。算数Ｂは４回の悉皆調査の中では伸びを示しています。 

◆悉皆調査 希望利用調査 

 

◆悉皆調査 希望利用調査 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○問題にみえる成果と課題 

 成果 課題 

国

語

Ａ 

【読むこと】 

〇文脈の中における語句の意味を理解する 

米の断面図に入る言葉として適切なものを選

択する  ５一（84.7％） 

【言語事項】 

〇語句の意味を理解し、文脈の中で適切に使う 

 あこがれの仕事に就く  ８三ウ（96.0％） 

【話すこと・聞くこと】 

●話合いの方向を捉えて司会の役割を果たす 

 話合いの方向を捉えた司会の発言として適切なもの

を選択する  １二（50.7%） 

【書くこと】 

●文の接続に注意し、伝えたい事柄を明確にして書く 

 出された意見を整理して、決定の理由を適切に書く

３二(44.2%) 

国

語

Ｂ 

【読むこと】 

〇文章の展開に即して内容を捉える 

 エヌ氏の生活について説明した言葉を本文中

から抜き出す  ２一（79.2％） 

〇表現の仕方に注意して読み、その効果を考える 

 表現の効果を説明したものとして適切なもの

を選択する  ２二（76.5％） 

【読むこと・書くこと】 

●図と文章との関係を捉える 

 図が示す内容を説明したものとして適切なものを選

択する  １二(57.3%) 

●課題を決め、それに応じた情報の収集方法を考える 

 「かるた」についてわかったことを基に、さらに調

べたいことと調べる方法を具体的に書く １三(54.6%) 

  

平均正答率は国語Ａで 0.1ポイント、国語Ｂで 1.7ポイント全国平均を下回っています。無解答率は全国

平均より良好、全体としては課題の見られる教科です。経年比較では国語Ａは４回の悉皆調査とも全国平均

並みで、国語Ｂは年々全国平均に近づいています。 

◆悉皆調査 希望利用調査 

 

◆悉皆調査 希望利用調査 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○問題にみえる成果と課題 

 成果 課題 

数

学

Ａ 

【数と式】 

○ 5/8 × 3/4 を計算する １(1)（89.2％） 

○ 5×(4－7) を計算する １(2)（91.7％） 

【図形】 

○与えられた図形の拡大図をかく 

長方形の２倍の拡大図をかく  

４(1)（88.3％） 

【関数】 

●関数の意味を理解している 

ｙがｘの関数である事象を選ぶ ９（13.8％） 

【資料の活用】 

●ヒストグラムから相対度数を求める 

最高気温の分布のヒストグラムから，ある階級の相

対度数を求める  １４(2)（34.2％） 

数

学

Ｂ 

【関数】 

○表から情報を適切に選択し，処理する 

水を熱し始めてから 10 分間で上がった温度を

求める １(1)（70.7％） 

【資料の活用】 

○資料から必要な情報を適切に読み取る。 

 横の長さが与えられた長方形が含まれる階級

を書く  ５(1)（72.7％） 

【関数】 

●事象を理想化・単純化して，事柄を数学的に捉え、

他の事象との関係を考える 

水を熱した時間と水温と同じように考えて求められ

る事象を選ぶ ３(3)（23.9％） 

 

  

平均正答率は数学Ａで 4.9ポイント、数学Ｂで 4.0ポイント全国平均を上回っています。無解答率も全国

平均より良好で、全体として概ね良好な結果です。経年比較では数学Ａ・Ｂとも全国平均を下回ることはあ

りませんが、年により正答率に差が見られます。本年度はこれまでの悉皆調査の結果を上回りました。 

◆悉皆調査 希望利用調査 

 

◆悉皆調査 希望利用調査 

 



さやま 家庭教育指針「家庭教育への１０（９＋１）の提言」との関連項目を、H21年度との比較と共に示しました 

     

   大阪狭山市    大阪府    全国    「家庭教育への１０（９＋１）の提言」   

○自分には，よいところがあると思いますか・・・・・・・・・・・・・・１．他の子と比べず、認めて、褒めて、自信を 

    

 

 

○学校のきまりを守っていますか・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２．「だめなことはだめ」－親としての躾と言動規範を 

 

  

 

○ものごとを最後までやり遂げて，うれしかったことがありますか・・・・３．「目を離さず、手を放す」の心構えを 

 

 

 

○家の手伝いをしていますか・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４．家庭において一人ひとりに役割分担を 

 

 

 

○家の人と学校での出来事について話をしていますか・・・・・・・・・・５．コミュニケーションの取り合える時間の確保を 

 

 

 

○近所の人に会ったときは、あいさつをしていますか・・・・・・・・・・６．明るい挨拶が交し合える家庭を 

 

 

 

 （この項目は本年度は共通質問ではありません。小学校２校、中学校１校の結果です） 

○朝食を毎日食べていますか・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７．十分な睡眠時間とバランスの取れた食生活を 

 

 

 

 ○平日、朝７時までに起きていますか 

 

 

 

○今住んでいる地域の行事に参加していますか・・・・・・・・・・・・・８．自然や自と触れ合える遊びや活動の場を 

 

 

 

○平日、家や図書館で、１０分以上読書をしますか・・・・・・・・・・・９．伝えよう、先人の知的財産である本の面白さを 

 

 

 

  

 

 

 

  

H21と比較して  （単位：ポイント） 

 小学校 市：＋5.0 （全国は＋1.1） 

 中学校 市：＋1.1 （全国は＋5.2） 

H21と比較して   

 小学校 市：＋3.2 （全国：＋2.1） 

 中学校 市：＋3.2 （全国：＋3.9） 

H21と比較して   

 小学校 市：＋0.7 （全国：＋0.5） 

 中学校 市：＋1.8 （全国：＋1.8） 

H21と比較して   

 小学校 市：＋1.7 （全国：＋2.0） 

 中学校 市：＋2.1 （全国：＋1.5） 

H21と比較して   

 小学校 市：＋6.4 （全国：＋5.6） 

 中学校 市：＋6.1 （全国：＋6.8） 

H21と比較して   

 小学校 市：＋5.5 (全国：＋2.4） 

 中学校 市：－2.9 （全国：＋4.1） 

H21と比較して   

 小学校 市：＋2.3 （全国：＋0.3） 

 中学校 市：＋1.2 （全国：＋1.4） 

H21と比較して   

 小学校 市：＋11.9（全国：＋3.5） 

 中学校 市：＋3.3  (全国：－4.5) 

H21と比較して   

 小学校 市：＋5.7 （全国：＋1.5） 

 中学校 市：＋12.8（全国：＋3.8） 

H21と比較して   

 小学校 市：＋2.6 （全国：＋1.7） 

 中学校 市：＋3.6 （全国：＋3.5） 



◇多くの項目で H21年度よりポイントを伸ばしています。ご家庭での取組みの成果が表れてきているもの 

と考えられます。 

本年度、小学校では多くの項目で全国平均の数を上回っています。一方で中学校ではほとんどの項目が 

全国平均を下回る結果となりました。これまでの調査でも見られた傾向は、課題として残りました。 

学校と家庭また地域とが協力して、子どもたちの生活習慣の確立や家庭生活の充実に向けた取組みが必 

要です。また、９年間を通して継続して取り組むことで確実な効果が期待できます。 

 

 

◇平成１９年度からの６年間の経年比較から 「肯定的な回答が伸びてきている項目」 

   

                               

〇学校のきまりを守っていますか 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

  ○家の人と学校での出来事について話をしていますか 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇「家庭教育への１０の提言」との関連項目以外で本年度９０％以上が肯定的に回答した主な項目 

＜小学校＞ 

〇家で，学校の宿題をしている（98.5%）   

〇いじめは，どんな理由があってもいけないことだと思う（96.9%） 

〇学校で友達に会うのは楽しい(96.0%) 

〇算数の勉強は大切だと思う(95.4%) 

〇人の役に立つ人間になりたいと思う(95.1%) 

〇人の気持ちが分かる人間になりたいと思う(94.5%) 

〇国語の勉強は大切だと思う(93.2%) 

〇毎日，同じくらいの時刻に起きている(91.0%) 

 

＜中学校＞ 

   〇人の気持ちが分かる人間になりたいと思う(94.8%) 

〇人の役に立つ人間になりたいと思う(93.9%) 

〇学校で友達に会うのは楽しいと思う(93.2%) 

〇いじめは，どんな理由があってもいけないことだと思う(93.2%) 

〇毎日，同じくらいの時刻に起きている(90.9%) 

      ※小学校と同じ項目で９０％を超えました。小学校にある「家で，学校の宿題をしている」は 

中学校では 86.0%、「数学の勉強は大切だと思う」は 72.4%、「国語の勉強は大切だと思う」は 

82.1%でした。 

       

  

当てはまる               どちらかといえば当てはまる 

  どちらかといえば、当てはまらない    当てはまらない 



◇本年度の調査で特に着目した項目について 
 

  携帯電話やスマートフォンの使い方についての質問に着目してみました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

   

各教科の平均正答率と回答との相関 

  

 

 

 

 

 

 

１.きちんと守っている  ２.だいたい守っている ３.あまり守っていない  ４.守っていない，または，約束はない  ５.持っていない 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

携帯電話やスマートフォンについては、中学校での保有率が全国や大阪府よりも高くなってい 

ます。（平成２１年度は小学校で 41.5％、中学校で 80.4％の所有率で、年によって多少の増減 

はありますが、全国よりも高い傾向は続いています。） 

 「使い方」について家の人との約束事を守っている（またはだいたい守っている）と回答した 

子どもの割合は、小学校はほぼ全国と同じ傾向を示しています。中学校では、全体に対する割合 

では全国平均を上回っていますが、所有率に対する割合では低くなります。 

 選択肢と教科の各区分の平均正答率との間には、一定の相関がみられます。 

メールやコミュニケーションアプリなどについては、子どもたちがトラブルに巻き込まれる事 

例が全国的にも多く報告されています。携帯電話などの使い方について、改めて家庭で話し合い、 

約束事を確認してください。 

平
均
正
答
率 

平
均
正
答
率 



 

 

Ⅰ. 質問紙調査と授業との関係から 

   授業に関する質問事項について H21 年度との比較とともに示しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 授業で「自分の考えを発表する機会がある」については、小学校で平成２１年度よりも肯定的な回答が増

え、全国平均を上回りました。「学級の友達との間での話合う活動」についても平成２１年度よりは改善され

てきましたが、全国平均には及んでいません。一方、中学校においては２つの質問とも肯定的な回答が平成

２１年度を下回り、全国平均との差も大きくなる結果となりました。「自分の考えを他の人に説明したり、文

章に書いたりすること」が難しいと思っている児童・生徒は小・中学校とも減少してきていますから、授業

の中で「考える場面」「話し合う場面」を設定して、子どもたちが自分の考えを発表し、交流し合う中で理解

を深めていくといった、「子どもの力を引き出す」授業づくりを進めていく必要があります。特に中学校での

授業改善への取組みは喫緊の課題です。 

  



Ⅱ. 質問紙調査と学力調査との関係から 

   生活習慣や学習状況と学力との相関関係が見られる項目を示しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

多くの質問項目で、肯定的な回答と教科の平均正答率との相関がみられますが、今回の調査で顕著なもの

を掲載しました。生活習慣や家庭学習の習慣が身についていたり、身の回りの出来事に関心を示す子どもは、

教科に関する調査で正答率が高い傾向がみられます 



Ⅲ. 学校・家庭・地域、みんなで力を合わせることが大切です。 

一人ひとりの子どもたちに、確かな学力を育むための鍵は、学校・家庭・地域の 

「つながり」です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．子どものよさを見つけ、褒めて、自信をつけます    

    ２．教師として、言動規範をしめします 

    ３．「口を出しすぎず、よく聴く」の心構えでのぞみます 

    ４．どの子も活躍できる場をつくります 

    ５．子どもの気持ちを理解し、温かく寄りそいます 

    ６．笑顔で、元気よく挨拶を交わします 

    ７．教職員チームの一員として、気持ちをそろえて取り組みます 

    ８．自然や人と触れ合える体験活動の場をつくります 

    ９．本の面白さを伝えます 

１０．本校ならではの取組みを開発します 

 

おおさかさやま 

学校園教職員の実践１０か条 

    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 

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」の育成をめざします 
 ・学校力の向上  

・学力の向上 ・心の力の向上 ・体力の向上 

学校 

子どもたちの心に「大人の本気」を届け 
ましょう 

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

地域  

強い絆の中で、あたたかく、時にはきびしく 
育てましょう  

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

 

家庭  



 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２５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＜１４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……４名（小低学年・小中学年・小高学年・中学校 各１名） 

 ・佳 作……７名（小低学年１名、小中学年１名、小高学年３名 中学校２名） 

 

(3) 読書感想画コンクール＜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……３名（幼稚園・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） 

  











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 



          

 
 
 

 

新年度がスタートしました。 
平成２５年度教職員合同研修会が開かれました。 

 

全体会の支援教育の部では担当から平成２５年度の基

本方針についての説明。生徒指導の部では、向井先生か

らフリースクールみ・ら・いについての紹介と大阪狭山

市の教育相談について具体的にお話していただきまし

た。 

支援教育分科会では主に大阪狭山市の子ども理解コー

ディネーターの木村先生から「通常の学級での支援」に

ついてお話をしていただきました。支援教育の基本的な

考えとして、対象は全ての児童生徒であり、自立と社会

参画に向けて、一人ひとりの教育的ニーズを把握し、持

てる力を高め、生活や学習上の困難の改善や克服をする

ため、適切な教育や指導を通して、必要な支援を行うこ

とが大切であること また、学級での支援の３つの柱と

して①物理的な環境の整備 ②温かい人的環境作り ③

わかりやすい授業・生活の工夫が必要であることなどを

大変わかりやすく教えていただきました。 

 

 初任者指導についての分科会では、教職員の服務・授

業研究の心構え・指導案作成等について担当から説明が

ありました。 

生徒指導分科会の様子 

 

 

 

 

生徒指導担当やフリースクールみらいの指導員 生徒

指導サポーター スクールカウンセラーが中学校区別に 

集まり、活発に情報交換が行われました。 

 児童生徒が新年度スムーズなスタートができるように 

お互いの連携を特に意識して話し合われました。 

平成２５年度の学校力・学力・心の力・
体力の向上をめざす事業の数々 
[学校力の向上]   

○学校づくり応援事業（拡充）  

○学校まるごとパック事業（継続）など 

平成２４年度より継続。授業だけでなく、清掃時間や 

休み時間などもまるごと公開。 平成２５年度の公開は、

狭山中学校区：北小学校 南中学校区：南第一小学校 

南第三小学校 第三中学校区：第三中学校の予定 

 

 

 

 

 

[学力の向上] 

○「さやまっ子ティーチャー」（拡充） 

○ 先進地視察（継続）○ＩＣＴの活用推進（新規）など 

さやまっ子ティーチャー     Ｈ２４ 先進地視察 

 

 

 

 

 

 

[心の力の向上]   

○「キャリア教育推進事業」（継続） 

○子ども理解コーディネーターの新設 

○生徒指導サポーターの新設 

Ｈ２４タイムリー研修   さやまチャレンジランキング 

 

 

[体力の向上] 

○体力向上プランの作成 

○さやまチャレンジランキング 

○体育指導員の配置 など 

☆今年度もこの啐啄を通してホットな情報を発信させて 

いただきますのでよろしくお願いします。 
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支援教育分科会の様子 

昨年度の様子 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          

 
 
 

さやまっ子遠足  

～楽しかった！～ 

４月１９日、まだ少し冷たさが残る春風の中、錦織公

園で元気な笑い声が響きました。市内の支援学級の児

童・生徒が集まって交流を深めるさやまっ子遠足です。 

大きなすべり台が人気で、小さい学年の子に順番をゆず

ったり、安全に滑るために待ったり･･･。「きちんとルー

ルを守っているね、」「友達のこともちゃんと考えている

ね。」といった先生方の

声もたくさん聞こえて

きました。中学校区ごと

の自己紹介タイムでも

盛り上がりました。 

 

さやま池まつり  

～灯火輪と“輪”～ 

４月２８日の夕方から『灯火輪』に市内の小中学校か

ら６０名近い先生方が参加しました。準備から実際の点

火まで、グループごとに分かれて手際よく作業をすすめ

て、お互いのつながりの輪が広がりました。 

翌日は、吹奏楽部の演奏です。市内すべて

の中学校からの参加がありました。演奏の合

間に部長さんへのインタビューもあり、自分

の学校の良い所は？と聞かれた時、仲がいい

ところ！と元気よく答えていました。指揮者

を見つめるまっすぐな心、周りの音と合わせようとする

気持ち･･･ここでも素晴らしい“輪”が生まれていました。 

また、狭山中学校の女子バレー部員と全校集会で募っ

たボランティアによるみどりの募金活動が今年も行われ

ました。自校の PTA ブース

に参加された学校もあり、

総勢８０名以上の教職員が

地域の方々との交流を深め

ました。 

全国学力 

・学習状況調査 

４月２４日、全国学力・学習状況調査が中学３年生、

小学６年生対象に行われました。国語、算数・数学の２

教科とはいえ、小学校ではふりこの問題、中学校では温

度上昇の問題が算数・数学の問題として取り上げられて

おり、活用する力が問われ

ています。国語でも表を分

析したり、まとめたりする

問題もあり、それぞれ真剣

に自分の学力と向き合って

いました。“学力”、それは

日々の努力のたまもの。今

後も、子どもの主体性を重視した

授業づくりにさらに力を入れ、学

力向上にむけた取組みを進めて

まいります。 

 

 

ワーキング研修 

～稼働開始！～ 

 校内研究を担当する教員のスキルやミドルリーダーの

専門性を高める研修の１つとして『ワーキング研修～校

内研究、道徳～』がスタートしました。これは府教委と

市教委が一体となって進める研修で、学校現場の先生方

とともに、参加者全員で作り上げることに主眼が置かれ

ています。 

今年度は、東・西・南第二・南第三小学校・南中学校

からは校内研究ワーキング

に、南第一・北・第七小学

校・狭山・第三中学校から

は道徳ワーキングにそれぞ

れ中心的な役割を担う先生

方が参加されています。 

道徳ワーキングの様子 →→→ 
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おおきくなろうね、この町で… 
             

東幼稚園 
 東幼稚園では、園内活動の

みならず積極的に地域に出

かけ「歩く」「見る」「知る」

「感じる」ことで地域環境に

親しんでいます。4 月からは

東小学校の校庭遊びやさやま池周辺の散策、5 月 23 日に

は消防署・市役所を見学しました。「しょうぼうしゃ、お

おきいなぁ～。」「しやくしょ、きたことあるわ。」「しごと

してはるひといっぱいいてるな～。」と東幼稚園から一番

近くにある「市役所」を身近に感じることができました。

「おおきくなろうね この町で」が東幼稚園のテーマでも

あるので、今年度も地域環境を大切にして園児たちととも

に地域を肌で感じ、地域

の人たちの暮らしにも関

心が持てるように育みた

いと考えています。 

 また、「歩くこと」は体

力づくりの第一歩。年間を通して取り入れていきます。 

◇―――――――――――――――――――◇ 

狭山高校のおにいさん・おねえさ 

んたちと遊んだよ!! 

西幼稚園 
 5 月の下旬、西幼稚園に狭山高校の 3 年生が西幼稚園と 

半田幼稚園に分かれて遊びに来てくれました。 

狭山高校の家庭科の一環と

して、園児への理解や関心を 

深め、7 月下旬に予定してい

る保育所実習に向けて個々

に課題を見つける、という

ねらいがあります。 

 また、園児の狭山高校体

育大会参加に向けて、園児

との交流を深め、体育大会

当日の交流に備える目的もあります。この日は、西幼稚園 

に、16 名の生徒さんたちが園児の日頃のあそびに入って

くれて、砂場や遊具で楽しい声が響き、ダンスコーナーで

はお客さんになってくれて、お互いに笑顔で過ごせまし

た。 

いつも一緒に遊んでいるよ!! 
      南第二幼稚園 
 南第二幼稚園では、今年度

も南第二小学校との交流を

大切にしています。 

春の日差しが心地よい小学

校の中グラウンドでこの日

はお弁当をいただきました。

「よくきてくれたね。」「お

弁当、おいしい？」と校長先生・教頭先生も仕事の手を

止め、あいさつに来てくださいました。 

 また、休み時間には自然なかたちで園児と児童が触れ

合えるようにと、通用口を開けてお互いに行ったり来た

りできるようにしています。「この子○○くんのねえち

ゃんや。」「この子、しってるわ。」と何度か顔を合わ

せるうちにお互いに顔と名前

を覚えます。園児の中には、自 

分からおにいさん・おねえさん

にかかわっていく子もみられ、

ワクワクする時間です。 

意図的な計画のもと、幼小交流

でつけたい「ねらい」もしっか

り立てて取り組む一方で、このような子ども同士が自ら

かかわっていこうとする姿を、園の先生方は温かく見守

っています。 

◇―――――――――――――――――――◇ 

自分でわかるよ…生活の見通し 
こども園 

こども園では視覚的に見てわかりやすい教材として「 

要求カード」や「スケジュール表」などを使っています。 

これは、園児が自分で気づいて確かめるためのもの、次

にすることがわかって見通しがもてることが大切になり

ます。こども園の手作りグッズは先生たちの一人ひとり 

とみんなのた

めの愛情がい

っぱい詰まっ

ています。   

「こんなもの作ってみよう。」 

「こんな工夫をすればどうだろうか。」 

先生たちの試行錯誤が保育を力強く、や

さしく支えます。 
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廊下でケンパ 

新聞ハードルを 

ぴょんぴょん 

つぼみ保育園との交流 

                   半田幼稚園 
 同じ第三中学校区の仲間として顔見知りになり、連帯感

や同じ地域で育つ喜びを共感し合いたいとの思いから「つ

ぼみ保育園」との交流を図っています。 

この日は、お天気も良く「おはようございます！」と元気

いっぱい挨拶をした後、半田幼稚園の園庭のあちらこちら

で、思い思いの遊びが始まりま

した。 

自然なかかわりの中で次第に打

ち解け、「教えたり教えてもらっ

たり」「誘ったり誘われたり」「貸

したり借りたり」と年齢に応じ

た自分たちのコミュニケーシ

ョンで遊びが続き、お互いに楽

しい時間をもつことができま

した。 

 次回は、つぼみ保育園に行か

せてもらい、7 月には第七小学校のプールで、1 年生・半

田幼稚園・つぼみ保育園が交流をします。就園前からこの

ような機会があることで、来年第七小学校に入学した際に

は、きっと「あのこ、知ってる。」「同じクラスになれたな

ぁ。」と言うつぶやきが聞こえてきそうです。 

◇―――――――――――――――――――◇ 
しなやかな体と心づくり 

                  東野幼稚園 
たくましい体は、意欲的で粘

り強い心へとよう園児を成長さ

せます。「しなやかな心と体の育

成」が今年度の東野幼稚園の重

点目標の一つです。決められた

時間にやらされるのではなく、

普段の遊びの中で様々な機能を

高め、体力増進につながるよう

心がけています。 

  

 ピョン 

 

 

   
 

 

 

                          

「通常の学級における発達 
障がい等支援事業」 

                     西幼稚園 

 支援教育の新規事業として取り組み出したばかりです

が、府からの指定校園（西幼稚園・第七小学校・第三中

学校）が総力を上げて保育づくりや授業づくりを見直し、

改善しています。 

今回は、その中でも西幼稚園を紹介します。 

アセスメントシート（担任がクラスの一人ひとりに対す

る細かな項目に答え、分析してクラスの実態を把握する

もの）によるクラスの強みと弱みを基に、クラスの傾向

を受け止めることからスターとしました。 

各クラスの課題となる点がはっきりすることで、具体的

にどのような内容で進めていけば良いのか方策を立てま

す。アドバイザリースタッフの小田先生（大阪大谷大学）

によるご指導も受けながら、すべての子どもに分かりや

すい保育の在り方を、計画に基づいて研究していきます。 

  

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
                
 

木登り 

だぞ～ 
ジグザグ 

ばしりに挑戦

ひとりひとりの学びと育ちのために・・・ 

 

この事業の 

南河内地区研修 

を 7 月 23 日に 

実施します。 

ご愛読 

ありがとう 

ございました！ 



 



          

 
 
 

支援学級訪問 ありがとうございました 

時期的には、小学校は運

動会の練習と重なり、大変

あわただしい中の訪問とな

りましたが、児童・生徒が

いきいきと学ぶ姿を見る

ことができました。 

個に応じて工夫された

教材、教室環境の整備等、

それぞれの学校が支援教

育の充実に日々懸命に取り組み、苦労を重ねながら実践

をされています。どの学級にもぬくもりがあり、担任の

先生方からは子どもたちへのあたたかい思いが伝わって

きました。 

 

 

田植え体験  

～友と、苗と、どろと、はだしの私～ 

６月１８日、南第一・第七小

学校の５年生が田植え体験をし

ました。田んぼの中に、はだしで

入る！？・・それだけでも「えー・

きゃー・うわー」の大歓声！ ほとんどの児童が、初め

ての田植え体験。みんな 90 分以上も田植えをしていまし

た。苗も、子どもたちも見事に田に根を張っていました！

次に田に入るときは、収穫の秋。

お互いに、大きく成長しているで

しょう。農家のみなさん、農政商

工グループのみなさん、ありがと

うございました。 
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6 段ピラミッドで、一番

上にのりました。5，6 年

女子が一つになって、完

成した技なので、慎重に

上にのぼりました。成功

して、うれしかったです。 

1 年生 
「玉入れポンポン！」 
紅・白にわかれて、元気
いっぱいの玉入れです。
大空にむかい、1、2、3 
みんなで力いっぱい投げ
ました。 

南二小 

「組体操 ５，６年で 
力を合わせてがんばりま 
した。」 学年を超えて 
一つになり、練習で重ね
た成果が本番で見事に 
発揮されました！ 

「つながろう！豊かな心
で！！」をテーマに、取
り組みました。友だちを
信じて、また、自分の役
割を果たして力いっぱい
頑張ることができ、ピラ
ミッドを完成させること
ができました。 
 

小学校で初めての運動
会、「ぷかぷか びっくり 
なめこダンス」 赤・青・
黄・緑のカラー軍手をは
めて色鮮やかに。 
みんなで、楽しく一生懸
命踊りました。 

６月２日（日）市内小学校運動会 
それぞれの一コマです♪ 

「おみこしワッショイ！」 
２年生の子どもたちと担
任の手作りのおみこしで
す。白組はおみこしの上に
「水の神」を赤組は「火の
神」をのせて競技をしまし
た。競技の終わったあとは
全員でトラックを１周ね
り歩きました。 

南三小 

第一小 南一小 

北小 

西小 

第七小 

東小 



中学校   宿泊学習と修学旅行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

ＭＩＭ－ＰＭ研修  6・17 第二小 

 多層指導モデルＭＩＭ。通常の学級において異なる学力

層の子どものニーズに対応した指導・支援をしていこうと

するモデルです。ＭＩＭはつま

ずきを早期に発見し、子どもの

伸びの把握を可能にするアセ

スメントです。 

特殊音節等、正しい語の読み

から流暢性を高める指導です。

昨年度から、和歌山大学の小野先生、子ども支援コーディ

ネーターの木村先生により東小学校で先進的に導入、今年

度は、東小、一小、二小、北小で取り組んでいます。 

 

 市内小中学校の学力向上

担当者等と市教委指導主事

が、先進的に学力向上に取り

組んでいる井手町立井出小

学校・泉ヶ丘中学校を視察し

ました。小・中が連携し、９

年間を見通した「質の高い学力」   いでっ子応援隊 

の育成に力を入れておられます。と「チマキ」づくり 

その一例が、井手町教委との取組「ジョイントアッ

プ推進事業」です。授業づくり、教師力の向上、家庭

学習に至るまで幅広く研究実践されておられました。 

 小学校は、地域の方々で構成する「いでっ子応援隊」

が子どもたちや学校を包み込むように関わっていま

す。中学校でも、外部人材を活用した取り組みが、平

成 24 年度は、年 33 回実施されており、地域の教育力

が大いに生かされていました。 

 

救命救急講習会 ～救える命を救いたい～ 

 小学校の水泳指導・中学校の部活動も万が一の事態に

備え、毎年この時期に実施しています。 

救急車到着まで全国平均¨約８分¨（大阪狭山市は 

約４分）…その間に、 

出来ることがあります！ 

●心肺蘇生法  人工呼吸→ 

↓胸骨圧迫 

 

救急車が来るまでに・・・ 

命のバトンを引き継ぐ、 

「救命リレー」を途切れさせない 

ために！ 

１年生宿泊学習 

６月４日～５日 

貝塚 少年自然の家での 

野外炊飯活動（カレー作

り） 

３年生修学旅行 長崎方面６月１２日～１４日 
左：爆心地公園での平和祈念セレモニー 
右：島原半島での農林水産業体験活動（馬鈴薯収穫） 

３年生宿泊学習 四国・岡山方面 ６月１日～３日 
左：民泊体験 
右：徳島 阿波踊り体験 

１年生宿泊学習 

５月２９日～３０日 

滋賀 琵琶湖方面 

体験学習 

全体レクリェーション 

２年生宿泊学習 
６月１２日～１４日 

蒜山方面 

体験学習 

クラスミーティング 

２年生宿泊学習 
６月９日～１０日 

滋賀 琵琶湖方面 

体験学習 

３年生修学旅行 長崎方面５月８日～１０日 
左：爆心地公園での平和祈念セレモニー 
右：魚釣り体験 

京都府井手町視察研修 6・27 



 



          

 
 
 

 

 
本年度も教育に関する様々なテーマについて、多彩な講

師を招いて夏季教職員研修を実施しています。各会場で

は、熱心に取り組まれる先生方の姿をたくさん見ることが

できました。夏季研修で学んだことを、9 月からの実践で

どんどん役立てていってほしいと思います。今回の啐啄で

は、その中からいくつかの研修を取り上げて紹介します。 

 

■夏季タイムリー研修 

8 月 2 日（金）、SAYAKA ホール（小ホール）にて今

回で 3 回目となるタイムリー研修を行いました。本年度

は、「一人ひとりの子どもを大切に育むために」というテ

ーマのもと、第Ⅰ部は市教育委員会と市教育研究会、第Ⅱ

部は市人権教育研究協議会が中心となって計画・実施しま

した。最近の教育課題に対して人権教育の立場からどのよ

うに向き合うべきか、お二人の講師先生のお話と各校園の

実践報告を通して考えを深めることができました。また、

市内の保幼小中の先生方が一堂に会し、本市の将来を担う

「さやまっ子」の育成に向けて、校種を越えて課題を共有

できたことも大変意義深かったです。 

 

＜第Ⅰ部＞ 

○講演「いじめと心の教育」 講師：諸富 祥彦先生 

○キャリア教育実践報告会～保幼小中の連携を通して～ 

報告者：第三中学校区の教職員のみなさん 

明治大学文学部教授の諸富先生からは、「いじめと心の

教育」と題してご講演いただきま

した。諸富先生の語り口調は大変

親しみやすく、「なぜいじめがだ

めなのか」「いじめを解決するた

めにはどうすればいいか」等、わ

かりやすく教えていただきまし

た。講演中に先生が熱を込めて語られていた「いじめを解

決するためには教師の本気が

問われる」「教師は人間関係の

プロでなくてはならない」等の

言葉は、聞き手である私たち教

職員の使命感を揺さぶり、元気

づけていただいたように思い

ます。 

第三中学校区の教職員のみ

なさん（西幼稚園、半田幼稚園、つぼみ保育園、西小学校、

第七小学校、第三中学校）からは、校区で共有している 

キャリア教育全体指導計画に基づいて、どのように取り

組んでいるかについて具体的に報告していただきまし

た。「めざす子ども像」に迫るため、保幼小中の交流の状

況を整理し、より充実した実

践につなげていこうとする

様子がよく伝わってきまし

た。これらの成果と今後の取

組みの発展がとても楽しみ

です。 

 

＜第Ⅱ部＞ 

○実践発表Ⅰ「北小学校の校内支援委員会の取り組み」 

報告者：北小学校の教職員のみなさん 

○実践発表Ⅱ「大切にしたいこと」 

 報告者：狭山中学校の教職員のみなさん 

○講演「人権教育をベースとした防災教育」 

 講師：諏訪 清二先生 

 午後は学校園における人権教育の取組みについて、北

小学校からは困り感を持つ児童への支援体制づくりと実

際の支援の様子について、狭山中学校からは集団づくり

や教育的配慮が必要な生徒と関わる中で「大切にしてい

ること」について報告していただきました。実践を聞き

ながら、子どもたち一人ひとりの状況に寄り添い、きめ

細かな手立てを日々工夫していくことの大切さについて

改めて気づかされました。 

 

 

 

 

 

 

続いて、兵庫県立舞子高等学校環境防災科の諏訪先生

に、人権教育の視点から見た防災教育についてご講演い

ただきました。先生の「人権教育と

防災教育は『命の教育』という点で

共通している」という言葉や、生徒

たちとともに取り組んだ東日本大

震災の災害ボランティア活動等の

エピソードから、防災教育

に「子どもたちと一緒に」

「まず取り組んでみる」こ

との大切さを教えていただ

きました。 
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■「通常の学級における発達障がい等支援事業」

南河内地区事業報告会 
報告者：西幼稚園、第七小学校、第三中学校のみなさん 

７月２３日（火）狭山池博物館にて、「通常の学級にお

ける発達障がい等支援事業」南河内地区事業報告会が行わ

れ、本市や南河内地区の教職員１００名以上が参加しまし

た。当日は、本事業

に取り組んでいる各

校園（西幼稚園、第

七小学校、第三中学

校）から、アドバイ

ザリースタッフであ

る大阪大谷大学小田

浩伸教授のアドバイ

スをもとに、授業づ

くりや集団づくり、子ども理解等について、具体的な工夫

改善を進めている様子を発表していただきました。小田先

生からは、各校園の発表に対する指導助言と、「自己肯定

感を高める『わかる』保育・授業づくり」について講演し

ていただきました。３つ

の学校園には、今後も小

田先生との連携を進め

ながら実践研究を進め

ていただき、その成果を

他の学校園にも広めて

もらえればと、大きな期

待を寄せているところ

です。 

 
 

◇―――――――――――――――◇ 

 

■体育科実技研修「体つくり運動」 

7 月２９日（月）、

市教研体育部会のみ

なさんを講師に招き、

東小学校体育館にて

体育科実技研修を行

いました。本年度のテ

ーマは「体つくり運

動」です。身近な用具

を効果的に活用した「体つくり運動」について、「子ども

たちにこんなふうに指示してあげてください」「こんなふ

うにほめてあげてください」と事例を挙げながらわかりや

すく講習していただきま

した。当日は幼・小・中の

先生方 44 名が参加し、お

互いの親睦を深めながら

楽しく汗を流しました。 

■パワーポイントを使った国語の教材づくり 

8 月６日（火）、東小学校コンピューター室にて「パワ

ーポイントを使った国語の教材づくり」研修を行いまし

た。当日は 26 名の先生方が参加し、市教委指導主事に

よる講習の後、持参した教科書

や資料をもとに早速教材づくり

に取組みました。すぐに授業で

使えそうな教材を、楽しいアイ

デアをたくさん盛り込んで作っ

ていた様子が印象的でした。お

互いの教材を見せてアドバイスしあった後、何名かの先

生に全体の場で紹介してもら

いました。今後もＩＣＴを積

極的に活用し、視覚的な支援

や興味を引き付ける仕掛けの

ある、わかりやすい授業づく

りに努めてほしいと考えてい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

      （各校の取組みから） 
南中学校福祉体験学習 

南中学校では、1 年生を対象とした社会福祉体験

学習の取組みが行われました。７月３日（水）はシ

ドニーパラリンピック車椅子バスケットボール日

本代表主将の経験もある根木慎志さんを講師に招

き、車椅子バスケットボールの体験や根木さんの講

話を通して、障がい者理解や人とのつながりの大切

さについて考えました。また、7 月 4 日（木）には

地域の福祉事業や福祉ボランティアに携わるみな

さんの協力を得て、車椅子体験や認知症理解学習に

取組みました。生徒たちは、障がいや認知症と向き

合いながら、それぞれの立場で一生懸命頑張ってい

る人々との出会いを通して、福祉と自分との関わり

について学ぶことができました。 

この他にも、たくさんの教職員研修を実施しまし

た。今後、各学校園でどのような活用が見られる

かが楽しみです。 



          

 
 
 

  
 
 

野口克海先生をお迎えして 
経験年数１０年未満の若い先生たちが「自ら計画した

研修をチームで協力してやり遂げよう。」をテーマにお互

いにアイデアを出しあい、何度も検討を重ねて練り上げ

ていきました。 

 

 

 

            

 

            

当日、和気あいあいとしたアイスブレーキング（お互

いが打ちとけあうため）の後、１つめのグループワーク

では、「チームワークを高めるために、一人ひとりに必要

なことは何か」について話し合いました。各グループか

ら出された意見は 

○共通の目標を持つこと 

○フォローしあうこと  

○すすんで行動すること 

○メンバーのことを理解し

ようとすること   

○情報を共有すること 

などでした。 

２つめのグループワークでは、修学旅行の班決めで問

題が起きる事例をスタッフに

よる劇で演じ、どう対応すべき

かを話し合いました。子どもの

気持ちにしっかりと寄り添う

ために担任として、学年とし

て、学校として大切にしなけれ

ばいけないポイント、絶対に見逃してはいけないポイン

ト 等について事前・事後の指導を含めて活発な意見交

換が行われました。 

野口先生からは、ご自身の

これまでの貴重なご体験や今

の大阪の現状をふまえた大変

あたたかい内容のご指導とご

助言を頂戴しました。また、

このチームワーク研のスタッ

フはこれからも継続しておお

いに活動してほしいというお言葉をいただきました。管

理職の先生方も合わせて８６名もの大人数が参加したこ

の研修は大盛況のうちに終わりました。 

 

 

 

南第一小学校の取組みについて 
９月６日に平成２５年度教育課程研究協議会を開催 

しました。８月１９日の大阪府教育課程研究協議会で説

明を受けた国の第２期教育振興基本計画（平成２５年～

２９年）をふまえ、今後の社会の方向性としての３つの

理念「自立」「協働」「創造」などの説明を行いました。 

☆３つの理念「自立」「協働」「創造」を実現するために 

①新学習指導要領のめざす「生き 

る力」の確実な育成 

②言語活動の充実、思考力・判断

力・表現力の育成を重視 

・「見通しと振り返り」の重視 

→指導と評価の一体化 

・授業における「めあて、見通し、振り返り」の重要性 

・「教えて考えさせる」授業の推進 

③体験活動や消費者教育、租税教育等の充実 

→社会とのかかわりを一層重視 

以上３点の重要性について全体での共有を図りました。 

続いて、南第一小学校の学力向上の取組みについて発

表がありました。 

・校内研での討議会のもち方について 

討議会では、各自が赤・黄・青の３色の付せんをあら

かじめ持ち、次の視点で書き込んで意見を交流していま

す。 

「それいいですね。参考にしたいです。」（赤） 

「それはどうしてですか？是非教えてください。」（黄） 

「自分だったらこうするな。こんなのはどうですか？」

（青） 

南第一小学校の校内研の

討議会では、先生全員が、３

色の紙に自分の考えを書い 

てグループで話し合い、さら

に全体で交流します。疑問点

を率直に出し合い、より良い

指導について教員全体で考

えることを通して、学校全体の指導力を高め日々の指導

に生かしています。 

何より素晴らしいなと感じたのは、「なんとかうちの学

校の子どもたちに学力をつけさせたい！」という熱い思

いで１００級ワークをはじめ、さまざまな方法で全教職

員が同じ方向を向いて、南第一小学校のスタンダードづ

くりに取り組んでいることです。 

 

最後に家庭学習の充実について、グループ討議を行い

保護者への啓発と日常の粘り強い指導の大切さなどが議

論されました。 
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横山利弘先生をお迎えして 

元文部省教科調査官 横山利弘先生を講師にお招き

し、道徳授業づくり研修②を第三中学校で開催しました。

「一冊のノート」を資料として、内容項目４－（６）「父

母、祖父母に敬愛の念を深め、

家族の一員としての自覚を持

って充実した家庭生活を築

く」の道徳的価値に迫るため

の研究授業が１年Ｂ組とＥ組

で行われました。グループ協

議の後、各グループからは様々な質問が出されました。

横山先生から以下のような指導助言をいただきました。 

○資料の読み方 

・資料を読む途中でいろいろと教師が聞きすぎると狙い

とする道徳的価値から離れていくので、資料は分断して

読まない方が良い。 

○道徳の時間の板書について 

・子どもに背中を向ける時間はできるだけ少なくしたい。 

・子どもの考えを認めるために書く。 

・道徳的価値について考えるための補助になる。 

○指名について 

・挙手して指名するのはあまり良くない。 

（挙手してもしなくても子ど

もが発表することが大切。） 

○教師の立ち位置について 

・答えてほしい子の前に立ち、

もう一度同じ問いを出してみ

る。→意図的に答えざるえない状況をつくる。 

○その他 

・「道徳の時間」では、教師は自身の感じ方を言い過ぎな

い。子どもに教師の思いを伝えすぎない方が良い。 

（子どもは教師が自分の意図にあう意見を求めているこ

とを敏感に察知する。） 

・実際の子どもたちの生活と結びつけると、子どもは嫌

になってしまう。 

 

 

 

雨にも負けず 
７つの小学校の６年生が総合グランドに集って連合運動

会が開催されました。開会式の途中雨が降り、一時中断

しましたが、青空が復活しプログラムの最後まで実施す

ることができました。 

 

  

  

 

 

 

雨やどり中      楽しくジェンカ 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

各中学校共 真剣な子どもたちの姿があふれるすばらし

い体育大会でした。 
狭山中学校体育大会（１０月４日） 

 

 

 

 

 

 

南中学校体育大会 （９月２７日） 
 

 

 

 

 
 
                

  第三中学校体育大会（１０月４日） 
 

 

 

 

 

元気あふれる学校紹介 なかよく玉入れ 

いざ、勝負！ 
 

１００ｍ走 

  

  

 
聖火点灯 入場行進 

 

より高く ジャンプ！ 園児と仲良く玉入れ 

手をつないで園児と入場 力の入った応援風景 
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■まるごとパック事業（北小学校） 

１１月１日に今年度初となる「まるごとパック」

が北小学校で行われました。この事業は、学校を地

域にまるごと公開することで、現代の子どもの姿や

学校の設備などについて、理解を

深め、一層の連携を図ることをね

らいとして平成２４年度から実

施しているものです。 

当日は、清掃や昼休みの時間

から公開。全クラス公開授業で

は、各教室の扉の前に教科や担

任名「今日の授業で大切にしているところ」を大き

く掲示していました。国語、算数、体育、図工、英

語･･･いろんな工夫が見

られました。 

後半の実践報告は、学

校教育目標である「がん

ばり・やさしさ・つなが

り」に基づく様々な取組

みの紹介です。休憩時間

などを有効に使った「す

きま学習」や読書、音読、

視写などの「朝の北小タ

イム」など日常的に取り

組んでいるものや、児童会による「いじめに関する

劇」、「マラソン朝礼」

など集中的に実施

するものまで工夫

がいっぱいでした。

発表準備は、経験年

数の少ない先生方

を中心に企画をし、教職員自身がまず、自分自身の

考えをまとめ、自分たちの学校のことを発表しよう、

人に伝えようと取り組みました。その過程が自分の

学校を客観的に見つめなおす良い機会にもなりま

した。 

今回、中学校区の全教職員が参加しました。保幼

の先生たちから「大きくなったね」や地域の方々か

ら「よく、がんばってるね」と励ましの声をかけら

れ、子どもたちは嬉しそうにほほ笑んでいました。

保幼小中がこれ

からもしっかり

と連携して、子

ども達の健やか

な成長を支えて

いってほしいと

思います。また、

地域の方々も多数参加され、子どもたちの学校生活

の様子をご覧いただきました。 

■なかよし運動会 

１０月２４日、富田林総合体育館でなかよし運動

会が行われました。南河内地区中学校支援教育研究

会の主催で、南河

内地区のすべて

の中学校から支

援学級の子ども

たちが集まりま

した。スプーンレ

ース、綱引き、パ

ン食い競争などの競技の他、最後には「WA になっ

ておどろう」の曲に合わせたダン

スも披露してくれました。お互い

しっかり声をかけ合って、各競技

に参加していました。９つの市町

村が集まる中で、一人ひとりの一

生懸命が輝いた一日でした。 

そったく 



■さやまっ子遠足 

1１月７日に市内の支援学級の子どもたちがふれ

あいの里に集まり、みんなで豚汁づくりをしました。

毎年恒例の“さやまっ子遠足”です。各学校からの

あいさつの時から、

高学年がリーダーシ

ップを発揮！豚汁づ

くりでも積極的に活

動してくれました。 

秋の自然の中で、み

んな笑顔いっぱい、元気よく過ごすことができまし

た。さまざまな行事を

通して、子どもたちが

成長できるように、事

前の準備に力を注ぐ先

生たちの願いが成果に

つながっていたように

思います。 

■運動会（幼稚園） 

９月下旬から

１０月中旬にか

けて、市内の幼稚

園で運動会が行

われました。中学

校の体育大会で

は、お兄ちゃん・

お姉ちゃんに手をひかれ、競技や応援に参加してい

ましたが、今度は、自分たちが主役！とてもたくま

しい姿を見せて

くれました。か

けっこのスター

ト前の緊張した

顔、走り終わっ

た後のすてきな

笑顔、自信に満

ちた演技中の顔、

みんなで力を合わせた競技の後の充実感あふれる

顔･･･。行事ならではのエネルギーあふれるさまざ

まな表情が、参観しているたくさんの方々に感動を

与えていました。 

 

 

■ＣＳＴ教員による研修 

1０月２５日に今年度、教育センターでの長期研

修（理科）を受講したＣＳＴ[コア・サイエンス・

ティーチャー]（第七

小学校教員）による研

修が行われました。Ｃ

ＳＴ教員とは、小・中

学校教員の理数教育

における指導力向上を図ることを目的として大学

と教育委員会が連携し、要請プログラムの開発、地

域の理数教育における拠点の構築などを通じて、中

核的な役割を担う教員のことです。 

すぐに使える手作りの実験器具の紹介、実験中に

起こり得る危険な事象の説明、活用関連（これまで

習得した内容を用いて言語活動を促す）をキーワー

ドとした講義等、充

実した研修会になり

ました。市内のすべ

ての中学校から参加

があり、小学校と中

学校の連携が深まる

研修となりました。 

（月の満ち欠けを体感しています。） 

 

■体育実技研修 

1０月２５日に、市内でもう１つ

子どもの体力向上のための研修が行

われました。各校からは体力向上プ

ロジェクト担当教員をはじめ、若手教員を中心にた

くさんの教員が集まりました。市内の小学校の２名

の教員が講師になり、準備運動などですぐに使える

サーキットトレーニングの実践事例について学び

ました。子どもたちがワクワクするような場が体育

館いっぱいに設定され、先生たちが生き生きと身体

を動かす姿が印象的でした。最後に、大阪教育大学

の井上功一先生にご指導いただきました。今後も継

続的に実施し、子ども達の体力向上をめざします。 
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９１号 

 

大阪狭山市では、各中学校区で保幼小中の交流を積極的

に行い、校種間の連携を深めるとともに保育や授業の研

究、人権教育やキァリア教育の推進に取組んでいます。 

今回、４つの園の取組みを紹介します。 

東幼稚園（東小・きらり保との交流) 

 東小学校５年生１３９

名・東幼稚園１２６名・き

らり保育園５歳児３５名 

みんなで３００名の子ど

もたちが東小学校の体育

館で「こどもフェスティバ

ルがんばろう交流会」を行いました。 
チームづくりをし、一緒に遊びましたが、特に、ジ

ェスチャーゲームで、５年生の児童が、「小さい子

にもわかるように・・・」と頭を悩ませながら優し

く取り組んでいる姿が、微笑ましかったです。その

後、お互いのこどもフェ

スティバルでの演技を披

露し合い「こどもフェス

ティバル応援合戦」をし

ました。お互いに、緊張

しながらも「がんばろう」

と良い刺激になりました。 

 南第二幼稚園（南中との交流） 

５０名の園児が、南中学校の体育祭に参加しまし

た。園児が中学生と一緒に楽しめるように、中学３

年生がプログラムを考えて工夫した「玉入れ」を楽

しく行いました。当日は、園児が大きいお兄さんや

お姉さんに、抱っこや肩車をしてもらい、喜んでい

ました。園児と生徒が直接触れ合うことで感じられ

る心地よさがあったようです。 

 

 

こども園 (南第一小との交流) 

南第三幼稚園では、保育の中で異年齢交流や、小

中学校との交流の機会を設けています。今年度、南

第一小学校との交流は年間で３回予定しています。

先日２度目の交流があり、１、２年生がこども園を

訪問しました。運動会

で行った組体操を披

露し、ゲームやふれあ

い遊びを一緒に楽し

みました。こども園に

訪れた小学生の中に

は園の卒園児もおり、久々に会う卒園児が大きくな

っている姿に、憧れの眼差しで見ている子どもたち

もいました。次回は１月に小学校を見学する予定で、

子どもたちも楽しみにしています。 

 

東野幼稚園（狭山中・池尻保との交流） 

４７名の園児が、狭山中 3 年生と交流しました。集

団での歩行が、すっかり上手になり、体力のついてき

た子どもたち。片道 50 分かけて狭山中学校まで行き

ました。体育館に用意さ

れた「魚釣り」「ボーリン

グ」などの手作りの遊び

の場。小さな王様・お姫

様に振り回されても、終

始ニコニコ笑顔の中学生

「幼稚園児にはカッコつけても仕方がない」と素直で

いられるようです。戸惑いながらも精一杯楽しんでも

らおうと、やさしさ 100％で接してくれる姿に園児

も笑顔で答えていました。 

また、池尻保育園児とも交流しました。東野幼稚園

園児と池尻保育園児は、やがて北小学校で机を並べる

ともだち同士。顔なじみになって、同じ校区の仲間と

しての気持ちを持ってほしいものです。            

そったく 



 

 

 

西幼稚園（西小に） 

この研修により、送りだした子どもたちがどれだ

け育っているのか、また幼稚園で身に付けておくべ

き育ちの課題は何か、をねらいとして参加しました。

討議会では、校長先生と 1 年の

先生方から「1 年生でする事を

幼稚園でするのではなく、素地

を育てる事が大切である。」と聞

かせていただきました。 

 その後、幼稚園教員間で「『素地を育てる。』とは

どういうことか」「日頃の生活の中で、見逃してい

ることはないか」を話し合い、聞く力・聞こうとす

る気持ちや態度を育てる事や、なめらかな接続につ

ながる具体的な様々な事を共通理解し、できるとこ

ろから取組むようにしました。 

半田幼稚園（第七小に） 

 「１年生の子どもたちの授業の様子などから意欲

や自立心がどの様であるか、子ども同士の姿から興

味や関心がどこにあるか。」を研修のねらいにして

望みました。幼稚園では、教員が一人の子どもの内

面を把握し、自立に向かわせるように支える、見守

るなどの援助が大きいことを改めて感じ、同時に１

年生になれば、子ども自身が一人で判断し、責任を

もって行動しなければいけなくなることから、子ど

もも大変だな、頑張っているなと感じました。勉強

においても、友だちとの遊びや関わりにおいても、

全てに個々の基盤ができていなければ、意欲的に進

めていくことが難しいと思いました。（研修記録よ

り） 

 

 

 

 

 

学校公開が、１１月 

１３日（水）午後から実施

されました。体育館ではキ

ャリア教育の報告と、２年

生の職場体験報告がありま 

した。各ブースに分かれての生徒たちによるプレゼ

ンは、各事業所で学んできたことがしっかりと伝わ

る内容でした。２日間で学んだことは、今後進路を

考える時に役に立つことでしょう。  

授業公開は、２時間分を 

自由に参観できるものでし 

た。授業では、「今日の目標」

や「今日のまとめ」が工夫

されており、生徒たちが積極的に授業に参加できる

よう配慮されていました。三中は小学校や幼稚園と

共に大阪府の「通常の学級における発達障がい等支

援事業」に取り組んでいますが、その成果が授業に

も現れているようでした。 

放課後は部活動の公開

があり、クラブで頑張る

子どもたちの普段の姿を

見ることができました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この研修は今年度

から３年計画で実

施します。 

幼小の「なめらかな接続」につながるように 

幼稚園・こども園の教員が小学校の授業や生活

の一端を見学・体験しています。 

保幼小中交流後の 

幼稚園の先生からのつぶやき 

○活動を行うだけの交流ではなく、子ど

もたち同士の顏が見える交流が必要であ

ると改めて感じました。地域の子どもた

ちが集まり仲間として喜び、楽しみ、『地

域で育っている』と感じる交流でした。 

○全身で「楽しい」と表現してくれる園

児の様子に心がホッとする中学生。甘え

られる存在の中学生に、より親しみを感

じたようです。大きくなるって素敵だな、

こんな中学生になりたいな、そう感じさ

せてくれることを願っています。 



 

～特集～ＭＩＭの取り組み 

 

    

◆ＭＩＭ（ミム） これは語句を早く、正確に読

む力を育てるために大変効果的な指導方法で国立

教育政策研究所によって開発されました。各クラ

スで一斉にできる指導方法で、文字を読むことに

顕著なつまずきを示す子どもについて分析し、ど

のような支援が必要なのかを把握することができ

ます。 

本市では今年度までに４校で導入し、小野次朗

教授（和歌山大学）と子ども理解コーディネータ

（市教委）がサポートに入っています。次年度か

らは、すべての小学校で取り組んでまいります。 

今回は、ＭＩＭの具体的な取り組みを紹介しま

す。 

 

たとえば、児童の作文や会話の中には「きって」

を「きつて」と読んだり、「～になった」を「～に

なた」と書き間違ったりしている児童がいます。

このようなつまずきは、今後の学習に「読めない」

「書けない」等の困難を引き起こし、放っておく

と他の学習まで阻害される恐れがあります。 

ＭＩＭは、特殊音節（促音「っ」、長音「う」、

拗音「きょ」など、拗長音「きょう」など）に焦

点を当て、文字や語句をどの程度、正しくなめら

かに読んだり書いたりできるのか、まず、次のよ

うなテストをします。 

 

①はじめにつまずきをみつけます。 

   

図１は、ＭＩＭで使っているプリントの一部で

す。「絵に合うことばさがし」と「３つのことばさ

がし」の２つのテストで構成され、テスト１は「正

しい表記の語を素早く認識する力」、テスト２は

「語を視覚的なかたまりとして素早く認識する

力」をみるものです。 

 

②実態に応じて、読み書きの指導をします。 

「読みのルールを視覚化・動作化し提示する」 

パッケージ化され、統一した指導法であるので、

子どもたちは、限られた時間で同じ指導を受けるこ

とができます。 

 

☞音のイメージを「●」の印で視覚的にとらえる 

 
 
 
 
 

小野先生の指導の様子▲ 
☞目に見えない音の特徴を、体を使って具体化して

とらえる 

 
 
 
 
 
 
 
▼通常は担任が指導します ▼MIM 教員研修の様子 
 
 
 
 

 
 低学年で読みの基本をしっかりつけて、読解力を 

高めることが、学力の向上にもつながると考えてい 

ます。 

そったく 
９２号 
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Multilayer Instruction Model  
多 層  指 導   モデル 

テ
ス
ト
１ 

テ
ス
ト
２ 

清音・濁音・半濁音：  
手を１回たたく 

促音： 両手をグーに 
にぎる 

図１          



12・3（火）南第三小学校 

～まるごとパック事業～ 

午後から南第三小学校で、まるごとパック事業

の学校公開が実施されました。清掃活動に始まり、

ジャンプアップチャレ

ンジ、授業参観、和太

鼓演奏、報告会など、

普段の南第三小学校の

取り組みがまるごと公

開されました。   
▲ジャンプアップチャレンジ        

        
 

 
 
 体育の授業では、跳び箱の苦手な児童に対して

他の児童が励ます姿が見られたり、支援学級の授

業では、紙で作るツリーの飾りつけを児童どうし

が案を出し合ったり、工夫したことを見せ合った

りして取り組んでいる姿が見られました。生き生

きと活動する児童の姿が印象的で、参観された方

からも高い評価をいただきました。 
 
「通常の学級における発達障がい等支援事業」 

第２回地区別報告会開催のお知らせ 
※西幼・第七小・第三中で取り組んでいる「すべての

子どもに「わかる・できる」授業づくり・学級集団づ

くりをすすめる実践研究の報告会です。 

 
日 時：平成２６年２月６日（木）15：15～ 
場 所：大阪府立狭山池博物館 ホール 
テーマ：「幼小中の連携について」 

※詳細は別途周知させていただきます。 

12・26（木）大阪狭山市立中学校 

～生徒会サミット～ 

１２月２６

日に、大阪狭

山市役所３階

に大阪狭山市

内の３つの中

学校の生徒会

の代表が集ま

り、生徒会サ

ミットが開催されました。   
こ の 生

徒会サミ

ットは、 
平成２１

年度から

続いてい

ます。 
はじめは

緊張した

面持ちでしたが、進行とともにほぐれていきまし

た。 
まず、大阪府生徒会サミットに出席した、狭山

中学校から

の報告があ

りました。 
続いて各中

学校の取り

組みなどを

交流し、生徒

会として今

後取り組み

たいこととして、あいさつ運動や３校の交流に使

う新聞づくりなどについて話し合いました。 
また、いじめ問題についての取り組みとして、

作成が進められている生徒会劇のビデオ「ＨＯＰ

Ｅ」のオープニング試写会も行われ、いじめを許

さない３つの中学校生徒会の熱い思いを再確認す

るとともに、完成に向けての決意を新たにしてい

ました。 

▲体育の授業     ▲支援学級の授業 
           

▲実践報告会      
▲和太鼓の演奏 



 



          

 
 
 

 

 
 

■Ｈ２５全国体力・運動能力調査より 

昨年１２月、文部科学省より平成２５年度全国体力・運
動能力、運動習慣等調査の結果が公表されました。 

これによると、本市の子どもの体力の状況について、上
体起こしで小５男女・中２男女とも全国平均記録を上回っ
ていたものの、握力では小５男女・中２男女とも全国平均
を下回るなど、多くの調査項目で課題が見られました。特
に女子については、一週間の総運動時間の合計（体育の時
間を除く）が６０分に満たない子どもの割合が２０％を超
えており、体力向上に向けて子どもたちの運動の機会をど
のように確保してい
くか、具体的な対応が
必要となっています。 

一方で、小５男女・
中２男女とも、「体育
の授業で友達に認め
てもらえる」と回答し
た割合が全国平均を
上回るなど、本市の子
どもが体育の授業に
対しておおむね良好
な印象を持っている
ことがわかりました。
今後も各校において、
子どもたちが運動の
楽しさや「上手になった」「できるようになった」という
自信や達成感を味わい、体力や運動意欲を増々高めていけ
るような授業づくりの推進を期待しています。なお、平成
２６年度も本年度と同様に全校悉皆の全国体力・運動能力
調査の実施が予定されています。 

今回の啐啄では、本市で進めている体力向上の取組みの
様子を特集して紹介します。 

 

◇                       ◇ 

■体力向上プロジェクト会議 

昨年度から各小・中学校担当者（プロジェクトメンバー）
と市教委担当者で構成する「体力向上プロジェクト会議」
を立ち上げ、各校の体力向上に関する取組みの成果や課題
について情報交換を行っています。 

本年度は「体育の準備運動で継続的に取り組むサーキッ
ト型運動プログラム」の推進をテーマに、大阪教育大学の
井上功一先生の指導・助言を得ながら、各小・中学校の子
どもたちの状況に合わせた体力向上プランの策定を進め 

ています。特に本年度はプロジェクトメンバーの協力の
もと、２回の実技研修と２回の公開授業を実施するなど、
年間を通して実践的な取組みをすすめています。 

今後、体力向上プロジェクト会議で本年度の体力向上
プランの成果と課題をとりまとめ、資料化して各校に配
付する予定です。今後の取組みにぜひ役立ててほしいと
思います。 

  

 

 

 

 

 

 

【東小学校】 
体育の準備運動の時間に、
全学級でサーキット型運
動プログラムに取組んで
います。写真は「投てきロ
ケット」を活用した「投げ
る」運動プログラムの様子
です。 

【第三中学校】 
体育の準備運動で、全学年
男女とも、ラダーやミニハ
ードル等の運動プログラ
ムに継続的に取組んでい
ます。生徒の運動機会の二
極化に配慮して、取組みを
工夫しています。 

 

■さやまチャレンジランキング 

＆子ども元気アッププロジェクト 

平成２３年度より市教委学校教育グループのホームペ
ージ上で、大なわとびの「8 の字とび」と「全員とび」
の回数を競う「さやまチャレンジランキング」を開催し
ています。各学校では、体力向上や集団づくりに向けて、
子どもたちの意欲向上のために活用しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【南第三小学校】 
年間５回、休憩時間を利用して全校一斉に「三小ジャ
ンプアップチャレンジ」に取り組んでいます。さらに、
各学級の記録を「さやまチャレンジランキング」ホー
ムページ大会に申請し、ＨＰに掲載されることで、子
どもたちの達成感や運動意欲の向上を図っています。 
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[Ｈ25 大阪狭山市中２女子の 
一週間の総運動時間の分布] 

（分） 



また、大阪府教育委員会が「子ども元気アッププロジェ
クト」事業として、ドッジボール、大なわとび、駅伝の府
大会と、ホームページ上で記録を競う「おおさか子どもホ
ームページ大会」を実施しています。１２月１４日（土） 
になみはやドームで行われた「第１１回おおさか子どもジ
ャンプアップ大会」では、南第一小学校６年生が決勝ラウ
ンドに進み、見事５位入賞を果たしています。さらに、２
月１５日（土）に長居陸上競技場で行われる「第５回おお
さか EKIDEN 大会」には、南第一小学校と北小学校の６
年生が出場予定しています。健闘を祈っています！ 

 
■外部指導者との連携 

 子どもたちの運動意欲や技術の向上に向けて、本市では
多くの外部指導者のサポートを得ながら、子どもたちへの
きめ細かな指導や支援を進めています。 

 

●体育指導支援員 

各小学校で体育指導支援員を配置し、授業者とともに複
数体制で子どもの状況に合わせたきめ細かな指導を行っ
ています。 

 【南第一小学校】 
体育指導支援員の佐藤明
美さんは元体育教員。専
門性を生かして、いつも
子どもたちに楽しく、て
いねいに運動のコツを教
えてくれています。 
 

 

●部活動指導支援員 

 各中学校では、運動部活動に所属する生徒がより専門的
な技術指導を受けられるよう、部活動指導支援員を配置し
ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【狭山中学校】 
地域人材の酒井正博さんに、部活
動指導支援員としてバドミントン
部の指導に来ていただいていま
す。専門的なアドバイスや実践的
な練習のおかげで、子どもたちの
運動技術がどんどんと高まってい
ます。 

 

●剣道指導支援員 

平成２４年度から中学校体育で武道が必修化され、本市
では３中学校で男女共修の剣道の授業を実施しています。
授業では３人の外部専門家を配置し、剣道の楽しさや日本
古来の礼儀作法の大切さを伝えてもらっています。 

 【各中学校】 
剣道指導支援員の松尾さ
ん・向山さん、宮崎さん。
剣道指導を通して、いつ
も熱心に子どもたちと関
わってくれています。子
どもたちも剣道の時間を
とても楽しみにしていま
す。 

 

 

 

 

 

１月 23 日（木）、南第一小学校で「まるごとパック事
業」学校公開が行われました。 

 南第一小学校は本年度、大阪大学大学院の西森年寿准
教授の指導を受けながら、ＩＣＴ機器を各教科で効果的
に使う方法について研究をすすめています。当日は全て
の授業でＩＣＴ機器を活用し、子どもたちの学習意欲を
高める授業づくりの工夫を紹介しました。どの授業も、
子どもたちの思考場面や交流場面等のポイントでＩＣＴ
機器が登場し、子どもたちがのびのびと主体的に学習す
る様子が大変印象的でした。 

西森准教授に指導講評でも触れていただいたように、
子どもたちにとって「わかる」「できる」「楽しい」授業
づくりの一つの方法として、今後も市全体でＩＣＴ機器
の活用方法の研究を推進していきたいと考えています。 

  

 

 

 

身振りを交えた発声で特

殊音節を習得するＭＩＭ

指導の様子（昼休み） 

体育委員会による「なわ

とび検定」寒くても元気

いっぱい！（昼休み） 

  

 

 

 

電子黒板の画面上で色板

を並べて、学習課題をつ

かみました（算数） 

iPad とパソコンを使って

首はね跳びの動きをチェ

ックしました（体育） 

 

 

 

 

 

 

 

電子黒板上の地図に、班

の意見を書きこんで説明

しました（特別活動） 

ＴＶに自分の作品を映し

て、お互いに紹介しあい

ました（図工） 

 



 
 
 
 

 



（1）食物アレルギー対応の内容

　・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。

　◎対応基準

　・医師により食物アレルギーと診断されていること。

　・アレルゲン（原因食品）が特定されており、医師から指示さ

　　れ食事療法を行っていること。

　・アレルギー対応食を希望する場合は医師の診断書が必要です。

　◎食物アレルギー対応除去食

　・除去できるもの≪5種類9品目≫

　①卵

　②乳製品（牛乳・チーズ・ヨーグルト・バター・脱脂粉乳）

　③いか

　④えび

　⑤かに

　・調理段階で除去する場合は、給食費の返金は行いません。

　◎デザートについて

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

　　には、代替としてゼリーを提供します。

　◎成分表の配布

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

　・加工食品、デザート類など・・・毎月入札後配布

　※成分表は、学校を通じて配布します。

　◎その他（食物アレルギー対応除去食以外）

　・牛乳・パン・おにぎりのふりかけ停止

　　それぞれの停止依頼書の提出によって実施（診断書の提出は不要）

◆　◆　□ 学校給食における食物アレルギー対応について　◆　◆

【具体的な対応について】

【基本的な考え方】

　・対象を副食として、調理段階での食材料の除去を原則とします。
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http://ord.yahoo.co.jp/o/image/SIG=171h7j6k0/EXP=1374802423;_ylt=A3JuMFF2gPBRBEAAt1aU3uV7;_ylu=X3oDMTBiNzloa3JsBHZ0aWQDanBjMDAx/*-http:/rr.img.naver.jp/mig?src=http://imgcc.naver.jp/kaze/mission/USER/8/1/8411/3985/fd0d75d2afba7a42a2dc0823fdf5daee.jpg/300/600&twidth=300&theight=600&qlt=80&res_format=jpg&op=
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①卵

②乳製品
（牛乳・チーズ・
ヨーグルト・バ
ター・脱脂粉
乳）

③いか ④えび　 ⑤かに
ヨーグルト
〔乳製品〕

ケーキ
〔乳製
品〕・〔卵〕

低学年 3 1 1 3 1

中学年 1 2 1 2 2 2 1

高学年 1 1 2 1 1 1 1

計 7 4 3 2 4 3 6 3 1 2

低学年 2 2 1 2 3 2 3 2 1 1

中学年 1 1

高学年

計 5 3 2 1 2 3 2 4 2 1 1

低学年 3 3 3 3 3 1 2

中学年

高学年

計 3 3 3 3 3 3 1 2

低学年 3 1 3 3 1 3 1 1 1

中学年 1 2 2 1 1 1

高学年 1 1 1 1 1 1 1

計 9 5 1 1 6 6 1 5 1 3 3

低学年 1 1 1 2 1 1 1

中学年 1 1 1 1 1 1 1

高学年 1 1 1 1 1

計 4 3 2 1 1 2 4 2 2 3

低学年 1 2 2 2 2 1 1

中学年 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2

高学年 1 1 1

計 5 3 3 2 2 2 3 4 3 2 3

低学年 3 1 1 3 1 1

中学年 1 1 1 1 1

高学年 1 1 1

計 5 5 2 2 5 2 2

計 3

計 3

計 3

小学校計 38 26 16 4 13 16 16 31 16 10 16

中学校計 9 5 5 4 5 3 5 7 5 2 3

合　　計 47 31 21 8 18 19 21 38 21 12 19

第三中 11

東　小

西　小

南第一小

南第二小

南第三小

13

213

年度別食物アレルギー除去食提供者

学校名

第七小

狭山中

南　中

211

1

ふりか
け停止

12

11

3

食物アレルギー除去食提供者一覧表

除去食〔5種類9品目〕 デザートの代替　ゼリー

牛乳
停止

パン
停止

北　小

332

学年

13313

0
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20
30
40
50

H22年9月 H23年4月 H24年4月 H25年4月 H26年1月

中学校

小学校

【単位:人】

【平成２６年 直近】
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