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1 議案第36号 枚方市立図書館第４次グランドビジョンの策定について

2 議案第37号 枚方市教育委員会傍聴規則の一部改正について

3 議案第38号 枚方市立図書館条例施行規則の一部改正について

4 議案第39号
教育委員会の権限に属する事務の一部を市長の補助機関たる職員に補助執行させることに関する
協議を行うことについて

5 議案第40号
市長の権限に属する事務の一部を教育委員会の事務を補助する職員に補助執行させることに関す
る協議に対し同意を行うことについて

6 議案第41号
教育委員会事務局の組織の新設に関する事項に係る教育委員会規則を定めることに関する協議を
行うことについて

令和３年（2021年）第３回 枚方市教育委員会

定　　例　　会　　　議　　案　　書

案 件 名



7 議案第42号 枚方市立幼稚園の管理運営に関する規則の一部改正について

8 議案第43号 枚方市学校規模等適正化実施プランの策定について

9 議案第44号 令和３年度学校園の管理運営に関する指針について

10 議案第45号 枚方版ＩＣＴ教育モデルについて

11 議案第46号 枚方市交通災害遺児奨学金条例施行規則等の一部改正について

12 議案第47号 枚方市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則の一部改正について

13 議案第48号 枚方市学校運営協議会規則の一部改正について

○開催日時  令和３年（２０２１年）３月１７日　午前１０時００分から
○開催場所　輝きプラザきらら３階　教育委員会室







議案第36号 

枚方市立図書館第４次グランドビジョンの策定について 

標題の件について、教育長に委任する事務等に関する規則（平成３年枚方市教育委員

会規則第２号）第２条第１項第１号の規定により、次のとおり教育委員会の議決を求め

る。

令和３年(2021年)３月17日 

枚方市教育委員会 

教育長 奈良 渉 

１．内容 

次ページのとおり 

－ 1 －



枚方市立図書館 

第４次グランドビジョン 

（案） 

令和３年 月 

枚方市教育委員会 
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第１章 計画の概要 

 

１．計画策定の目的 

 

私たちの社会では、少子化による人口減少が進む一方で、医療の進歩や生活水準の向上等により

人生 100 年時代の超高齢化社会が到来しようとしています。また、生活の中には「ＩｏＴ」や「Ａ

Ｉ」が登場し、超スマート社会「Society5.0」は、現実のものとして動き出しています。 

2020 年は、新型コロナウイルスが猛威を奮って世界中を駆け巡り、マスクや消毒液が一時的に市

場から姿を消し、「ソーシャルディスタンス」「外出制限」「テレワーク」などをキーワードに人々

の生活を大きく変えました。今後「ウイズコロナ」「新しい生活様式」と言われるように、コロナ

を乗り越えた先の私たちの生活スタイルを見直す必要に迫られています。 

そうした中、市民一人ひとりが主体的に学べる場所、そのための情報・ツール・人と出会える空

間が求められています。図書や雑誌・新聞などの多くのアナログ資料や、データベース化した情報

を蓄積する図書館は、赤ちゃんから子ども、成人、高齢者に至るまで、生涯にわたってのさまざま

な「学び」を提供するとともに、地域の身近な情報拠点、人々が集える広場のような空間として、

市民の暮らしの充実やまちづくりにおいて役割を果たすことが求められています。 

枚方市立図書館第３次グランドビジョンでは、「基礎的なサービス提供や課題解決支援の取り組

みとともに、他部署が進める教育・生涯学習関連事業の支援を行うなど、広く関連行政全体の中で

役割を果たしていく」と策定の趣旨を掲げ、市立図書館運営を進めてきました。 

令和２年度末に計画の 終年度を迎えるにあたり、成果や課題を踏まえるとともに、基本的な考

え方は継承しつつ、コロナ禍以後の新たな生活様式や市民ニーズに対応した図書館サービスの展

開、学校教育とのさらなる連携など、効果的・効率的な図書館施策や事業展開を図るため、枚方市

立図書館第４次グランドビジョン（以下「第４次グランドビジョン」という。）を策定するもので

す。 
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上位計画

個別計画

整合

基本計画

これまで市立図書館が果たしてきた役割・市

民・市議会・教育委員会・社会教育委員会議等

からの意見等を踏まえ、市立図書館運営の新

たな方針を策定

２．計画の体系と期間 

（１）計画の体系

 第４次グランドビジョンは、「枚方市総合計画」の教育に関する部門別計画である「枚方市教

育振興基本計画」の施策分野別計画として位置付けるものです。また、第４次グランドビジョン

のうち子どもの読書活動に係る施策については、次期策定予定の「第４次枚方市子ども読書活動

推進計画」にも位置付け、一体的に推進していきます。 

（２）計画の期間

本計画は、枚方市総合計画等と整合を図り、令和３年度から令和９年度までの７年間を計画期

間とし、概ね４年を目途に見直しを行います。 

第４次 枚方市立図書館グランドビジョン

第３次 枚方市立図書館グランドビジョン

第５次枚方市総合計画

枚方市教育振興基本計画
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第２章 図書館を取り巻く状況 

１．国の動向 

（１）図書館の設置及び運営上の望ましい基準  

平成 24 年 12 月に改正・施行された「図書館の設置及び運営上の望ましい基準」においては、「図

書館は地域の情報拠点として、利用者及び住民の要望や社会の要請にこたえ、地域の実情に即した

運営に努めるものとする」とされ、また、利用者に対応したサービスの充実として、乳幼児とその

保護者へのサービス及び図書館への来館が困難な者に対するサービスが新たに盛り込まれました。  

 

（２）子供の読書活動の推進に関する基本的な計画  

平成 30 年４月に閣議決定された第四次「子供の読書活動の推進に関する基本的な計画」におい

ては、①中学生までの読書習慣が不十分、②高校生になり読書の関心度合いの低下、③スマート 

フォンの普及等による読書環境への影響の可能性という現状分析の下、発達段階に応じた取組によ

り、読書習慣を形成する施策の推進が求められています。  

また、友人同士で本を薦め合うなど、読書への関心を高める取組を充実する必要があるとしてい

ます。  

 

（３）視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律（読書バリアフリー法）   

「視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律」（令和元年法律第 49 号。以下「読書バリ

アフリー法」という。）が、令和元年６月に施行され、障害の有無にかかわらず、全ての国民が等し

く読書を通じて、文字・活字文化の恵沢を享受することができる社会の実現に向けて、国や地方公

共団体が視覚障害者等（視覚障害、発達障害、肢体不自由等の障害により視覚による表現の認識が

困難な者）の読書環境の整備を総合的かつ効果的に推進することとなりました。 

 

２．枚方市の動向 

（１）枚方市教育振興基本計画 

  枚方市教育委員会では、平成 28 年６月「枚方市教育振興基本計画」を策定し、「学びあい、つな

がりあい、一人ひとりの未来をひらく～自立、協働、創造に向けた主体的な学びを支え、可能性を

大限に伸ばす～」を教育目標としました。また、本計画は、本市において令和２年３月に策定し

た「枚方市教育大綱」や新型コロナウイルス感染症等に対応した「新しい生活様式」を踏まえて、

令和２年９月に見直しを行いました。 

  図書館は、基本方策９「生涯学習の推進と図書館の充実」の中で、本ビジョンの策定について言

及し、「知の源泉となる図書館資料を収集・保存し、市民ニーズに応じた資料や情報を提供する基

本的な役割を果たすことで、誰もが読書に親しむとともに、様々な課題の解決につながるよう支援

します。また、新型コロナウイルス感染症等に対応する新しい生活様式を踏まえ、電子媒体を活用

した非接触型の新しいサービス提供に向けた検討を進めます。 

読書が果たす重要な役割を踏まえ、学校図書館に対する中央図書館による支援強化や、小学校へ

の学校司書配置など、学校図書館機能の充実を図ることにより、児童・生徒の読書活動を推進しま

す。」としています。 
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（２）枚方市人口推計調査について（令和２年２月）＝抜粋＝ 

本市の人口については、平成 24 年（2012 年）をピークに微減傾向が続いており、今後の推計に

おいても、令和 31 年までに約 87,600 人の減少が予想されます。 

年齢階層別の人口推計については、65 歳以上の比率は令和６年（2024 年）では 30.1％ですが、

20 年後の令和 26 年（2044 年）には 41.4％と４割を超えます。一方、０～14 歳の比率については

少子化傾向により、令和６年（2024 年）では 11.6％であるのに対し、令和 21 年（2039 年）には

9.8％と１割を切る見込みです。 

 

『「枚方市人口推計調査報告書（令和２年２月）」より』 

  

３．市立図書館の現状 

（１）枚方市立図書館の概要 

枚方市立図書館は、昭和 48 年、枚方市駅に近い枚方市民会館３階に枚方市立図書館を開館し、

その後、順次図書館の設置を進め、現在は市内全域サービスを基本としながら、中央図書館、分館

７館（令和２年７月 22 日香里ケ丘図書館リニューアルオープン）、分室 10 室（令和３年２月香里

ケ丘図書館建て替えに伴い東香里、茄子作、釈尊寺の３分室を閉室予定）、自動車文庫（ひなぎく

号）、リフト付き貨物車（カワセミ号）でサービスを行っています。 

また、平成 28 年４月に蹉跎・牧野図書館、平成 30 年４月に蹉跎・牧野図書館を含む６カ所の図

書館分館（生涯学習市民センターとの複合施設）、令和２年４月に香里ケ丘図書館へ指定管理者制

度を導入するとともに、中央図書館を司令塔とした図書館サービス体制を構築しています。 

 

 

 

 

 

 



6 

（２）施設等の状況

（令和３年４月１日予定） 

中央図書館 

  

  

Ｇ＝グループ 

館内サービスＧ 

学校図書館支援Ｇ 

選書・読書支援Ｇ 

館外サービスＧ 

香里ケ丘図書館 

楠葉図書館 

菅原図書館 

御殿山図書館 

蹉跎図書館 

牧野図書館 

津田図書館 

村野分室 

枚方公園分室 

藤阪分室 

宮之阪分室 

香里園分室 

氷室分室 

市駅前サービス 

スポット

自動車文庫 

（25 ステーション） 

総務Ｇ 
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施設･ステーション分布図（令和３年４月１日予定） 

凡例

■ 図書館（８館） 

▲ 分室（７分室）

[市駅前ｻｰﾋﾞｽｽﾎﾟｯﾄ含む]
○ 自動車文庫ｽﾃｰｼｮﾝ（25 カ所） 
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各図書館の概要（注）統計数値は令和元年度実績

項目 中央 香里ケ丘 楠葉 菅原 蹉跎 御殿山 牧野 津田 

専有面積(㎡) 約 9,300 約 1,147 約 717 約 970 約 936 約 815 約 936 約 1,044 

蔵書冊数(冊) 428,787 91,302 87,813 104,092 95,169 76,098 102,792 102,195 

貸出冊数(冊) 834,948 153,838 473,662 376,327 305,202 194,679 220,571 217,563 

来館者数(人) 422,686 54,749 295,727 282,165 217,218 119,893 183,759 133,045 

全登録者数(人) 53,622 16,970 23,220 19,347 15,246 7,783 11,704 11,542 

※香里ケ丘図書館は、令和２年７月 22 日に建替え再開館。令和元年度は予約図書の受け渡しのみ実施

各分室の概要（注）統計数値は令和元年度実績

項目 市駅前 枚方公園 村野 藤阪 宮之阪 香里園 氷室 

専有面積(㎡) 約 38 約 121 約 131 約 148 約 109 約 140 約 201 

蔵書冊数(冊) 中央に含 19,441 21,109 14,572 17,309 16,446 17,397 

貸出冊数(冊) 91,434 92,320 88,164 25,296 68,377 37,658 22,027 

来館者数(人) 34,817 43,287 24,392 8,710 21,360 10,107 8,293 

全登録者数(人) 7,578 3,564 2,659 965 1,573 1,751 913 

（３）図書館のサービス状況の推移

①貸出冊数

（冊）

緩やかな減少傾向にある。スマートフォンやタブレット端末の普及と時期が

重なっている事も要因の一つと考えられる。多くの自治体も同様の傾向。

（人）
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②予約件数

③延利用者数

（件） 予約件数は減少傾向にあったが、令和元年度３月、新型コロナウィルス感染症

の感染拡大防止のため、予約資料受渡のみにサービスを縮小したところ、予約

件数が大幅に増加した。前年度同月に比べると、約 1.5 倍となった。 

蹉跎・牧野図書館に指定管理者制度を先行導入

指定管理者制度を導入し開館時間が大幅に延長されたことから、延利用者数

は増加傾向にある。

香里ケ丘図書館を除く６分館に

指定管理者制度を導入

（人）（件）

（人）（人）
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④来館者数

貸出冊数は減少傾向にあるものの、図書館分館の開館時間延長により延利用者数は増加していま

す。コロナ禍の影響を受け予約図書の受渡に特化した３月の予約件数が増加し、電話予約も通常開

館時よりかなり増加しました。なお、緊急事態宣言後に休館した際には、予約図書の受渡再開を求

める声、開館を求める声が多数寄せられました。 

⑤年齢別延利用者率（令和元年度）※10％以上を網掛け

※BM：自動車文庫

香里ケ丘図書館を除く６分館に指定管理者

制度を導入

指定管理者制度導入で開館時間を延長したことから、来館者数が増加も、

令和元年度は新型コロナの影響を受けて減少。

（人）

蹉跎・牧野図書館に指定管理者制度を先行導入

（人）

０〜６ ７〜12 13〜15 16〜19 20〜29 30〜39 40〜49 50〜59 60〜69 70〜79 80〜
中央図書館 3.6% 8.8% 2.0% 2.2% 3.2% 10.2% 19.0% 14.3% 16.7% 16.8% 3.0%
⾹⾥ケ丘図書館 2.7% 3.4% 1.3% 1.1% 2.8% 9.4% 20.0% 16.3% 17.7% 19.0% 6.2%
楠葉図書館 5.1% 6.8% 1.3% 1.2% 2.5% 10.1% 18.9% 13.9% 15.8% 19.8% 4.6%
菅原図書館 3.8% 6.7% 1.1% 1.0% 2.6% 9.1% 17.4% 15.9% 18.1% 21.1% 3.2%
さだ図書館 3.0% 7.1% 2.0% 3.7% 3.0% 10.0% 18.6% 12.1% 17.2% 19.7% 3.7%
御殿⼭図書館 5.4% 8.5% 2.0% 1.6% 3.5% 10.8% 17.4% 14.9% 14.2% 16.9% 4.9%
牧野図書館 2.3% 5.4% 1.9% 3.0% 4.3% 9.9% 18.2% 13.0% 17.7% 19.6% 4.8%
津⽥図書館 7.2% 8.9% 1.2% 1.6% 3.1% 9.2% 17.1% 11.8% 17.2% 19.4% 3.3%
市駅前サービスス 1.2% 1.8% 1.0% 0.4% 2.8% 11.6% 24.1% 21.2% 16.1% 14.9% 5.0%
村野分室 6.9% 9.0% 1.5% 1.5% 1.9% 12.5% 17.7% 11.8% 13.6% 19.8% 3.8%
枚⽅公園分室 3.9% 8.0% 1.5% 0.8% 2.4% 9.8% 25.2% 12.4% 15.9% 14.8% 5.3%
藤阪分室 7.2% 19.7% 0.7% 0.9% 6.1% 9.3% 15.4% 10.0% 14.2% 12.7% 3.9%
東⾹⾥分室 4.7% 13.1% 1.6% 0.2% 1.9% 8.9% 16.7% 9.5% 19.8% 19.1% 4.4%
釈尊寺分室 3.7% 5.2% 0.3% 0.4% 0.8% 21.7% 25.4% 3.7% 13.0% 23.9% 2.1%
茄⼦作分室 3.4% 11.1% 1.9% 1.2% 1.6% 5.8% 13.8% 19.0% 18.9% 18.3% 4.9%
宮之阪分室 4.5% 7.8% 1.1% 0.8% 3.3% 11.1% 14.4% 12.2% 15.3% 24.6% 5.0%
⾹⾥園分室 4.0% 20.5% 1.4% 1.1% 4.0% 10.5% 18.6% 13.0% 10.5% 12.9% 3.4%
氷室分室 4.4% 29.5% 1.1% 0.4% 1.8% 15.0% 13.7% 3.6% 12.1% 17.2% 1.4%
BM 4.1% 9.4% 0.9% 0.1% 1.0% 8.2% 13.6% 9.6% 16.7% 26.8% 9.7%

利⽤者率
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第３章 第３次グランドビジョンの成果と課題 

１．第３次グランドビジョン策定の趣旨 

基礎的なサービス提供や課題解決支援の取り組みとともに、他部署が進める教育・生涯学習関連

事業の支援を行うなど、広く関連行政全体の中で役割を果たしていく。 

２．第３次グランドビジョンの運営基本方針 

第３次グランドビジョンでは、「豊かな心を育むまちの構築に寄与」「選ばれるまち・住み続けたい

まちの構築に寄与」の二つの目標を実現するため、次の四つの運営方針を定めました。 

これらの運営基本方針それぞれに、方針を具体化するサービスと、そのサービス展開の方向を定め、

市立図書館では、その展開方向に沿ったさまざまなサービスを実施してきました。 

３．第３次グランドビジョンの主要な成果と課題 

運営方針 主な成果 今後の課題 

【運営方針①】

基礎的な図書

館サービスを

充実します 

「資料・情報収集機能、提供機能の充実」 

 市民ニーズを反映した蔵書と知の源泉となる学問

体系を意識した知識・教養を高める蔵書のバラン

スを重視した蔵書構築とその提供を行うことによ

って、満足度調査では、満足・やや満足の割合が平

成 28 年度の 60.3％から令和元年度の 84.4％に上

昇した。 

 障害者サービスにおいては、視覚障害者等向けの

資料の製作・収集に努めるとともに、対面読書や録

音図書の製作に従事する音訳協力者の育成を積極

的に行った。さらに、聴覚障害者向けのサービスと

して、手話で楽しむお話会やバリアフリー映画上

映会の実施、障害等により来館が困難な方への宅

配サービスを行うことにより、高齢者・障害者に対

するサービス環境を拡充することができた。

新規 

非来館・非接触型サービス

としての電子書籍の導入や

館内 Wi-Fi 環境の整備など

ＩＣＴを活用したサービス

の実施 

新規 

視覚障害者等の読書環境の

整備の推進に関する法律

（読書バリアフリー法）施

行に伴うサービスへの取り

組み 

市立図書館の運営方針 

（１）基礎的な図書館サービスを充実します

（２）家庭生活及び職業上の課題や地域課題の解決のための各種支援機能を強化します

（３）教育的役割を重視した取り組みを推進します

（４）魅力的かつ効果的・効率的な運営体制を構築します
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運営方針 主な成果 今後の課題 

「図書館という空間の魅力向上」 

 平成 30 年３月に中央図書館に自学・自習コーナー

を、蹉跎図書館、牧野図書館ではラーニングルーム

を設置し、御殿山図書館、津田図書館、香里ケ丘図

書館でも自学自習タイムを実施することにより、

滞在型図書館としての機能を高めることができ

た。

充実 

「サードプレイス（第３の

居場所）」としての場の特徴

を生かし、市民の学びや読

書につなげるなど、さらに

居心地の良い空間としての

充実 

【運営方針②】

家庭生活及び

職業上の課題

や地域課題の

解決のための

各種支援機能

を強化します 

「課題解決支援」 

 「レファレンスサービス」をポスターやデジタル

サイネージ、バックヤードツアーの中での紹介に

より周知に努めた。 

 「図書館を使いこなす講座」を開催し、辞書や事

典、郷土・行政資料などの紹介やその調べ方など市

民の情報活用能力の育成を図った。

 資料・情報の検索・提供を行うとともに、読書相談

など市民の課題解決に向けた支援を行った。

 その中で、「枚方の文化財」「禁野火薬庫」「認知症」

「医療・健康情報」等、問い合わせ多いテーマのパ

スファインダー（注１）を作成し、窓口やホームペ

ージで情報提供を行うことにより、セルフレファ

レンス（注２）によるサービスを強化できた。

 約 450 タイトルの地域資料を電子化することによ

りスピーディーなレファレンス対応を行うことが

できた。

 他部署が実施する各種講座に合わせてブックリス

トを作成・配布（例：認知症、発達障害、動物虐待

など）や、学校での DV 予防教育用にブックリスト

を作成・配布することにより、図書館による情報提

供サービスを向上することができた。 

 成人向け講座（大人の学校）の開催時に、テーマに

関連する図書リストの作成・配布、図書の展示を行

うことにより、市民への日常的な課題を解決する

ための図書館の活用方法などを紹介することがで

きた。

充実 

レファレンスサービス事例

の蓄積 

新規 

ｅレファレンスサービスな

どへの展開 
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運営方針 主な成果 今後の課題 

「地域社会の結びつきの再生に向けた支援」 

 読み聞かせボランティア向けの研修会・交流会を

新規者のための養成講座として紙芝居ボランティ

ア養成講座を開催した。

 講座終了後、受講者が自主的に読み聞かせボラン

ティアグループを結成するなど、活動を始めたい

人の出会いの場の提供と支援を行うことができ

た。 

充実 

地域活動への支援 

【運営方針③】

教育的役割を

重視した取り

組みを推進し

ます 

「読書習慣の育成、情報活用能力の育成」 

 第３次枚方市子ども読書活動推進計画策定。

 調べ学習コンクールやビブリオバトル（注３）など

の学校との連携事業の実施。

 市内全中学校区（19 校区）に、公立図書館勤務経

験がある学校司書 19人を配置し学校図書館の環境

整備や学校教育での読書、調べ学習の支援を行っ

た。

 調べ学習や並行読書などの団体貸出図書を学校へ

搬送する学校巡回便の運行を開始した。

 平成 28 年４月に子どもに本を届ける基金を設立、

基金を活用して団体貸出用の図書を購入し、小学

校 45 校に届けた。

これらの取り組みにより、就学児への読書習慣の育成、

情報活用能力の育成、更には読書環境の整備を図るこ

とができた。 

充実 

小学校への学校司書の配置

により、子どもの読書活動

推進をさらに進める 

新規 

児童生徒 1 人 1 台配置する

タブレットを活用した学校

図書館支援（電子書籍の活

用等） 

充実 

乳幼児期からの読書習慣を

育てるために保護者対象の

講座を開催 

【運営方針④】

魅力的かつ効

果的・効率的な

運営体制を構

築します 

「各図書館施設の役割分担と連携」 

 中央図書館を司令塔とした、中央図書館・分館・分

室・自動車文庫の役割を明確にし、中央図書館にお

いて、第２次枚方市立図書館蔵書計画及び第３次

枚方市子ども読書活動推進計画などの策定を行っ

た。

「効果的・効率的な図書館運営」 

 平成 28年の市立図書館コンピュータシステム更新

に合わせて、市内 64 小中学校すべての学校図書館

蔵書のデータベース化と市立図書館コンピュータ

システムとのオンライン化を行った。これにより、

市立図書館と学校図書館との蔵書データの一元管

理が可能となった。 

充実 

分室の活用 

今後の分室のあり方を検討 
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運営方針 主な成果 今後の課題 

 効果的・効率的な運営体制の構築として、生涯学習

施設と図書館の６複合施設へ指定管理者制度を導

入し一体的な運営を行った。

 指定管理者制度導入により、導入前と比較し開館

時間は約 1.5 倍、来館者数は８％（約４万人）の増

加となった。

「施設の老朽化対策と施設配置等の見直し」 

 市有建築物保全計画に基づく施設改修を実施。

 老朽化が進行しバリアフリー化が遅れていた香里

ケ丘図書館の建替えを行い、公園の一部と一体的

に運営することでまちの魅力向上を図った。 

 香里ケ丘図書館の建替えに伴い、利用圏域にある

東香里・茄子作・釈尊寺分室の３分室を閉室し、施

設配置の見直しを行った。

「職員の知識・技術・能力の育成・継承」 

 専門的スタッフの計画的な育成を図るため、ジョ

ブローテーションによる人材育成を行うととも

に、研修実施により職員の資質の向上を図ること

ができた。

新規 

枚方市駅周辺における「枚

方市駅前図書館機能」の実

現 

充実 

中央図書館専門スタッフの

さらなる計画的な育成を図

る。 

（注１）パスファインダー・・・特定のテーマに係る各種情報ツールや情報の探索方法を紹介するもの（調べ方案内） 

（注２）セルフレファレンス・・・利用者が自分で資料にたどりつける工夫 

（注３）ビブリオバトル・・・参加者が本を紹介し合い、最も読みたいと思うチャンプ本を投票で決めるイベント 
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第４章 第４次グランドビジョンの基本的な考え方 

１．基本理念（市立図書館のあるべき姿） 

※枚方市立図書館第２次グランドビジョン策定時に定めたもの

図書館には、市民の主体的な学習活動や、子どものころからの読書習慣の育成への支援が求めら

れているとともに、市民の多様化するニーズや、新しい時代の流れに対応した取組が期待されてい

ます。  

本計画においては、図書館の使命を資料・情報の提供であると捉えるとともに、誰にでも開かれ

た「知の拠点」として市民一人ひとりに寄り添い、より豊かな暮らしや、まちづくり、まちの魅力

向上に資するため、「一人ひとりの学びを支え、人と人、まちと未来をつなぐ図書館」をめざしま

す。 

２．運営方針 

「一人ひとりの学びを支え、人と人、まちと未来をつなぐ図書館」を実現するために、社会情勢の

変化や市民ニーズ、本市の図書館の現状と課題を踏まえ、４つの運営方針を定めます。 

運営方針１ 生涯の学びを支え、人と人との交流を創出する図書館 

運営方針２ 子どもの読書活動の推進に取り組む図書館 

運営方針３ 多様な利用者が利用できる図書館 

運営方針４ 効果的・効率的な運営による魅力的な図書館 

〇図書館は、知の源泉となる図書館資料を収集・保存し、広く市民に提供して、その教養、

調査研究、余暇活動などに役立てる社会教育機関である。 

〇図書館は、市民のニーズに応えて資料や情報を提供する地域の情報拠点である。 
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第５章 施策の方向性 

運営方針１ 生涯の学びを支え、人と人との交流を創出する図書館 

図書館での蔵書の収集や提供は、図書館サービスの根幹となるものです。市立図書館は身近な図

書館として市民の興味やニーズに対応するとともに、インターネットなど ICT の進展や社会情勢、

生活の変化に応じ、必要とされる情報の収集及び提供や調査・研究の支援を行い、関係機関等とも

連携しながら、市民の学びを支えます。 

それと同時に、自宅（ファーストプレイス）、職場・学校（セカンドプレイス）に続く「サード

プレイス（第３の居場所）」としての場の特徴を生かし、市民の学びや読書につなげるなど、さら

に居心地の良い空間としての充実を図っていきます。 

また、コロナ禍以後の新しい生活様式にも対応した図書館サービスの拡充を図ります。 

施策の方向性（１）魅力ある蔵書の充実 

生涯にわたり必要な情報を取得するために幅広い年代や、地域の特性、様々な利用目的の人々の

ニーズを把握し、蔵書計画に基づいたバランスのとれた蔵書を構築します。

施策の方向性（２）様々な形態の資料の整備と新たな生活様式にも対応した環境整備 

情報端末の普及に伴い、インターネット社会に対応した情報提供のニーズが拡大していることか

ら、電子書籍の導入や Wi-Fi 環境の整備など ICT を活用し、コロナ禍後の新たな生活様式に対応し

た資料やサービスの提供をめざします。 

施策の方向性（３）課題解決支援の推進 

市民生活や仕事、地域活動などで出た課題にいつでも対応できるよう、℮レファレンスサービス

の開始やパスファインダーの作成・配布などセルフレファレンス機能を強化するため、資料やデー

タベースの整理等を行います。

また、多くの市民にとって身近な公共施設という特性を生かし、市民の関心や暮らしに役立つテ

ーマ（子育て、健康、ビジネス支援等）に関する資料・情報の提供や講座の開催だけではなく、関

係機関が行う主催事業への協力、各種団体、行政機関への支援を行います。 

施策の方向性（４）本や情報を通じた出会いの場、世代間交流の場の創出 

本や情報を通じた出会いや、様々な世代が交流できる機会を創出するために、中央図書館ボラン

ティアとの連携・協力、ビブリオバトルや読書会をはじめとした市民の生涯学習の機会や発表の場

を提供します。 

施策の方向性（５）図書館利用促進の取り組みの推進 

図書館の利用促進のため、SNS やホームページによる情報発信の充実、「サードプレイス（第３

の居場所）」としての場の特徴を生かし、市民の学びや読書などにつなげるなど、さらに居心地の

良い空間としての充実を図っていきます。 
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少子化の進行、核家族化や男女共同参画社会の進展、ひとり親家庭の増加等、子どもの育ちや子

育て支援へのニーズが多様化する中で、子どもの生きる力と個性を育む環境が求められています。

市立図書館では、子どもたちが心身ともに健やかな成長をとげられるよう、乳幼児期からヤングア

ダルト期（十代後半）までの成長や年代に応じた読書習慣の定着につなげるため、関係機関等とも

連携しながら、保護者への子どもの読書に関する情報提供や学校図書館へのさらなる支援を行いま

す。 

施策の方向性（１）家庭における乳幼児期からの子どもの読書活動推進 

 乳幼児期からの読書は、子どもの感性や読解力、語彙力を伸ばします。そこで、これからお母さ

ん、お父さんになる「プレママ」「プレパパ」を対象に、子どもへの絵本の与え方や読み聞かせ講座

を開催します。また、保護者を対象とした子どもの読書に関する情報提供、学齢期・ヤングアダルト

期へと成長する子どもの発達段階に応じた「おはなし会」等の企画事業、「ブックリスト」の作成・

配布により、家庭での日常生活における子どもの読書習慣の定着につなげていきます。 

施策の方向性（２）児童生徒の読書習慣の定着に向けた学校図書館へのさらなる支援 

小・中学校においては、児童生徒の読書習慣の定着に向け、学校司書の育成や計画的な小学校への

学校司書配置など市立図書館の学校図書館へのさらなる支援に取り組みます。また、市立図書館にお

いても、学校教育と連携しながら、児童生徒 1人 1台のタブレット環境を活かした情報活用能力の向

上など子どもの読書活動の推進に取り組みます。 

施策の方向性（３）子どもの読書活動および学習活動の発表の場の提供 

「子ども向け図書館活用講座」や「子ども司書講座」を実施するなど、子どもたちが読書や図書館

に関心を深められるきっかけづくりを行います。また、学校や学校図書館と連携した催し（調べ学習

コンクール、ビブリオバトル等）を充実させます。

施策の方向性（４）子どもの読書活動推進ボランティアの育成・支援 

子どもの成長や年代に応じた読書活動推進ボランティア養成講座を実施します。また、ボランティ

ア団体に対して団体貸出や交流会を実施するなど、地域でのボランティアの活動を支援します。

運営方針２ 子どもの読書活動の推進に取り組む図書館 
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運営方針３ 多様な利用者が利用できる図書館 

視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律（読書バリアフリー法）の趣旨を踏まえ、こ

れまで市立図書館が行ってきた障害者の読書環境の向上にさらに取り組みます。また、高齢者の読

書環境や多文化・多言語サービスについても充実に取り組みます。 

施策の方向性（１）全ての人が利用しやすいサービスの充実 

読書バリアフリー法に基づき、障害の有無にかかわらず文字拡大や読み上げ対応ができる電子書籍

の導入やマルチメディア DAISY（デイジー）（注３）の利用促進など ICT を活用したサービスに取り組

むとともに、障害に応じたサービス、アクセシブルな形態の資料の提供・利用環境の整備を行いま

す。 

施策の方向性（２）高齢者サービスの拡充 

人生 100 年時代と言われる長寿社会において、高齢者の読書活動は読書習慣の維持・向上にとどま

らず健康寿命の延伸としても期待されるものです。健康寿命等に関する特集やイベントの実施ととも

に、高齢者向けの読書ボランティアの養成にも取り組みます。 

施策の方向性（３）多文化・多言語サービスの拡充 

IFLA/UNESCO 多文化図書館宣言（注４）に基づき、すべての市民が情報や知識に公平にアクセスで

きるよう、多言語のおはなし会の実施や外国語資料の充実など「多文化・多言語サービス」の提供に

ついて関係機関などと連携し進めます。 

（注３）マルチメディア DAISY（デイジー）・・・音声と一緒に、文字や画像が表示されるデジタル図書 

（注４）IFLA/UNESCO 多文化図書館宣言・・・多文化社会における図書館の原則や使命を示したもの 
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運営方針４ 効果的・効率的な運営による魅力的な図書館 

少子高齢化・人口減少の進展、厳しい財政状況にあっても、多様化・細分化する市民の読書ニー

ズに応えるためには、時代に合わせた図書館サービスの提供が必要不可欠です。市立図書館では、

本市の財政状況を踏まえ、効果的・効率的に、市民にとって魅力的な図書館運営を進めます。 

施策の方向性（１）効果的・効率的な運営による魅力的な図書館の構築 

分室については、民間活力のさらなる活用など、管理運営方法を含め将来的な地域の図書館機能と

してのあり方を検討します。地域や施設等、本を必要とする人へのアウトリーチサービスの充実や普

及に取り組みます。さらに、市駅周辺の図書館機能については、駅近のメリットを生かし民間施設や

他の公共施設とつながりのある環境整備を図ることで、より一層の充実に取り組みます。 

施策の方向性（２）中央図書館の役割 

枚方市全域の図書館サービスの拠点として、資料・情報の収集に努め、それらを提供するなど、各

種図書館サービスを行い、分館・分室をバックアップします。図書館施策に関する企画及び統計、調

査研究、市立図書館における選書、児童や障害者等各サービスの連絡調整、分館・分室の管理運営な

ど市立図書館の統括を行います。 

施策の方向性（３）分館・分室の役割 

地域における図書館サービスの拠点として、図書の貸出や障害者サービス、児童サービス、レファ

レンス等基本的な図書館サービス全般を行います。

施策の方向性（４）職員の人材育成 

公平で長期的な視点を持って図書館蔵書を構築・提供し、市民ニーズを把握して新たなサービスを

企画・立案・実行し続ける人材を確保し、本市において蓄積した図書館サービスの専門的な知識・技

術の継承と向上を図ることで、市立図書館や学校図書館で適切に業務遂行が行えるよう計画的な職員

育成を行います。 

施策の方向性（５）財源確保の取り組みの推進 

ふるさと寄附金「子どもに本を届ける事業」の PR 活動、図書館壁面及び雑誌カバーへの広告添付

や図書館内施設へのネーミングライツパートナーによる広告収入などにより、財源確保の取り組みを

推進します。あわせて、図書館運営にかかる経費についても見直し、改善を図っていきます。 
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第６章 計画の進行管理 

この計画を着実に推進するため、図書館法第７条の３の規定に基づく運営の状況に関する評価と

あわせ、年度ごとに取組状況の評価を行い進行管理するものとします。 

本ビジョンに基づく取り組みの評価には、目標に対する進捗状況について「各種統計」、「利用者

アンケート」等を活用するとともに、第５次枚方市総合計画で取り組みの進捗を図る指標とした

「図書館来館者数」と「図書館貸出冊数（個人・団体）」に加え、「ウェブサイトへのアクセス数」

や「図書館利用者全登録者数」を重視し成果を確認します。 

評価は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づく「教育に関する事務の点検及び評

価」と社会教育委員会議により実施します。 

また、このビジョンでは、様々な取り組みの成果が 終的に確認できるものとして、評価結果は

市民に公表するとともに、この計画の事業等の推進に活用します。 

なお、計画策定後の社会情勢、図書館を取り巻く環境の変化等に応じ、概ね４年ごとに必要な見

直しを行っていきます。 

※図書館法

（運営の状況に関する評価等） 

第７条の３ 図書館は、当該図書館の運営の状況について評価を行うとともに、その結果に基づ

き図書館の運営の改善を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 



議案第37号 

枚方市教育委員会傍聴規則の一部改正について 

 標題の件について、教育長に委任する事務等に関する規則（平成３年枚方市教育委員

会規則第２号）第２条第１項第12号の規定により、次のとおり教育委員会の議決を求め

る。 

令和３年(2021年)３月17日 

枚方市教育委員会 

教育長 奈良 渉 

１．内容

次ページのとおり 

－ 2 －



枚方市教育委員会規則第 号 

枚方市教育委員会傍聴規則の一部を改正する規則 

 枚方市教育委員会傍聴規則（昭和62年枚方市教育委員会規則第８号）の一部を次のように改正す

る。 

 第２条第１項中「、住所及び年齢」を「及び住所」に改め、同条第２項中「団体で会議を傍聴し

ようとするとき」を「前項の規定にかかわらず、会議を傍聴しようとする者が団体である場合」に

改め、「名称」の次に「、所在地及び自己の氏名並びに傍聴人数」を加え、「前項」を「同項」

に、「記入事項」を「傍聴人受付簿」に、「付記しなければならない」を「記入するものとする」

に改める。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

－ 3 －



議案第37号参考資料 

枚方市教育委員会傍聴規則の一部改正について 
主要な改正部分の新旧対照表 

新（改正後） 旧（現 行） 

（傍聴手続） 

第２条 会議を傍聴しようとする者は、到着順に受付において、備付けの

傍聴人受付簿に氏名及び住所を記入し、傍聴席に着くものとする。

２ 前項の規定にかかわらず、会議を傍聴しようとする者が団体である場

合は、代表者又は責任者が、その団体の名称、所在地及び自己の氏名並

びに傍聴人数を同項の傍聴人受付簿に記入するものとする。 

（傍聴手続） 

第２条 会議を傍聴しようとする者は、到着順に受付において、備付けの

傍聴人受付簿に氏名、住所及び年齢を記入し、傍聴席に着くものとする。 

２ 団体で会議を傍聴しようとするときは、代表者又は責任者が、その団

体の名称を前項の記入事項に付記しなければならない。 

－ 4 －



議案第38号 

枚方市立図書館条例施行規則の一部改正について 

 標題の件について、教育長に委任する事務等に関する規則（平成３年枚方市教育委員

会規則第２号）第２条第１項第12号の規定により、次のとおり教育委員会の議決を求め

る。 

令和３年(2021年)３月17日 

枚方市教育委員会 

教育長 奈良 渉 

１．内容

次ページのとおり 

－ 5 －



枚方市教育委員会規則第 号 

枚方市立図書館条例施行規則の一部を改正する規則 

 枚方市立図書館条例施行規則（平成23年枚方市教育委員会規則第６号）の一部を次のように改正

する。 

 別表第２市駅前サービススポットの項中「枚方市新町２丁目１番35号」を「枚方市岡東町12番３

－410号」に改める。 

附 則 

この規則は、令和３年４月１日から施行する。 

－ 6 －



議案第38号 参考資料 

枚方市立図書館条例施行規則の一部改正について 
主要な改正部分の新旧対照表 

新（改正後） 旧（現 行） 

別表第２(第３条関係) 

名称 位置 

村野分室 [略] 

市駅前サービススポット 枚方市岡東町 12 番３―410 号 

別表第２(第３条関係) 

名称 位置 

村野分室 [略] 

市駅前サービススポット 枚方市新町２丁目１番 35 号 

－ 7 －



議案第39号 

教育委員会の権限に属する事務の一部を市長の補助機関たる職員に 

補助執行させることに関する協議を行うことについて 

 標題の件について、教育長に委任する事務等に関する規則（平成３年枚方市教育委員

会規則第２号）第２条第１項第16号の規定により、次のとおり教育委員会の議決を求め

る。 

令和３年(2021年)３月17日 

枚方市教育委員会 

教育長 奈良 渉 

１．内容 

次ページのとおり 

－ 8 －



（１）補助執行させる事務（変更前）

補助執行させる事務 補助執行させる職員 

社会教育事業の実施に関する事務 観光にぎわい部に属する職員 

教育委員会の管理に属する教育機関に係る

施設（学校及び学校給食共同調理場に係る

施設を除く。）に関する事務 

都市整備部又は市駅周辺等まち活性化部

に属する職員 

市立幼稚園に関する事務（枚方市立学校長

に対する事務委任規程（昭和30年枚方市教

育委員会規程第４号）第２条各号に規定す

る事務を除く。） 

副市長及び総務部又は子ども未来部に属

する職員 

（２）補助執行させる事務（変更後）

補助執行させる事務 補助執行させる職員 

社会教育事業の実施に関する事務 観光にぎわい部に属する職員 

教育委員会の管理に属する教育機関に係る

施設に関する事務 

都市整備部又は市駅周辺等まち活性化部

に属する職員 

－ 9 －



市立幼稚園に関する事務（枚方市立学校長

に対する事務委任規程（昭和30年枚方市教

育委員会規程第４号）第２条各号に規定す

る事務を除く。） 

副市長及び総務部又は子ども未来部に属

する職員 

学校教育法施行規則（昭和22年文部省令第

11号）第65条の３（第79条において準用す

る場合を含む。）に基づくスクールソー

シャルワーカーに関する事務

副市長、子育ち支援監及び子どもの育ち

見守りセンター又は総務部に属する職員 

２．施行時期 

令和３年(2021年)４月１日

－ 10 －



議案第40号 

市長の権限に属する事務の一部を教育委員会の事務を補助する職員に 

補助執行させることに関する協議に対し同意を行うことについて 

 標題の件について、教育長に委任する事務等に関する規則（平成３年枚方市教育委員

会規則第２号）第２条第１項第17号の規定により、次のとおり教育委員会の議決を求め

る。 

令和３年(2021年)３月17日 

枚方市教育委員会 

教育長 奈良 渉 

－ 11 －



１．内容 

（１）補助執行をとりやめる事務

以下の事務に関する契約を結ぶこと

「枚方市立の小学校及び中学校並びに幼稚園の事務に係る契約金額が10万

円未満の庁用器具の購入」

２．施行時期 

令和３年(2021年)４月１日

－ 12 －



政 革  第  56 号
令和 3年 (2021年)3月 3日

枚方市教育委員会
教育長 奈 良 渉 様

枚方市長  伏 見

地方自治法 (昭和 22年法律第 67号)第 180条の 2の規定に基づく
事務の委任及び補助執行に関する協議について (協議)

標記の件について、下記のとおり協議します。

言コ
ロし

1.協議内容

(1)補助執行をとりやめる事務

以下の事務に関する契約を結ぶこと

「枚方市立の小学校及び中学校並びに幼稚園の事務に係る契約金額が 10万
円未満の庁用器具の購入」

2.施行時期

令和 3年 4月 1日 から施行する。

鍮

－ 13 －



議案第41号 

教育委員会事務局の組織の新設に関する事項に係る教育委員会規則を 

定めることに関する協議を行うことについて 

 標題の件について、教育長に委任する事務等に関する規則（平成３年枚方市教育委員

会規則第２号）第２条第１項第12号の規定により、次のとおり教育委員会の議決を求め

る。 

令和３年(2021年)３月17日 

枚方市教育委員会 

教育長 奈良 渉 

－ 14 －



１．新設する組織 

（１）総合教育部に新しい学校推進室を設置する。

（２）新しい学校推進室に置き、又は置くことができる職は、次の表に定めるとおり

とする。 

置く職 置くことができる職 

室長 課長、主幹 

（３）学校教育部に学校教育室を設置する。

（４）学校教育室に置き、又は置くことができる職は、次の表に定めるとおりとする。

置く職 置くことができる職 

室長 課長、主幹 

２．施行時期 

令和３年(2021年)４月１日

－ 15 －



議案第42号 

枚方市立幼稚園の管理運営に関する規則の一部改正について 

 標題の件について、教育長に委任する事務等に関する規則（平成３年枚方市教育委員

会規則第２号）第２条第１項第12号の規定により、次のとおり教育委員会の議決を求め

る。 

令和３年(2021年)３月17日 

枚方市教育委員会 

教育長 奈良 渉 

１．内容

次ページのとおり 

－ 16 －



枚方市教育委員会規則第 号 

枚方市立幼稚園の管理運営に関する規則の一部を改正する規則 

 枚方市立幼稚園の管理運営に関する規則（昭和63年枚方市教育委員会規則第13号）の一部を次の

ように改正する。 

別表を次のように改める。 

別表（第２条関係） 

名称 ３歳児の定員 ４歳児の定員 ５歳児の定員 

枚方市立枚方幼稚園 25人 35人 35人 

枚方市立香里幼稚園 25人 35人 35人 

枚方市立樟葉幼稚園 25人 35人 35人 

枚方市立高陵幼稚園 25人 35人 35人 

枚方市立蹉跎幼稚園 25人 35人 35人 

枚方市立田口山幼稚園 25人 35人 35人 

備考 

１ 「３歳児」とは、小学校就学の始期前２年に達するまでの園児をいう。 

２ 「４歳児」とは、小学校就学の始期前２年以内で、かつ、１年に達するまでの園児をい

う。 

３ 「５歳児」とは、小学校就学の始期前１年以内の園児をいう。 

附 則 

この規則は、令和３年４月１日から施行する。 

－ 17 －



議案第 42 号参考資料

枚方市立幼稚園の管理運営に関する規則の一部改正について

主要な改正部分の新旧対照表

新（改正後） 旧（現 行）

別表（第２条関係）

削除

名称 ３歳児の定員 ４歳児の定員 ５歳児の定員 

枚方市立枚方幼稚園 ［略］ ［略］ ［略］ 

枚方市立田口山幼稚園 ［略］ ［略］ ［略］ 

備考 ［略］ 

２ 削除

別表（第２条関係）

１ ３年保育を実施する幼稚園

名称 ３歳児の定員 ４歳児の定員 ５歳児の定員 

枚方市立枚方幼稚園 ［略］ ［略］ ［略］ 

枚方市立田口山幼稚園 ［略］ ［略］ ［略］ 

備考 ［略］ 

２ ３年保育を実施しない幼稚園

名称 ５歳児の定員

枚方市立蹉跎西幼稚園 35 人

備考 １の表備考２及び備考３の規定は、この表についても適用する。

－ 18 －



議案第43号 

枚方市学校規模等適正化実施プランの策定について 

 標題の件について、教育長に委任する事務等に関する規則（平成３年枚方市教育委員

会規則第２号）第２条第１項第１号の規定により、次のとおり教育委員会の議決を求め

る。 

令和３年（2021年）３月17日 

枚方市教育委員会 

教育長 奈良 渉 

１．内容  

次ページのとおり 

－ 19 －
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 ３　学校統合に取り組む学校

《課題：小規模校の解消》

高陵小学校と中宮北小学校



 

1 

１．学校規模等適正化実施の基本的な考え方 
 
本市教育委員会では、子どもの健やかな成長と学校教育の充実を第一義に、平成 20

年６月に市立小中学校の学校規模と通学区域の適正化にあたっての基本的な考え方や

方策等について「枚方市学校規模等適正化基本方針」（以下「基本方針」という。）を策

定した。この中では過密校の解消を図るとともに、同じ小学校に通う児童が分かれるこ

となく１つの中学校に進学する通学区域への改善を優先課題として取り組んできた。 

しかし、学校規模については、少子化の進行により児童生徒数が減少し、小規模校が

増加しており、今後も児童生徒数の大幅な減少が見込まれ、学校の更なる小規模化によ

り教育環境や学校運営への支障が懸念されることから、その解消を図るため、平成 26

年７月「枚方市学校規模等適正化審議会（第四次）」（以下「審議会」という。）に諮問

し、平成 28 年３月に答申を受けた。 

この答申を踏まえ、学校規模等の適正化をさらに推進するため、「基本方針」を見直

すこととし、平成 29 年６月に改定版となる「基本方針」（以下「改定基本方針」という。）

を策定した。 

適正化の実施にあたっては、この「改定基本方針」（＜参考１＞次頁 P２を参照）に基

づき、適正化の具体的な方策や実施時期などを定めた「枚方市学校規模等適正化実施プ

ラン」（以下「実施プラン」という。）をまとめ、取り組むものとする。 

「実施プラン」は、「改定基本方針」に基づく適正化に関する課題全体の中から、毎

年５月１日の学校基本調査における児童生徒数や市内在住の幼児数による将来推計、学

校規模、住宅開発の動向などを注視するとともに、本市の学級編制基準（＜参考２＞次

頁 P２を参照）や当該校及び関係校の保護者・地域の方々の意見も踏まえる中で、適正

化に取り組む学校について、その実施方策及び実施時期等を示す計画である。 
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＜参考１＞ 「改定基本方針」における学校規模の考え方 

（１）学校規模 

市立小中学校の適正な学校規模を 18 学級とする。また、学校の現状を考慮

し、適正な学校規模の範囲を小学校は 12 学級以上 24 学級以下、中学校におい

ては、９学級以上 24 学級以下とする。 

（注）・学級数は支援学級を除く。 

・小規模校：学級数が、小学校では 11 学級以下の学校、中学校では８学級

以下の学校。 

・大規模校：学級数が小・中学校とも 25 学級以上の学校。 

・過 密 校：普通教室が、通常の学級と支援学級に全て使用されているか、

または今後不足すると予測される学校。 

〈基本的な方策〉 

・小規模校：学校統合を基本方策として課題解消を図る。 

・大規模校：通学区域の変更により課題解消を図る。 

・過 密 校：通学区域の変更や校舎の増築により課題解消を図る。 
 

（２）通学区域 

小学校単位で中学校の通学区域を構成する「一小一中」を通学区域の基本と

する。「一小一中」においては、１つの中学校区が１つの小学校区で構成され

る通学区域（以下「一中一小」という。）を設定することができるものとする。 

不自然な通学区域の様態については、解消を図る。 

（注）・「一小一中」…小学校単位で中学校の通学区域を構成すること。同じ小学

校に通う児童が一緒に１つの中学校に進学できる通学区域

のこと。 

・「一中一小」…１つの中学校区が１つの小学校区だけで構成される通学区

域のこと。 

〈基本的な方策〉 

・「一小一中」の接続関係への改善は、通学区域の変更を行う。 

・不自然な通学区域の様態については、通学区域の変更を行う。 

 

＜参考２＞ 令和２年度の本市の学級編制基準 

小学校第１～第４学年は 35 人学級、第５、６学年は 40 人学級 

中学校第１～第３学年は 40 人学級 
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２．学校規模等の適正化に関する課題 

義務教育段階である小中学校は、児童生徒の能力を伸ばしつつ、社会的自立の基礎、

国家・社会の形成者としての基本的資質を養うことが目的であるため、学校では単に教

科等の知識等を習得させるだけではなく、児童生徒が集団の中で、多様な考えに触れ、

認め合い、協力し合い、切磋琢磨することを通じて思考力や表現力、判断力、問題解決

能力等を育み、社会性や規範意識を身に付けさせることが重要になる。そうした教育を

行うためには、一定規模の児童生徒集団が確保されていること等が望ましいことから、

一定の学校規模を確保することが重要であり、小規模校については、学校規模等の適正

化によって教育環境の改善を図る必要がある。 

小規模校は、今後、児童生徒数が減少することにより、一層増加すると予測され、子

どもたちの良好な学習環境を確保し、学校運営に支障をきたすことのないよう、小規模

校の解消を 優先課題と位置づけ取り組む必要がある。 

このことから、前章における学校規模等適正化実施の基本的な考え方に基づき、児童

生徒数の将来推計や学校規模、保護者・地域の方々の意見、ならびに通学の安全面や効

率的、効果的な財源活用の観点など総合的に検討した結果、実施方策及び実施時期等を

次章のとおりとするものである。 
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３．学校統合に取り組む学校 

 

《課題：小規模校の解消》 

 高陵小学校と中宮北小学校   

   

（１）経過 

平成26年 ７月 「将来における適正な配置等のあり方について」枚方市教育委員会が審
議会に諮問

平成28年 ３月 審議会（第四次）答申

　「高陵小学校と中宮北小学校を統合し、高陵小学校敷地に統合校を設
置する」

６月 中宮北校区において答申の説明会実施

７月 高陵校区において答申の説明会実施

９月 中宮北小学校統廃合問題検討委員会（以下「中北検討委員会」という）
との協議を実施

平成29年　 １月 中北検討委員会の勉強会に参加

３月 改定基本方針（素案）のパブリックコメントを実施

６月 改定基本方針の策定

　「高陵小学校と中宮北小学校を学校統合する」

７月 中北検討委員会と保護者、地域の皆様へ改定基本方針の内容説明

11月 高陵小学校の保護者の皆様を対象に学校統合に関する説明会を実施

12月 中北検討委員会と意見交換会を実施

平成30年 ２月 中宮北小学校の保護者の皆様を対象に学校統合に関する説明会を実施

３月～ 会議録や説明会の開催方法など、地域の代表者の方々と協議を重ねる

平成31年
令和元年

２月
～７月

高陵小学校法面調査

12月 高陵、中宮北校区合同説明会（高陵小学校法面調査の結果について）

8月～
翌年１月

高陵小学校校舎耐力度調査

12月～ 地域代表者の方々と実施プラン策定に向けて協議

令和２年
11月

～12月
中宮北小学校の保護者の皆様を対象に学校統合に関する説明会を実施

令和３年 ３月 教育委員会定例会実施プラン策定
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（２）実施方策 

 

高陵小学校と中宮北小学校を統合し、高陵小学校敷地に統合校を設置する。高

陵小学校の校舎の耐力度調査結果を踏まえ、校舎等を建替えし、より魅力的な学

校にする。なお、建替えの間、高陵小学校児童を一旦、中宮北小学校で受け入れ、

その時点を学校統合とする。（資料１、２、３参照） 

 
高陵小学校と中宮北小学校ともに、現在小規模校であり、将来推計においても児

童数の増加により適正規模の範囲になる見込みがない。これまで両校の小規模校化

の改善については、審議会の答申において「通学距離や通学様態、校区範囲と学校

の位置関係、中学校区との関係等から、高陵小学校と中宮北小学校との統合案が

善の方策である。統合校の位置については、学校の位置や保有教室数、学校の沿革

等から高陵小学校敷地が望ましい」とした方策が提言されている。 

両校の学校統合においては、 

  ■高陵小学校敷地は校区の中心により近く、正門、通用門付近において車両交通が

少ないこと 

  ■高陵小学校の校舎の耐力度調査の結果、国庫補助金の交付等を含め、長寿命化改

修のみならず建替えによる整備手法を選択できること 

  ■中宮北小学校敷地は、歩道が整備され、かつ幅員６ｍの市道に面しており、交通

条件が整っていることから、跡地活用として多彩な用途が検討できること 

  などの理由から、統合校は高陵小学校敷地に置くこととし、将来を見据えた教育に 

適応した学校づくりや、長期の耐用年数を確保できる建て替えを行う方針とする。

なお、高陵小学校敷地の法面は、調査の結果、安定しているとの評価を得ている。 
今後、学校統合の早期実現に向け、児童生徒や保護者・教職員の相互交流、合同

行事の開催など、円滑な統合に向けた取り組みを進める。また、保護者及び、地域

コミュニティ、学校、教育委員会等の代表者からなる「新しい学校づくり協議会」

を設置し、統合に関する諸課題について協議、検討を行う。 
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（３）統合校の目指す学校像（骨子）    

 

  〇教育環境 
 地域の特色を生かし、近隣大学と連携を図り、より英語教育に力を入れた教育

環境づくり 
 ＩＣＴを活用した教育環境づくり 
 ユニバーサルデザインを重視した施設づくり 
 環境に配慮した施設づくり 

  〇安全、防犯、防災 
 安全に配慮した学校づくり 
 地域の防災拠点としての役割を担うことができるよう、災害時の対応に配慮し

た施設づくり 
  〇地域連携 

 地域とつながる学校づくり 
 

※新設統合校へ移転するまでの期間（４年以内）においても、より英語教育に力を 

入れた教育環境づくりや、環境の変化による、児童生徒の心のケアに配慮すると 

ともに、教職員の適切な人事配置に努める。 

 
 
 
（４）中宮北小学校の跡地活用 

 

地域の活動場所や、避難場所、通学路等の確保を含め、今後、両校の地域・保護者等の

意見を聞きながら公的な施設を検討していく。 
※跡地整備のための財源確保が必要になった場合や不要地が出た場合は、一部売却の可

能性はある。 
 
 
 

（５）実施時期 

 

   新しい学校づくり協議会設置：令和３年４月 

統 合 校 開 校 日：令和４年４月１日（現中宮北小敷地において） 

現 高 陵 小 建 替 え 期 間：令和４年４月１日以降～４年以内 

新 設 統 合 校 へ の 移 転 日：令和８年４月までに移転を予定 
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学校統合区域 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  禁野本町二丁目 

上野二丁目 

御殿山町 

中 宮 本 町

中宮北町 

御殿山南町 

西禁野二丁目 上野三丁目 
西禁野一丁目 

磯島茶屋町 

渚 南 町 

禁野本町一丁目 

禁野本町二丁目 

新たな小学校区 
（黒色枠内） 

現中宮北小校区 
（緑色枠内） 

現高陵小校区 
（青色枠内） 

統合校 
設置場所 
(現高陵小) 

 
現中宮北小 

令和 4 年 4 月 1 日（現中宮北小
敷地において学校統合） 

令和 8 年 4 月までに 
新設統合校開校 
（現高陵小敷地へ移転） 

 

＜備考＞ 通学区域 

高陵小学校及び中宮北小学校の統合の対象となる通学区域は次のとおりである。 

・統合の対象となる高陵小学校区 

禁野本町１丁目（１番から６番までに限る。）、禁野本町２丁目（11 番、12 番、13 番５号から 11 号まで及

び 14 号並びに 16 番を除く。）、御殿山町（15 番 64 棟及び 65 棟に限る。）、御殿山南町（１番２号を除く。）、

渚南町（45番及び 46 番（10 号以上に限る。）を除く。）、西禁野２丁目 

・統合の対象となる中宮北小学校区 

上野３丁目（４番に限る。）、禁野本町２丁目（11 番、12 番、13 番５号から 11 号まで及び 14 号並びに 16

番に限る。）、中宮北町 

資料１ 
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現在と統合後の学校規模 
＜令和２年度５月１日現在の高陵小学校の学校規模＞ 

児童数 188 人 

学年 １年生 ２年生 ３年生 ４年生 ５年生 ６年生 

学年別児童数 38 人 38 人 32 人 23 人 31 人 26 人 

学級数 ２学級 ２学級 １学級 １学級 １学級 １学級 

学級数の合計（支援学級） ８学級（３学級） 

 

 

＜令和２年度５月１日現在の中宮北小学校の学校規模＞ 

児童数 207 人 

学年 １年生 ２年生 ３年生 ４年生 ５年生 ６年生 

学年別児童数 27 人 25 人 40 人 25 人 38 人 52 人 

学級数 １学級 １学級 ２学級 １学級 １学級 ２学級 

学級数の合計（支援学級） ８学級（５学級） 

 

 

 

＜学校統合後の学校規模＞ 

  令和４年度（推計） 

児童数（※１） 391 人 

学年 １年生 ２年生 ３年生 ４年生 ５年生 ６年生 

学年別児童数 72 人 71 人 65 人 63 人 72 人 48 人 

学級数（※２） ３学級 ３学級 ２学級 ２学級 ２学級 ２学級 

1 学級あたりの児童数 

（上から１組、２組、３組） 

24 人 

24 人 

24 人 

24 人 

24 人 

23 人 

33 人 

32 人 

32 人 

31 人 

36 人 

36 人 

24 人 

24 人 

学級数の合計(支援学級) 

（※３） 
14 学級（７学級） 

※１・・・枚方市では支援学級に在籍する児童数も含め、学級数を算出 

※２・・・第１学年～第４学年は 35 人学級  第５、６学年は 40 人学級 

    （今後、「公立義務教育諸学校の学級編成および教職員定数の標準に関する法律」の

改正により学年 35 人学級になった場合も視野に入れ、施設整備等を進める） 

※３・・・支援学級は令和２年度実績で算出 

 

資料２ 
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小中学校の接続関係（令和４年４月以降） 
・（  ）内は、中学校を構成する小学校数。 

中学校名 小学校名 中学校名 小学校名

蹉跎西小

第 一 中（4）

小 倉 小 蹉 跎 小

殿山第一小

高 陵 小

中宮北小

津 田 中（2）

津 田 小 枚 方 小

津田南小

蹉 跎 中（4）

伊加賀小

渚 西 中（2）

西牧野小 蹉跎東小

磯 島 小

菅原東小 第 二 中（2） 香 里 小

氷 室 小

枚 方 中（2）

枚方第二小

香 陽 小

長尾西中（2）

西長尾小

第 四 中（3）

開 成 小

田口山小 山之上小

杉　　中（3）

藤 阪 小 五 常 小

招 提 中（2）

平 野 小

東香里中（4）

川 越 小
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路、学校運営に係る課題
など

・新しい学校名、校歌、校章
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議案第44号 

令和３年度学校園の管理運営に関する指針について 

 標題の件について、教育長に委任する事務等に関する規則（平成３年枚方市教育委員

会規則第２号）第２条第１項第１号の規定により、次のとおり教育委員会の議決を求め

る。 

令和３年（2021年）３月17日 

枚方市教育委員会 

教育長 奈良 渉 
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は じ め に 
 

新型コロナウイルス感染症に伴う臨時休業から始まった令和２年度は、感染症対策を行いなが

ら、主体的に学習に取り組むとともに、他者と協働して学びを深めていく、学校行事を含めた学校

教育ならではの学びの大切さを、改めて問われた年であった。 

 

社会の在り方が大きく変わっていくであろう今、我が国の学校教育は、一人一人の幼児や児童

生徒が、自分のよさや可能性を認め、あらゆる他者を価値のある存在として尊重し、多様な人々と

協働しながら様々な社会的変化を乗り越え、豊かな人生を切り拓き、持続可能な社会の創り手と

なることができるよう資質・能力を育成することが求められている。 

 

令和３年度からは平成 29 年に告示された学習指導要領が全面実施となる。学習指導要領に

おいては、これからの時代に求められる教育を実現していくために、よりよい学校教育を通してより

よい社会を創るという理念を、学校・家庭・地域の関係者が幅広く共有し、「社会に開かれた教育

課程」の実現をめざしていくこととされている。そのために、「コミュニティ・スクール」による取組の

充実を図り、より一層「地域とともにある学校づくり」を推進する。また、教育課程の編成、実施、評

価、改善の一連の取組が、授業改善を含めた学校の教育活動の質の向上につながるものとして組

織的、計画的に展開されるよう、各学校におけるカリキュラム・マネジメントの確立を求めている。そ

の上で、ＩＣＴ機器を最大限活用し、全ての子どもたちの可能性を引き出す「個別最適な学び」と

「協働的な学び」を充実させていく必要がある。幼稚園においては、幼稚園教育要領を踏まえ、遊

びを通しての総合的、一体的な指導で育み、幼稚園教育と小学校教育との円滑な接続を図るよう

求められている。 

大阪府においては、大阪府教育振興基本計画に基づき、「大きく変化する社会経済情勢や国際

社会の中で、自立して力強く生きる人づくり」を基本的な目標に掲げ、幼児・児童・生徒が自ら学び、

論理的に考え、主体的に判断し、行動する態度や自立して力強く生きる態度を育めるよう、「後期事

業計画」に基づいて様々な取組を進めている。 

本市においては、国・府の動向を踏まえ、令和２年９月に計画見直しが行われた「枚方市教育振

興基本計画」に基づき、様々な取組を進めている。本指針では、国、府の教育理念や方針及び「第

５次枚方市総合計画」「枚方市教育大綱」「枚方市教育振興基本計画」を踏まえ、教育委員会と

学校園が一体となって、本市の教育を推進していくために、基本的な方向性や取組の重点につい
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て定める。その上で、学校園では、新型コロナウイルス感染症対策を講じた上で、学びをとめない教

育活動により、子どもたちの未来の可能性を最大限に伸ばす取組を推進する。 

令和３年度は、学習指導要領の「理念」や「内容」等について、十分理解を深め、これまでの取

組の上に、「学校教育の質の向上に向けたＩＣＴの活用」や「３歳児保育を含む幼児教育の充実」と

いった取組を各学校園においてさらに進めることを最優先の課題とする。そして、引き続き、各学校

園の校内研修・学年会（小学校）・教科会（中学校）・園内研修（幼稚園）の内容のより一層の充

実を図り、教職員の指導力を向上することで、幼児・児童・生徒の確かな学力と自立の力、生きる

力の基礎を育む。また、豊かな心と健やかな体を育むための教育環境の充実を図る。なお、取組の

中心を担う教職員が幼児・児童・生徒と向き合う時間を確保し、果たすべき役割をしっかり果たして

いけるよう、「学校園における働き方改革」について、組織的、計画的に進めていく。 

また、すべての幼児・児童・生徒にとって、学校園が安心して過ごせる居場所となるよう、学校にお

ける感染及びその拡大のリスクを可能な限り低減した学校運営を継続しながら、保育・授業・行事・

課外活動において、自己肯定感や自己有用感を高めることのできる取組を推進すると同時に、一

人一人の個性や価値観、多様な文化を認め合い、多様化する人権課題を身近に感じ考える機会と

して、人権教育・啓発に取り組む。特に、貧困や虐待、新型コロナウイルス感染症に係る影響など、

様々な課題を抱える子どもへの支援体制を充実させることが重要である。いじめについては、本市

の「人権教育基本方針」及び「いじめ防止基本方針」のもと、引き続き、未然防止、早期発見・早期

解決に向けた取組を継続して行うとともに、各学校においては、「学校いじめ防止基本方針」に基

づき、校長が、教育者としての識見に基づいた強いリーダーシップを発揮し、組織的にいじめのない

環境づくりに努める。体罰の根絶については、引き続き、「体罰はいかなる場合においても絶対に許

されない」ということを、教職員一人一人に改めて周知徹底する。教職員自らの倫理観や規範意識

を高め、幼児・児童・生徒を守り抜く覚悟をもって取り組み、保護者・地域から信頼される秩序ある

学校園を築く。 

以上を踏まえ、各学校園は、校園長のマネジメントのもとに、家庭や地域と連携しながら、常に

「子どもたちが生き生きと学ぶことができる学校園づくり」ということを念頭におき、本指針に基づく、

積極的かつ特色ある取組を展開するものとする。 
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枚方市教育大綱 
 

枚方市の教育理念 

  

『夢と志を持ち、可能性に挑戦する“枚方のこども”の育成』 

～子どもたちの未来への可能性を最大限に伸ばす枚方の教育～ 

   

 

教 育 方 針 

  

＜重点方針１ 確かな学力の育成＞  

１－１ 確かな学力の育成  

子どもたちにとって、わかる授業や「主体的・対話的で深い学び」を実現する授業をめざして「授

業改善」「家庭学習の充実」に取り組みます。  

１－２ 教員の育成  

多分野にわたる研修を実践し、幅広い知識・視野を持ち、子どもたちの多様な価値観を認めるこ

とができる教員の育成に取り組みます。  

   

＜重点方針２ いじめ、不登校の解決＞  

２－１ いじめの防止、早期解決  

いじめは重大な人権問題であるとの認識のもと、加害者への教育的配慮とともに、被害者の精 

神的苦痛や不安を克服できるよう、学校園において誠実かつ丁寧に組織的対応を行います。  

２－２ 不登校の防止、早期解決  

不登校を未然に防ぐことに力を尽くすとともに、不登校となった際には、市立学校園への復帰以

外の選択肢を認めることも含め、一日も早く社会との関わりを取り戻すことができるよう支援を進

めます。  
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＜重点方針３ 豊かな学びを支える学校園づくり＞  

３－１ 学校園ガバナンスの確立  

教育内容や子どもに関わる課題が多様化・複雑化する中、学校園を組織として機能させるため 

学校園のガバナンスの確立に取り組みます。  

３－２ 開かれた学校園運営   

学校園への信頼の醸成や課題解決の促進のため、全国学力調査の結果だけでなく、いじめや

不登校など、子どもの状況を含めた学校情報を積極的に公表し、地域や保護者等との協力関係

の構築へつなげていきます。  

 ３－３ 学校園の教育環境整備   

次代を生き抜く子どもたちの教育環境の質的向上を図るため、ＩＣТの活用を推進するとともに、

学校園施設の長寿命化改修や保全的改修に取り組みます。  

 

＜重点方針４ 生涯学習との連携＞  

４－１ ３間の提供  

子どもたちは、自らの意思で「時間」「空間」を選び、「仲間」を作りながら、自由な遊びを通して

成長していきます。小学校の放課後を、禁止事項をできる限りなくし、子どもたちの自由な空間とし

て開放します。  

４－２ 社会との関わりの場の提供 

  職業体験や社会見学、社会人による特別授業とともに、休日における地域防災活動の一翼を担

うなど、社会と関わる機会を多く作ります。  

 ４－３ 生涯学習の推進   

学びの機会の提供や、知の源泉となる図書館の活用、文化・芸術・歴史・スポーツに親しめる環

境づくりなど、人とまちを豊かにする生涯学習を推進し、学びの習慣を育んでいくため、生涯学習と

学校教育との連携を強化します。  
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１．計画の位置づけ  

本計画は、第５次枚方市総合計画を上位計画として、市長が定める枚方市教育大綱を踏まえ、

本市教育のめざすべきものについて、中長期的な目標を設定し、目標を実現するための取組の基

本的な方向性を明らかにするものです。また、教育基本法第 17 条第２項に基づく、教育振興基本

計画※（枚方市における教育の振興のための施策に関する基本的な計画）として位置づけます。 

 

２．計画期間  

本計画は、平成28年度から令和９年度までの12年間を計画期間とします。  

なお、国の教育に関する施策の変更など、社会状況に大きな変化が生じた場合は、必要に応じ

て本計画を改訂します。  

※１枚方市教育大綱（令和２年３月末改訂）を受け、令和２年９月計画見直し 

 

 

枚方市教育振興基本計画（抜粋） 
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３．教育方針 

枚方市のめざすべき教育を踏まえ、教育目標を達成するための基本的な方向性となる 10 の基

本方策を設定します。 

 

 

①知（確かな学力）、徳（豊かな人間性）、体（健康・体力）の調和のとれた「生きる力」を育み、子

どもたちの未来への可能性を最大限に伸ばす学校教育を充実させます。  

②子どもたちが学ぶ楽しさを感じながら、安全に安心して学校での生活が送れるよう学びのセーフ

ティネットを構築するとともに、教育環境を充実させます。  

③一人ひとりの市民が生きていくために必要な基礎的な知識や技術等について学べる機会の提

供や、知の源泉となる図書館の充実、文化・芸術・歴史・スポーツに親しめる環境づくりなど、人と

まちを支える社会教育を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本方策１  確かな学力と自立を育む教育の充実  

基本方策２  豊かな心と健やかな体を育む教育の充実  

基本方策３  教職員の資質と指導力の向上  

基本方策４  「ともに学び、ともに育つ」教育の充実  

基本方策５  幼児教育の充実  

基本方策６  社会に開かれた学校づくりの推進 

基本方策７  学びのセーフティネットの構築  

基本方策８  学びを支える教育環境の充実  

基本方策９  生涯学習の推進と図書館の充実 

基本方策10  文化・スポーツなどの生涯を豊かにする体験活動の充実 

 

枚方市のめざすべき教育 

学びあい、つながりあい、一人ひとりの未来をひらく 

～自立、協働、創造に向けた主体的な学びを支え、可能性を最大限に伸ばす～ 

教育目標 

基本方策 
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（１）新型コロナウイルス感染症等への対応－安全安心な学習保障－ 

・学校の臨時休業にも対応できるよう、オンライン授業の実施などＩＣＴを活用した学習保障 

・感染症への対応として必要な学校への消耗品等の配備や消毒作業などの安全対策の実施 

・手洗い、マスク着用など子どもたちが自分や周囲の人を守るための安全教育の実施 

（２）タブレット端末などＩＣＴを活用した学習活動の充実と学力の育成 

・新学習指導要領に基づく「主体的・対話的で深い学び」のための授業改善や情報活用能力の育成等に 

向けたＩＣＴ活用による授業の展開 

・自学自習の定着に向けた放課後学習や家庭学習におけるタブレット端末の効果的な活用 

・教員のＩＣＴの活用力及び指導力の向上 

（３）誰一人取り残さない個に応じた学びの最適化 

・いじめの防止、早期解決に向けたＳＳＷや新たなスクールロイヤー等の専門家の活用 

・不登校の児童生徒に対する登校しやすい学校づくりや、学校復帰以外の選択肢を含めた支援、ＩＣＴ 

等を活用した学習活動など個に応じた取組の推進 

・障害のある児童生徒や配慮を要する児童生徒に対するタブレット端末などの効果的な活用による 

支援  

・一人ひとりの学力の進度に合わせた家庭学習や自学自習などＩＣＴの活用による個別最適化された

学びの実現 

・不登校や児童虐待、子どもの貧困等の様々な課題に対し、子どもの情報の適切な共有化などを通じ 

た未然防止や早期対応の強化 

（４）学校園のガバナンスの確立と開かれた学校運営 

・学校の組織としてのあり方や業務の改善を進めることで、各学校園において特色ある運営を展開する学校 

園ガバナンスの確立 

・様々な教育課題や緊急的な事案に対し、教育委員会と学校が一体となって、迅速かつ適切に対応できる

仕組みの構築 

・地域住民や保護者の協力によるコミュニティ・スクールの推進や社会に開かれた教育課程の実現 

・ミルメールの改善、双方向の連絡手段の構築など、学校と保護者との連絡体制の充実 

（５）未来への可能性を最大限に伸ばす環境づくり 

・市立図書館における電子媒体を活用した非接触型サービスの提供に向けた検討や学校図書館への支援 

の強化 

・学校教育と生涯学習との連携による社会と関わる機会や文化・スポーツなどの体験活動の充実 

・児童の総合的な放課後対策による「時間」「空間」「仲間」の３間の提供及び留守家庭児童会室の土曜

開室や三季休業期のみの利用受付の検討 

５つの重点的に進める取組 
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具体事項 

基本方策１ 確かな学力と自立を育む教育の充実 

１．学校園運営体制について 

＜基本的な方向性＞ 

学校園においては、それぞれの教育の目的・目標に即して各学校園の基本的な教育方針を明

確に定め、その具現化を図る。 

そのためには、校園長自らが法令等に則り、教育者としての識見に基づき、リーダーシップを発

揮して教職員等が互いに学びあい育ち合う同僚性を高めつつ一体となって、学校組織のマネジメ

ントを進めていくことが重要である。その際、教職員一人一人の学校園経営への参画意識を高

め、それぞれがその役割を十分に果たすことができるよう、機能的な組織体制となるように、学校

運営体制の確立を図る。 

＜最重要課題＞ 

○校園長・教頭は、校務全般にわたってリーダーシップを発揮し、学校園経営方針等を教職員に

周知し共有化するとともに、責任を明確にした校務処理体制を確立し、校内組織の活性化を

図ること。 

〇教職員が児童･生徒と向き合う時間をより確保する観点から、学校事務の共同実施及び校務

の精査や校務支援システムの活用による教職員の事務負担軽減等の取組を推進するなど、

機能的で調和の取れた学校運営に努めること。 

○小・中学校の円滑な接続、幼保こ小＊等の円滑な接続を図るとともに、義務教育９年間を見通

した学力向上の取組を学校経営の重点課題に位置づけること。 

＊幼保こ小…幼：幼稚園、保：保育所（園）、こ：認定こども園、小：小学校 

＜取組事項＞ 

学校園運営組織の確立 

（１）園長は主任教諭を、校長・教頭は首席、指導教諭及び各主任を効果的に機能させるととも

に、人材育成を図ること。また、企画運営委員会等を中心とした学校園運営組織を確立し、

その機能的運用により諸課題に取り組むこと。 

（２）関係諸法令等の趣旨を踏まえ、適正に職員会議を運営すること。 

（３）校園長は、「教職員の評価・育成システム」を実施することにより、教職員の意欲・資質能力

の向上と学校園の活性化を図ること。 

（４）学校事務の共同実施により、事務職員の人材育成を図り、学校経営への参画意識を高め

るとともに学校事務の効率化を進めること。 
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（５）小学校においては、校長の学校運営に対して必要な支援を行うことを目的とした保護者及

び地域住民等からなる学校運営協議会を設置し、学校と家庭、地域が連携・協働し、子ど

もたちの健やかな成長を支えていく学校づくりに努めること。 

（６）学校運営体制の構築や管理職の資質向上に向け、必要な支援を行うことを目的とした学

校支援ディレクターの効果的な活用を図ること。 

（７）学校が家庭、地域と連携しながら適切な教育課程を編成し、創意工夫をすることで、特色

ある学校運営を展開する学校園ガバナンスの確立に努めること。 

学校評価 

（８）学校評価については、「学校教育自己診断」の結果等を活用した自己評価を実施するととも

に、学校関係者評価として、自己評価について、協議会形式で学校評議員及び保護者、小学

校においては、学校運営協議会から提言や評価を受けること。 

（９）学校評価結果を公表し、「地域とともにある学校園づくり」の視点からも、家庭や地域との相互

理解を深めること。併せて、この学校評価を活かし、教育活動等の自律的・継続的に改善を行

うＰＤＣＡサイクルに基づいた学校園経営を推進すること。 

校種間連携の推進 

（10）幼稚園・保育所（園）、認定こども園、小学校、中学校、高等学校、支援学校等、異なる校種

間において、指導方法の工夫・改善等についての教職員の連携を図るよう努めること。 

小中一貫教育 

（11）校区の現状や課題に応じながら、校区小中学校が連携した指導体制の確立に努めること。 

（12）きめ細かな指導の充実と小中学校を義務教育というまとまりとして捉え、「９年間の教育に責

任を持つ」ということを教職員が意識した取組を推進すること。 

情報管理 

（13）情報公開条例及び個人情報保護条例の趣旨に基づいた教育情報の作成・保管・保存

の校内体制及びファイリングシステムを確立すること。また、「枚方市立学校情報セキュリテ

ィポリシー」に基づいて管理を行うこと。 

＜活用を図る資料＞ 

資料名 出典 

「幼稚園における学校評価ガイドライン」 平成 23 年 11 月文部科学省 

「学校評価ガイドライン」（平成 28 年改訂） 平成 28 年３月文部科学省 

「平成 30 年度公立小・中学校等における教育課程

の編成・実施状況調査の結果及び平成 31 年度以

降の教育課程の編成・実施について」 

平成 31 年３月文部科学省 
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「学校における働き方改革の推進に向けた夏季等の

長期休業期間における学校の業務の適正化等につ

いて」 

令和元年６月文部科学省 
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基本方策１ 確かな学力と自立を育む教育の充実 

２．学習指導について 

＜基本的な方向性＞ 

学習指導は、学校教育法及び学習指導要領の趣旨を踏まえ、グローバル化の進展や絶え間な

い技術革新等により、社会構造や雇用環境が急速に変化し、予測困難な時代を迎える中におい

て、知・徳・体の調和のとれた「生きる力」の育成をめざして行う。そのため、９年間を見通した教育

課程の編成、小・中学校の円滑な接続、幼保こ小等の円滑な接続等を踏まえ、教職員の指導力や

学校力の向上を図る。 

学習指導要領では、「知識及び技能の習得」「思考力、判断力、表現力等の育成」「学びに向か

う力、人間性等の涵養」が偏ることなく実現されるよう、単元や題材など内容や時間のまとまりを見

通しながら、「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業改善を行うことが重要視され、特

に、各教科等の特質に応じた見方・考え方を働かせながら学習の充実を図ることとされている。そ

の上で学校全体として、教科等横断的な視点での教育内容等の組立、必要な人的・物的体制の

確保、実施状況に基づく改善などを通して、教育課程に基づき組織的かつ計画的に教育活動の

質を向上させ、学習の効果の最大化を図るカリキュラム・マネジメントを確立することが重要であ

る。その際、研究指定校の研究・実践及びその成果を積極的に取り入れ、自校の授業改善に活か

す。 

また、超スマート社会（Society5.0）に対応するため、国のＧＩＧＡスクール構想に基づき、１人１

台のタブレット端末等のＩＣＴを活用した協働型・双方向型の授業及び個別最適化された学びを推

進することで、全ての学習の基盤となる言語能力、情報活用能力、問題発見・解決能力の育成を

図る。 

＜最重要課題＞ 

○学力向上委員会や小学校の学年会、中学校の教科会を校内組織体制に位置づけ、各校の年

間指導計画に則った学習の進捗状況の管理、「Hirakata 授業スタンダード」（第２ステージ）に

基づいた授業づくりや教材研究等、授業改善に向けた取組を、１人１台タブレット端末等の機器

を効果的に活用しながら、学力向上推進担当者及び情報教育推進ワーキングチームメンバー、

教科代表・学年主任を中心として組織的に推進すること。 

○小・中学校ともに全面実施となった学習指導要領に則り、児童・生徒の資質・能力の育成を教科

等横断的な視点で行うことができるよう、カリキュラム・マネジメントを確立し、教育活動の質の向

上を推進すること。また、全教職員の参画意識を高め、組織として取組を推進することができる

よう、市教育委員会等主催の研修に積極的に参加するとともに校内研修や授業研究を充実

させ、研究の成果を発表する場として、公開授業・研究協議を実施すること。 
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○英語によるコミュニケーション能力の向上を図るため、互いの考えや気持ちなどを英語で伝え

合うなどの言語活動を行うなど、学習指導要領の趣旨や内容を十分に理解し、実施すること 

○情報活用能力は、情報及び情報技術を適切かつ効果的に活用し、問題を発見・解決したり自分

の考えを形成したりしていくために必要な資質・能力であることから、その育成に当たっては、「枚

方版ＩＣＴ教育モデル」を活用しながら、各教科等の特質を生かしつつ、教科等横断的な視点を

もって取り組むとともに、１人１台のタブレット端末等のＩＣＴを計画的に活用すること。 

＜取組事項＞ 

教育課程  

（１）学習指導要領に則し、適正な教育課程を編成すること。その際、学校の特色を踏まえた具体的

な教育目標を設定するとともに、その実現に必要な教育内容を教科等横断的な視点で組み

立てること。 

（２）編成した教育課程に基づき、学習指導要領に示された内容を適切に指導すること。 

（３）教育課程の実施においては、年間標準授業時数を確保すること。その際、児童・生徒や各学校

の実態に基づき、行事の精選等を行うなど、今までの教育課程の改善を意識し、効果的な教

育活動を行うこと。ただし、指導内容の確実な定着を図る必要がある場合には、標準を上回る

適切な指導時間を確保するよう配慮すること。 

校内研究・研究指定校の取組 

（４）校内研究において、外部の有識者を活用し、授業力向上、授業改善を図ること。また、

「Hirakata授業スタンダード」（第２ステージ）に基づいた授業改善及び家庭学習の定着に

向けた研究指定校の公開授業・研究協議会に積極的に参加し、その取組の成果を各学校に

おいて取り入れること。 

授業づくり 

（５）単元や題材など内容や時間のまとまりを見通し、つけたい力を明確にした授業を行うため、

単元計画の作成等を行いながら授業づくりを図ること。 

（６）「知識及び技能」「思考力、判断力、表現力等」「学びに向かう力、人間性等」の３つの資

質・能力の育成のため、「Hirakata授業スタンダード」（第２ステージ）を踏まえた「主体

的・対話的で深い学び」の実現に向け、各学校で研究・実践すること。 

（７）「全国学力・学習状況調査」について、全教員で問題分析、自校採点を行い、児童・生徒

の実態を把握し、授業改善や個に応じた指導等に活かすこと。 

（８）「チャレンジテスト」「大阪府新学力テスト（小学生すくすくテスト）」等の結果から、学校ごとの

児童・生徒の学力や学習状況等を把握・分析し、学力向上に向けた成果や課題を検証し、そ

の改善を図ること。 
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（９）「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業改善を進めること。また、共通の観点を取

り入れた授業参観シートを活用した相互授業参観やビデオ等を活用した授業研究を行うこ

と。 

（10）言語能力は、すべての教科等における学習の基盤となる資質・能力として重要なものである

ことから、その育成にあたっては、国語科を中心としたすべての教科で発達段階に応じた系

統的な指導を行うこと。その際、府教育委員会が提供している学習教材（ことばのちから

等）も積極的に活用すること。 

（11）児童・生徒がSDGｓをはじめとした国際社会のめざすべき方向性や本市の社会課題に向き

合い、その解決に向けて具体的な取組を行うことができるよう、教科等横断的に問題発見・解

決能力を育成すること。 
（12）指導による成果と課題や課題解決のための各学校の取組について、保護者等に積極的に

公表するよう努めること。また、児童・生徒、教職員、保護者等が参画して、多様な観点から授

業の評価・検証を行うこと。 

（13）授業評価を通した授業改善のシステムづくりに努めるとともに、授業公開等による授業研究

を積極的に行うこと。 

学習評価 

（14）教育効果を高めるため、指導と評価の一体化を図り、多面的・多角的な評価の適切な実施

を図ること。 

（15）学習評価を行うに当たっては、学習指導要領の趣旨を適切に反映し、学習指導の在り方を

見直すとともに、学校における教育活動の組織的な改善につなげること。 

（16）学習評価の妥当性・信頼性を高めるために、府作成の資料等を活用し、組織的な検証改善

の取組を確実に進めること。 

（17）小学校において、学力の定着状況を把握するとともに、指導方法の改善・評価活動の充実に

活用するため、学期末テスト等を実施すること。また、これらのテスト結果を中学校における学

習指導等にも積極的に活用すること。 

（18）指導要録の評価・記入等については、明確な評価規準に基づき、公正かつ適切に行うこと。 

（19）通知表は、指導要録との整合性を図りながら、児童・生徒の学習意欲を向上させるものにす

ること。その際、保護者の理解を得るよう努めること。 

学習規律 

（20）各学校・各中学校区の実情を踏まえ、「枚方スタンダード」の徹底及び掲示物や机、棚等の

整理整頓といった学習環境の充実を図り、児童・生徒の発達段階に応じた学習規律を確立す
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ること。 

自学自習力の育成 

（21）家庭学習の定着に向け、「家庭学習のてびき」の作成・実践、「自主学習ノートのすすめ」

を活用した自主学習ノートの取組の充実等、義務教育９年間の系統的な自学自習力向上

の取組を推進すること。 

（22）学習コンテンツを活用し、授業や放課後学習、家庭学習等、１日の学びの連続性に重きを置

いた取組を進めること。また、児童・生徒の自学自習力の育成に努めるとともに、「力だめしプ

リント」「単元確認プリント」「学習指導ツール」等の有効活用を図ること。 

情報活用能力の育成 

（23）国の「ＧＩＧＡスクール構想の実現」に向けて整備した「１人１台端末」等、ＩＣＴ環境が教育現

場に不可欠になることを強く意識し、全ての教員が端末等を効果的に活用した授業等に積極

的に取り組み、ＩＣＴ活用指導力の向上に努めること。その際、「情報教育推進に向けた校内

研修支援 みんなで高めよう！ ＩＣＴ20steps」や「一人一台の端末を効果的に活用した授

業改善・業務改善の実践事例のアーカイブHI-PER（Hirakata ICT Practical Exam

ple Record）」の効果的な活用を進めること。 

（24）目的に応じて情報手段を適切に活用するなどして、必要な情報を収集・判断・処理する能力

を高める授業や、情報手段の特性を理解するとともに自らの情報活用について振り返りながら

理解を深める授業を展開すること。 

（25）プログラミング教育を含めた情報教育について、校内研修等を実施することで、情報教育の

理解を深めるとともに、推進に努めること。 

（26）学習指導要領や「小学校プログラミング教育の手引き（第三版）」、「中学校技術・家庭科

（技術分野）におけるプログラミング教育実践事例集」、「枚方版ＩＣＴ教育モデル」等に基づき、

発達段階に応じながら、体験を通した「プログラミング的思考」を育むことや、コンピュータやプ

ログラミング教育教材等を必要に応じて活用した問題を解決しようとする態度を育むよう指導

すること。 

（27）自他の権利を尊重し、自分の行動に責任を持つことや、情報を正しく安全に利用できること、

情報機器の利用による健康との関わりを理解することなど、児童・生徒の情報モラルの育成に

努めること。 

（28）各校において、情報教育推進ワーキングチームメンバーを選出し、メンバーを含めた推進チー

ム等を設置することで、ＩＣＴ機器活用に向けた組織体制を構築し、教科会や学年会、学力向

上委員会とも連携させながら、校内における組織的な情報教育の推進・普及に努めること。 
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外国語（英語）教育 

（29）学級担任が主体的に実施する授業や、学級担任とＪＴＥ（日本人英語教育指導助手）の効果

的なティーム・ティーチングによる実践、英語専科教員による授業をすすめること。小学校中学

年では、外国語（英語）の音声や基本的な表現に慣れ親しませる体験的な活動を充実させ、

「聞くこと」「話すこと」を通して、外国語（英語）で自分の考えや気持ちなどを伝え合う力の素

地を養うよう指導すること。また、高学年では、「聞くこと」「話すこと」に加え、「読むこと」「書く

こと」を通して、外国語（英語）で自分の考えや気持ちなどを伝え合うことができる基礎的な力

を養うよう指導すること。また、適切な評価を実施すること。 

（30）ＮＥＴ（外国人英語教育指導助手）については、中学校英語科教員とのティーム・ティーチン

グによる授業を適正に実施するとともに、中学校における授業外での活用や、中学校区の小

学校における外国語（英語）教育での活用回数を増やすなど、積極的に活用すること。小学

校に配置するＮＥＴについては、学級担任等とのティーム・ティーチングによる実践をすすめるこ

と。 

（31）中学校の英語教育については、授業は英語で行うことを基本とするとともに、授業中の生徒

の言語活動の時間を確保し、充実させること。また、各学校が作成した「CAN-DOリスト」を生

徒に示した上で活用し、４技能（５領域）をバランスよく指導するとともに、評価の充実を図るこ

と。中学校第２学年において外部検定試験を実施し、生徒の学習意欲の向上を図るとともに、

結果を分析して課題を把握し、授業改善や個に応じた指導等に活かすこと。 

（32）小学校から中学校への円滑な接続に留意するよう指導するとともに、関西外国語大学と連

携した留学生等との交流、府・地区主催の暗唱大会等への参加、市内高等学校との連携に

努めること。 

教科・領域等の指導 

（33）総合的な学習の時間については、探究的な見方・考え方を働かせ、自ら課題を見つけ、より

よく解決していく中で、自分の生き方を考えていくための資質・能力が育成できるよう横断的・

総合的な学習を行うこと。また、目標及び内容を他教科等の目標および内容との違いに留意

しながら定めるとともに、学校の教育目標と関連づけた全体計画及び年間指導計画を作成し、

ねらいを十分に踏まえ、地域の教育資源を活用したり、身近な地域・社会の課題を取り扱った

りするなど、児童・生徒や地域の実態等に応じた特色ある教育活動を展開すること。その際に

は、１人１台のタブレット端末を活用するなど情報活用能力も育成し、目標を達成する手段とす

ること。 

（34）我が国や郷土に継承されている伝統・民俗芸能、文化財等に親しむ機会の充実を図ること。

小学校においては、「わたしたちのまち枚方」を活用して理解を深めさせること。また、学校園

において、枚方市歌に愛着を感じるよう、様々な場面で親しむ機会を設けること。 
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（35）諸外国の文化や習慣等について理解を深める国際理解教育を推進するとともに、公共の精

神を培い、平和で民主的な国家・社会の形成者としての資質を養うこと。 

（36）政治的教養を育む教育については、公職選挙法等の一部改正に伴い、政治や選挙に関心

を持ち、主体的に判断し、行動できる力の基盤が身に付けられるよう市の実施する出前授業

等も活用しながら指導すること。 

（37）中学校の社会においては、適切な資料も活用しながら、国際的な視野を持つとともに、基本

的な事実に基づいて指導し、生徒が、多面的・多角的な考察、公正な判断、適切な表現等が

できるよう指導するなど、研究と修養に努めること。 

（38）小学校の体育及び中学校の保健体育については、児童・生徒の体力･運動能力を向上させ

るため、積極的に体を動かす意識を持たせるとともに、学校教育全体で創意工夫を凝らした

体力づくりに取り組むこと。また、小学校の水泳指導においては、児童の個々の目標の達成

に向けた水泳指導の充実に努めること。 

（39）「武道」の指導に当たっては、施設・用具等の点検や生徒の技能の段階に応じた指導等、安

全面に十分配慮すること。 

スタートカリキュラム 

（40）小学校におけるスタートカリキュラムの編成・実施については、幼児教育と小学校教育をつな

ぐため、学習指導要領に基づいて各校で作成しているカリキュラムに応じて、入学当初に生活

科を中心とした合科的・関連的な指導や、弾力的な時間割の設定を行うなどの工夫をして充

実を図ること。 

国旗・国歌 

（41）小学校の音楽科においては、国歌「君が代」をいずれの学年においても歌えるように指導す

ること。また、小・中学校の社会科においては、国旗及び国歌の意義等について適切に指導す

ること。 

  環境教育 

（42）環境に関する身近な課題や自然とのふれあいを通して、SDGｓに掲げられている「誰一人取

り残さない」持続可能な社会の構築に向けた環境教育を推進すること。また、枚方市学校版

環境マネジメントシステム「Ｓ－ＥＭＳ」との関連を図ること。 

安全・保健指導 

（43）実験・実習や実技指導などにおいて生じる恐れのある危険を予測し、教具・器具・薬品等の

事前確認及び予備実験等の実施、事後の処理について、他の教職員との共有を図りながら、

児童・生徒の安全確保及び安全管理に十分に配慮すること。 

（44）体育活動においては、活動内容や人数を踏まえ、十分な広さを確保するとともに、技術指導

においては、段階を踏んで具体的に説明し、安全を確認しながら行うこと。また、幼児・児童・生
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徒に対し、体育活動に伴う危険性について理解させるとともに、ルールやきまりを順守すること、

及び競技等を通して、相手を尊重する情意面の育成に留意すること。 

（45）授業等で使用する機材・用具などは、危険を予測し、日常的に安全点検を行うこと。特に、ゴ

ールやテント等については、確実に固定するように指導すること。 

（46）運動会において組み立て体操を実施する場合は、「組み立て体操における事故防止ガイドラ

イン」に基づき、意義やねらいを明確にして全教職員で共通理解を図るとともに、幼児・児童の

実態や習熟状況により確実に安全な状態で実施できないと判断した場合には実施を中止す

ることも含め、幼児・児童の安全確保や計画的な指導に努めること。 

指導方法の工夫改善 

（47）小学校においては、市独自の少人数学級編制によるきめ細かな指導や第５・第６学年におい

て、順次、拡充が求められている専科指導をはじめ、交換授業や合同授業等といった学級担

任制の弾力化について実施及び成果等の検証に努めること。なお、成果等の検証にあたって

は、学力の定着状況を把握するテストや児童アンケート・学校教育自己診断の質問紙調査等

を活用すること。 

（48）「指導方法の工夫改善定数」については、事業の趣旨を十分踏まえて配置、活用の上、児

童・生徒の学習達成度を把握するため、中・長期的な見通しを持ちながら、短期的に数値で

検証できるものを指標として設定することで、定期的な効果検証に努め、その結果を活かした

指導方法の工夫改善を図ること。 

（49）外国から編入した幼児・児童・生徒については、それぞれの状況に配慮し、個に応じた指導を

進めるとともに、学校生活に十分適応できる体制を整えること。 

＜活用を図る資料＞ 

資料名 出典 

「学校改善のためのガイドライン」 平成 20 年２月大阪府教育委員会 

「保護者・地域とともにはぐくむ大阪の子どもたちの

学力 Part１～３」 
平成 20 年 12 月大阪府教育委員会 

「大阪の授業 STANDARD」 平成 24 年５月大阪府教育委員会 

「校内研究の栞」 平成 25 年３月大阪府教育センター 

「理科授業づくり」 平成 25 年５月大阪府教育センター 

「英語を使うなにわっ子」育成プログラム 平成 25 年８月大阪府教育委員会 

「民主主義など社会のしくみについての教育」 平成 27 年７月大阪府教育委員会 

「力だめしプリント」 平成 22 年～29 年大阪府教育委員会 

「小学校及び中学校の学習指導要領等に関する移

行措置並びに移行期間中における学習指導等につ

いて」 

平成 29 年７月文部科学省 
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「学校園における体育活動中（含む運動部活動）の

事故防止等について」 
平成 29 年９月 20 日枚方市教育委員会 

リーフレット・教材「ことばの力を確実に育む」 
平成 29 年 11 月大阪府教育庁・大阪府教育セン

ター 

「国語の授業づくりハンドブック」 平成 29 年 11 月大阪府教育センター 

「小学校理科ハンドブック」 平成 29 年大阪府教育センター 

「We Can!」「Let’s Try!」 平成 30 年２月文部科学省 

「英語によるコミュニケーション能力の土台となる力

を育む」 
平成 30 年２月大阪府教育庁 

「スタートカリキュラム学びの接続モデルリーフレット」 平成 30 年３月大阪府幼児教育センター 

「ことばのちから」 平成 30 年６月大阪府教育庁 

「ことばのちから活用事例」 平成 30 年９月大阪府教育庁 

「新学習指導要領のポイント」 平成 31 年２月大阪府教育庁 

「平成 30 年度公立小・中学校等における教育課程

の編成・実施状況調査の結果及平成 31 年度以降

の教育課程の編成・実施について」 

平成 31 年３月文部科学省 

「学校における体育活動中（含む運動部活動）の事

故防止等について」 

平成 31 年４月・令和元年７月スポーツ庁 

 

「学習評価の在り方ハンドブック（小・中学校編）」 
令和元年６月国立教育政策研究所 

 

「保健体育科における武道の安全管理の徹底につ

いて」 
令和元年９月スポーツ庁 

「体育の授業がかわる！簡単プログラム（体力向上

実践事例集活用プログラム）」 

令和元年７月大阪府教育庁 

 

「組み立て体操における事故防止ガイドライン」（令

和元年〔2019 年〕７月４日改訂版） 
令和元年７月枚方市教育委員会 

「スピーキング力向上ツール」 令和元年 12 月大阪府教育庁 

「小学校プログラミング教育の手引き（第三版） 令和２年２月文部科学省 

「中学校外国語補助教材」 令和２年２月～３月文部科学省 

「「指導と評価の一体化」のための学習評価に関す

る参考資料」  

令和２年３月国立教育政策研究所 

中学校技術・家庭科（技術分野）におけるプログラ

ミング教育実践事例集  

令和２年３月文部科学省 

各教科等の指導におけるＩＣＴの活用に関する参考

資料 
令和２年９月文部科学省 

 

「枚方版ＩＣＴ教育モデル」  令和３年３月枚方市教育委員会 
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基本方策１ 確かな学力と自立を育む教育の充実について 

３．進路指導について 

＜基本的な方向性＞ 

進路指導にあたっては、９年間を見通して、児童・生徒が「学ぶこと、生きること」について、自ら目

標を持ち、自ら考え、自己実現を図っていくとともに、将来社会人として自立し、より良い社会を創

っていくことができる能力や態度を身に付けるよう指導・支援する。 

指導においては、基礎的・基本的な学習指導の徹底を図るとともに、児童・生徒の生き方、考え

方が多様化している実情を踏まえ、児童・生徒一人一人の個性、可能性を最大限に伸ばし、適切に

自らの進路選択ができるよう、指導の工夫・改善に取り組む。 

特に進路選択に際しては、生徒・保護者の希望や主体性を尊重し、必要な資料・情報を事前に

十分に提供して、適切な指導が行われるようにする。 

＜最重要課題＞ 

○進路指導にあたっては、児童・生徒一人一人の考え方、生き方等を大切にし、児童・生徒が主

体的に進路を選択できるよう、人権に十分配慮した適切な指導を行うこと。また、高等学校等

とも連携し、中学校区における９年間の教育活動全体を通じて、系統的・継続的な指導を推進

すること。 

○キャリア教育については、児童・生徒が夢や志を持ち、社会的・職業的に自立し、より良い社会

を創っていこうとする態度を養うとともに、自らの人生や新しい社会を切り拓くために必要な能

力の育成に努め、中学校区において作成した全体計画については、その検証・改善に努めるこ

と。 

＜取組事項＞ 

校内進路指導体制の確立 

（１）校長の責任とリーダーシップのもとに、小学校においては教務主任等を、中学校においては

進路指導主事を中心とした校内進路指導体制を確立すること。 

進路指導の在り方 

（２）生徒が、現在及び将来の生き方を考え行動する態度や能力を育成することができるよう、進

学や就職に関するガイダンス機能の充実を図ること。特に、高等学校等での中途退学を防止

する観点からも、高等学校等との連携を図るとともに進路未定者の減少に向けた取組を進

めること。 

（３）高等学校等の特色や公立高等学校入学者選抜制度の変更等について、生徒・保護者が十

分理解し進路選択できるよう、資料・情報の収集と提供に努めること。 
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キャリア教育の在り方 

（４）キャリア教育については、幼児期の教育から中学校卒業後の教育への連続性も視野に入れ、

義務教育９年間の教育活動全体を通じて、キャリア教育の視点で学校教育活動を充実させる

こと。その際、小学校から高等学校までの学びのプロセスを振り返って蓄積することができる

ポートフォリオ的な教材（「キャリア・パスポート」）等の活用を図ること。 

（５）職場体験学習等、地域の人材等を活用した進路にかかわる啓発的な体験活動を積極的に

取り入れ、働くことの意義や目的を深め、進んで働こうとする意欲や態度等を育成するよう、

指導の充実を図ること。 

（６）小学校においては、希望と安心をもって中学校に進学できるよう、小中学校が連携し、保護者

に中学校に関する情報を提供するよう努めること。 

支援の必要な児童・生徒への進路指導 

（７）生徒が、経済的理由により、進学を断念することがないよう、奨学金制度や進路選択支援事

業等について周知に努め、生徒及び保護者が活用できるよう適切に指導すること。 

（８）障害のある児童・生徒や日本語指導を必要とする児童・生徒及び保護者に対して、様々な機

会を通じて適切な説明や情報提供を行い進路支援に努めること。 

（９）障害のある生徒の進路指導については、進路指導主事と支援学級担任が十分に連携し、学

校全体で対応すること。 

（10）日本語指導を必要とする児童・生徒に対する、高等学校等への進路指導にあたっては、管理

職、進路指導担当者等を中心に、中学校区において体制を整備し対応すること。また、「北河

内多言語進路ガイダンス」への参加を積極的に勧めること。 

＜活用を図る資料＞ 

資料名 出典 

「キャリア教育を推進するために」 平成 17 年４月大阪府教育委員会 

「小学校・中学校・高等学校キャリア教育推進の手引」 平成 18 年 11 月文部科学省 

「大阪府キャリア教育プログラム」 平成 23 年３月大阪府教育委員会 

「キャリア教育を創る」 平成 23 年 11 月文部科学省 

「キャリア教育の進め方サポートブック」 平成 24 年３月大阪府教育委員会 

「学校における進路指導について」 平成 30 年５月大阪府教育委員会 

「大阪府キャリア教育リーフレット①キャリア教育の充実に向

けて」 
平成 31 年３月大阪府教育委員会 

「大阪府キャリア教育リーフレット②キャリア・パスポートの活

用」 
令和２年１月大阪府教育委員会 

「枚方市版キャリア・パスポート」 令和３年３月枚方市教育委員会 

「奨学金等指導資料」 令和３年４月大阪府教育委員会 
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「中学校 進路指導のための資料」 毎年度大阪府教育委員会 

大阪府公立高等学校・支援学校検索ナビ「咲くナビ」

http://www.schoolnavi.osaka-c.ed.jp/ 
毎年度大阪府教育委員会 

「 多 言 語 に よ る 学 校 生 活 サ ポ ー ト 情 報 」 

http://www.pref.osaka.lg.jp/shochugakko/kikoku/ 
毎年度大阪府教育委員会 

「進路選択に向けて」（多言語版） 毎年度大阪府教育委員会 
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基本方策２ 豊かな心と健やかな体を育む教育の充実 

４．道徳教育について 

＜基本的な方向性＞ 

学校における道徳教育は、「特別の教科 道徳」（以下「道徳科」という。）を要として学校の教育

活動全体を通じて行うものであり、道徳科はもとより、各教科、外国語活動、総合的な学習の時間

及び特別活動のそれぞれの特質に応じて、児童・生徒の発達の段階を考慮して、適切に指導を行

う。 

また、道徳科は道徳教育の目標に基づき、よりよく生きるための基盤となる道徳性を養うため、道

徳的諸価値についての理解をもとに、自己を見つめ、物事を多面的・多角的に考え、自己の生き方

についての考えを深める学習を通して、道徳的な判断力、心情、実践意欲と態度を育てる。 

児童・生徒に、主体性を持たず言われるままに行動するように指導するのではなく、多様な価値

観の、ときに対立がある場合を含めて、人間としてよりよく生きるために道徳的価値に向き合い、い

かに生きるべきかを自ら考え続ける姿勢こそ道徳教育に求めるものであり、そのための指導の在り

方について理解を深め、充実を図る。  

＜最重要課題＞  

○校長は道徳教育の方針を明確に示すとともに、道徳教育推進教師を中心とした指導体制を構

築し、道徳教育の全体計画及び道徳科の年間指導計画を全教員の共通理解のもとに作成する

こと。 

○すべての学級で道徳科を年間 35 時間（小１は 34 時間）以上確保し、それぞれの学年で学習

指導要領に示されたすべての内容項目を指導すること。 

○道徳科の指導については、質の高い多様な指導方法や評価の在り方について、児童・生徒の発

達の段階や特性を考慮し、組織的・計画的に研究すること。 

 

＜取組事項＞ 

全体計画 

（１）道徳教育は、道徳科を要として学校の教育活動全体を通じて行うものである。道徳教育の全

体計画の作成に際しては、児童・生徒、学校及び地域の実態を考慮して、学校の道徳教育の

重点目標を設定するとともに、道徳の内容と各教科等の指導内容及び指導時期との関連を

明確に示すこと。 

（２）児童・生徒の道徳性を養えるように、学校行事や総合的な学習の時間など日常的な体験はも

ちろんのこと、集団宿泊活動、職場体験活動、ボランティア活動、自然体験活動等の体験活動

については、その行事の性格や内容を事前に把握し、学校の目標や年間の指導計画との関連

を明確にしながら進めること。 
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  道徳科の指導 

（３）「道徳科」の指導方法については、道徳的諸価値を実現するための資質・能力を養うことがで

きる①読み物教材の登場人物への自我関与が中心の学習、②問題解決的な学習、③道徳的

行為に関する体験的な学習などの指導方法を工夫して実践すること。また、評価については、

個々の内容項目ごとではなく、大くくりなまとまりを踏まえた評価とすることや、数値評価ではな

く、児童・生徒の道徳性に係る成長の様子を認め、励ます記述式による個人内評価をするこ

と。 

授業公開、家庭・地域との連携 

（４）「道徳科」の授業公開を家庭や地域社会へ積極的に行うこと。 

（５）「生命の尊重」など不変の価値観に基づき、一人一人の行動を見つめ直すために、保護者、地

域の人々の参画などにより、家庭や地域社会と連携した道徳教育を進めること。 

資料の活用 

（６）学習指導要領の趣旨や内容等を十分に理解した上で実施できるよう、府教育庁の「『特別の

教科 道徳』実践事例集」を積極的に活用すること。 

「こころの再生」府民運動 

（７）「生命を大切にする」「思いやる」「感謝する」「努力する」「ルールやマナーを守る」など、「ここ

ろの再生」府民運動の趣旨に則した心の育成やあいさつ運動の取組について、「道徳科」そ

の他の学校の教育活動を通じて推進すること。 

＜活用を図る資料＞ 

資料名 出典 

「大切なこころ」を見つめ直して～「こころの再生」府

民運動～ 

平成26 年３月・平成27年３月大阪府教育委員会 

「小学校及び中学校の学習指導要領等に関する移

行措置並びに移行期間中における学習指導要領等

について（通知）」 

平成 29 年７月文部科学省 

「特別の教科 道徳」実践事例集 平成 30 年２月大阪府教育庁 

「学習指導要領（平成 29 年告示）のポイント【評価

編】」 

令和２年８月大阪府教育センター 

＜関係法令＞ 

「小学校・中学校学習指導要領」 平成 29 年３月文部科学省 

「小学校・中学校学習指導要領解説（総則・各教科

等編）」 

平成 29 年７月文部科学省 
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基本方策２ 豊かな心と健やかな体を育む教育の充実 

５．人権教育について 

＜基本的な方向性＞ 

人権教育をさらに充実していくために、国の関係法令等に留意し、府や市の「人権教育基本方

針」等に基づき、「生きる力」を育む教育活動の基礎として、各教科・「特別の教科  道徳」・特別

活動及び総合的な学習の時間や教科外活動等あらゆる教育活動において、一層計画的・総合的

に推進する。その際、ＳＮＳ等インターネット上の差別やいじめ等が生起していることにも留意し、その

指導にあたって、知識の理解に留まることなく、豊かな感性と高い人権意識を醸成し、具体的場面

に直面したときに行動できる態度や技術・技能を身に付けるよう指導・支援する。 

また、幼少期から生命の尊さに気付かせ、お互いを大切にする態度や人格の育成等をめざす人

権基礎教育に取り組むことが求められている。 

特にいじめは、幼児・児童・生徒の心と体に、また、その成長に大きく影響を及ぼす重大な人権侵

害事象であり、研修等を通じて教職員自らが人権意識を絶えず高めるよう心掛けるとともに、人権

尊重の精神に徹した教育活動の推進に努める。 

また、幼児・児童・生徒を権利の主体者として認めていこうとする「児童の権利に関する条約」の

趣旨を踏まえ、教育活動全体を通して、幼児・児童・生徒の権利を尊重する精神を徹底する。 

＜最重要課題＞ 

○本市の「人権教育基本方針」を踏まえ、人権教育を学校教育の中に正しく位置付け、校園長を

中心とした課題別の校内体制を整備して組織的な指導に努め、人権教育を推進すること。 

○人権及び人権課題に関する正しい理解を深め、女性、子ども、障害のある者、性的マイノリティ、

感染症等に係る人権問題をはじめ、様々な人権課題の解決をめざした人権教育を総合的に推

進すること。 

○人権教育についての全体計画及び年間指導計画等の人権教育推進計画の作成・活用、見直

しにあたっては、幼児・児童・生徒の実態を踏まえ、発達段階に即した体系的なものとなるよう留

意し、日常的に人権感覚の醸成に資する取組とすること。 

＜取組事項＞ 

  人権教育の推進 

（１）人権尊重の精神に立った学校づくりを進め、すべての幼児・児童・生徒の自立、自己実現、豊か

な人間関係づくりが図られること。 

（２）すべての教職員が人権に関する知的理解を深め、府教育委員会の「ОＳＡＫＡ人権教育ＡＢＣ」

等を活用した人権感覚を身につけるための研修や人権教育の指導力の向上に向けた研究授

業等の実施を組織的・計画的に進めること。 



25 
 

（３）「人権教育教材集・資料ＣＤ」等を適切に活用すること。 

（４）ハラスメントに関しては、相談窓口の機能を充実し、市教育委員会の「学校園におけるセクシュ

アル・ハラスメント防止指針」等の趣旨の徹底を図ること。また、「性的志向・性自認」をからかっ

たり、いじめの対象にしたりすることもセクシャル・ハラスメントであることを教職員が十分認識す

ること。 

（５）人権侵害事象等が生じた際には、教育委員会へ報告するとともに、必要に応じて関係機関等と

連携を図り、速やかに組織的に対応すること。その際、差別等を受けた幼児・児童・生徒の人権

を擁護することを基本とし、関係した幼児・児童・生徒の背景や要因をはじめ事実関係を的確に

把握・分析し、明らかとなった教育課題の解決に努めること。 

「ともに学び、ともに育つ」教育の推進 

（６）関係法令等を踏まえ、共生社会の実現をめざし、障害者に対する無理解や偏見等を取り除き、

障害者の人権が尊重される教育を推進すること。 

（７）幼児・児童・生徒等の人権意識の向上及びいじめ等による人権侵害事象等の未然防止を図る

こと。特に、障害のある幼児・児童・生徒等の人権を尊重することを基本に、障害者理解を深め

る教育を系統的に実施すること。 

  児童虐待の防止 

（８）児童虐待の防止にあたっては、幼児・児童・生徒がささいなことでも相談できる、相談しやすい

体制を構築するとともに、子どもの貧困等を含め、気になる幼児・児童・生徒に対しては家庭訪

問を行う等、幼児・児童・生徒や保護者の状況把握と、未然防止、早期発見・早期対応に努める。

またその際には、スクールソーシャルワーカーやスクールカウンセラー等の専門家や関係機関と

の連携を図ること。 

（９）児童虐待への認識を深めるとともに、「児童虐待の防止等に関する法律」の趣旨を踏まえ、虐待

を発見した場合やその疑いがある場合には、子ども家庭センターや市の子どもの育ち見守りセ

ンター（となとな）へ速やかに通告し、教育委員会に報告すること。また、虐待防止や虐待通告に

ついて、保護者や地域への啓発に努めること。 

（10）関係機関への通告後も、学校として組織的に対応し、児童虐待を受けた、または受けたと思わ

れる幼児・児童・生徒が安心して学校生活を送れるよう、教職員間での情報共有を行うこと。ま

た、必要に応じてスクールソーシャルワーカーやスクールカウンセラー等の専門家や福祉機関等

の関係機関と継続的な連携を図ること。 

（11）要保護児童対策地域協議会において、虐待ケースとして登録されている幼児・児童・生徒に

ついて、関係機関から見守りの記録等を求められた場合、書面にて提供すること。また、不自

然な外傷など新たな兆候や状況の変化等を把握した場合や、理由に関わらず、休業日を除き

引き続き７日欠席した場合は、速やかに情報提供または通告をすること。特に、一時保護を解
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除され、帰宅した幼児・児童・生徒については、ささいな変化も見逃さず、関係機関と日常的な

連携を行うこと。 

  ジェンダー平等教育の推進 

（12）小中学校においては、人権政策室と連携した「DV 予防教育プログラム」を活用するなど、すべ

ての教育活動において、固定的な性別役割分担意識にとらわれることがないようにするとともに、

男女共同参画社会の実現をめざした教育活動を適切に計画・実施すること。 

（13）学校においては、性的マイノリティとされる児童・生徒についての理解を深め、個の状況に応じ、

教職員が協力して児童・生徒が相談しやすい環境を整えるとともに、心情に配慮した上で、幼

児・児童・生徒が正しく理解できる教育に努めること。 

在日外国人教育の推進と日本語指導の充実 

（14）幼児・児童・生徒の自尊意識を育み、文化の違いを互いに尊重し共に生きる力を育む教育を

推進するとともに、本名を使用できる環境の醸成に努めること。 

（15）日本語指導を必要とする海外から帰国及び渡日した児童・生徒については、当該児童・生徒

の状況を踏まえ、必要に応じて個別の指導計画を作成するなど、生活言語はもとより学習言語

としての日本語習得が図られるよう努めること。 

  同和教育の推進 

（16）関係法令及び答申等の趣旨を踏まえ、人権尊重の視点に立った取組を進めるとともに、同

和問題の早期解決に向けて、人権教育の一環として年間指導計画に位置付け、同和教育の

推進に努めること。  

  平和教育の推進 

（17）平和教育の指導にあたっては、生命や平和の尊さについて、適切に指導するとともに、国際社 

会の実態を踏まえて基本的事実をとらえる力を育て、平和と安全の確保について児童・生徒に 

主体的に考えさせるよう努めること。さらに国際社会に貢献できる資質と態度を身につけさせる 

よう努めること。また、人権政策室と連携した３月１日の「枚方市平和の日」にちなんだ「平和フォ 

ーラム」「平和の燈火（あかり）」等平和を考える事業に積極的に取り組むこと。 

 家庭・地域における人権教育 

(18)ＰＴＡの中に人権啓発委員会等を組織するよう働きかけるとともに、家庭や地域との連携を深

め、人権意識の高揚・啓発を積極的に推進すること。 

不適正な区域外就学の防止 

(19)不適正な区域外（指定外）就学の防止・是正に積極的に努めること。 
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＜活用を図る資料＞ 

資料名 出典 

「人権教育のための資料１～９」 平成 12 年３月～平成 21 年大阪府教育委員会 

「教職員による児童・生徒に対するセクシュアル・ハ

ラスメントを防止するためにＱＡ集」 
平成 15 年３月大阪府教育委員会 

「平和教育に関する事例集」 平成 15 年３月大阪府教育委員会 

「小・中学校及び府立学校における男女平等教育

指導事例集」 
平成 15 年７月大阪府教育委員会 

「人権基礎教育指導事例集」 平成 16 年３月大阪府教育委員会 

「ＯＳＡＫＡ人権教育ＡＢＣ Ｐart１～５」 平成 19 年３月～平成 25 年３大阪府教育センター 

「精神障がいについての理解を深めるために」 平成 20 年５月改訂大阪府教育委員会 

「在日外国人教育のための資料集（ＤＶＤ）」 平成 22 年３月大阪府教育委員会 

「帰国・渡日児童生徒の受入マニュアル」 平成 22 年３月大阪府教育委員会 

「子どもたちの輝く未来のために～児童虐待防止のて

き～」 
平成 23 年３月改訂大阪府教育委員会 

「日本語支援アイデア集」 平成 23 年３月大阪府教育委員会 

「互いに違いを認め合い、共に学ぶ学校を築いてい

くために－本名指導の手引き(資料編)－」 
平成 25 年４月一部修正大阪府教育委員会 

人権教育リーフレットシリーズ 平成 26 年３月～大阪府教育委員会 

「学校における人権教育の推進のために－『人権教

育推進の方向性』具体化のポイント集－」 
平成 26 年７月大阪府教育委員会 

「性同一性障害に係る児童生徒に対するきめ細か

な対応の実施等について」 
平成 27 年４月文部科学省 

「リバティ大阪を活用する人権学習プラン」 平成 27 年６月大阪府教育委員会 

「一時保護等が行われている児童生徒の指導要録

に係る適切な対応及び児童虐待防止対策に係る対

応について」 

平成 27 年７月文部科学省 

「日本語指導実践事例集」 平成 28 年３月大阪府教育委員会 

「性同一性障害や性的指向・性自認に係る、児童生

徒に対するきめ細かな対応等の実施について（教職

員向け）」 

平成 28 年４月文部科学省 

「人権教育教材集・資料ＣＤ」 平成 28 年 11 月大阪府教育委員会 

「人権教育教材集・資料・教員用手引き」 平成 28 年 11 月大阪府教育委員会 

「学校における人権教育推進のための資料集」 平成 29 年４月改訂大阪府教育委員会 

「人権教育実践事例集」 平成 29 年６月大阪府教育委員会 
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「子どもたちが安心して過ごせる学級づくり」 平成 29 年 11 月大阪府教育委員会 

『児童虐待防止対策の強化に向けた緊急総合対

策』の決定について 
平成 30 年７月文部科学省 

「学校、保育所、認定こども園及び認可外保育施設

から市町村又は児童相談所への定期的な情報提供

について」 

平成 31 年２月内閣府、文部科学省、厚生労働省 

「児童虐待防止対策に係る学校等及びその設置者

と市町村・児童相談所との連携の強化について」 
平成 31 年２月内閣府、文部科学省、厚生労働省 

「枚方市児童虐待防止ハンドブック」 平成 31 年３月改訂枚方市児童虐待問題連絡会議 

「学校・教育委員会等向け児童虐待対応の手引き」 令和元年５月文部科学省 

「子どもたちの輝く未来のために～児童虐待防止の

てびき～要点編」 
令和元年 12 月大阪府教育委員会 

「性の多様性の理解を進めるために」 令和２年４月大阪府教育委員会 

「大阪府人権白書 ゆまにてなにわ」 令和３年３月大阪府府民文化部人権局 

「教職員人権研修ハンドブック」 令和３年３月大阪府教育委員会 

＜関係法令＞ 

資料名 出典 

「同和対策審議会答申」  昭和 40 年８月同和対策審議会 

「人権教育の指導方法等の在り方について」[第三

次とりまとめ]  
平成 20 年３月文部科学省 

「障害者基本法」 平成 25 年６月 26 日改正 

「学校教育法施行規則の一部を改正する省令等の

施行について」 
平成 26 年１月文部科学省 

「大阪府人権教育推進計画」 平成 27 年３月 

「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法

律」 
平成 28 年４月１日施行 

「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消

に向けた取組の推進に関する法律」 
平成 28 年６月３日施行 

「部落差別の解消の推進に関する法律」 平成 28 年 12 月 16 日施行 

「大阪府人権尊重の社会づくり条例」 令和元年 10 月一部改正 

「大阪府性的指向及び性自認の多様性に関する府

民の理解の増進に関する条例」 
令和元年 10 月 30 日施行 

「大阪府人種又は民族を理由とする不当な差別的

言動の解消の推進に関する条例」 
令和元年 11 月１日施行 
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基本方策２ 豊かな心と健やかな体を育む教育の充実 

６．健康教育について 

＜基本的な方向性＞ 

健康教育は、学校園の教育活動全体を通じて行うものであり、調和の取れた食事、適切な運動、

十分な休養・睡眠といった「健康の３原則」の理念に基づき、幼児・児童・生徒が生涯を通じて、自

ら心身の健康の保持増進を図る実践力を育成する指導の充実を図る。 

体力の向上及び心身の健康の保持増進に関する指導については、体育・保健体育の学習を中

心として、心と体を一体としてとらえ、生活科、総合的な学習の時間や特別活動との関連を図るな

ど学校教育全体で推進する。また、｢全国体力・運動能力、運動習慣等調査｣の結果等を活用し、

体育・健康に関する指導などの改善に努める。 

多様化・深刻化している子どもの現代的な健康課題を解決するために、学校保健計画

に基づき、学校内の関係組織が十分に機能し、食物アレルギー等に係る事故防止や、熱

中症、感染症、食中 毒等の予防や、万一 の場合の対応を適切 に行うため、すべての教職

員で学校保健を推進することができるよう組織体制の整備を図り、保健教育と保健 管理

に取り組む。食に関する指導については、学校園・家庭・地域が連携・協力し、望ましい食習慣の

形成に努める。また、学校給食の意義も踏まえ、小・中学校における食育推進体制の確立を図る。 

＜最重要課題＞ 

〇新型コロナウイルス感染症の対応については、文部科学省作成の「学校における新型コロナウイ

ルス感染症に関する衛生管理マニュアル～『学校の新しい生活様式』～」、大阪府教育委員会

作成の「学校園における新型コロナウイルス感染症対策マニュアル～学校の教育活動を再開す

るにあたって～（市町村学校園版）」、本市作成の「枚方市立小中学校における新型コロナウイ

ルス感染症対策マニュアル 」を参考に、学校園生活における様々な場面において感染症対策

に努めること。また、感染するリスクは誰にでもあるということを踏まえ、学校園において感染が確

認された際に適切に対応できる体制を構築しておくこと。併せて、新型コロナウイルス感染症の

状況に応じて、常に対策及び体制について見直しを図ること。 

○「全国体力・運動能力、運動習慣等調査」等の結果を分析・活用した、体力向上推進計画を作

成し、教育計画に掲載すること。その際、学校の教育活動全体で効果的に取り組むとともに、家

庭・地域と連携して、積極的に体力向上の取組を推進すること。 

○食物アレルギー疾患の対応については、大阪府教育委員会が作成した「学校における食物アレ

ルギー対応ガイドライン」や枚方市教育委員会が作成した「学校園におけるアレルギー疾患対

応の手引き（令和２年度改訂版）」「アレルギー疾患対応の学校生活管理指導表」を有効に活

用し、校長等管理職を責任者として関係者で組織する食物アレルギー対応委員会等を設置し、  



30 
 

安心して学校生活を送ることができるよう保護者や主治医との連携を図りつつ、幼児・児童・

生徒の状況に応じた食物アレルギー対応マニュアルを策定し、すべての教職員が情報を共有

し、日頃から事故防止に努めること。特にアナフィラキシーショック等については、万一の場合、

適切に対応できるようエピペン○R の取扱い手順等の研修を行うとともに、消防・救急機関との

連携も踏まえた体制を整えること。 

○幼児・児童･生徒の健康管理等については、保護者・学校園医・学校園歯科医・学校園薬

剤師・主治医・地域の保健医療機関と十分な連携を図るとともに、本人自らの健康を保持

増進できる資質・能力を育成することができるよう、保健主事等が中心となって、年１回以上、

学校保健委員会（委員に保護者を含む）を開催し、その活用を図ること。 

＜取組事項＞ 

 体育活動 

（１）体力向上推進計画に則り、日々の体育の授業を充実させるとともに、業間や行事等の教育

活動全体を児童・生徒の体力向上の機会と捉え、ＰＤＣＡサイクルに基づく体力づくりをより

一層進めること。 

（２）平成30年度及び令和元年度枚方市体力テスト（実技調査及び質問紙調査）において集積し

たデータや各校で分析した結果に基づき、府教育庁の資料を活用しながら、学校の実態に応

じて、新体力テストを実施するなど、すべての児童・生徒の体力状況を把握した上で目標を設

定し、その達成に向けた体力づくりの取組を推進すること。また、取組に当たっては、大阪府教

育庁が作成した「体育の授業がかわる！簡単プログラム」等の資料を参考にすること。加えて、

その取組の成果と課題を検証し、さらなる充実に活かすこと。 

（３）「めっちゃスマイル体操」「めっちゃＷＡＫＵＷＡＫＵダンス」を活用するなど、児童・生徒の運動

習慣の確立に努めること。 

健康の保持・増進 

（４）健康診断では、幼児・児童・生徒のプライバシーの保護に十分な配慮を行うこと。「四肢の状

態」についての検査実施にあたっては、組織的に日常観察を行うこと。また、学校園における

歯・口腔の健康づくりを推進すること。さらに、個々の幼児・児童・生徒の心身の健康問題の解

決に向けて、健康相談及び保健指導を充実させること。 

食育 

（５）食に関する指導を教育課程に明確に位置付け、教育計画に掲載された全体計画に基づいて

取組を推進するための校内体制を必要に応じて見直すとともに、年間指導計画の作成に努め

ること。また、小・中学校ともに、食育を推進するための委員会等を設置し、全教員が連携・協

力し、望ましい食習慣の形成に結び付く実践的な態度や食物を大切にする心の育成をめざし、

教育活動全体を通して、学校給食を活用した指導や、各教科、道徳科、総合的な学習の時間
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等における食に関する指導の推進に努めること。 

（６）学校教育自己診断等を活用して食育を評価し、食に関する指導の推進体制や指導内容の改

善を図ること。 

（７）児童・生徒の食への関心や理解を深めるために、地域の人材を活用するなど、農業や調理な

どの食に関する体験活動を実施すること。 

健康教育 

（８）性教育及びエイズ教育については、研修を深め、発達段階に応じて保護者の理解を十分に踏

まえ、「性の多様性」について教職員が理解した上で組織的・計画的に集団指導と個別指導

を効果的に組み合わせ指導すること。 

（９）小・中学校の体育・保健体育の教科等において、学習指導要領に基づき、大阪府がん対策推

進条例の趣旨を踏まえ、がんの予防につながる学習指導の充実、推進を図ること。  

（10）ＩＣＴ等活用による「視力低下」「ドライアイ」「姿勢の悪化」「睡眠不足」等、児童・生徒の

心身の健康への影響を予防するため、ＩＣＴ機器の使用の仕方等について、学校と家庭が

連携して取り組むこと。 

衛生管理 

（11）衛生管理の徹底を図り、感染症・食中毒の予防に努めること。特に感染症については、学校

園において、幼児・児童・生徒に対し、手洗い・うがい・咳エチケット等感染防止対策を励行し、

また、正しい知識といじめ等人権に配慮した指導を行うこと。 

（12）「学校環境衛生基準」に基づき、児童・生徒等にとって安全で快適な教育環境が確保さ

れるよう適切な維持管理を図るとともに、検査結果を保管すること。 

（13）学校給食実施においては、学校給食法第９条で定める「学校給食衛生管理基準」に基

づき、適切な衛生管理を行い、食中毒発生の防止に努めること。 

（14）感染症対策のポイントは、「感染源を絶つ」、「感染経路を絶つ」、「抵抗力を高める」であ

り、これらを踏まえた「マスクの着用」及び「手洗い等の手指衛生」等、基本的な感染症対

策を継続する取組の重要性について、教職員が理解するだけでなく、幼児・児童・生徒にも

理解させ、誰もが適切に対策を実施できること。 

安全・安心の確保 

（15）学校生活における健康管理に配慮し、特に熱中症予防については、こまめに水分や塩分を

補給し、休息を取る等の対策をとること。その際、熱中症指数計等により環境温度の計測を行

い「熱中症予防運動指針」（公益財団法人日本スポーツ協会）等を参考とし、活動の中止や

延期、見直し等も含め、適切に対応すること。また、熱中症の疑いのある症状が見られた場合

には、早期に適切な処置を行うこと。 

（16）食物アレルギーの既往症がない幼児・児童・生徒の初発の事故が、どこでも起きるものだと
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考え、すべての教職員が緊急時に備え、事故を想定した校内研修を毎年実施すること。 

（17）万一の心肺停止に備え、すべての教職員がＡＥＤの使用を含めた心肺蘇生法を実施できる

体制を整えるとともに死戦期呼吸＊についても理解を深めること。 

＊死戦期呼吸：ゆっくりあえぐような呼吸であり、ただちに胸骨圧迫が必要な状態 

（18）国民健康保険法の趣旨を踏まえ、無保険により幼児・児童・生徒が医療を受けることができ

なくなるようなことのないよう、関係機関とも連携して適切に対応すること。 

＜活用を図る資料＞ 

資料名 出典 

「性教育指導事例集」 平成 15 年３月大阪府教育委員会 

「感染症 こんなときどうするの？」 平成 16 年９月大阪府教育委員会 

「学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイドライン」 平成 20 年３月日本学校保健会 

食生活学習教材「食生活を考えよう 体も心も元気な毎日のた
めに」 

平成 21 年３月文部科学省 

「教職員のための子どもの健康観察の方法と問題への対応」 平成 21 年３月文部科学省 

「チャレンジ おおさか なわとびカード」 平成 21 年９月大阪府教育庁 

「おおさか食育ハンドブック」 
平成 22 年３月大阪府スポーツ・教育振
興財団 

「体力向上実践事例集」 平成 22 年３月大阪府教育委員会 

「保健主事のための実務ハンドブック」 平成 22 年３月文部科学省 

「生きる力」をはぐくむ学校での歯・口の健康づくり 平成 23 年３月文部科学省 

「教職員のための子どもの健康相談及び保健指導の手引」 平成 23 年８月文部科学省 

「学校における結核対策マニュアル」 平成 24 年３月文部科学省 

体力向上支援プログラム「大阪プログラム」 平成 25 年３月大阪府教育委員会 

「学校給食における食物アレルギー対応マニュアル」 平成 25 年 12 月枚方市教育委員会 

「今後の学校給食における食物アレルギー対応について」 平成 26 年３月文部科学省 

「熱中症 環境保健マニュアル 2014」 
平成 26 年３月改訂環境相環境保健部
環境安全課 

「児童生徒の健康に留意して ICT を活用するためのガイドブッ
ク」 

平成 26 年６月文部科学省 

「大阪府 性に関する指導普及推進事業報告書」 平成 27 年２月大阪府教育委員会 

「めっちゃスマイル体操」「めっちゃＷＡＫＵＷＡＫＵダンス」 平成 27 年３月大阪府教育委員会 

「学校給食における食物アレルギー対応指針」 平成 27 年３月文部科学省 

「アレルギー疾患対応資料の配布について」 平成 27 年３月 26 日枚方市教育委員会 

「児童生徒等の健康診断マニュアル」 平成 27 年８月日本学校保健会 

「たのしい食事 つながる食育」 平成 28 年２月文部科学省 
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「外部講師を用いたがん教育ガイドライン」  平成 28 年４月文部科学省 

「運動会・体育大会における組み立て体操について」 平成 28 年スポーツ庁 

｢ 学 校 にお ける食 物 アレ ルギ ー対 応 ガ イド ライン ｣ 平成 29 年２月大阪府教育委員会 

「めっちゃぐんぐん体力アップハンドブック」 
（体力向上実践事例集） 

平成 29 年３月大阪府教育委員会 

「現代的健康課題を抱える子供たちへの支援～養護教諭の役
割を中心として～」 

平成 29 年３月文部科学省 

「栄養教諭を中核としたこれからの学校の食育～チーム学校で
取り組む食育推進のＰＤＣＡ～」 

平成 29 年３月文部科学省 

「新体力テスト測定マニュアル」「新体力テスト測定掲示ポスタ
ー」 

平成 29 年４月大阪府教育庁 

「がん教育推進のための教材指導参考資料」 平成 29 年５月文部科学省 

「がん教育推進のための教材」 平成 29 年６月文部科学省 

「学校園における体育活動中（含む運動部活動）の事故防止
等について」 

平成 30 年５月 10 日枚方市教育委員会 

「学校における麻しん対策ガイドライン」第二版 
平成 30 年２月国立感染症研究所感染
症疫学センター 

「第３次大阪府食育推進計画『おおさか・元気な食』プラン」 平成 30 年３月大阪府教育庁 

「学校において予防すべき感染症の解説」 平成 30 年３月日本学校保健会 

「熱中症事故等の防止について」 平成 30 年６月４日枚方市教育委員会 

「学校環境衛生管理マニュアル」（平成 30 年度改訂版） 平成 30 年６月文部科学省 

「運動部活動等における熱中症事故の防止等について」 平成 30 年７月スポーツ庁 

「学校における体育活動中（含む運動部活動）の事故防止等
について」 

平成 31 年４月・令和元年７月スポーツ庁 

「2019 年度『体力づくり推進計画（アクションプラン）』」 平成 31 年４月大阪府教育庁 

「体育の授業がかわる！簡単プログラム（体力向上実践事例集
活用プログラム）」 

令和元年７月大阪府教育庁 

「組み立て体操における事故防止ガイドライン」 平成元年６月枚方市教育委員会 

「食に関する指導の手引－第二次改訂版－」 令和元年６月文部科学省 

「がん教育パンフレット『やさしいがんの知識 2019』」 
令和元年８月公益財団法人がん研究振
興財団事務局 

「学校園におけるアレルギー疾患対応の手引き（令和２年度改
訂版）」 

令和元年 11 月枚方市教育委員会 

「児童生徒の健康に留意してＩＣＴを活用するためのガイドブッ
ク」 

令和２年文部科学省 

「学校における体育活動中の事故防止及び体罰・ハラスメント
の根絶について」 

令和２年２月スポーツ庁 

学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイドライン≪令和元
年度改訂≫ 

令和２年３月日本学校保健会 

「水泳等の事故防止について」 令和２年４月スポーツ庁 
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「熱中症事故の防止について」 令和２年６月文部科学省 

「熱中症対策マニュアル」 令和２年７月枚方市教育委員会 

「学校園における新型コロナウイルス感染症対策マニュアル～
学校の教育活動を再開するにあたって～（市町村学校園版）」 

令和２年 12 月大阪府教育委員会 

「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マ
ニュアル～『学校の新しい生活様式』～」 

令和２年 12 月文部科学省 

「枚方市立小中学校における新型コロナウイルス感染症対策
マニュアル 」 

令和３年１月枚方市教育委員会 
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基本方策２ 豊かな心と健やかな体を育む教育の充実 

７．特別活動・その他の教育活動について 

＜基本的な方向性＞ 

特別活動は、集団や社会の形成者としての見方・考え方を働かせ、様々な集団活動に自主的、

実践的に取り組み、互いのよさや可能性を発揮しながら集団や自己の生活上の課題を解決するこ

とを通して、資質・能力を育成する指導の充実を図る。 

＜最重要課題＞ 

○学校の実態や児童・生徒の発達段階等を考慮し、創意工夫するとともに各教科、道徳科、外国

語活動、総合的な学習の時間等の指導との関連を図り、全体計画及び年間指導計画を作成す

ること。 

○儀式的行事においては、厳粛かつ清新な雰囲気の中で、新しい生活の展開への動機付けと

なるような活動を行うこと。 

○中学校における部活動については、「枚方市中学校部活動方針」に則り、合理的でかつ効率

的・効果的に取り組み、練習時間や休養日、休養期間の設定を適切に行うこと。 
 

＜取組事項＞ 

学級活動 

（１）学級活動等の指導においては、児童・生徒がよりよく行動できるよう、道徳教育の重点等を踏

まえ、指導内容の重点化、内容の関連や統合等の工夫を図り、指導すること。また、入学当初

の学校生活への適応や進路選択等の指導にあたっては、適切な情報提供や説明等ガイダン

ス機能の充実を図ること。 

（２）学習指導要領に基づき、小学校段階からキャリア教育の充実を図ること。 

児童会活動・生徒会活動 

（３）児童・生徒が集団や社会の一員としての所属感・役割意識・責任感を体得できるよう努める

とともに、異年齢集団の育成を図ること。 

クラブ活動 

（４）小学校におけるクラブ活動については、学校や地域の実態等を考慮しつつ児童の興味・関心

を踏まえて計画し、適切な授業時数を充てること。  

学校行事 

（５）入学式や卒業式などにおいては、学習指導要領に基づき、国旗を掲揚するとともに、国歌を斉

唱するよう指導すること。 

（６）学校行事においては、学校生活に秩序と変化を与え、集団への所属感、連帯感を深め、学校
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生活の充実と発展に資するために、文化や芸術に親しんだりするような活動やボランティア活

動、自然体験活動等、体験的な活動を行うこと。 

その他の教育活動 

（７）児童・生徒の自主的・実践的な活動を促し、楽しく規律正しい学校生活を築くよう努めること。 

（８）学校で動物を飼育する場合は、動物の愛護及び管理に関する法律の趣旨を踏まえ、獣医師と

の連携を図り、適切に管理すること。また、家畜伝染病予防法を受けて、学校等における飼養

衛生管理基準の遵守及び飼育衛生管理状況の年１回の定期報告を適切に実施すること。 

（９）中学校における部活動については、生徒の自主的、自発的な参加により行われるとともに、学

習意欲の向上や責任感、連帯感の涵養等に資するものであり、学校教育の一環として、教育

課程との関連が図られるよう留意すること。その際、地域等の協力を得ながら部活動指導協

力者の活用を積極的に図ること。 

（10）中学校における部活動については、合理的で効率的・効果的な練習方法を工夫することに

よって、練習時間を長くとも平日２時間程度、週休日・長期休業中は３時間程度とし、週２日

（平日１日・休日１日）の休養日を設定すること、また、長期休業中は連続５日以上のまとま

った休養期間を設けること。 

＜活用を図る資料＞ 

資料名 出典 

「学校における望ましい動物飼育のあり方」 平成 18 年６月日本初等理科教育研究会 

「運動部活動での指導のガイドラインについて」 平成 25 年５月文部科学省 

運動部活動の在り方に関する総合的なガイドライン

骨子（案） 

平成 30 年１月 17 日スポーツ庁 

「運動部活動の在り方に関する総合的なガイドライ

ン」 

平成 30 年３月スポーツ庁 

「文化部活動の在り方に関する総合的なガイドライ

ン」 

平成 30 年 12 月文化庁 

「大阪府部活動の在り方に関する方針」 平成 31 年２月大阪府教育委員会 

「枚方市中学校部活動方針」 平成 31 年２月枚方市教育委員会 

「「指導と評価の一体化」のための学習評価に関す

る参考資料（小学校 特別活動）」 

令和２年３月国立教育政策研究所 

 

「「指導と評価の一体化」のための学習評価に関す

る参考資料（中学校 特別活動）」 

令和２年３月国立教育政策研究所 
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基本方策３ 教職員の資質と指導力の向上 

８．教職員の服務について 

＜基本的な方向性＞ 

教職員は、教育を通じて市民全体に奉仕するものであり、常に全力を傾注して、それぞれの職務

の遂行にあたる。このことを教職員に深く自覚させ、法令等に定められている服務規律を遵守する

ことはもとより、勤務時間の内外を問わず、保護者・市民の教育に対する信頼と、教職員に対する信

用を高めるよう、指導を徹底する。 

＜最重要課題＞ 

○教職員の不祥事防止の徹底を図るため、関係資料を活用して、教職員が不祥事予防について

自ら考える機会を取り入れた校内研修等を実施すること。また、万一服務上の問題が発生した

場合は、事実関係を的確に把握し、速やかに報告すること。 

〇児童・生徒に対する体罰、性的な言動（わいせつな言動、性的な内容の電話、性的な内容の手

紙又は電子メールの送付、身体的接触、つきまとい等）、また、痴漢、盗撮、窃盗行為、麻薬・覚醒

剤の所持や使用等を含めた不祥事を発生させた教職員に対しては、厳しい処分が行われる旨

を周知すること。 

＜取組事項＞ 

服務規律の確立 

（１）教職員に、条例・規則で定められた勤務時間を遵守させ、服務規律の確立を図り、保護者・市

民の信託に応えるよう指導を徹底すること。また、勤務時間の適正な把握・管理を行うこと。 

（２）幼児・児童・生徒に対するセクシュアル・ハラスメントは、重大な人権侵害であり、断じて許す

ことはできない。決して起こすことのないよう指導すること。 

（３）職務上知り得た情報等に対する守秘義務を遵守させること。また、幼児・児童・生徒等の個

人情報を適正に管理すること。また、ＳＮＳ等の利用については、不特定多数が視聴する可

能性があることを踏まえ、その特性や危険性を理解し、教職員としての信頼を損なうことが

ないよう、責任と自覚を持って行動するよう指導すること。 

（４）教職員が児童・生徒と、電話、メール及びＳＮＳ等を利用して、指導に関係のない私的なや

り取りを行うことのないよう指導すること。 

（５）飲酒運転は、容認・黙認した者も含め、懲戒免職を含めた厳しい処分の対象となることを

周知し、教育に携わる公務員としての自覚のもと、絶対に行わないよう指導の徹底を図る

こと。 

（６）教職員の自家用自動車等による通勤は極力自粛させること。また、自動車通勤者の校内

駐車禁止を徹底すること。 
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（７）教職員が交通用具の使用により、事故を起こすことのないよう指導すること。万一、事故を

起こした場合は、適切な対応をとるよう指導すること。 

（８）「勤務場所を離れて行う研修」は、法令に基づき校長による承認手続きをより厳正に行うと

ともに適正に処理すること。 

（９）教職員が、選挙運動等の政治的行為の制限に違反することのないよう指導すること。 

（10）兼職・兼業については、地方公務員法・教育公務員特例法の定めを遵守させること。 

（11）教職員として、相応しい言動・服装等に留意するなど、倫理観の確立に努めさせること。 

（12）公正な職務の執行の確保及び倫理の保持に関する条例に基づき、保護者、利害関係者

からの金品の贈答、接待は絶対に受けないよう指導すること。 

（13）教職員の出張命令・時間外勤務命令については、その意義等を十分に認識させ、適正な

執行を行うこと。 

（14）教員免許更新制について、周知徹底を図り、適切な対応を図ること。 

（15）教育公務員として公教育を推進する立場にあることを自覚させ、常に自己研鑚に励むよ

う指導すること。 

（16）校長は、日頃から全教職員の職務遂行状況の的確な把握・記録と日々の指導助言に努め

るとともに、評価に当たっては、寛大化・中心化等に留意し、評価基準に照らして適正に行うこ

と。また、授業を行う教員の評価は、授業アンケートの結果を踏まえるとともに、教員の授業観

察を行うなど、より客観性を確保した評価を行うこと。 

（17）職場におけるハラスメントは、個人の人格や尊厳を侵害するとともに、職場環境を悪化させる

許されない行為であることをすべての教職員に認識させ、快適で働きやすい職場環境づくりを

進めること。 

＜活用を図る資料＞ 

資料名 出典 

「学校園におけるセクシュアル・ハラスメント防止指

針」 

平成11年７月枚方市教育委員会 

 

「枚方市立学校園教職員安全衛生管理規程」 平成24年３月枚方市教育委員会 

「枚方市生徒指導マニュアル（体罰防止編）」 平成25年４月枚方市教育委員会 

「職員倫理ハンドブック」 平成25年４月１日枚方市 

「不祥事防止に向けたワークシート集」 令和２年２月大阪府教育庁 

「パワーハラスメント防止指針」 令和２年10月枚方市教育委員会 

「職場における妊娠・出産・育児休業等に関するハ 

ラスメント防止及び対応に関する指針」 

令和２年10月枚方市教育委員会 

「教職員の評価・育成システム 手引き」 令和２年３月大阪府教育委員会 
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「授業アンケートの手引き ～『教職員の評価・育成

システム』で活用するために～ 

令和２年３月大阪府教育委員会 

「児童・生徒との SNS 等による私的なやり取りの禁

止について」 

令和３年１月枚方市教育委員会教育長通達 

「児童・生徒に対するわいせつ行為の禁止の徹底に

ついて」 

令和３年１月枚方市教育委員会教育長通達 

「不祥事予防に向けて 自己点検《チェックリスト・

例》（改訂版）」 

令和３年３月大阪府教育委員会 
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基本方策３ 教職員の資質と指導力の向上 

９．学校の業務改善について 

＜基本的な方向性＞ 

  子どもたちにとって、教員の影響は大きく、教員が働きがいを感じ、誇りを持って生き生きと教壇

に立つことは、学校教育の水準の維持・向上に資することである。そのため各校の特色や状況に応

じた長時間勤務の縮減に向けた取組や、在校等時間管理及び健康管理を徹底するとともに、教職

員一人一人の意識改革を推進するなど、教職員の「働き方改革」に取り組むよう、指導を徹底す

る。 

＜最重要課題＞ 

〇学校現場の労働環境を整え、教職員の健康及び福祉の確保を図る。 

〇学校の経営方針等において、時間配分に当たって優先すべき業務を示すとともに、教職員の働

き方に関する視点を盛り込み、管理職がその目標・方針に沿って学校運営を行う意識を持つこ

と。 

〇全ての教職員に勤務時間を意識した働き方を浸透させること。また教職員間で業務の在り方、

見直しについて話し合う機会を設け、その話合いも参考にしながら、管理職は校内の業務の在

り方の適正化を図る。 

＜取組事項＞ 

（１）出退勤システムを活用し、在校等時間の適正な把握を行うこと。 

（２）教職員に時間外又は休日勤務を命じる場合には、法令その他の規則等に基づき、適切に行う

こと。 

（３）休憩時間を取得しやすい環境づくりに努めること。また、校長は休憩時間を明示し当該時間に

取得できない場合には、他の時間帯に与えるなど、適切な対応をとること。 

(４) 教職員の長時間勤務の縮減に向けた取組を推進し、勤務時間管理及び健康管理を徹底

するとともに、労働安全衛生法に則り、時間外勤務時間が月 80 時間を超え、疲労の蓄積

が見られる教職員には、産業医による面接指導の受診について指導すること。また、元気な

教職員・学校づくりのために、メンタルヘルス相談等を積極的に活用するよう指導し、教職

員の健康の保持と快適な職場環境形成を図るとともに、教職員の労働安全衛生における

意識を高めること。 

（５）ストレスチェックを適切に実施するために、その趣旨である「メンタルヘルス不調の一次予防の

強化」と「集団分析による職場環境改善」について職員に周知し、ストレスチェックの受検勧

奨に努めるとともに、受検者の個人情報については管理及び保護を徹底すること。 

（６）教職員が児童・生徒に対する指導の時間をより一層確保する観点から、校務分掌の見直しや
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教職員の事務負担軽減等の取組を推進するなど、学校の業務改善を図ること。 

（７）部活動は、生徒の自主的、自発的な参加により行われ、合理的でかつ効率的、効果的に取り

組むこと。そして、生徒が休日に家族と過ごしたり、家庭学習をしたり、地域の活動等に参加し

たりする機会を保障すること。 

（８）練習時間、休養日の設定、長期休業中の休養期間の設定等、「枚方市中学校部活動方針」に

基づき、適切な部活動運営を行うよう指導すること。 

＜活用を図る資料＞ 

資料名 出典 

「学校における働き方改革に関する取組の徹底につ

いて」 

平成31年３月文部科学省 

「電話応対時間のお知らせ」 平成31年４月枚方市教育委員会 

「枚方市中学校部活動方針」 平成31年２月枚方市教育委員会 

枚方市立学校の教育職員の業務量の適切な管理

等に関する規則 

令和２年４月枚方市教育委員会 

「学校における働き方改革推進について」 令和２年10月枚方市教育委員会 

「学校における働き方改革推進について～２～」 令和３年３月枚方市教育委員会 
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基本方策３ 教職員の資質と指導力の向上 

10．教職員研修について 

＜基本的な方向性＞ 

教職員は教育公務員としての使命を自覚するとともに、その職責を遂行するため、専門的知識に

裏付けられた実践的な指導力の向上や豊かな人間性を培うことをめざし、絶えず研究と修養に励

み、自らの資質・能力の向上に努めなければならない。このことを教職員に深く自覚させ、規範意識

を養うとともに教職員が教職経験に応じた、段階的かつ専門的な研修に積極的に参加しようとす

る意欲を高める必要がある。 

本市においては新規採用教職員が増加し、経験豊かな多くの教職員の退職が続く中、教職員

の世代交代が進んでおり、倫理観・規範意識及び子ども理解と集団づくり、授業力やマネジメント

力など、キャリアステージに応じた教職員一人一人の資質と指導力の向上が求められている。 

学習指導要領を踏まえ、「『学び続ける教職員』を育成し、枚方の子どもたちの『生きる力』をは

ぐくむ」をテーマに教職員研修を実施する。学校園においては、子ども理解を基盤とした学校経営

や学級経営の充実に向け、新たな教育課題に対応した校内研究・研修のさらなる充実を図り、明

日の枚方の教育を担う教職員の育成を図る。 

＜最重要課題＞ 

○初任者をはじめ、経験年数の少ない教職員の育成にあたっては、首席や指導教諭、初任者指導

教員等を活用した、日常的なＯＪＴによる実践的な研修を組織的・継続的に推進する校内体制

を整えること。併せて、管理職自らが自身の資質・能力の向上を図りながら、次代の管理職・専

門性を備えたミドルリーダーの育成に努めること。 

○児童・生徒の主体的・対話的で深い学びの実現に向けて、「Hirakata 授業スタンダード」（第

２ステージ）に基づいた授業改善を組織的・計画的に進めること。そのために、市教育委員会に

よる、校内授業研究・研修への学校支援やアドバンスト研修等の内容を積極的かつ効果的に

活用するなど、学校全体で、授業研究・研修の充実を図ること。 

〇教職員が研修等を通じて自らの人権感覚を高め、人権問題を正しく理解するとともに、豊かな

人間性を身に付けられるよう努めること。 

〇１人１台タブレット端末等のＩＣＴを効果的に活用した授業づくりについて研究・研修を実施し、児 

童・生徒の資質・能力の向上に向けた授業改善の取組を、管理職の指導のもと、組織的に進め

ること。 

＜取組事項＞ 

 教職員の育成 

（１）市教育委員会が示す「キャリアステージに応じて教員に求められる資質・能力」「キャリアステ
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ージに応じて学校事務職員に求められる資質・能力」及び、府教育委員会が示す「ＯＳＡＫＡ

教職スタンダード」「ＯＳＡＫＡ小・中学校事務職員スタンダード」等に基づき、社会の変化に対

応できる「学び続ける」教職員を組織的・継続的に育成すること。その際、校内研修はもとより、

あらゆる機会を活用し、教職員に求められる基礎的素養である人権感覚や、人権意識の育成

に努めること。また、経験年数や職務、専門的な知識・技能に応じた資質・能力の育成に向け、

日常的なＯＪＴを推進すること。 

（２）初任者研修の校内研修は、年間を通し、校長の指示のもと、指導教員を中心に、組織的・計画

的に実施すること。また、教職経験年数の少ない教員（教職経験２～５年目の初任期教員）も

含め、それぞれの課題に応じ、適切な個別支援を行うとともに、指導主事、教育推進プランナー

等による学校訪問での指導・助言を効果的に活用すること。 

（３）教職経験６～10年目の教職員には、市教育委員会実施の研修等を踏まえ、後輩となる教職

経験年数の少ない教職員の「メンター」＊や「ロールモデル」＊となれるような専門的な知識と

指導技術を身に付けさせること。また、６～９年目小中学校教諭で実施する「校内モデル授業」

を効果的に活用し、ミドルリーダーと教職経験年数の少ない教員の相互育成を図ること。 

＊「メンター」･･･仕事上（または人生）の指導者、助言者の意味。メンターは、キャリア形成をはじめ生活

上の様々な悩み相談を受けながら、育成にあたる。 

＊「ロールモデル」･･･具体的な行動や考え方の模範となる人物のこと。人は誰でも無意識のうちに「あ

の人のようになりたい」というロールモデルを選び、その影響を受けながら成長するといわれる。 

（４）10年経験者研修の校内研修は、個々の教諭等の能力、適性等に応じて必要な事項に関する研

修を実施し、指導力の向上等、教諭等としての資質の向上を図る目的を踏まえ、校長を中心に、

組織的・計画的に実施すること。 

（５）指導が不適切と思われる教員に対し、その状況を的確に把握し、指導力向上を図るため指

導・助言するとともに、適切な研修を受講させること。 

授業改善 

（６）学習指導にあたっては、学習指導要領を踏まえ、基礎的・基本的な知識・技能の確実な習得と

思考力・判断力・表現力等の育成を図るとともに、学びに向かう力・人間性等の涵養をはかる

主体的に学習に取り組む態度を養う指導の充実のため、ＩＣＴを効果的に活用するなど、個に

応じた指導の充実や指導体制の工夫及び、学習規律の確立について、学校全体で研究・研

修の充実に努めること。 

（７）学習指導要領の趣旨や内容等の十分な理解を図る研究・研修を実施し、その内容を校内で

の教科会や学年会等で周知・共有するとともに、教材研究や授業づくりに活用し、「主体的・

対話的で深い学び」の実現に向けた授業改善の取組を、管理職の指導のもと、各主任が中

心となり、組織的に進めること。 
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校内研究・校内研修 

(８)校内研究・校内研修は、各学校の課題や実態を踏まえ、学力向上推進担当者研修等の校外

研修の内容を積極的に活用し、授業改善のための授業研究を中心に、組織的・計画的且つ、

年間を通じて継続的に実施すること。 

（９）授業改善のための校内授業研究・研修及び公開授業・研究協議会において、指導主事、教育

推進プランナー等が講師を務める学校園支援プログラムなどを効果的に活用し、研究を推進

すること。 

（10）校内研究・研修を実施する際は、先進校や研究指定校の研究成果を活かし、指導力の向上

を目的の一つとすること。さらに、指導教諭及び授業の達人・授業マイスターを活用し、教員に

対する授業改善等の指導に努めること。 

 研修の受講 

（11）市教育委員会及び府教育庁が実施する研修について周知徹底し、教職員の資質・指導力

を高めるため、積極的な受講の指導に努めること。 

（12）教職員が市教育委員会及び府教育庁実施の研修を受講する際は、教職員の研修受講状

況を把握するとともに、研修の実施要項を確認させ、留意事項や事前課題等に留意し、受講

するよう指導すること。 

（13）校内研修等において、研修を受講した教職員に、その内容を実践・伝達させるなど、日常的

なＯＪＴを推進して、学校園全体の教育活動に還元するよう努めること。 

＜活用を図る資料＞ 

資料名 出典 

「次世代の教職員を育てる OJT のすすめ」 平成 20 年３月大阪府教育委員会 

「ミドルリーダー育成プログラム」 平成 22 年３月～令和２年３月大阪府教育委員会 

「校内研究の栞」 平成 25 年３月大阪府教育センター 

「枚方市生徒指導マニュアル(いじめ防止編)」 平成 25 年４月枚方市教育委員会 

「枚方市生徒指導マニュアル(体罰防止編)」 平成 25 年４月枚方市教育委員会 

「『英語を使うなにわっ子』育成プログラム」 平成 25 年８月大阪府教育委員会 

「理科授業づくり２」 平成 27 年３月大阪府教育センター 

リーフレット・教材「ことばの力を確実に育む」 平成 29 年 11 月大阪府教育庁 

「小学校プログラミング教育の手引き（第二版）」 平成 30 年 11 月文部科学省 

「ＯＳＡＫＡ小・中学校事務職員スタンダード」 平成 31 年１月大阪府教育センター 

「小学校プログラミング教育に関する研修教材」 平成 31 年３月文部科学省 

「枚方市立学校情報セキュリティポリシー」 平成 31 年４月１日枚方市教育委員会 

「理科薬品の取り扱い」 平成 31 年４月枚方市教育委員会 

「キャリアステージに応じて教員に求められる資質・ 平成 31 年４月枚方市教育委員会 
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能力」 

「ＯＳＡＫＡ教職スタンダード」 令和元年５月大阪府教育委員会 

「学校教育の情報化の推進に関する法律」 令和元年６月文部科学省 

「小学校における『プログラミング教育』」 令和２年１月大阪府教育庁・大阪府教育センター 

「Hirakata 授業スタンダード」 令和２年４月枚方市教育委員会 

「新規採用教職員のためのハンドブック 

『教職員の智』」 
令和２年４月枚方市教育委員会 

「平成 31 年度小中学校初任者研修の手引」 令和２年４月枚方市教育委員会 

「令和２年度中堅教諭等資質向上研修の手引」 令和２年４月枚方市教育委員会 

「キャリアステージに応じて学校事務職員に求められ

る資質・能力」 

令和２年４月枚方市教育委員会 

「情報教育推進に向けた校内研修支援 みんなで高

めよう！ ＩＣＴ20 steps」 

令和２年枚方市教育委員会 

「一人一台の端末を効果的に活用した授業改善・業

務改善の実践事例のアーカイブ HI-PER

（Hirakata ICT Practical Example Record）」 

令和２年枚方市教育委員会 
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基本方策４ 「ともに学び、ともに育つ」教育の充実 

11．支援教育について 

＜基本的な方向性＞ 

支援教育を進めるにあたっては、障害のある幼児・児童・生徒の将来の自立、就労をはじめとす

る社会参加をめざし、その可能性を十分に引き出すとともに、インクルーシブ教育システム＊の理念

を踏まえ、すべての幼児・児童・生徒がともに育ち合うよう、「ともに学び、ともに育つ」教育の充実に

努める。 

また、発達障害を含む障害のあるすべての幼児・児童・生徒一人一人の教育的ニーズに応じた

支援の充実を図るとともに、自立に向けた効果的な指導・支援を行う。 

＊インクルーシブ教育システム・・・障害のある者と障害のない者が、同じ場で、可能な限りともに学ぶ仕組み

のこと。 

＜最重要課題＞ 

○校内組織体制を整備して、すべての幼児・児童・生徒、教職員及び保護者、地域に対し、支援

教育の理解と啓発を推進し、インクルーシブ教育システムの理念を踏まえた取組を進めるとと

もに、「ともに学び、ともに育つ」という観点から集団づくりの一層の充実等、人権が尊重された

教育の推進に努めること。 

○「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」を踏まえ、障害のある幼児・児童・生徒

及び保護者の意向を受け止め、合意形成を図ること。また、ＩＣＴ機器を有効活用するなど、合

理的配慮の観点を踏まえた支援教育に取り組むこと。 

＜取組事項＞ 

  校内体制の充実 

（１）障害のある幼児・児童・生徒の指導にあたっては、人権教育や生徒指導の観点を踏まえ、支援

教育コーディネーターを中心とした校内委員会の適切な運営を行い、支援学級担任と通常の

学級担任が連携するなど、全校的な支援体制のもとに教育活動を推進すること。 

（２）通常の学級には発達障害等支援を必要とする幼児・児童・生徒が在籍していることを前提に、

すべての教科等において個々の配慮を要する状況を把握した上で、困難さに対する指導の工

夫の意図や方法を明確にした指導・支援の充実を図ること。また、通常の学級において、積極

的にユニバーサルデザインによる授業づくりに取り組むなど、障害のある幼児・児童・生徒へ

の理解を深め、全校的な支援体制を確立すること。 

（３）教職員研修等により、教職員の人権感覚を一層磨き、人権意識を高揚するとともに、障害の有

無に関わらず、支援教育の視点を踏まえた幼児・児童・生徒への理解を、すべての教職員に

浸透するよう取組を進めること。また、支援教育に対する専門性を高め、障害のある幼児・児
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童・生徒の指導・支援等に関する様々な課題に対応できる人材の育成を図るとともに、「手話

でつむぐ住みよいまち枚方市手話言語条例」を踏まえ、手話への理解及びろう者への理解の

促進に努めること。 

（４）支援学校のセンター的機能に基づく相談・支援を積極的に活用して、校内支援体制の充実に

努めること。 

  交流及び共同学習の充実 

（５）支援学級と通常の学級における、交流及び共同学習のより一層の充実に努めること。また、市

独自の少人数学級編制によるきめ細かな指導を活かし、相互理解のさらなる推進に努めるこ

と。 

（６）支援学校との交流及び共同学習について、より一層の充実を図ること。 

  支援学級の教育課程の充実 

（７）支援学級における指導の内容及び指導時数に十分留意すること。 

（８）障害の状況に応じた適切な教育課程を計画的・系統的に編成し、計画に基づいて実施するこ

と。 

（９）支援学級において実施する特別な教育課程には、必ず自立活動を編成すること。また、各教科

の目標や内容を発達段階に応じて他学年の教科の目標や内容に替える等、当該児童・生徒の

実態に応じた教育課程の編成に努めること。 

  個別の教育支援計画・個別の指導計画の作成・活用・引継ぎ 

（10）支援学級に在籍及び通級による指導を受けるすべての児童・生徒に対する指導にあたっては、

個別の教育支援計画及び個別の指導計画を作成・活用し、個に応じた指導を充実させること。 

（11）通常の学級に在籍する発達障害等のある幼児・児童・生徒の指導にあたっては、個別の教育

支援計画及び個別の指導計画の作成と活用に努めること。 

（12）個別の教育支援計画を作成・活用する際、合理的配慮の内容を明記するなど、本人や保護者

の参画のもと、校内で共有を図るとともに関係機関等との連携を促進すること。また、効果的な

活用のために、定期的に評価・点検・見直しを行い、内容の充実を図ること。 

（13）個別の指導計画を作成・活用する際、個別の教育支援計画との関連を図り、幼児・児童・生徒

一人一人の障害の状況や心身の発達段階等に応じた指導目標、指導内容及び指導方法を明

確化し、きめ細かな指導の工夫に努めるとともに、実施状況を適宜評価し、改善を図ること。 

（14）幼児・児童・生徒の発達段階の連続性を踏まえた指導・支援が適切に引継がれるよう、日頃

から校種間における連携を深め、個別の教育支援計画の引継ぎが確実に行われるよう努める

こと。 

  通級指導教室 

（15）通級指導教室での指導・支援については、その趣旨を踏まえて、適切な教育課程の編成に努
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めるとともに、通級指導教室における学びが通常の学級で十分に発揮することができるよう、通

級指導教室と担任の連携はもとより、校内における支援体制の充実を図ること。 

  保護者や関係機関との連携 

（16）適切な支援を引き継いでいくことができるよう、幼稚園・保育所等、就学前施設及び医療・福

祉・保健・労働等の関係機関との連携を深めるとともに、合理的配慮の観点を踏まえ、一人一

人の障害の状況を把握し、就学前からの切れ目ない支援体制の構築に努めること。 

（17）障害のある幼児・児童・生徒の進路について十分に情報提供し、進路の確保に努めること。特

に、障害のある生徒の進路については、高等学校や支援学校に加え、「知的障がい生徒自立支

援コース」及び「共生推進教室」や「職業学科を設置する知的障がい高等支援学校」等、幅広

い進路選択が可能であることから、その内容が生徒・保護者に十分に伝わるよう、適切な説明

や情報提供を行うこと。 

（18）障害のある幼児・児童・生徒の理解や適切な指導の推進のため、支援学校や関係機関との連

携を図ること。 

 医療的ケア 

（19）医療的ケアについての一般的な知識や医療的ケアが必要な子どもへの理解、緊急時の対

応等について、研修等により理解を深めること。 

（20）新型コロナウイルス感染症拡大防止対策において、医療的ケアが必要な幼児・児童・生徒

及び基礎疾患がある幼児・児童・生徒等、重症化リスクの高い幼児・児童・生徒に対しては、

主治医、学校医及び家庭との連絡をより一層進め、安全・安心に学校生活を送れるように適

切な対応に努めること。 

＜活用を図る資料＞ 

資料名 出典 

「特別支援教育の推進について」 平成 19 年４月１日文部科学省通知 

「体罰防止マニュアル」 平成 19 年 11 月大阪府教育委員会 

「指導資料［ぬくもり］」 平成 22 年３月大阪府教育委員会 

「共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構

築のための特別支援教育の推進（報告）」 

平成 24 年７月 23 日中央教育審議会初等中

等教育分科会 

「『ともに学び、ともに育つ』支援教育のさらなる充実のた

めに」 
平成 25 年３月大阪府教育委員会 

「教育支援資料～障害のある子供の就学手続と早期から

の一貫した支援の充実～」 
平成 25 年 10 月文部科学省 

「すべての子どもにとって『わかる・できる』授業づくり」

（「通常の学級における発達障がい等支援事業」実践研究

のまとめ） 

平成 27 年６月大阪府教育委員会 
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「ともに学び ともに育つ 一貫した支援のために 支援をつ

なぐ『個別の教育支援計画』の作成・活用」 
平成 28 年３月大阪府教育委員会 

「医療的ケア児の支援に関する保健、医療、福祉、教育等の

連携の一層の推進について」 
平成 28 年６月３日文部科学省他 

「発達障害を含む障害のある幼児児童生徒に対する教育

支援体制整備ガイドライン」 
平成 29 年３月文部科学省 

「小学校・中学校学習指導要領」及び「同解説（総則編・

各教科等編）」 
平成 29 年３月・６月文部科学省 

「発達障がいについて 保護者の琉会を促進するために」 平成 30 年３月改訂大阪府教育委員会 

「『ともに学び、ともに育つ』支援教育の視点を踏まえた学

校づくり」 
平成 31 年３月文部科学省 

「学校における医療的ケアの今後の対応について」 平成 31 年３月文部科学省 

「通級による指導実践事例集（中学校・高等学校）」 令和２年３月大阪府教育委員会 

「医療的ケアを必要とする幼児児童生徒が在籍する学校に

おける留意事項について」 
令和２年 12 月９日改訂文部科学省 

＜関係法令＞ 

資料名 出典 

「学校教育法等の一部を改正する法律」 平成 19 年４月１日施行 

「学校教育法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令

の整備等に関する政令[学校教育法施行令の一部改正]」 
平成 19 年４月１日施行 

「障害者基本法第 16 条」 平成 25 年６月 26 日改正 

「学校教育法施行令の一部改正について」 平成 25 年９月６日大阪府教育委員会 

「障 害 を理 由 とする差 別 の解 消 の推 進 に関 する法 律 」 平成 28 年４月１日施行 

「発達障害者支援法の一部を改正する法律の施行について」 平成 28 年８月１日文部科学省通知 

「学校教育法施行規則の一部を改正する省令等の公布につい

て」 
平成 28 年 12 月９日文部科学省通知 

「障害のある幼児児童生徒と障害のない幼児児童生徒の交流

及び共同学習等の推進について」 
平成 30 年２月８日文部科学省通知 

「教育と福祉の一層の連携等の推進について」 
平成 30 年５月 24 日文部科学省・厚生労働

省通知 

「学校教育法施行規則の一部を改正する省令の施行につい

て」 
平成 30 年８月 27 日文部科学省通知 

「小・中学校等における病気療養児に対する同時双方向型授

業配信を行った場合の指導要録上の出欠の取扱い等につい

て」 

平成 30 年９月 20 日文部科学省通知 
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基本方策５ 幼児教育の充実 

12．幼稚園教育について 

＜基本的な方向性＞ 

生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼稚園教育においては、幼児期にふさわしい生活の中で、

様々な体験を通して幼児が心身ともに健やかな成長をとげられるよう、生活に即した教育環境をつ

くりだし、幼児一人一人の発達や特性に応じた指導を行う。 

さらに、幼稚園教育は、義務教育９年間の重要な基礎となることを踏まえ、幼児期から児童期、

青年期へと続く発達を見通し、豊かな心や生きる力の基礎を培うため、幼稚園、保育所（園）、認定

こども園、学校、家庭、地域の協働による総合的な幼児教育の充実を図る。 

＜最重要課題＞ 

○幼稚園教育要領の趣旨や内容等を十分理解するとともに、その趣旨を踏まえ、創意工夫を活かし

た教育課程を編成すること。 

○園内研修を計画的に実施し、教職員自らの資質向上を図るとともに指導方法の工夫・改善に努

め、子ども・子育て支援新制度の幼稚園として、幼児教育の一層の充実を図ること。 

○私立幼稚園・保育所（園）、認定こども園、小中学校との連携や交流を積極的に推進し、特に小学

校教育との一層の円滑な接続を図ること。 

○支援が必要な子どもや保護者に対して専門機関と連携しながら支援教育の充実を図ること。 

 

＜取組事項＞ 

就学前教育の推進 

（１）幼稚園教育要領で示される「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」を考慮しながら、幼児一

人一人の望ましい発達や、幼児同士の温かい人間関係が育まれるよう、よりよい教育環境の整

備に努めること。 

（２）３年保育のカリキュラム及び道徳教育・安全教育・食育の全体計画や年間指導計画等について、

実践を通して評価を行い、必要に応じて改善を図ること。 

（３）支援教育をさらに充実するために、巡回相談等を有効に活用すること。 

開かれた幼稚園づくり 

（４）幼児に安全で安心な遊び場を確保するとともに、保護者の就労やリフレッシュ等の様々な事情

に対応し、保護者を支援するため、幼稚園の施設と機能を活用した預かり保育の充実に努める

こと。 

（５）家庭や地域社会と十分に連携を図りながら、親と子の育ちの場としての園開放や幼児教育教

室、また子育て相談等の取組を推進し、取組内容を広く発信していくよう努めること。 
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幼保こ小等の円滑な接続 

（６）幼児と児童の交流だけにとどまらず、幼保こ小合同研修会や保育参観、授業参観等を実施し、

教育課程、保育課程の相互理解に努めること。 

＜活用を図る資料＞ 

資料名 出典 

「スタートカリキュラムスタートブック」 平成 27 年１月文部科学省 

「発達や学びをつなぐスタートカリキュラム」 平成 30 年３月文部科学省・国立教育政策研究所 

「スタートカリキュラム学びの接続モデルリー 

フレット」 

平成 30 年３月大阪府幼児教育センター 

 

「幼児教育推進指針」 平成 31 年４月改訂大阪府教育委員会 

「わくわく もうすぐ１ねんせい」 令和３年１月枚方市教育委員会 

＜関係法令＞ 

資料名 出典 

「こども・子育て支援法」 平成 24 年８月内閣府・文部科学省・厚生労働省 

「幼稚園教育要領」 平成 29 年３月文部科学省 
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基本方策６ 社会に開かれた学校づくりの推進 

13．学校園・家庭・地域の連携について 

＜基本的な方向性＞ 

教育の目的の実現のためには、家庭において生活習慣を身に付けさせ、自立心を育成すること

が大切である。近年、子どもを取り巻く環境が大きく変化する中、次代を担う幼児・児童・生徒に夢

を与え、「生きる力」を育むため、小・中学校の円滑な接続、幼保こ小の円滑な接続を図るとともに

学校、家庭及び地域がそれぞれの役割と責任を自覚しつつ、地域全体で教育に取り組む。 

保護者や地域住民とともに学校運営を進める「地域とともにある学校づくり」の推進が求められ

ている中、学校園は共有財産であるという視点に立ち、各学校園において特色ある教育活動を展

開していくため学校・家庭・地域が協働する体制づくりを一層推進する。また、子どもが抱える課題

を地域ぐるみで解決する仕組みやコミュニティ・スクールなど学校運営に地域住民や保護者が参

画する体制の構築に努める。 

また、保護者や地域との信頼関係を築きながら、学校の組織としての在り方の見直しや業務の

改善を進めることで、「チーム学校」としての機能を果たせるようにする。 

＜最 重 要 課 題 ＞ 

〇子どもたちに必要な資質・能力とは何かを地域住民や保護者と共有し、連携する「社会に開かれ

た教育課程」の実現に取り組むこと。 

〇学校園の信頼の醸成や課題解決の促進のため、各学校園の教育計画や学校の抱える課題、日々

の教育活動や非常時における対応等について、学校園ホームページ・ブログ等を有効活用するな

ど積極的に学校園の取組や子どもたちの状況等の情報の公表に努め、地域・保護者から信頼さ

れる学校園づくりをめざすとともに説明責任を果たすこと。 

 

＜取組事項＞ 

家庭・地域との連携 

（１）保護者や地域の関係団体等の協力を得て、地域と一体になった幼児・児童・生徒の安全確保 

の取組を推進すること。 

（２）オープンスクールをはじめ自由参観期間を設定するなど、学校園の諸活動において、保護者や

地域の人々が参加しやすいように工夫すること。 

（３）学校週５日制の趣旨を踏まえつつ、「地域とともにある学校づくり」または、「地域人材の積極 

的活用」を観点とした土曜日等を活用した授業や参観を、小学校において年１回以上実施し、

土曜日における充実した学習機会を提供する方策の一つとすること。 

（４）「枚方市外部人材登録者集」の活用を図るとともに、学校園独自の地域人材バンク等の整備
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に努めること。 

（５）地域人材等の積極的な活用に努めながら、市学校園活性化推進校園事業等に取り組み、

特色ある教育、特色ある学校園づくりを推進すること。 

（６）各家庭をはじめＰＴＡや地域諸団体と連携を深める学校園体制づくりに努めること。また、教職

員が、ＰＴＡや地域の諸活動に協力し、交流するよう努めること。 

（７）児童・生徒が地域行事に主体的に参加する仕組みの構築に努めること。特に中学校にお

いては、部活動休養日等を活用し、計画的に中学生が参加しやすいように工夫すること。 

（８）小学校においては、保護者や地域住民等の理解や協力を得て、特色のある教育活動を展

開するため、学校運営協議会を活用し、コミュニティ・スクールとして、学校運営に保護者や

地域住民等が参画する体制の構築に努めること。 

（９）小学校における学校運営協議会委員や幼稚園、中学校における学校評議員等、地域とと

もにある組織の委員の意見を反映させるにあたっては、委員が学校の状況を十分に把握

することが大切であることから、教育活動・授業の参観や、教職員等との対話・意見交換の

機会を設けるなど、当該組織を活性化するように努めること。 

（10）中学校区単位の教育コミュニティづくりの推進組織である地域教育協議会（すこやかネッ

ト）には学校園が連携し、協力に努めること。 

(11)各中学校区において、義務教育９年間を見通した「家庭学習の手引き」の作成・配付及び活用

の啓発や「家庭への７つのお願い」の推進など、家庭教育の重要性について積極的に発信する

こと。 

(12)ミルメールの効果的な利用やＩＣＴを活用した双方向の連絡手段を活用し、学校と保護者との

連絡体制を充実させること。 

＜活用を図る資料＞ 

資料名 出典 

大阪「こころの再生」宣言 
平成 17 年 12 月 20 日「こころの再生」を考える有

識者懇話会 

「新しい時代の教育や地方創生の実現に向けた学

校と地域の連携・協働の在り方や今後の推進方策に

ついて」 

平成 27 年 12 月 21 日文部科学省 

「コミュニティ・スクールのつくり方『学校運営協議

会』設置の手引き（令和元年改訂版）」 
令和元年 10 月文部科学省 

＜関係法令＞ 

資料名 出典 

「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」 令和２年４月改正文部科学省 
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基本方策７ 学びのセーフティネットの構築 

14．安全について 

＜基本的な方向性＞ 

自然災害・不審者の侵入等や学校事故・交通事故に対し、安全教育の一層の徹底と学校園施

設・設備の点検整備や充実等により、幼児・児童・生徒の安全確保及び学校園の安全管理に努め

る。 

また、安全教育にあたっては、幼児・児童・生徒が生涯を通じて安全な生活を送る基礎を培い、

日常生活全般における様々な危険に適切に対応できる能力を育み、防災教育にあたっては、幼児・

児童・生徒が自らの命を守り抜くために、「主体的に行動する態度」を育成するよう指導する。 

さらに、地震・津波をはじめとする地域の実態に即した自然災害に対処できるよう防災体制の見

直し及び充実を図る。また、幼児・児童・生徒の命を脅かす事象に対して、授業中はもとより、登下

校時、放課後、長期休業中の登校日等において必要な措置を講じる。 

＜最重要課題＞ 

○安全な学校園環境を保持するため、常日頃から施設や設備等の異常がないかを確認するとと

もに、定期的に安全点検を実施し、事故の防止に努めること。 

○学校安全計画に基づく、災害や不審者等に備えた安全教育を充実させ、家庭との連絡方法・

登下校の安全確保等も含め、様々な事態を想定した実践的な防災・防犯訓練等を地域と連

携して実施するなど、常にその改善に努めること。 

○自然災害等に備えた防災計画を策定し、日頃から教職員の連絡・参集・配備体制について周

知徹底を図ること。また、危機管理マニュアルの見直しを行うなど災害に備えた危機管理体制

の確立を図ること。 

＜取組事項＞ 

 安全教育の推進 

（１）学校保健安全法に基づき作成した学校安全計画については、必要に応じて見直し、「生活安

全」「交通安全」「災害安全」の３領域すべての観点を踏まえた具体的な実施計画とすること。 

（２）学校安全活動について、すべての教職員が役割を分担するとともに、中核となる学校安全担

当者を明確にし、学校安全の推進体制の整備の充実に努めること。 

（３）幼児・児童・生徒の発達段階に合わせて、自ら危険を回避する力を育成する安全教育の充実

を図ること。また、校区安全マップや児童一人一人の安全マップの作製等を実施すること。 

（４）９月の大阪府による「大阪880万人訓練」に合わせて、実践的な避難訓練、地域の有識者に

よる講話等、各学校園の実情に応じた防災教育の充実に向け、取組を実施すること。また、大

阪北部地震の体験を教訓に、６月18日を中心にして、集会等で講話やディスカッション等の防
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災教育に取り組むこと。 

（５）「Ｊアラートによるミサイル発射情報に対するガイドライン」に基づき、幼児・児童・生徒が適切な

行動がとれるよう指導すること。 

（６）６月の「子どもの安全確保推進月間」、６月８日の「学校の安全確保・安全管理の日」において

安全確保に向けた取組等を実施し、安全教育を推進すること。 

（７）水防法及び土砂災害防止法の改正に伴う「避難確保計画作成の義務化」対象の学校園にお

いては、避難確保計画を作成し、防災情報の共有等の避難訓練を実施するなど、洪水や土砂

災害時における安全確保に努めること。 

  危機管理体制の確立 

（８）学校施設が第１次避難所・第２次避難所であることを踏まえ、幼児・児童・生徒の安全確保、

安否確認等に支障をきたすことのないよう、地域住民や枚方市の関係部局等と連携すること。

また、ハザードマップや近隣の避難場所などの情報を収集して、万一の場合の幼児・児童・生

徒の避難場所を想定し、危機管理マニュアル等に明記するとともに、実効性のあるマニュアル

となるよう点検・見直しを行うなど、災害に備えた危機管理体制を確立すること。 

（９）事件や事故等発生の場合は、夜間・休日も含め適切な初期対応を行うとともに、速やかに報

告すること。 

（10）不審者情報等の緊急情報を保護者にメールで配信するシステムを有効活用すること。 

登下校の安全確保 

（11）登下校の安全指導、交通安全教室の活用等、計画的に交通安全指導を行うとともに、特に

小学校においては、集団登校時の安全指導に取り組み、また通学路の点検を行い、関係機関

と連携し、一層の安全確保に努めること。 

（12）保護者や地域の関係団体等の協力を得て、地域と一体になった安全確保の取組を推進

すること。特に、「登下校防犯プラン」の趣旨を踏まえ、学校園、子どもの安全見まもり隊等

の地域学校安全ボランティア、警察、枚方市の関係部局等と連携し、登下校時における幼

児・児童・生徒の安全確保についてきめ細かな対応を行うこと。 

交通安全の推進 

（13）改正道路交通法及び大阪府自転車条例を踏まえ、幼児・児童・生徒が被害者にも加害者に

もなることのないよう、自転車利用者や歩行者としての交通ルールや、自転車の正しい乗り方

等のマナー等を学ぶ交通安全教室を、関係機関と連携して毎年継続して実施すること。また

中学校においては、第１学年を対象に自転車交通安全教室を実施するとともに、３年サイクル

で実施されるスケアードストレート方式の交通安全教室を通して、一層の交通安全の取組をす

すめること。 

（14）保護者に対し、家庭における安全意識の向上を積極的に呼びかけるなど、効果的な啓発を
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行うこと。また、児童・生徒及び保護者に対し、大阪府自転車条例で、自転車を利用する者に

保険への加入が義務付けられたことを周知するとともに、ＰＴＡと連携するなど、全児童・生徒

の保険加入を促進すること。 

 ＜活用を図る資料＞ 

資料名 出典 

「公立の学校における幼児、児童及び生徒の安全の

確保に関する指針」 

平成 14 年 10 月大阪府教育委員会 

「学校への不審者侵入時の危機管理マニュアル」 平成 14 年 12 月文部科学省 

「学校の安全管理に関する取組事例集」 平成 15 年６月文部科学省 

「～こどもを暴力から守る～こどもエンパワメント支援 

指導事例集（改訂版）」 

平成 19 年３月大阪府教育委員会 

「学校の危機管理マニュアル－子どもを犯罪から守る

ために－」 

平成 19 年 11 月文部科学省 

「学校安全参考資料『生きる力』をはぐくむ学校での

安全教育」 

平成 22 年３月文部科学省 

「地域ぐるみの学校安全体制整備実践事例集」 平成 23 年３月文部科学省 

「学校防災マニュアル（地震・津波災害）作成の手引

き」 

平成 24 年３月文部科学省 

「学校安全の推進に関する計画」 平成 24 年４月文部科学省 

「自転車安全利用推進のための重点行動指針」 平成 25 年１月大阪府交通対策協議会 

「学校防災のための参考資料『生きる力』を育む防

災教育の展開」 

平成 25 年３月文部科学省 

「学校事故対応に関する指針」 平成 28 年３月文部科学省 

Ｊアラートによるミサイル発射情報に対するガイドライ

ン 

平成 29 年 11 月枚方市教育委員会 

「学校の危機管理マニュアル作成の手引き」 平成 30 年２月文部科学省 

「『登下校防犯プラン』」について 平成 30 年６月文部科学省 

「落雷事故の防止について」 平成 30 年７月文部科学省 

「学校における防災教育の手引き（改訂２版） 令和元年６月大阪府教育委員会 

自然災害に対する学校防災体制の強化及び実践的

な防災教育の推進について 

令和元年 12 月文部科学省 

＜関係法令＞ 
資料名 出典 

学校保健安全法 平成 27 年６月改正 

「大阪府自転車の安全で適正な利用の促進に関する 平成 28 年４月施行 
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条例」 

水防法等の一部を改正する法律 平成 29 年６月施行 

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の

推進に関する法律 

平成 29 年６月施行 
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基本方策７ 学びのセーフティネットの構築 

15．生徒指導について 

＜基本的な方向性＞ 

  生徒指導にあたっては、一人一人の児童・生徒の人格を尊重し、個性の伸長を図りながら、社会

的資質や能力・態度を育成し、自己実現への指導・支援を行う。 

これは深い児童・生徒理解と日常の教育実践によって築かれた信頼関係の上に成り立つもので

あり、平素から教職員の指導力の向上と人権意識の高揚を図ることが重要である。 

とりわけ、体罰は、幼児・児童・生徒の心身に深い傷を負わせるばかりでなく、人権を著しく侵害

し、学校に対する信頼を根底から崩すものであるということを認識する必要がある。また、いじめは、

重大な人権侵害事象として根絶すべき教育課題であり、児童・生徒が自ら尊い命を絶つ可能性も

ある深刻な問題であることから、「いじめ防止対策推進法」及び「枚方市いじめ防止基本方針」等

の趣旨を踏まえ、「いじめは、どの学校でも、どの子どもにも起こりうる」ものであることを十分認識

した上で組織的に取り組む必要がある。 

近年の問題行動の多様化や低年齢化に対しては、授業の充実を基本として、全教職員が、カウ

ンセリングマインドを身に付け、教育相談を行うなど、児童・生徒に寄り添うとともに、児童・生徒が

互いに悩みや喜びを分かち合う集団を育成する等、内面にせまる心のかよった指導を行う。 

さらに、義務教育９年間を見通した系統性・継続性のある生徒指導を行い、いじめ・暴力行為等

問題行動の未然防止・早期解決・再発防止及び不登校児童・生徒の社会的自立に取り組む。 

＜最重要課題＞ 

○いじめ・暴力行為等の問題行動や不登校に対して、全教職員が児童・生徒との信頼関係を築

き、正しい児童・生徒理解のもと、生徒指導主担者（小学校）・生徒指導主事（中学校）を中心

とした生徒指導体制により、適切な指導を行うこと。また、スクールカウンセラーやスクールソー

シャルワーカー、スクールロイヤー等の専門家や福祉機関を含めた関係機関との連携を図るな

ど、チームによる支援体制を整えること。 

○体罰を許さない指導体制を確立し、幼児・児童・生徒を真に大切にする教育活動を展開するこ

と。 

○日ごろから児童・生徒の状況を把握し、子どもが発するサインを見逃すことなく、学級や学校

の集団づくりに努めること。また、不登校やひきこもり、児童虐待や子どもの貧困等、支援を

要する児童・生徒に関わる様々な事象に対しては、早期対応ができるよう、「子どもを守る条

例」を踏まえながら、関係機関等と連携して取組を進めること。 
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＜取組事項＞ 

校内生徒指導体制の確立 

（１）校長の責任とリーダーシップのもとに、小学校においては生徒指導主担者を、中学校において

は生徒指導主事を中心とした、より機能的な生徒指導体制の充実に努めること。 

（２）生徒指導主担者（小学校）は、学級の問題を全体の問題ととらえ、全校指導体制を、構築する

中心的役割を担うこと。生徒指導主事（中学校）は、学校の生徒指導全般にわたる業務の企

画・立案・処理に努め、管理職や関係諸機関との連絡調整を図り、問題への組織的対応の要

の役割を果たすこと。 

組織的な取組の推進 

（３）安全・安心な教育環境の充実を図り、児童・生徒の豊かな人格形成を行うこと。また、児童・生

徒の自己指導能力を育成するため、すべての児童・生徒の成長を促す指導を推進するこ

と。 

（４）児童・生徒の生活実態を把握し、指導方針を確立すること。 

（５）いじめ・暴力行為等の問題行動が発生したときは、学校が一体となった指導体制のもと、適切

な初期対応と直ちに情報集約、情報共有に努め、事実関係を正確に把握した上でケース会議

を実施するなど方針を決定し、組織的な対応を行うとともに、速やかに教育委員会に報告する

こと。 

（６）「レベルに応じた問題行動（非行）への対応チャート（枚方市版）」及び「５つのレベルに応じ

た問題行動への対応チャート」の積極的な活用により、問題行動のレベルに応じて責任の所

在を明確にしつつ、早期の指導や被害の拡大防止等の対応を図ること。 

（７）暴力行為等問題行動の未然防止及び早期発見・再発防止を図るため、すべての児童・生徒

に対する日常的な働きかけの中で、規範意識の醸成に努めるとともに、生徒指導主担者（小

学校）または、生徒指導主事（中学校）が中心となりスクールカウンセラーやスクールソーシャ

ルワーカー、スクールロイヤー等、専門家との協働による家庭・地域への働きかけ、子ども家庭

センターや警察等の関係諸機関との適切な連携ネットワークの構築に努めること。 

（８）枚方市小・中学校生徒指導連絡会等を活用するなど、９年間を見通して、小学校間・中学校

間及び小中学校間において連携を図り、情報の共有と指導の充実に努めること。 

（９）教職員の幼児・児童・生徒理解と指導力の向上を図るため、「枚方市生徒指導マニュアル（体

罰防止編・いじめ防止編）」等を活用して、校内研修の一層の充実に努めること。 

  いじめの防止と早期発見 

（10）「学校いじめ防止基本方針」に基づき、学校・家庭・地域が連携し、「いじめは絶対に許され

ない」という毅然とした姿勢でいじめの未然防止、早期発見・解消に努めること。 

（11）「いじめは、どの学校でも、どの子どもにも起こりうる」ものであることを十分認識した上で、
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「枚方市生徒指導マニュアル（いじめ防止編）」等を活用し、日頃より、いじめの早期発見や

対処の在り方等について、理解を深めること。 

（12）いじめを早期に発見し、積極的に認知するために、アンケート調査を学期に１回以上実施し、

個人面談等による実態把握に努めること。その際、発見・通報を受けた教職員は、一人で抱え

込むことなく、「いじめ防止等の対策のための組織」に直ちに情報を共有し、当該組織が中心

となり、速やかに関係児童・生徒から事情を聴き取るなどして、いじめの事実の有無を確認す

ること。また、家庭訪問等により、その日のうちに迅速に保護者に事実関係を伝えること。 

（13）児童・生徒及びその保護者からいじめについて相談があった場合は、真摯に向き合い児童・

生徒及びその保護者に寄り添い、傾聴すること。 

（14）生起したいじめに対しては、事実を可能な限り網羅的に把握した上で、迅速かつ適切に対応

するとともに、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー、スクールロイヤー等の専門

家との協働に努め解決を図ること。 

（15）児童・生徒の生命身体又は財産に重大な被害が生じるおそれがあるときは、枚方警察署ま

たは交野警察署に通報し、援助を求めるとともに、直ちに教育委員会に報告すること。 

（16）いじめの解消については、相当の期間においていじめに係る行為が止んでいること、被害児

童・生徒が心身の苦痛を感じていないことを日常の観察や面談等で確認し、注意深く見守る

とともに、解消後においても再発防止に努めること。 

（17）新型コロナウイルス感染症の感染者や濃厚接触者等となった児童・生徒や障害のある児

童・生徒や外国にルーツのある児童・生徒、性的マイノリティ等に係る児童・生徒等に対して、

いじめが行われることがないよう、適切な支援を行うとともに、保護者との連携、周囲の児童・

生徒に対する必要な指導を組織的に行うこと。 

（18）すべての児童・生徒が自他共に認め合える人権感覚を高める取組となっているかを点検す

るとともに、児童・生徒会活動等の自主的な活動を支援し、いじめのない学校づくりを推進す

ること。 

（19）インターネット・ＳＮＳを介したいじめについては、児童・生徒の利用実態に応じた指導を年間

計画に位置付けるとともに、研修等により教職員が正しい理解を深め、保護者への啓発も努

めること。 

  体罰根絶の取組 

（20）体罰の根絶については、各学校園において、日々の実践を再点検し、正しい児童・生徒理

解と信頼関係に基づく指導を行うため、「枚方市生徒指導マニュアル（体罰防止編）」等

を活用して教職員全体の共通認識を深めること。 

（21）教職員による体罰が疑われるような指導については、速やかに教育委員会に報告すること。 
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不登校児童・生徒への支援 

（22）不登校または不登校の兆しのある児童・生徒に対し、機を逃さず家庭訪問をするとともに、ＩＣ

Ｔ機器も活用して、児童・生徒とつながるなど、きめ細やかで適切な対応を図ること。 

（23）不登校が長期化している児童・生徒の状況把握に努め、児童・生徒及び保護者の心情や家

庭環境の実情に寄り添い、ＩＣＴを活用した活動等、個に応じた支援に努めること。また、必要に

応じて「適応指導教室（ルポ）」等と連携し、教育の機会の確保を図るよう努めること。また、早

期発見の観点から、欠席が継続している児童・生徒に対して、定期的な安全確認を行うこと。 

（24）小学校段階から、不登校やその兆しがある児童への支援体制を構築すること。また、中学校

１年生時に不登校生徒が増加する傾向が続いていることから、中学校入学段階での連携を

進めるとともに、小学校の取組を適切に中学校につなぐとともに、新たな不登校を生まない取

組を推進すること。 

（25）不登校児童・生徒の状況や背景が多様・複雑であることを踏まえ、児童・生徒が自らの進路

を主体的に選択し、社会的に自立することをめざせるよう、ＩＣＴ等を活用した学習活動等、個

に応じた取組を進めるとともに、民間の団体等との連携を含め、実情に応じた適切な支援を行

うこと。また、不登校児童・生徒及び保護者の心情に寄り添うとともに、『不登校児童・生徒の

「指導要録上出席扱い」に係るガイドライン』に基づいた対応を行い、児童・生徒が主体的に

社会的な自立をめざせるよう支援すること。 

  携帯電話等への対応 

（26）学校での携帯電話等の取り扱いについては、「枚方市小中学校における携帯電話の取扱い

に関するガイドライン」に基づき、教育活動に支障が出ないよう指導すること。また、その有用

性・危険性を理解させるとともに、正しくネットを使い、適切な使用時間を守るなど、自ら対処

できる力を育成すること。 

（27）携帯電話等でのＳＮＳ（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）や無料通話アプリ等を介した

ネット上の犯罪に巻き込まれないよう、家庭でのルールづくりなど、保護者への啓発を行うとと

もに、被害・加害から児童・生徒を守るための支援体制を確立し、必要に応じて関係諸機関等

と連携し対応すること。 

教育相談体制の充実 

（28）心の教室相談員、スクールカウンセラー、地域の人材等を活用し、児童・生徒への教育相談

体制を充実するとともに、幼児・児童・生徒及び保護者の不安や悩みを受け止められるよう、

「子どもの笑顔守るコール」等の相談窓口を周知すること。 

家庭・関係機関との連携 

（29）各家庭をはじめ、ＰＴＡや地域諸団体との双方向の情報交流を行い、少年サポートセンター等

が実施する「非行防止教室」を開催するなど、少年非行等の防止と解決を図ること。 
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（30）校区の状況把握、学校と家庭との関係を築くため、小学校及び中学校において、新型コロナ

ウイルス感染症拡大防止を踏まえ、家庭とつながる取組を、タブレット端末等のＩＣＴを活用す

るなど、各学校の実態・実情に即して、１学期に全学年で実施すること。  

喫煙・飲酒・薬物使用防止教育の充実 

（31）大麻・覚せい剤等の薬物乱用防止教育については、学校保健計画の中に位置付け、喫煙・

飲酒とともに、指導計画を策定し、保護者への啓発を含め、学校教育活動全体を通じて取り

組むこと。 

（32）学校薬剤師や警察官等の専門家による薬物乱用防止教室を年１回以上開催するとともに、

「危険ドラッグ」の危険性についても理解させ、決して使用することのないよう指導すること。 

校則について 

（33）校則の内容は児童･生徒の人権に配慮した内容となっているか等を確認するとともに、児童・

生徒の実情や社会の状況などを踏まえ適切に見直すこと。 

＜活用を図る資料＞ 

資料名 出典 

「不登校の未然防止に向けて～複数の目で見守るシ

ステム～」 
平成 17 年大阪府教育委員会 

「いじめ防止指針」 平成 18 年３月大阪府教育委員会 

「こどもエンパワメント支援指導事例集」 平成 19 年３月大阪府教育委員会 

「いじめ対応プログラムⅠ」 平成 19 年６月大阪府教育委員会 

「いじめ対応プログラムⅡ」 平成 19 年８月大阪府教育委員会 

「体罰防止マニュアル」 平成 19 年 11 月大阪府教育委員会 

「いじめ対応プログラム実践事例集」 平成 20 年７月大阪府教育委員会 

「携帯・ネット上のいじめ等への対処方法プログラム」 平成 21 年３月大阪府教育委員会 

「スクールソーシャルワーカー配置・派遣校での活動と

市町村での活用ガイド」 
平成 21 年 12 月大阪府教育委員会 

「生徒指導提要」 平成 22 年３月文部科学省 

「いじめ対応プログラム指導案集」 平成 23 年５月大阪府教育委員会 

「生徒指導リーフ」シリーズ 平成 24 年２月～文部科学省国立教育政策研究所 

「暴力によらない問題解決力育成プログラム」 平成 24 年３月大阪府教育委員会 

「携帯・ネット上のいじめ等生徒指導上の課題に関す

るとりまとめと提言２」 
平成 24 年 12 月大阪府教育委員会 

「いじめ対応マニュアル（いじめ対応プログラム補助資

料）」 
平成 24 年 12 月大阪府教育委員会 

「枚方市生徒指導マニュアル（いじめ防止編）」 平成 25 年４月枚方市教育委員会 

「枚方市生徒指導マニュアル（体罰防止編）」 平成 25 年４月枚方市教育委員会 
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「第四次薬物乱用防止五か年戦略」 平成 25 年８月文部科学省 

「５つのレベルに応じた問題行動への対応チャート」 平成 25 年８月大阪府教育委員会 

「スクールカウンセラーと教員がともに取り組む問題解

決力育成のためのブックレット」 
平成 25 年８月大阪府教育委員会 

人権教育リーフレット１「いじめ対応のポイント」 平成 26 年３月大阪府教育委員会 

人権教育リーフレット７「ネット・スマホの問題と子ども

の人権」 
平成 26 年３月大阪府教育委員会 

人権教育リーフレット８「いじめの対応②」 平成 26 年３月大阪府教育委員会 

大阪府いじめ防止基本方針 平成 26 年４月大阪府教育委員会 

枚方市いじめ防止基本方針 平成 26 年７月枚方市教育委員会 

平成 26 年度大阪の子どもを守るネット対策事業（文

部科学省委託事業）事業報告書＆ネットトラブル回避

プログラム 

平成 27 年３月大阪府教育委員会 

「薬害を学ぼう」 平成 27 年３月大阪府教育委員会 

「携帯・ネット上のいじめ等の防止資料」 平成 27 年８月大阪府教育委員会 

「レベルに応じた問題行動（非行）への対応チャート」 （中学校版）平成 27 年枚方市教育委員会 

「薬物乱用防止教育の推進について」 平成 28 年２月大阪府教育委員会 

「義務教育の段階における普通教育に相当する教育

の機会の確保等に関する基本方針」 
平成 29 年３月文部科学省 

「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン」 平成 29 年３月文部科学省 

「いじめ防止等のための基本的な方針」 平成 29 年絵３月改訂文部科学省 

「不登校児童生徒への支援実践事例集～児童生徒に

寄り添った支援のために」 
平成 29 年８月大阪府教育委員会 

「小学校におけるチーム支援ＳＳＷ活用事例～小学校

指導体制支援事業の取組みより～」 
平成 30 年２月枚方市教育委員会 

大阪府いじめ防止基本方針 平成 30 年３月改定大阪府教育委員会 

枚方市いじめ防止基本方針 平成 30 年９月改定枚方市教育委員会 

「枚方市いじめ対応マニュアル」 平成 30 年９月枚方市教育委員会 

「大麻等薬物乱用防止教育の充実強化について」 平成 30 年 10 月大阪府教育委員会 

「小中学校における携帯電話等の取扱いに関するガイ

ドライン」 
平成 31 年３月大阪府教育委員会 

「いじめ対応セルフチェックシート（府内小中学校等に

おけるいじめ対応について）」 
令和元年６月大阪府教育委員会 

「不登校児童生徒への支援の在り方について」 令和元年 10 月文部科学省 

「子どもを守る被害者救済システム」 令和元年 12 月改訂大阪府教育委員会 

「子どもたちの社会的な自立のために～不登校児童

生徒への支援と取組み～」 
令和２年４月大阪府教育委員会 
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「枚方市小中学校における携帯電話の取扱いに関す

るガイドライン」 
令和２年６月枚方市教育委員会 

「大麻等薬物乱用防止教室の充実及び啓発資料の

活用について」 
令和２年９月大阪府教育委員会 

「ストップいじめ」 令和３年４月予定枚方市教育委員会 

「携帯・ネット上のいじめ等への対処方法プログラム

（追加資料）」 
毎年度大阪府教育委員会 

＜関係法令＞ 

資料名 出典 

「大阪府薬物の乱用の防止に関する条例」 平成 24 年 12 月大阪府教育委員会 

「いじめ防止対策推進法」 平成 25 年９月文部科学省 

「子どもを守る条例」 令和３年３月 29 日枚方市 
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基本方策８ 学びを支える教育環境の充実 

16．教育環境の活用について 

＜基本的な方向性＞ 

 少子化の進行による児童・生徒の減少や学校施設の老朽化が進む中で、学校施設の維持改善

や教育の情報化の推進等、より安全で充実した教育環境の整備を進める。令和２年３月に策定し

た「枚方市学校整備計画」に基づき、計画的に整備が進む学校施設を日常保全により健全に維

持する。さらに、ＩＣＴを効果的に活用し、個に応じた家庭学習の充実を実現するため、教職員・児

童・生徒に対し配備された１人１台のタブレット端末や周辺機器等を活用するなど、教育の情報化

を推進する。また、教育委員会と学校が、今まで以上に一体となって学校運営を進めていくため、Ｉ

ＣＴ等を活用したより効率的な情報共有や連絡体制の確立をめざす。 

 そして、教職員が子どもと向き合い、指導に専念できる時間をより多く確保するためにＩＣＴを活用

し、校務の軽減と効果的・効率的な学校運営に取り組む。 

＜最重要課題＞ 

○学校園施設の日常的な管理を行うとともに、幼児・児童・生徒の「自分たちの学校園を大切に

使おう」という気持ちを育てること。 

〇ＩＣＴ機器を活用し、学校運営等に効果的に活用できるよう取組を進めること 

〇ＩＣＴ機器を取り扱うにあたり、教職員一人一人が「枚方市立学校情報セキュリティポリシー」

に沿ったリテラシーを身につけ、活用に努めること。 

＜取組事項＞ 

学校園施設、設備の維持管理 

（１）令和２年３月に策定した「枚方市学校整備計画」に基づき、学校園の維持保全及び予防保

全工事、トイレの洋式化、ユニバーサル化及び個室化工事などの計画的な整備が進められる

が、日常の維持管理についても、施設の機能や性能を良好な状態に維持すべく適切に行い、

幼児・児童・生徒の「大切に使おう」という気持ちを育てること。また、施設の状況を日常的に

点検し、異常個所や危険個所等の早期発見に努め、工事や修繕を要する状況であれば、必

要に応じて工事の要望等を行うこと。 

（２）空調設備については、令和３年度以降も引き続き、より効果的・効率的な維持管理・更新が

行われるが、学校園は、空調の日常使用において必要以上に長時間使用しないこと、切り忘

れを防止することを心掛け、また、適切な設定温度の確認などを常に行うことで、幼児・児童・

生徒の環境意識を育てること。 

校内体制の確立 

（３）ＩＣＴ機器を活用することで、通知表や指導要録等の事務処理を軽減するとともに、より効
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果的な学校運営等に向けての見直しや、教職員の健康保持等、勤務環境の取組を推進す

る。 

  ＩＣＴ機器の管理運用 

（４）児童・生徒に対し、タブレット端末の取り扱いについて安全、安心して使用できるよう努めるこ

と。 

（５）タブレット端末の管理、運用については、年度更新等も含めて、ＩＣＴ環境整備担当者やＩＣＴ

支援員などと協力して運用に努めること 

＜活用を図る資料＞ 

資料名 出典 

「枚方市学校整備計画」 令和２年３月枚方市教育委員会 
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基本方策９ 生涯学習の推進と図書館の充実 

17.学校図書館機能の充実について  

＜基本的な方向性＞ 

  社会が激しく変化し、複雑になる中で、生涯にわたり自らに必要な知識や能力を身に付けること

が必要である。そうしたことを支える学びの１つとして読書があり、児童・生徒の発達段階に応じた

言語能力、情報活用能力、問題発見・解決能力の育成に向けて読書活動を推進することが重要で

ある。 

  また、読書が果たす重要な役割を踏まえ、学校図書館の授業等における活用を充実させて、児

童・生徒の情報活用能力を向上させ、読書習慣を確立することをめざし、学校図書館の「読書セン

ター機能」及び「学習・情報センター機能」の向上及び充実を図る。 

  市立図書館では、枚方市立図書館第４次グランドビジョンにおいて、児童・生徒の読書習慣の定

着に向けた学校図書館へのさらなる支援を施策の方向性に掲げている。小中学校においては、市

立図書館の支援を受けながら、学校図書館機能の充実を図ることにより、児童・生徒の読書活動

を推進する。 

＜最重要課題＞ 

○児童・生徒が読書の楽しさや喜びを味わうことで、豊かな心を育てるとともに、主体的に問題解

決や探究活動に取り組むことによって、情報活用能力等を育成する。そのために児童・生徒の実

態等を踏まえて各学校において、学校図書館運営方針及び年間計画を策定すること。 

〇策定した学校図書館運営方針及び年間計画に則って、司書教諭・学校司書を中心に、読書活

動を推進し、学校全体で授業等における学校図書館の効果的な活用に積極的に取り組むこと。 

〇学校図書館の効果的な活用については、研究指定校や研究推進校の成果を参考にしながら、

取組を進めるとともに、授業における学校図書館の活用状況について、客観的に指標を定め、

検証すること。 

＜取組事項＞ 

（１）読書センター機能の充実のため、発達段階に応じた読書環境づくりを進め、並行読書やビブリ

オバトルなどの読書活動に取り組み、読むことの習慣や読む力、考える力を育成するとともに

読書習慣の確立を図ること。 

（２）学習・情報センター機能の充実のため、各教科等での学習活動に学校図書館の活用を位置

づけて、児童・生徒の情報活用能力の育成や主体的な学習活動の支援を図ること。 

（３）市内全19中学校区及び研究推進校に配置した学校司書の専門性を活かし、児童・生徒の実

態に応じて、読書活動を推進し、学校図書館の効果的な活用に努めること。そのために、図鑑

や事典、新聞、電子書籍等多様な資料を整備するなど、学習において活用しやすい環境整備
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を推進すること。 

（４）枚方市立図書館と連携しながら「第３次枚方市子ども読書活動推進計画」を踏まえた取

組を推進すること。 

（５）学校図書館の蔵書については、学校図書館システムの蔵書データベースを使い、適切な蔵書 

管理に努めること。 

＜活用を図る資料＞ 

資料名 出典 

「枚方市の学校図書館のあり方について（第１版）」 平成 28 年４月枚方市教育委員会 

「学校図書館を活用した授業実践例」 令和２年３月、令和元年 11 月 大阪府教育庁 

「第４次大阪府子ども読書活動推進計画」 令和３年３月大阪府教育委員会 

＜関係法令＞ 

資料名 出典 

「学校図書館司書教諭の発令について」 平成 15 年１月文部科学省 

「学校図書館法」 平成 26 年６月改正 
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基本方策 10 文化・スポーツなどの生涯を豊かにする体験活動の充実 

18.社会教育と学校教育の連携について 

＜基本的な方向性＞ 

社会教育と学校教育の連携を強化し、地域等と連携しながら、子どもたちが社会と関わる機会

を積極的に設けることにより文化・芸術・スポーツ等、様々な体験活動を充実させる。 

＜最重要課題＞ 

〇地域等との連携により社会と関わる機会や文化・スポーツなどの体験活動を充実させること。 

 

＜取組事項＞ 

多様な学習機会の活用 

(１)自然体験や社会体験などの直接体験を重視するとともに、発達段階における指導の重点を明 

確にし、より効果的な指導の工夫を図ること。その際、枚方市野外活動センターや旧田中家鋳 

物民俗資料館等の施設を有効活用するよう努めること。 

（２）地域や事業者等の協力を得ながら、ボランティア活動や職業体験等の社会体験を積極的に

取り入れ、その実践的態度を育成すること。 

（３）特別史跡百済寺跡等の地域にある貴重な歴史文化遺産等を生かして、児童・生徒の郷土へ 

の歴史の理解を深めること。 

(４)土曜日等に児童の文化・スポーツなどの体験活動に取り組まれる「枚方子どもいきいき広場」 

事業の実施団体への協力を図ること。 

（５）学校園施設の開放については、積極的に推進すること。 
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基本方策 10 文化・スポーツなどの生涯を豊かにする体験活動の充実 

19.児童の放課後対策について 

＜基本的な方向性＞ 

すべての児童にとって望ましい「放課後」を実現していくために令和２年３月に策定した「児童の

放課後を豊かにする基本計画」に基づき、本市の実情に即した児童の総合的な放課後対策の計

画的な整備に取り組む。 

「時間」「空間」「仲間」の３間を充実させ、すべての児童が放課後を安全・安心に過ごし、自由

に遊べる環境整備を図る。 

＜最重要課題＞ 

〇留守家庭児童会をはじめとする放課後事業と連携し、児童の居場所の確保に努めること。 

 

留守家庭児童会室との連携・協力 

（１）児童の健全育成や安全確保の観点から、情報共有や学校施設の活用等、調整・協力体制

の構築を図ること。 

放課後キッズクラブ（総合型放課後事業）との連携・協力 

（２）児童の安全確保、健全育成、自主性や社会性の育成などを図る観点から、留守家庭児童会

室と放課後子ども教室を核とし、枚方子どもいきいき広場と放課後自習教室と連携・協働する

放課後キッズクラブ実施にあたり、必要に応じて運営主体との連携・協力を図ること。 

 ＜活用を図る資料＞ 

資料名 出典 

「放課後子ども総合プラン」 平成 26 年７月 31 日文部科学省・厚生労働省 

「新・放課後子ども総合プラン」 平成 30 年９月 14 日文部科学省・厚生労働省 

「児童の放課後を豊かにする基本計画」 

～すべての児童の放課後を豊かにするための取組み

について～ 

令和２年３月枚方市教育委員会 

「第２期枚方市子ども・子育て支援事業計画」 令和２年３月枚方市 

 
 

 



キャリアステージに応じて教員に求められる資質・能力（枚方市教員等育成指標） 

 Ⅰ 初任期（1 ~ 5年） 

教員としての基礎力、学校組織の一員としての自覚を高める時期 

Ⅱ ミドルリーダー期（6 ~ 10年） 

実践的指導力を向上させ、視野の拡大を図る時期 

Ⅲ リーダー期（11 ~ 20年） 

助言者としての力量やマネジメント力の向上を図る時期 

Ⅳ キャリアの成熟期（21年 ~） 

学校内外の連携を推進し、学校経営に参画する時期 

教育への情熱と 

教職員としての基礎的素養 

①〔人権尊重の精神〕 

②〔危機管理能力〕 

③〔学び続ける力〕 

①人権尊重に基づいた子ども理解ができ、

指導することができる 

②学級等の安全管理ができる 

③優れた取組に学ぶ姿勢を持つ 

①学校の人権教育推進のために行動できる 

②学校安全のために組織的な行動ができる 

③幅広い専門性を高め、キャリアプランを

立てる 

①学校の人権教育及び地域啓発を企画・ 

推進し、教職員に助言できる 

②学校における危機管理体制を点検し、 

改善できる 

③様々な分野において最新の情報を収集 

するとともに、実践を発信する 

①人権尊重を基盤とした学校づくりに参画

できる 

②学校・家庭・地域・関係諸機関と連携 

した危機管理体制を確立できる 

③学校教育目標達成の視点から様々な情報

を収集し、発信する 

社会人としての基礎的素養 

④〔課題解決能力〕 

⑤〔法令遵守の態度〕 

⑥〔事務能力〕 

④子どもの課題を把握し、解決に向けて 

行動できる 

⑤教育公務員として法令を遵守する 

⑥計画的かつ正確に事務処理できる 

④学年の課題を把握し、解決に向けて行動

できる 

⑤法令への深い理解を持つ 

⑥効率的に事務処理できる 

④学校の課題を把握し、解決に向けて行動

できる 

⑤法令遵守の精神を教職員に助言する 

⑥他の教職員と協力し、効率的に事務処理

できる 

④大局的に物事をとらえ、学校内外の教育

課題を把握し対応案を示すことができる 

⑤法令遵守の精神を全ての職員が持ち続け

ることができるよう、組織的な取組を 

推進することができる 

⑥作成した書類等について点検できる 

組織の一員としての 

行動力・企画力・調整力 

⑦〔協働して取り組むことができる力〕 

⑧〔ネットワークを構築する力〕 

⑨〔マネジメントする力〕 

⑦組織の一員としての自覚を持って行動 

する 

⑧課題を解決するために様々な人に報告・

連絡・相談することができる 

⑨学級経営等を行うことができる 

⑦学年、分掌等の要となり、教職員のチー

ム力を高めることができる 

⑧様々な人と関わり、課題を解決するため

のネットワークを構築できる 

⑨学校教育目標に基づき、学年経営や手本

となる学級経営等を行うことができる 

⑦一人ひとりの教職員の特性を活かし、 

協働的な組織力を高めることができる 

⑧必要に応じて関係機関と連携し、組織力

的なネットワークを構築できる 

⑨学校教育目標に基づき、学校全体の 

計画を作成、実行できる 

⑦学校・家庭・地域・関係諸機関と協働し、

学校力を高めることができる 

⑧学校内外のネットワーク構築のコーディ

ネートができる 

⑨中・長期的な学校経営の方向性を提案し、

学校経営に参画することができる 

子どもの力を伸ばす 

授業力・教科の指導力 

⑩〔授業を構想する力〕 

⑪〔授業を展開する力〕 

⑫〔授業を評価する力〕 

⑩子ども主体の授業設計ができ、学習指導

案に示すことができる 

⑪基本的な授業スキルを実践に活かすこと

ができる 

⑫Hirakata 授業スタンダードに基づいた

視点で自分の授業を客観的に振り返る 

⑩教材を深く理解し、子どもの実態に応じ

て創意工夫した授業設計ができる 

⑪子どもの実態に応じた柔軟な授業展開が

できる 

⑫Hirakata授業スタンダードに基づいた 

授業評価を授業改善に活かしている 

⑩授業の構想について他の教員に助言する

ことができる 

⑪授業展開について他の教員に助言する 

ことができる 

⑫Hirakata授業スタンダードに基づいた 

授業評価力を身につけている 

⑩研究体制を整え、授業設計について組織

的な取組を進めることができる 

⑪個々の教員の特性を把握し、授業改善に

向けた適切な助言ができる 

⑫Hirakata授業スタンダードに基づいた 

授業改善を推進する体制を構築する 

子どもの自尊意識を高め、 

集団づくりなどを指導する力 

⑬〔子どもを理解し一人ひとりを指導する力〕 

⑭〔支援教育に対する理解と実践力〕 

⑮〔集団づくりを指導できる力〕 

⑯〔子どもをエンパワーできる指導力〕 

⑬個に応じた指導・支援ができる 

⑭合理的配慮等、支援教育に関する基礎的

な知識を身につけ、子どもへの指導・ 

支援に活かすことができる 

⑮学校の生徒指導方針を理解し、迅速な 

報告・連絡・相談を行うことができる 

⑯子ども一人ひとりに居場所があるような

相互に違いを認め合う集団づくりができ

る 

⑬子どもどうしのコミュニケーションを 

促進できる 

⑭子どもの発達の段階や特性に応じた 

指導・支援の方法について、他の教職員 

に助言できる 

⑮生徒指導等で組織的な対応の中心となる 

⑯子どもの一人ひとりの自立を促し、相互

に違いを認め、高めあう集団づくりが 

できる 

⑬子ども対応のロールモデルとなり、他の

教職員に適切な助言できる 

⑭支援教育の観点や配慮を要する子どもに

対する指導内容や支援方法について精通

し、他の教職員に助言できる 

⑮組織的な生徒指導体制を機能させる 

⑯子どもの自立のために、家庭や地域、 

関係機関と協働することができる 

⑬多様な場面、多角的な視野からの子ども

理解について他の教職員に助言できる 

⑭支援教育の理解や配慮を要する子どもに

対する指導・支援について、組織的な 

取組を推進することができる 

⑮学校・家庭・地域・関係諸機関と連携 

した生徒指導体制を確立できる 

⑯学校教育目標やめざす子ども像を発信し

その実現に向けた組織的な取組ができる 

※各キャリアステージにおける経験年数はあくまでも目安です。個々の特性や学校園の状況に応じて、柔軟に捉えることが大切です。 
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《キャリアステージに応じて学校事務職員に求められる資質・能力》 

 Ⅰ 基礎養成期（1 ~ 3 年） 

基本的な業務遂行力と学校事務職員としての自覚を高める時期 

Ⅱ 専門性養成期（4 ~ 10 年） 

専門性を高め、組織の一員としての自覚を高める時期 

Ⅲ 専門性・指導力養成期（11 ~ 20 年） 

助言者としての力量やマネジメント力の向上を図る時期 

Ⅳ 指導力・統率力向上期（21 年 ~） 

学校内外の連携を推進し、学校経営に深く参画する時期 

学校事務職員としての 

基礎的資質 

①〔実務能力〕 

②〔人権意識向上と人権教育理解〕 

③〔子ども理解〕 

④〔法令・条例〕 

⑤〔主体的に学び続ける力〕 

①業務を滞りなく正確・丁寧に遂行すると

ともに、助言を受け、適切に改善できる 

 

②人権教育を理解し、人権意識、人権感覚

を身につける 

 

③学校の生徒指導方針を理解し、多様な子

どもへの理解を深める 

 

 

④学校の規定を理解し、公務員として法令 

を遵守する 

 

⑤研修や研究の機会を捉えて、自己成長を

図る努力をする 

①創意工夫を加えながら、業務を正確・ 

丁寧に遂行し、経験の浅い学校事務職員

に助言できる 

②人権教育に対する理解を深め、人権尊重

に基づいた取組ができる 

 

③保護者の思いや家庭背景を踏まえ、子ど

もへの理解を深める 

 

 

④学校の規定の整備を行い、法令の遵守に

ついて経験の浅い学校事務職員に助言が

できる 

⑤研修や研究を生かして資質・能力の向上

を図り、成長意欲を持ち続ける 

①研鑽を積み、経験を活かしつつ効果的な

業務運営を行い、他の学校事務職員に助

言ができる 

②人権尊重に基づいた取組を推進すると 

ともに、その内容を他の学校事務職員 

に助言ができる 

③連携した協働体制の中で子どもへの理解

を深め、他の学校事務職員に助言が 

できる 

 

④学校の規定に精通し、整備について助言

するとともに、法令遵守の大切さを教職

員に啓発することができる 

⑤研修・研究について企画立案するととも

に、業務に関わる様々な情報を収集し、

実践に活かすことができる 

①業務運営に精通し、学校経営の視点から 

改善を行うとともに、人材育成に努め、

教職員に助言ができる 

②人権尊重を基盤とした学校づくりを推進

するとともに、その内容を教職員に助言

ができる 

③子ども理解を深め、学校教育目標や児童

生徒指導方針に従って教職員に助言する

とともに、関係機関と連携を深め、協働

できる 

④学校の規定に習熟し、整備・改善につい

て助言するとともに、法令遵守の大切さ

を教職員に助言することができる 

⑤研修・研究の支援をするとともに、様々

な情報を収集し、学校教育目標達成の 

ためのビジョンを示すことができる 

社会人としての資質 

⑥〔課題解決力〕 

⑦〔危機管理能力〕 

⑥自他の課題を認識し、解決に努めると 

ともに、セルフマネジメントについて 

理解する 

 

⑦情報管理に携わり、危機管理に関わる基

礎的な知識を身につける 

⑥自他の課題を把握し、課題解決のために

協働して行動するとともに、セルフマネ

ジメント力を高める 

 

⑦情報管理に携わり、危機管理について、

適切な対応ができる 

⑥学校全体の課題を把握し、解決に向けて

行動するとともに、セルフマネジメント

について他の学校事務職員に助言が 

できる 

⑦情報管理に精通し、学校における危機 

管理体制について、他の学校事務職員に 

助言ができる 

⑥課題解決に向けて適切な指針を示すと 

ともに、セルフマネジメントについて 

教職員に助言ができる 

 

⑦情報管理に精通し、学校における危機 

管理体制を点検・改善するとともに、 

教職員に助言ができる 

協働による学校組織づくり 

⑧〔協働的組織力〕 

⑨〔学校マネジメント力〕 

⑩〔ネットワークを構築する力〕 

⑧組織の一員としての自覚を持って行動 

するとともに、情報伝達や接遇に必要な 

コミュニケーション力を高める 

⑨学校教育目標を理解して、学校事務業務

を行う 

 

 

⑩学校事務を効率的に執行する観点から、

事務の連携組織について理解し、組織の

一員として与えられた役割を果たすこと

ができる 

⑧交渉力や調整力をもとに、チーム学校の

一員として積極的に連携・協働できる 

 

⑨学校教育目標に基づき、学校事務業務を

効率よく実行するとともに、学校運営参

画に必要な知識や企画・提案力を身につ

ける 

⑩学校事務を効率的に執行する観点から、

事務の連携組織について理解を深め、一

員として責任を自覚し、積極的に役割を

果たすことができる 

⑧学校運営に参画し、財務予算面から組織

運営改革を行う 

 

⑨学校教育目標に基づき、学校事務業務を

通して学校運営方針の具体化方策への 

助言を行うことができる 

 

⑩事務の連携組織において中心的な役割を

果たすとともに、広く学校内外において、

課題解決に向けたネットワークを構築

し、活用することができる 

⑧学校力を高め、チーム学校を財務予算面

から管理統括する 

 

⑨学校教育目標に基づいた中・長期的な 

学校経営方針策定に積極的に参画する 

 

 

⑩事務の連携組織において統括的な役割を

果たすとともに、学校力を高めるための

ネットワークを構築し、情報を発信する

ことができる 

※各キャリアステージにおける経験年数はあくまでも目安です。個々の特性や学校園の状況に応じて、柔軟に捉えることが大切です。 



Hirakata 授業スタンダード
～子どもたちが「わかる・できる」授業をデザインする～

☆驚きや不思議さ、必要感や不都合感のある、思考を促す課題 を効果的に示します

☆子どもに授業の流れをつかませ、課題解決に向けた見通しをもたせます

☆じっくり考える時間を確保し、ひとりひとりに自分なりの考えをもたせます

☆自分で考えたことを根拠とともに ノート等に書かせ、整理や自己検証をさせます

☆（目的に応じてペア・グループ・全員等で)納得解や最適解を検討する場をつくります

☆捉え方や考えの違いから再確認や新たな発見を促し、自分の考えを再構築 させます

☆学習したことのまとめや振り返りを板書、発表、確認問題等で共有します

☆個別の気づきや新たな課題 を引き出し、ノート等に根拠とともに書かせます

ひ
と
ま
と
ま
り
の
授
業
の
中
で

本時の
めあてを
提示
している

一人で
考える
時間が
ある

交流する
時間が
ある

授業を
振り返る
場面が
ある

めざす子どもの姿、つけたい力を明確にした
逆向き設計の単元指導計画

・安心して学べる仲間づくり

・家庭学習とのつながり

・学習指導要領の理解

・教材研究・指導スキルの向上

子どもたちの形成的評価や授業を評価し改善を図ります学習内容を定着させるための家庭学習の課題を設定します

第１ステージ〔型の定着〕 第２ステージ〔質の向上〕

キーワードは
「課題」の
質の向上

学習者のレディネス 授業者のレディネス

めあての
提示

じっくり
考える
活動

交流し、
深める
活動

振り返り

枚方市
ひこぼしくん

教員用



Hirakata 授業スタンダード
～みんなが「わかる・できる」を実感する授業にするために～

☆めあて（学習課題）を知り、これまでに学んだことをもとに「どうすれば解決できるか」

自分なりの見通しをもちます。

☆課題に向き合い、解決する方法をひとりでじっくり考えます。

☆自分なりに考えたことをノート等に書き出し、「なぜそう考えたのか」を整理します。

☆仲間とおたがいに考えを発表したり、話し合ったり(ペア・グループ・全員)して、自分の

考えを確かめたり、新しい考え方を見つけたりします。

☆学んだことを使って、確認問題や練習問題に取り組みます。

☆学んだことをふり返り、「わかった」「できた」「ふしぎ」などを自分の言葉でまとめます。

授
業
の
中
で

その日の授業や単元を通して、
何ができるようになるのか、ゴールを知ります

・安心して学べる仲間づくり

・教科書・ノート・筆記用具など

・次に学習するところを予習します

・復習した内容を活かします

教科書やノート、学習コンテンツなどを参考に、学校で学んだことを、家でもう一度復習します

キーワードは
「学んだことを
使ってみる」

授業が始まるまでに 家庭学習とのつながり

つかむ・
つなげる

じっくり
考える

学び合う

ふり返る

家庭学習の充実

枚方市
ひこぼしくん

児童生徒用
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枚方版 ICT教育モデル
（案）

ICTの活用による新しい学校教育の確立
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枚方版 ICT教育モデル作成の目的

枚方市は、 LTEモデルのiPadです。

とにかく使ってみる！

今の子どもたちが迎える未来は、予測困難な時代と言われています。社会の在り方

が劇的に変わる「Society5.0時代」が到来する中、本市では、国の「ＧＩＧ

Ａスクール構想」も踏まえて、市内公立小・中学校において、

児童・生徒に1人1台のタブレット端末を配備しました。

このモデルは、未来を生きる子どもたちに必要な資質・能力を育成する

ために、タブレット端末を効果的に活用した枚方市のめざす教育を示すものです。

タブレット端末は、操作が簡単で、直感的に使えるiPadを選びました。起動も速く、自分の

考えを分かりやすく表現できます。

LTEモデルなので、「いつでも」「どこでも」使うことができます。

子どもたちが、鉛筆やノートのような文房具の１つとして使いこなしていくことをめざします。

１人１台のタブレット端末がある学校は、誰にとっても未知の経験です。最初は見えな

いことが多く、心配が絶えず、失敗もあると思います。

しかし、失敗を糧にチャレンジし続けることが、予測困難な時代を生き

抜く子どもたちを育てることにつながります。子どもたちがとにかく使ってみる

機会や環境の充実に向けたサポートをお願いします。

１

１．はじめに



今から20年前の2000年、この年の流行語年間大賞は「IT革命」。しかし、まだスマートフォンもタブ

レット端末もありませんでした。学校では、土曜日に授業が行われていました。今から20年後には、ど

のような未来が待っているのでしょうか。

（１）20年後の未来

文部科学省 佐藤 有正「GIGAスクール構想（ソフト面）の今後の展開について」より

図のように、情報技術の高度化、国境を越えた交流の活性化、少子高齢化など、現状からも誰も経

験をしたことがない未来が予測できます。さらに、情報技術の高度化により、新たな価値が次々に生

まれ、人が生み出した技術でさえも、人の想像を超えるものとなっています。

そうなると、20年後の未来は全く予測も想像もできない出来事が起こっているかもしれません。

２０年後には、小学１年生が２６歳、中学３年生が３５歳になります。

子どもたちが自らの可能性を最大限に発揮し、主体的によりよい社会の創り手となり、幸せに生活

するためには、学校教育の中でどのような力を身につけていく必要があるでしょうか。

あなたは、子どもたちにどのような力が必要だと思いますか。

２．枚方版 ICT教育モデル作成の背景

２



（２）枚方版 ICT教育モデルの位置づけ
予測困難な時代を生きる子どもたちが、必要な資質・能力を身につけるために、枚方市では、以下の

ように「枚方市教育大綱」、「枚方市教育振興基本計画」、「枚方市学校教育におけるICT活用の方

針」を策定してきました。そして、今回、より具体的な教育の在り方を示すため、「枚方版 ICT教育モ

デル」を作成しました。

３

枚方市教育大綱（抜粋）

枚方市の教育理念

枚方市教育振興基本計画（抜粋）

超スマート社会（Society 5.0）に対応するため、プログラミング教育の推進や情報活用能力の育成の
視点も踏まえながら、令和２年６月に策定した「枚方市学校教育におけるICT活用の方針」や、国の
GIGAスクール構想に基づき、一人一台のタブレット端末等のICTを活用した協働型・双方向型の授業
及び個別最適化された学びを推進します。

・新学習指導要領に基づく「主体的・対話的で深い学び」のための授業改善や情報活用能力の育成
等に向けたICT活用による授業の展開
・自学自習の定着に向けた放課後学習や家庭学習におけるタブレット端末の効果的な活用
・教員のICTの活用力及び指導力の向上

枚方市学校教育におけるICT活用の方針（抜粋）

基本目標

子どもたちにとって、わかる授業や「主体的・対話的で深い学び」を実現する授業をめざして
「授業改善」「家庭学習の充実」に取り組みます。

『夢と志を持ち、可能性に挑戦する”枚方のこども”の育成』
〜 子どもたちの未来への可能性を最大限に伸ばす枚方の教育〜

＜重点方針１ 確かな学力の育成＞

基本方策１ 確かな学力と自立を育む教育の充実

５つの重点的に進める取組

（２）タブレット端末などICTを活用した学習活動の充実と学力の育成

学びあい、つながりあい、一人ひとりの未来をひらく
～自立、協働、創造に向けた主体的な学びを支え、可能性を最大限に伸ばす～

ICTの活用による新しい学校教育の確立
〜 子どもたちを誰一人取り残すことのない、個別最適化された学びの実現〜

枚方版 ICT教育モデル

教育目標



学びあい、つながりあい、一人ひとりの未来をひらく

～自立、協働、創造に向けた主体的な学びを支え、可能性を最大限に伸ばす～

情報活用能力言語能力 問題発見・解決能力

枚方市の教育目標

全体のイメージ図です。ＬＴＥタブレット端末の特長を生かし、学校と家庭がシームレスにつながること

で、国が示す資質・能力の育成をめざします。また、枚方市が大切にしていく「５つのＣ」の視点も意

識しながら、教育目標の達成に向けて様々な取り組みを推進していきます。

（３）枚方版 ICT教育モデルの全体図

学びに向かう力、
人間性等

知識及び技能 思考力、判断力、
表現力等

４

枚方市が大切にする５つのＣの視点

学校と家庭のシームレスな学びやつながり

チャレンジ

国の示す資質・能力

生きる力

コラボレーションコミュニケーション

クリエイティビティ クリティカル シンキング

iPad

LTE

クラウド

力の育成をめざすためのICT環境



実際の社会や
生活で生きて働く

学んだことを
人生や社会に生かそうとする

思考力、判断力、
表現力等

知識及び技能

未知の状況にも
対応できる

学びに向かう力、
人間性等

自分の思いを伝えたり、

他者の思いを受け止めた

りしながら、コミュニケー

ションをとるための重要

な能力です。

今回の学習指導要領で
新しく加えられた資質・能力
です。

物事の中から問題を

見いだし、PDCAサイクル

を働かせながら、問題の

発見・解決のための

道筋をたてる能力です。

言語能力 情報活用能力 問題発見・解決能力

学習指導要領では「生きる力」を育むために、「主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善」

と「カリキュラム・マネジメント」により、各教科等において、以下の３つの資質・能力を育成することが

示されています。

（１）これからの子どもたちに必要な資質・能力

主体的・対話的で深い学び カリキュラム・マネジメント

「何を学ぶか」だけではなく、
「どのように学ぶか」を重視した授業

組織的かつ計画的に
教育課程の質の向上を図っていく

あわせて、学習の基盤として、３つの資質・能力の育成が掲げられています。

●コンピュータ等の情報手段を適切

に用いて情報を得る力

●情報を整理・比較する力

●得た情報をわかりやすく発信・伝達

する力

●情報手段の基本的な操作の習得

●情報モラル、情報セキュリティ

５

3．子どもたちに「生きる力」を育む

生きる力



（２）LTEでつながり続ける

iPad

LTE

様々な環境にある児童・生徒とのコミュニケーションツールとして！

Classroomで先生や仲間とつながり合える安心感！

保護者や地域への情報発信の充実！

あなたなら、どのような「つながり」をイメージしますか。

６

タブレット端末を活用した子どもたちの学びが、通信環境の影響によって途切れることがないように、

枚方市ではLTEモデルを選びました。このことによって、１人１台のタブレット端末と１人１アカウント

を合わせることで、「いつでも」「どこでも」つながり続ける環境が整いました。

様々な環境にある児童・生徒といつでもどこでもつながる！

家庭学習や校外学習でいつでもどこでもiPadが使えて、学校の授業とつながる！

学校の情報発信がいつでもどこでもできて、保護者や地域とつながる！

Classroomでいつでもどこでも先生や友達とつながる！

交流学習でいつでもどこでもiPadが使えて、学校外の場所とつながる！

クラウド

「いつでも」「どこでも」

つながり続けることが可能に！



７

（３）枚方市が大切にする５つのCの視点
枚方市では、学習指導要領が示す、これからの子どもたちに必要な資質・能力を育成するために、

Ｃから始まる５つの視点を大切にします。1人1台のタブレット端末を活用し、５つのCの視点を意識し、

「学びに向かう力、人間性等」「知識及び技能」「思考力、判断力、表現力等」を身

につけていきます。

Challenge

学校生活の中で、課題を解決したり、目的を達成したり
するために、困難な問題や未経験のこと等に積極的に取
り組みます。また、自分自身で新たな課題を発見します。

チャレンジ

（挑戦）

相手の立場を意識しながら、自分の考えを相手にわかり
やすく、効果的に伝えます。また、相手の意見や考えを
正しく理解するために聴きます。

Communication
コミュニケーション

（意思伝達）

課題を解決したり目的を達成したりするために、自分と
異なる考え方を持つ人を尊重し、認め合いながら協力し
て取り組みます。

Collaboration
コラボレーション

（協働）

物事を多面的な視点からとらえながら、調べた内容や相
手の意見などの情報を正しく判断するために、その理由
や事実に矛盾がないかどうかについて、自ら考え、分析
し、判断します。

Critical thinking
クリティカルシンキング

（思考・判断）

課題や目的を解決するための柔軟なアイディアを表現し
ます。
また、アイディアを相手と共有することで、より深まり
のあるアイディアを創り出します。

Creativity
クリエイティビティ

（創造）

多様な
考えの尊重

連携
協働制作

創造

アイディア
の共有

表現
制作

情報分析
判断

批判的
思考

遠隔授業
オンライン

発表
プレゼン
テーション

対話
議論
意見交流

家庭学習
学習習慣

問題発見
問題解決

粘り強さ
積極性



８

（４）授業と家庭学習のシームレスな学び
シームレスとは、「途切れない」「なめらかな」という意味です。枚方市のLTEタブレット端末の

特長である、「いつでも」「どこでも」オンラインにアクセスできる環境を活用し、授業が家庭学習へ、

家庭学習が授業へとつながるシームレスな学びをめざします。

外国の人に大阪のいいところを、英語でア
ピールするプレゼンを班で作ります。発表
は〇月×日です。 iPadを使って、大阪の良い

ところを探してみよう。

みんないろいろ調べてきたね。それぞれ
の意見をプレゼンに取り入れよう。

続きは家でやろう。
追加で良い案があれば、共有ファイル
に書き込んでいこう！

あっ、○○さんが追加している！
思ったことをコメントしておこう。

△△さんのコメント、なるほどなぁ。
少し考え方を変えてみよう！

今まで授業でしかできなかった
調べ学習や協働学習が家庭でもできるから、
プレゼンの質が今までよりあがりました。

シームレスな学び（例①）

問題を解いたら、
すぐに自動採点してくれる！
間違った問題をもう一度やろう！

今日の授業を復習するために、タブレット
ドリルの○○をやっておいてください。

皆さんの結果を見ていると、△△を間違っ
ている人が多かったです。
そこをもう一度押さえてから、次の授業に
入りましょう。

シームレスな学び（例③）

余裕をもってじっくり考えられる！
先生に提出OK！

短歌の空欄になっている部分、あなた
ならどんな言葉を入れますか。そう考え
たわけも書いて、先生に提出しておいて
ください。

今日は皆さんが事前に提出してくれた
言葉とわけをもとに、授業を始めます。

協働学習
グループで協働して、プレゼンテーション資料や作品づくり
をする時に、タブレット端末を使うことで家庭でも友達と共同
作業ができます。

知識・技能の定着
学習履歴で教員が状況を把握できるので、授業の最初に、間
違いが多かったポイントを押さえることから始められます。

思考力・判断力・表現力の充実
家庭で時間をかけて考え、提出しておくことで、次の授業で
余裕をもって授業を組み立てることができます。

シームレスな学び（例②）
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写真や動画を
撮ることができる

文字入力ができる

友達に伝え、学び合う楽しさを知る

インターネットから情報を
収集することができる

キーボードで文字が
入力できるよ！

検索ワードを入れて、
必要な情報が探せるよう
になった！

写真や動画が
使えるようになったよ！

友達の考えを知ったり、自分の考えを
伝えることができるようになった！

友達を嫌な気持ちにさせてしまった・・・
守るべきルールがあることを知った！

ルールを守ってタブレット端末を使うことができる

自分の力に合った課題を選び、
自主学習ができる

プログラミング的思考を
身につける

試行錯誤しながら、自分の
考えを組み立てられた！

物事を多面的な視点でとらえ、
自ら考え、分析し、判断することができる

インターネットの情報は正しいのだろうか。
複数の情報を集めたり、人に聞いたりして、
矛盾がないか確かめる大切さを知った！

自分の考えを効果的に伝えること
ができる

プレゼンソフトを使いながら、自分の
考えをまとめて伝えることができた！

協働的に課題を解決することができる

友達と役割を分担しながら資料を作成し、
課題の解決策を発信することができた！

これからの未来に必要な力を
9年間かけて身につけることが
できました。

学校や家庭でタブレット端末を効果的に活用する

ことで、小学校入学から中学校卒業までの間に、

以下のような情報活用能力の育成をめざします。

自分のiPadが
配られたよ！

学習ソフトを使って、家でも自分
の課題に合わせた自主学習が
できるようになった！

９

（５）9年間で身につける力「Growing Map」



（１） 授業改善・家庭学習

10

「Hirakata授業スタンダード」に基づき、授業改善と家庭学習の定着に向けた取組を進めています。

これまで同様、授業の中で力をつけることが大切で、ICTを活用することで、学びをさらに深化させる

ことが可能です。また、家庭学習を充実させることで、授業の内容が今以上に深めることができます。

クラス全員の考えを、タブレット端末を
使って共有し、自分と似ているもの、違
うものを比べながら、再度調べたり、考
えたりします。

授業で分かったことや友達との学びな
どについて学習を振り返り、タブレット
端末を使って提出します。

家庭学習で考えたり・解いたりしてきた
ことをもとに、自身の考えを深めること
もできます。

つかむ・
つなげる

ふり返る

☆めあて（学習課題）を知り、これまでに学んだ

ことをもとに「どうすれば解決できるか」自分な

りの見通しをもちます。

☆課題に向き合い、解決する方法をひとり

でじっくり考えます。

☆自分なりに考えたことをノート等に書き出し、

「なぜそう考えたのか」を整理します。

☆仲間とおたがいに考えを発表したり、話し合っ

たり(ペア・グループ・全員)して、自分の考えを

確かめたり、新しい考え方を見つけたりします。

必要に応じて役割分担をし、協働して
課題解決を図ります。

もっと良い考え方や最適な答えがない
か友達と共同編集機能を使って、一緒
に考えたり、タブレット端末を使って調
べたりします。

学び合う

じっくり
考える

☆学んだことを使って、確認問題や練習問題に

取り組みます。

☆学んだことをふり返り、「わかった」「できた」

「ふしぎ」などを自分の言葉でまとめます。

深化

深化

深化

深化

家庭学習
の充実

次時で中心となる学習課題を示し、そ
れにつながる家庭学習を提示します。

教科書やノート、学習コンテンツなどを参考に、
学校で学んだことを、家でもう一度復習します 深化

次時につながる基礎的な知識・技能の
定着をタブレットドリル等で行います。

次時で中心となる学習課題について、
タブレット端末を使って調べたり、じっく
り考えたりします。

タブレット端末を効果的に活用することで、じっくり考える時間や友達と交流する時間、

協働する時間などを増やすことができ、「主体的・対話的で深い学び」「個別最適な学び」

「協働的な学び」をより効果的に実現できるようになります。

枚方市
ひこぼしくん

Hirakata授業スタンダードを深化させる！

４．学校が変わる！

ICTを活用することで、より短時間で
めあてをつかみ、見通しをもちやすくな
ります。

課題に向き合い解決する方法を、各自
タブレット端末に書きます。



それぞれのタブレット端末を使い

ながらグループで分担したり、協働

で作業したりして、作品を制作する

ことができます。

分からないことや気になることが

あっても、いつでもインターネット検索

することができます。

遠隔地の学校などとの交流により、

学校の壁を越えた学習が充実

します。

さらに！

LTEだから、校外学習などに持っ

ていき、「いつでも」「どこでも」

タブレット端末が使えます。

いつでも調べ学習が可能！

みんなでつくりあげる！

オンラインによる交流学習の充実！

自分の音声や動きを撮って、自己評価！

自分の発音や朗読、演奏や運動の様

子を動画で記録・再生し、自己評価

をしながらスキルの向上ができます。
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次回の授業の中心となる課題について、

家庭でじっくり考え、オンライン上で事

前に提出することができます。

自分の課題や興味に合わせて問題

を選ぶことができ、自分のペースで

知識・技能の定着を図ることができ

ます。

学校が臨時休業となった場合でも、

双方向のオンライン授業や、オンライン

家庭学習が可能となり、子どもたちが

学び続けることができます。

子どもの学びを絶やさない！

次の授業に向けて家庭でじっくり考える！デジタルドリル学習で知識・技能の定着！

タブレット端末を活用することで、今までにはできなかったような学習が可能となり、新しい学習を

通して、子どもたちの様々な資質・能力の育成が期待できます。

様々な場面で、授業や家庭学習が変わります。

授業編

家庭学習編

学級内で複数の意見や考えなどを

共有したり、比較・整理することがで

きます。

だれとでも共有や比較が簡単に！

オンラインによる共同編集機能を活用

することで、それぞれの家に

いながらでも、一緒に学習することが

できます。

友達との協働による学習も可能！

（１） 授業改善・家庭学習



これだけは気をつけよう！

こう変えることによって

 授業と家庭学習がシームレスにつながり、授業を「教室だからこそできること」に焦点化することで、

「主体的・対話的で深い学び」につなげていくことができます。

 学習支援ソフトやインターネット等を効果的に活用することで、個に応じた課題を与えたり、子ども自身が

自らの興味・関心に応じた学習を進めることで、「個別最適な学び」につなげていくことができます。

「授業の時間の使い方が大きく変わります」「個別最適な学びが充実します」

あなたなら、どのように授業や家庭学習を変えますか？

文部科学省の資料も参考に！

 タブレット端末を単に「使うだけ」では、授業は深まりません。「なぜ？」「本当にそう？」「不思議！」「友達

の意見を聞いてみたい！」「もっと上手くなりたい！」…こういった子どもたちの「？」や「！」を大切にした、

質の高い学習課題の提示が効果的な活用の鍵となります。

「教育の情報化に関する手引 －追補版－」

（令和2年6月）の中で、授業形態に合わせ

たICT活用の事例が紹介されています。あ

わせてご参照ください。

 上記の内容を踏まえ、単元や内容のまとまり、1単位時間の中でICTを「いつ」「何のために」活用するの

かをデザインすることが大切です。

 特に小学校低学年では、実際に見たり、触れたりすることで感性が育まれたり、具体的な操作活動によっ

て学習の理解が深まります。 発達段階に応じて、実体験でこそ学べること、タブレット端末で学べること

を上手く使い分けることが大切です。

タブレット端末を
「使う」こと自体が

「目的」にならないように。
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 じっくり考える時間や、協働する時間などを増やすことができ、「主体的・対話的で深い学び」につなげて

いくことができます。



自己有用感を高めるための支援・指導を考えてみましょう！

（２）子ども支援・家庭連携

 「オンラインによる面談」「長期欠席、不登校児童・生徒へのさらなる対応」ができます。

 コミュニケーション支援・活動支援・時間支援等で活用できます。

 「オンラインによる相談」「ブログによる情報発信の充実」「学校だより・学級通信等の配信」が

できます。

こう変えることによって

ここだけは気をつけよう！
 子ども一人ひとりに応じた支援・指導を。

 支援・指導のユニバーサルデザイン（ＵＤ）化を。

これまでと変わらない
大切な考え方、取組ですね！

「子ども一人ひとりに応じた支援・指導の充実」「学校の情報発信力の向上」

すべての子どもたちが、安全・安心に、そして、自己肯定感・

電話での
相談は苦手…。

互いに顔を見ながら、
安心して相談！

代わりに、
入力してもらう。

自分で
入力が可能に！

視線入力装置で文字入力が簡単に！

オンライン相談の充実！気持ちの見える化！

心の変化に
気づきにくい。

心の変化に気づき
声をかけられる。

ブログによる情報発信！

学校の「今」を
迅速に発信！

学校の様子が
伝わりにくい。

ICTを効果的に活用することで、配慮を要するさまざまな児童・生徒にも、一人ひとりに個別最適な

支援の実現が可能となります。また、学校から保護者や地域への情報発信も、よりスムーズに行うこ

とができます。
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職員室で欠席連絡対応・伝達

職員朝礼で情報共有 タブレット端末で
情報共有

タブレット端末で、欠席連絡の確認。
余裕を持って、児童・生徒を教室で
迎えられる。

（３）働き方改革・業務改善

こう変えることによって

 朝、欠席連絡等（電話対応）や健康管理シートの確認（コロナ対応）をしていた時間を子どもたちとの

時間や授業準備の時間にあてることができるようになります。

 連絡帳を近所の友だちに預けたり、朝から学校に電話したりすることなく、スマートフォンなどで連絡可

能（欠席や健康管理について）になります。

ここだけは気をつけよう！

どのような業務改善をすれば、今以上に子どもたちとの

 子どもたちの育ちにとって大切なことについては、会議等でしっかりと話し合う必要があります。

※教職員の勤務は
８：３０から

「子どもと向き合う時間の創出につながります」「保護者の負担が減ります」

これまでと変わらない
大切なことですね！

教職員の事務作業を、ICTを活用して効率化することで、先生が児童・生徒一人ひとりとかかわる

時間や教材研究・授業準備の時間を生み出すことができます。
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時間を創出できるか、考えてみましょう！

出勤した途端、欠席連絡の対応。朝は
することがたくさん！余裕がない・・・

朝から余裕を持って、子どもたちを
迎えられます。

先生が来るまで、朝の学習
を頑張ろう！ 朝の学習から先生と一緒！



参考：「熊本市版 ICT教育モデルカリキュラム2020年度小学校版Vwe.2.2」「IE-Schoolにおける指導計画」、「仙台市版 情報活用能力の育成 おすすめカリキュラム」

（１）Can-Do リスト（児童・生徒）
各教科等の学習の中で児童・生徒の発達段階を考慮しながら、情報活用能力を系統的に育成して

いきます 。
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項目 小学校低学年 小学校中学年 小学校高学年 中学校

基

礎

的

知

識

・

技

能

Ⅰ

（
活

動

ス

キ

ル
）

（I-１）写真や本などから
情報を集めることができる。

（I-２）目的を考えて、
発表したりすることができる。

（I-1）図書資料・インター
ネットなどから情報を集める
ことができる。

（I-2）相手や目的に応じて
発信することができる。

（I-3）キーボード文字入力
（１分間４０文字程度）

（I-１）情報を複数集めて
適しているものを吟味する
ことができる。

（I-２）相手や目的に応じて

効果的に発信することがで
きる。

（I-３）キーボード文字入力
（１分間６０文字程度）

（I-１）情報を複数集めて
適しているものを吟味すること

ができる。

（I-２）相手や目的に応じて、

グラフや図表を用い
て効果的に発信することがで
きる。

（I-３）キーボード文字入力
（１分間８０文字程度）

思

考

力

・

判

断

力

・

表

現

力

Ⅱ

（
探

究

ス

キ

ル
）

（Ⅱ-１）情報を仲間で分
けたり、整理したりする
ことができる。

（Ⅱ-２）分かりやすく表
現することができる。

（Ⅱ-3）できるようになった
ことに気づくことができる。

（Ⅱ-１）情報同士のつな
がりを見つけたり、表やグ
ラフで整理することができる。

（Ⅱ-2）相手や目的に
合わせて、適切に表現す
ることができる。

（Ⅱ-３）改善点を考えること
ができる。

（Ⅱ-１）問題を発見し、
その解決のために調査や
資料等から情報を収集す
ることができる。

（Ⅱ-２）問題の解決策を明ら
かにして表現・発信・創
造することができる。

（Ⅱ-３）改善点を分析し考
えることができる。

（Ⅱ-１）問題を発見し、その解
決のために 、目的に応じ
た情報メディアを選択
し、調査や実験等を組合せな
がら情報を収集することができ

る。

（Ⅱ-２）統計的に整理し
たり、情報の傾向や変
化を捉えることができる。

（Ⅱ-３）問題の解決策を明ら

かにして表現・発信・創造する

ことができる。

（Ⅱ-４）改善点を分析し考え

ることができる。

プ

ロ

グ

ラ

ミ

ン

グ
（
ス

キ

ル
）
Ⅲ

プ

ロ

グ

ラ

ミ

ン

グ

的

思

考

（Ⅲ‐1）分解して考えた
り、問題の解決方法
を考えたりすることができる。

（Ⅲ‐2）問題の解決や表現
するために、順次（順番
ごとにする）や反復
（繰り返し）を使って考え
ることができる。

（Ⅲ‐1）物事を分解して考え
たり、問題の解決方法を考え
たりすることができる。

（Ⅲ‐２）コンピュータと
プログラムの関係を体
験的に理解し、順次、反復を
含んだプログラムを考えるこ
とができる。

（Ⅲ‐１）順次、分岐、反復
を含んだプログラムを考える
ことができ、評価・改善がで
きる。

（Ⅲ‐２）情報技術の価値を
自分の身の回り生活と
関連付けて考えることが
できる。

（Ⅲ‐１）論理的な手続
きやデータを様々に工夫
できることを体験的に理解す
る。

（Ⅲ‐２）情報技術の価値を
社会や将来に関連付
けて考えることができる。

情

報

モ

ラ

ル

Ⅳ

（Ⅳ‐１）自分や他の
人たちの情報を大切
にし、ルールを守って
安全にコンピュータなどを
つかうことができる。

（Ⅳ‐２）コンピュータやイ
ンターネットの基本的
なルールやマナーがわか
る。

（Ⅳ‐１）情報手段の利便性と危険性を理解し、自分や他の人への影響を
考えて適切に使用することができる。

（Ⅳ‐２）生活の中での必要となる情報セキュリティを理解することができる。

（Ⅳ‐３）情報社会での情
報技術の働きや産業や
国民生活の関わり
を理解することができる。

（Ⅳ‐３）情報や情報技術
を多様な観点から考える
ことによって、よりよい
生活や持続可能な
社会の構築に生かそ
うとする。 15

５．モデルカリキュラム



（２）年間指導計画 小学６年（例）

4月 5月 6月 ７月
８・９
月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

国
語
科

各
教
科
等

プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ

総
合
的
な

学
習
の
時
間

道
徳
科
で
の

情
報
モ
ラ
ル

図表やグラフ等をレイア
ウトしてポスターを作る
（I－１）（Ⅰ‐３）（Ⅱ‐
１）（Ⅱ‐２）（Ⅱ‐３）

「防災ポスター
を作ろう」

「インターネット
の議論を考え
よう」

「町の未来を考え
よう」

「世界に向け
て意見文を書
こう」

「卒業文集を作ろ
う」

図表等を用いて、文字
入力で意見文を書く
（Ⅰ‐１）（Ⅰ‐２）
（Ⅱ‐１）（Ⅱ‐３）

理科通年

実験や観察などの記録をとる、ネット上の情報を集める（体のつくり等）。学習したことをまとめたり発表したりする（Ⅰ‐１）（Ⅰ‐２）（Ⅰ‐３）
（Ⅱ‐１）（Ⅱ‐２）（Ⅱ‐３）

社会通年

見学や調査などの記録をとる、ネット上の情報を集める（歴史等）。学習したことをまとめたり発表したりする。（Ⅰ‐１）（Ⅰ‐２）（Ⅰ‐３）
（Ⅱ‐１）（Ⅱ‐２）（Ⅱ‐３）

算数「円と正
多角形」

図工「色と動きを
変化させよう」

算数「データ
の調べ方」

理科「発電と電
気の利用」

「スクラッチの
基本的な使い
方」２H

「マイクロビット」
２H

総合的な学習の時間 通年

見学や調査などの記録をとる、ネット上の情報を集める。学習したことをまとめたり発表したりする。（Ⅰ‐１）（Ⅰ‐２）（Ⅰ‐３）（Ⅱ‐１）（Ⅱ‐２）（Ⅱ‐３）

道徳「あなたは
どう考える？」

生活の中で必要となる
情報セキュリティを理
解する（Ⅳ‐２）

情報手段の利便性と危険性を
理解し、自分や他の人への影
響を考えて適切に使用する
（Ⅳ‐１）

順次、分岐、反復を含んだプログラム作成を行い、
評価・改善できる。（Ⅲ‐１）
情報技術の価値を自分の身の回りの生活と関
連付けて考えることができる（Ⅲ‐２）

「レゴ」２H

推敲を重ねながら、
文字入力で原稿を
書く（Ⅰ‐１）（Ⅰ‐２）

情報を整理してプレゼンテー
ションを作る（Ⅰ‐１）（Ⅰ‐２）
（Ⅰ‐３）（Ⅱ‐１）（Ⅱ‐２）
（Ⅱ‐３）

前述の情報活用能力を該当学年で確実に育成するため、各教科等の特性を生かし、教科等横断的な

視点から、各校の実態に応じたカリキュラムの編成を行います。
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〇 基礎的知識・技能 （Ⅰ‐１）情報を複数集めて吟味する。
（Ⅰ‐2）相手や目的に応じて効果的に発信する。
（Ⅰ‐3）キーボード文字入力（１分間６0文字程度）

〇 思考・判断・表現力 （Ⅱ-1）問題を発見し、その解決のために調査や資料等から情報を収集する。
（Ⅱ-２）情報同士のつながりを見つけたり、表やグラフを用いて整理する。
（Ⅱ-３）問題の解決策を明らかにして表現・発信・創造する。
（Ⅱ-４）改善点を分析し考える。

〇 プログラミング的思考 （Ⅲ‐１）順次、分岐、反復を含んだプログラムの作成を行い、評価・改善ができる。
（Ⅲ‐２）情報技術の価値を自分の身の回りの生活と関連付けて考えることができる。

〇 情報モラル （Ⅳ‐１）情報手段の利便性と危険性を理解し、自分や他の人への影響を考えて適切に
使用する。
（Ⅳ‐２）生活の中で必要となる情報セキュリティを理解する。



（３）Can-Do リスト（教職員）
枚方市がめざす「５つのC」を育成する教育を実現するため、教職員も教職員研修・校内研修を通して、

情報活用能力を高めていきます。
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NO 項目 先生ができるようになること

１
iPad、G Suite for 
Educationの概要

iPad、G Suite for Educationの様々な機能を授業の中でどう活用するか
イメージできる。

２ 情報モラル iPadの正しい活用方法を子どもに伝えることができる。

３
パスコード・AirDrop

（iPad）
写真やファイルを他の人と共有できる。

４ オンラインクラス オンライン上でクラスを作成し、子どもたちを招待することができる。

５ オンラインクラス オンライン上のクラスに連絡事項の書き込みや資料添付をすることができる。

６ ビデオ会議システム
授業に参加できない子どもたちに、授業の様子を映し、質問のやりとりがで
きる。遠隔での会議やオンラインで外部講師とつながることができる。

７ カレンダー機能 授業や会議の予定を記入し、スケージュールを一括で管理することができる。

８ ファイルの保存と共有 作成したファイルを保存したり、他の人と共有したりすることができる。

９ 連絡先の管理
教職員同士や子どもたちのアカウントを連絡先に登録し、グループ分けで整
理することができる。

10 プレゼンテーションソフト
授業や校務の内容を他の人と共同編集し、見やすくまとめることができる。
プレゼンテーションソフトを授業の中でどう活用するかイメージできる。

11 文書作成ソフト
授業や校務の内容を他の人と共同編集し、資料を作成することができる。
文章作成ソフトを授業の中でどう活用するかイメージできる。

12 表計算ソフト
授業や校務の内容を他の人と共同編集し、グラフや表を作成することができ
る。表計算ソフトを授業の中でどう活用するかイメージできる。

13 項目作成
オンライン上のクラスにおいて、各教科や各単元など目的に応じて、整理する
ことができる。

14 課題配付・回収
授業での課題を作成し、配付・回収・自動採点・返却することができ、個別に
必要な学びを提供することができる。

15 アンケート作成機能
アンケートを作成し、配付・回収・自動集計・返却することができ、個別に必
要な学びを提供することができる。

16 テスト作成機能
アンケートやテストを作成し、課題を組み合わせて、配付・回収・自動集計
（採点）・返却し、個別に必要な学びを提供することができる。

17 質問機能
簡単な質問を児童・生徒に投げかけ、自動集計された質問結果をフィード
バックすることができる。

18 資料送付機能
子どもたちの学びを深めるための参考資料や動画を添付し、子どもたちに
提供することができる。

19 カメラ・動画撮影 授業の中で効果的なカメラ機能の活用について考えることができる。

20 写真・動画編集（iPad）
撮影した写真や動画に文字を書き込んだり、色を変えたりなどの加工修正
ができる。加工・修正した写真や動画をAirDropで共有できる。



（１）HI-PER
枚方市内全小中学校教員で進めている「ICT機器を効果的に活用した授業改善・家庭学習改善」

の実践を、市内全教職員で共有できるシステムを構築しています。「学年」「教科等」「学習形態」

「対象」で事例の検索をすることができると共に、参考になった事例に『いいね！』ボタンを押すこと

で、教職員全体のモチベーションを高めます。
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６．実践例 Hirakata ICT Practical Example Record



（２）一斉学習での活用
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一斉学習

A１ 教員による教材の提示
画像の拡大提示や書き込み、音声、動画などの視覚的で分かりやすい教材を活用して学習課題を提
示・説明する。

ICT活用のポイント
1.電子黒板や子供たちの情報端末に、画像、音声、動画などを拡大したり書き込みながら提示することにより、提
示内容を視覚的に分かりやすく伝えることが可能となる。

2.情報端末や電子黒板を用いて、作業方法や実演の映像を提示することにより、学習活動を焦点化し、子供たち
の学習課題への理解を深めることが可能となる。

1

2

Hirakata　ICT　Practical　Example　Record
　　HI-PER　　　FILE

No.00093

　支援を必要とする児童もスライドのイラストを

見たり、思考ツールのウェビングをしたりするこ

とで、自分の挑戦した仕事が家族の笑顔につ

ながったことを実感することができていた。もし、

タブレットを全員が持っていたら、最後の活動と

してやらせた振り返りも思考ツールを使ってで

きるのではないかと思う。

生活 一斉学習・協働学習 児童生徒小学校１年生

・keynoteで作成したスライドを活用

することで、イラストなどを見ながら自

身の生活を振り返ることができるよう

にした。

・みんながどんな仕事に挑戦したのか

を発表しながら思考ツールのメモを増

やしていくことで、家庭生活の中には

様々な仕事があって、それらに挑戦す

ることが家族の笑顔につながることが

明確になるようにした。

iPad、keynote、ロイロノート

写真

（授業・子どもの活動等）

単元（題材）名

概要

ジャンル

keynoteで作ったスライドを見ながら、自分の一日

を振り返ることで家庭生活には様々な仕事があるこ

とを確認する。さらにどんなことをしたら家の人が笑

顔になったかを想起し、ロイロノートの思考ツールを

活用して視覚化する。家で挑戦した仕事を振り返

り、まとめたことを発表する。

西長尾小学校 名前：江泉　清香

写真

（授業・子どもの活動等）

ひろがれ　えがお

家庭生活について調べたり、自分の家庭生活を振り返ったりする活動を通して、家の

人のことや、家の人のよさ、家族の一員として自分ができることを考え、家族の温かさ

や家庭での生活は互いに支え合っていることが分かり、自分の役割を積極的に果た

すとともに、規則正しく健康に気をつけて生活を送ることができるようにする。

児童生徒の様子（成果や課題）ICT機器の活用でねらった効果

本時の展開の概要

本時のめあて

活用したICT機器、アプリケーション等

単元（題材）目標

えがおいっぱい大さくせんのふりかえりをしよう。

枚方市

ひこぼしくん



（３）個別学習での活用

ICT活用のポイント
１．習熟の程度や誤答傾向に応じた情報端末向けのドリルソフトを用いることにより、各自のペースで理解しなが
ら学習を進めて知識・技能を習得することが可能となる。

2. 発音・朗読、書写、運動、演奏などの活動の様子を記録・再生して自己評価に基づく練習を行うことにより、技
能を習得したり向上させたりすることが可能となる。

B１ 個に応じる学習
情報端末を用いて、一人一人の習熟の程度に応じた学習や、知識・技能の習得に取り組むなど、個に応じた学
習を行う。

20

個別学習

1

2

ICT機器の活用でねらった効果

本時の展開の概要

本時のめあて

活用したICT機器、アプリケーション等

単元（題材）目標

とびばこの４段を美しく跳ぼう

西長尾小学校 名前：大脇　千尋

写真

（授業・子どもの活動等）

とびばこ

　ふみ切りや支持などにより跳び箱を越す運動

遊びを楽しく行う

児童生徒の様子（成果や課題）

Hirakata　ICT　Practical　Example　Record
　　HI-PER　　　FILE

No.00094

　自分の跳ぶ姿を見て練習方法を変えたり、上

手に跳べている児童の跳び方をスローで見て

参考にすることができた。また、体育のさまざま

な場面で取り入れていきたいという声が多く

あった。上手に跳べている児童と出来ていない

児童の画像を重ねて見られるような機能があ

れば良いと思った。

体育 個別学習 児童生徒小学校２年生

　４段が跳べない児童に対して、自分

が跳んでいる様子を見せた。思ったよ

りも足や手のポイントを出来ていない

ことに気が付くことができた。出来てい

ないところを意識することで、本時で初

めて跳べた児童がいた。

iPad、カメラ機能

写真

（授業・子どもの活動等）

単元（題材）名

概要

ジャンル

　跳び箱を着地まで美しく跳ぶためには、しっかりと

足を使って踏み切ること、手を跳び箱の奥に置くこ

と、おしりを高くあげることが大切だと指導してきた。

しかし、自分でできているつもりでも実際にはできて

いない児童が多い。自分の姿を客観的に見せること

で自分の跳びを改めて振り返らせたい。

枚方市

ひこぼしくん



（３）個別学習での活用

ICT活用のポイント
1.情報端末等を用いて写真・動画等の詳細な観察情報を収集・記録・保存することにより、細かな観察情報によ
る新たな気づきにつなげることが可能となる。

2.インターネットやデジタル教材等を用いて、効率のよい調査活動と確かな情報収集を行うことにより、情報を主
体的に収集・判断する力を身に付けることが可能となる。

B２ 調査活動
インターネットやデジタル教材を用いた情報収集、観察における写真や動画等による記録など、学習課題に関
する調査を行う。

21

個別学習

1

2

・体験したことのない「戦争」という出

来事をイメージするための、写真や資

料がたくさんあるので、興味を持って

取り組むことができる。また、社会の歴

史学習とも関連付けて、より深く学ぼう

とする児童が増える。

・完成した資料を見比べることで、新し

い「気付き」や、工夫を共有できる。

調べ学習については、どの児童も積極的に取り組んでいた。図

や写真などを簡単な操作で添付できるので、出来上がった資

料には、様々な工夫が見られた。また、語彙が少なかったり表現

力に課題のある児童が、インターネット上の表現引用して、詳しく

説明を書き込む場面が見られた。

「まとめ」も資料に打ち込んだが、発表のときに画面をじっと見た

まま発表する児童が多かった。自分の考えは別で原稿を作成

し、相手を見ながら発表する形にしていきたい。

菅原小学校 名前：池田　敦子

iPad、ロイロノート

本時の展開の概要

前時までに、戦争・原爆について調べたいテーマを設

定した。そのテーマにつながる資料をインターネットを通

して集める。集めた中から、自分の発表に必要な部分

をロイロノートを活用して抜き出したり、書き加えたりし

て編集する。最後に、「まとめ」として、調べ学習を通じて

分かったことや学んだことを自分の言葉で表現する。

ICT機器の活用でねらった効果 児童生徒の様子（成果や課題）

本時のめあて

自分の調べたいテーマに基づいて、必要な資料を

集め、わかりやすくまとめよう。

写真

（授業・子どもの活動等）

Hirakata　ICT　Practical　Example　Record
　　HI-PER　　　FILE

No.00114

ジャンル

小学校６年生 総合的な学習の時間 個別学習 児童生徒

概要

写真

（授業・子どもの活動等）

単元（題材）名

平和学習

単元（題材）目標

修学旅行に向けて、戦争や原爆について調べ、

自分の考えをまとめることができる。

活用したICT機器、アプリケーション等

枚方市

ひこぼしくん



ICT活用のポイント
1.デジタル教材を用いて、学習課題の試行を容易に繰り返すことにより、学習課題への関心が高まり、理解を深
めることが可能となる。

2.デジタル教材のシミュレーション機能や動画コンテンツ等を用いることにより、通常では難しい実験・試行を行
うことが可能となる。

B３ 思考を深める学習
シミュレーションなどのデジタル教材を用いた試行により、考えを深める学習を行う

22

個別学習

（３）個別学習での活用

1

2

Hirakata　ICT　Practical　Example　Record
　　HI-PER　　　FILE

No.00100

説明の場面において、iPadを使用して説明したいと思う児童

が多く、積極的に挙手して発表しようとする児童が増えた。説

明する際に、相手の反応を見ながら、書いた線をもう一度消

して説明し直したり、色を使って分かりやすくしたりするなど、

聞く人を意識しながら説明することができていた。一人一台

のiPad導入後は、それぞれの座席から考え方を共有すること

ができるため、より多くの児童が発表できると考えられる。

算数 一斉学習・個別学習 児童生徒小学校５年生

・ロイロノートに書き込みながら説明させること

で、自分の考えを簡単に共有でき、言語活動も

盛んになる。消したり色を使ったりすることができ

るため、訂正等が簡単であり、前に出て説明する

ことへの不安も少なく、関心が高まる。また、聞く

側は考えた過程が分かる。

・児童の考えをiPadで横並びにしながら提示す

ることで、考え方の違いを比較しやすい。

・拡大縮小ができるため、分かりやすく伝え合うこ

とができる。

iPad、カメラ機能、ロイロノート

写真

（授業・子どもの活動等）

単元（題材）名

概要

ジャンル

既習の四角形、三角形、平行四辺形の面積の求め方か

ら、個々でひし形の面積をどのように求めるか考える。

ipadをTVに接続してロイロノートを起動し、面積の求め

方を、児童がipadに書き込みながら全体に説明する。児

童が考えた面積の求め方の中から、公式と同じ考え方を

提示し、立式する。練習問題を行う。

伊加賀小学校 名前：山田　梨絵

写真

（授業・子どもの活動等）

面積の求め方を考えよう

四角形や三角形の面積の求め方を理解し、図形の構成要素に着目して面積

の求め方を考えることができる。数学的表現を用いて考えた過程を振り返り、

多面的に考えたり、今後の生活や学習に活用しようとしたりすることができる。

児童生徒の様子（成果や課題）ICT機器の活用でねらった効果

本時の展開の概要

本時のめあて

活用したICT機器、アプリケーション等

単元（題材）目標

ひし形の面積の求め方を考えよう

枚方市

ひこぼしくん



ICT活用のポイント
1. 写真・音声・動画等のマルチメディアを用いて、多様な表現を取り入れることにより、作品の表現技法の向上
につなげることが可能となる。

2. 個別に制作した作品等を自在に保存・共有することにより、制作過程を容易に振り返り、作品を通した活発な
意見交流を行うことが可能となる。

B４ 表現・制作
情報端末を用いて、一人一人の習熟の程度に応じた学習や、知識・技能の習得に取り組むなど、個に応じた学
習を行う
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個別学習

（３）個別学習での活用

1

2

Hirakata　ICT　Practical　Example　Record
　　HI-PER　　　FILE

No.00113

ジャンル

小学校６年生 外国語 協働学習 児童生徒

概要

写真

（授業・子どもの活動等）

単元（題材）名

Unit6 This is my town.

単元（題材）目標

自分の町にあるものやそこでできることを紹介

することができる。

活用したICT機器、アプリケーション等

iPad、ロイロノート、カメラ機能

本時のめあて

自分たちの町にあるものやないもの、できることにつ

いて、友達と協力して紹介しよう。

写真

（授業・子どもの活動等）

本時の展開の概要

　前時で作成した原稿をもとに、発表の練習をする。

タブレットを使って場面ごとに動画を撮影し、ロイロ

ノートで編集する。画像を貼り付けたり、発表内容の

テロップを追加する。

ICT機器の活用でねらった効果 児童生徒の様子（成果や課題）

・iPadのカメラ機能で何度も撮り直す

ことができた。普段発表しにくい児童

が、繰り返し発表に挑戦できる。

・iPadのロイロノートを活用すること

で、発表内容を編集してより良いもの

を作ろうと工夫していた。他の児童と画

像を共有し、話し合う活動をスムーズ

に進めることができる。

どの場所で動画を撮るか、またジェスチャーなど発

表内容を工夫して取り組んでいた。

編集作業では、見えにくい画像を改めて貼り付け

て見やすくするなど、相手に伝わるよう話し合って

主体的に取り組んでいた。

発表内容に重点を置いて撮り直したり、内容を班

で見直す時間を多く設定し、外国語の表現につい

て考えられるようにしたい。

菅原小学校 名前：池田　敦子

枚方市

ひこぼしくん



ICT活用のポイント
1. 情報端末を持ち帰り、動画やデジタル教材などを用いて授業の予習・復習を行うことにより、各自のペースで継続的に
学習に取り組むことが可能となる。

2. 情報端末を使ってインターネットを通じた意見交流に参加することにより、学校内だけでは得ることができない様々な意
見に触れることが可能となる。

B５ 家庭学習
情報端末を家庭に持ち帰り、授業に関連したデジタル教材に取り組んだり、インターネットを通じて意見交流に
参加したりする
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個別学習

（３）個別学習での活用

1

2

Hirakata　ICT　Practical　Example　Record
　　HI-PER　　　FILE

No.00006

　板書をすることが困難だったが、印刷することでみん

なと同じものを学習できているという喜びになってい

る。自宅でも見えることで、本人もり返えができ、また、

保護者も学習の内容が分かるので、宿題の支援もし

やすくなった。支援学級でも、クラスの授業の様子が分

かり、指導しやすい。保護者の方からも、宿題の支援も

しやすく、授業の様子もわかりやすくてよいとの声をい

ただいている。

国語 個別学習 教員と児童生徒支援学級

単元（題材）目標

単元（題材）名

概要

ジャンル

本時の展開の概要

開成小学校 名前：西　英子

iPad、カメラ機能、録画機能

写真

アフリカ像がりっちゃんのためにしたことを考えよう。

授業の黒板を、カメラ機能や録画機能を使い撮影する。

学級担任は、classroomに写真を投稿する。支援学級

での学習の時間に、その写真を活用して、学習を進め

たり振り返りをしたりする。自宅に帰り、写真を印刷し

て、ノートに貼る。振り返りながら、宿題をしたり学習の

定着を図ったりする。

写真

（授業・子どもの活動等）

サラダでげんき

場面の様子や人物の行動など、内容の大体を捉え、文章の内容と

自分の体験を結び付けて、感想を持つことができる。

・板書を撮影し、支援学級、自宅で、授

業を振り返ることで、学習の理解・定

着を図る。

・板書の写真を印刷し、ノートに貼るこ

とで、学習の振り返りができ、定着につ

ながる。

・板書の写真を見て、前の日の振り返

りを行ってから授業に取り組むことが

できる。

児童生徒の様子（成果や課題）ICT機器の活用でねらった効果

本時のめあて

活用したICT機器、アプリケーション等

枚方市

ひこぼしくん



ICT活用のポイント
1. 情報端末や電子黒板等を用いて、個人の考えを整理して伝え合うことにより、思考力や表現力を培ったり、多
角的な見方・考え方に触れたりすることが可能となる。

2. 情報端末を使ってテキストや動画で表現や考えを記録・共有し、何度も見直しながら話し合うことにより、新た
な表現や考えへの気づきを得ることが可能となる。

C1 発表や話合い
学習課題に対する自分の考えを、電子黒板等を用いてグループや学級全体に分かりやすく提示して、発表・話合
いを行う。
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協働学習

（４）協働学習での活用

1

2

Hirakata　ICT　Practical　Example　Record
　　HI-PER　　　FILE

No.00035

情報端末を用いて互いの考えを視覚的に共有することに

より、表現を工夫し、学習課題に対する意見を円滑に整理

することができた。また、共有フォルダを活用することで、互

いの進捗状況や考えを必要な時に確認することができ、表

現方法を精選したり、学習の手助けとなったりした。今後は

書き方やレイアウト等、スライドを用いた発表技能を高めて

いきたい。

国語 協働学習 児童生徒小学校６年生

・町に関する資料をインタビューやインターネット

を用いて収集し、自分の考えの根拠とした。

・聞き手の興味や関心を高めるために、また、提

案する内容を詳しく説明するのにふさわしいも

のであるかを考え、資料を精選した。

・それぞれが作成したものを互いに見ることで、

学習課題に対する互いの進歩状況を児童自身

が把握しながら作業した。それにより意見交流

が活発になり、よりよい表現になるようにスライ

ドを練り上げた。

iPad・keynote・プロジェクター

写真

（授業・子どもの活動等）

単元（題材）名

概要

ジャンル

集めた情報を観点ごとに整理させ、提案することと

取り上げる事例を班で話し合う。集めた情報の中か

ら、提案の内容にふさわしい事例を選ぶ。写真や図

表、グラフなど、資料として用いるものについて、候

補を挙げる。資料は提案する内容と関連して分かり

やすいか考え、取捨選択する。

枚方第二小学校 名前：岡拓也・木﨑彩子

写真

（授業・子どもの活動等）

町の幸福論

コミュニティデザインを考える

・複数の資料を読み、必要な情報を関係付けながら、それらを目的に応じて活用する

ことができる。

・自分の考えを伝えるために、構成を工夫したり資料を活用したりするなどの工夫を

して発表することができる。

児童生徒の様子（成果や課題）ICT機器の活用でねらった効果

本時の展開の概要

本時のめあて

活用したICT機器、アプリケーション等

単元（題材）目標

集めた情報を活用し、提案することを考えよう。

枚方市

ひこぼしくん



ICT活用のポイント
1. 情報端末を用いて、学習課題に対する互いの進捗状況を把握しながら作業することにより、意見交流が活発
になり、学習内容への思考を深めることが可能となる。

2. 情報端末等を用いて、互いの考えを視覚的に共有することにより、グループ内の議論を深め、学習課題に対
する意見整理を円滑に進めることが可能となる。

C２ 協働での意見整理
情報端末等を用いてグループ内で複数の意見・考えを共有し、話合いを通じて思考を深めながら協働で意見整
理を行う。

1

2

ICT機器の活用でねらった効果

本時の展開の概要

本時のめあて

活用したICT機器、アプリケーション等

単元（題材）目標

アイデアを出し、工夫しながら創作することができる。自分たちの

作品を音楽的な言葉を使って紹介することができる。よりよい作

品となるためにどうすれば良いか、考えることができる。

招提北中学校 名前：光井　義朗

創作

自然な旋律になるように二部形式の曲を創作しよ

う。

児童生徒の様子（成果や課題）

Hirakata　ICT　Practical　Example　Record
　　HI-PER　　　FILE

No.00063

今回は、創作時の鍵盤ツール、他者の作品を共有する写

真ツールとして主に活用した。また、他のグループが創作し

た曲の楽譜をiPadで見ながら、実際にキーボードで音を

鳴らしてみて音楽を味わうといったことも即時に可能となっ

た。今後は、創作に限らず学習物を学習記録として残せる

ように、ミライシードのオクリンクやムーブノートを使用し、他

者評価（助言やアドバイス）を受けて考えを深める活動を

行うことを構想している。

音楽 一斉学習・協働学習 教員と児童生徒中学校２年生

旋律創作時にgaragebandのピアノアプリを使用

し、自席で手軽に自分でイメージした音を確認でき

るようになった。また、今回単元では狙いとしていな

かったが、音色の違いやリズム、テンポなどに注目し

ている生徒も見られた。

他班創作曲の交流時は、作成した楽譜をiPadで撮

影し、アップルTVを通してスクリーンに楽譜を投影、

スムーズに楽譜を全体で共有することができた。

創作時、全体共有したい理想的な創作活動をしてい

たグループの様子を、iPadの動画モードで撮影し

アップルTVを通してスクリーンにライヴ映像投影。瞬

時に取り組みを全体共有することができた。

iPad、プロジェクター、アップルTV

単元（題材）名

概要

ジャンル

⑴．創作を行う。

⑵．曲の紹介内容について対話しながら考える。

⑶．創作曲の魅力、こだわりを発表する。

⑷．助言や他班の発表を聴いて、自分たちの曲を創作する。

枚方市

ひこぼしくん
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協働学習

（４）協働学習での活用



ICT活用のポイント
1. グループ内で役割分担し、情報端末を用いて同時並行で作業することにより、他者の進み具合や全体像を
意識して作業することが可能となる。

2. 写真・動画等を用いて作品を構成する際、表現技法を話し合いながら制作することにより、子供たちが豊か
な表現力を身に付けることが可能となる。

C３ 協働制作
情報端末を活用して、写真・動画等を用いた資料・作品を、グループで分担したり、協働で作業しながら制作す
る。

1

2

Hirakata　ICT　Practical　Example　Record
　　HI-PER　　　FILE

No.00068

・資料のまとめ方・整理の仕方の意見交流が活

発に行われ、知識の整理やわからなかったとこ

ろを再度教えあったりしている様子が見られた。

理科 個別学習・協働学習 児童生徒中学校３年生

・自分の担当する内容を、初めて学習

する相手に説明するためにはどのよう

な資料が適切か全体を見通してまと

める力を養う。また、知識を整理するこ

とをねらいとした。

・班内で別々の内容をまとめた資料を

共有することで限られた時間で多くの

内容を復習できるようにした。

ｉＰａｄ・ミライシード（オクリンク）

写真

（授業・子どもの活動等）

単元（題材）名

概要

ジャンル

２章のまとめとして学習班でスライド資料を作成す

る。２章の全内容を班員の中で分割し、１つのスライ

ド資料とする。この単元を初めて学習する相手に説

明するための資料を作ることを目標にさせた。

第三中学校 名前：川久保　達弘

写真

（授業・子どもの活動等）

酸・アルカリと塩

・酸・アルカリのそれぞれの特性が水素イオン・水酸化物イオンによるものであることを見出し、

電離の様子をイオン式を使って説明できる。

・酸・アルカリが反応すると水と塩が発生することを見出し、中和反応をイオン式を使って説明す

ることができる。

児童生徒の様子（成果や課題）ICT機器の活用でねらった効果

本時の展開の概要

本時のめあて

活用したICT機器、アプリケーション等

単元（題材）目標

２章のまとめを行う。

枚方市

ひこぼしくん
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協働学習

（４）協働学習での活用



ICT活用のポイント
1. インターネットを用いて他校の子供たちや地域の人々と交流し、異なる考えや文化にリアルタイムに触れること
により、多様なものの見方を身に付けることが可能となる。

2. テレビ会議等により学校外の専門家と交流して、通常では体験できない専門的な内容を聞くことにより、子供
たちの学習内容への関心を高めることが可能となる。

C４ 学校の壁を越えた学習
インターネットを活用し、遠隔地や海外の学校、学校外の専門家等との意見交換や情報発信などを行う。

28

協働学習

（４）協働学習での活用

1

2

Hirakata　ICT　Practical　Example　Record
　　HI-PER　　　FILE

No.00086

相手の顔をしっかり見ることができたことにより

安心することができたからか、予想以上に質

問・意見を発表することが出来た。

接続に時間がかかったり、何度もテストが必要

であったので、たくさんの先生方がこういった

経験をする必要があると感じた。

総合的な学習の時間 協働学習 教員と児童生徒中学校２年生

・互いの様子を見ることができ、授業に

積極的に参加し、集中して話を聞くこ

とができる。また、同じ授業を各教室で

聞くことができる。

・授業で必要な資料を適宜すぐに共

有機能を使って掲示・説明することが

でき、リアルの授業と同様、質疑応答

や発言をスムーズかつ主体的に行え

る。

iPad、プロジェクター、AppleTV

写真

（授業・子どもの活動等）

単元（題材）名

概要

ジャンル

各クラスZoomを利用して、Panasonicの講師の方

に双方オンラインで出前授業をしていただき、授業

で感じた質問や意見をその場で行う。

枚方中学校 名前：東野　恵子

パナソニック教育支援プログラム

『私の行き方発見プログラム行き方発見プログラム』

・社会には多様な職業・職種があることに気づき連携しながら成り立っていることを理解する。

・会社でそれぞれの役割を担うためにはどのような能力が必要かを理解する。

・自分の"行き方"に関する自分なりの価値観について考える。

児童生徒の様子（成果や課題）ICT機器の活用でねらった効果

本時の展開の概要

本時のめあて

活用したICT機器、アプリケーション等

単元（題材）目標

実際に企業で働いている方の話を聞いて、よりよい

人生を生きるための心構えや考え方を学ぼう

枚方市

ひこぼしくん



議案第46号 

枚方市交通災害遺児奨学金条例施行規則等の一部改正について 

 標題の件について、教育長に委任する事務等に関する規則（平成３年枚方市教育委員

会規則第２号）第２条第１項第12号の規定により、次のとおり教育委員会の議決を求め

る。 

令和３年(2021年)３月17日 

枚方市教育委員会 

教育長 奈良 渉 

１．内容

次ページのとおり 

－ 22 －



枚方市教育委員会規則第 号 

枚方市交通災害遺児奨学金条例施行規則等の一部を改正する規則 

（枚方市交通災害遺児奨学金条例施行規則の一部改正） 

第１条 枚方市交通災害遺児奨学金条例施行規則（昭和45年枚方市教育委員会規則第２号）の一部

を次のように改正する。 

第３条第１号中「様式第１号」を「別記様式」に改める。 

第４条中「（様式第２号）」を削る。 

第８条中「（様式第３号）」を削る。 

様式第２号及び様式第３号を削り、様式第１号を別記様式とし、同様式中「あて先」を「宛

先」に改め、「㊞」を削る。 

（枚方市奨学金条例施行規則の一部改正） 

第２条 枚方市奨学金条例施行規則（平成５年枚方市教育委員会規則第11号）の一部を次のように

改正する。 

別記様式中「㊞」を削る。 

（枚方市立学校園の学校園医、学校園歯科医及び学校園薬剤師の公務災害補償に関する条例施行

規則の一部改正） 

第３条 枚方市立学校園の学校園医、学校園歯科医及び学校園薬剤師の公務災害補償に関する条例

施行規則（平成14年枚方市教育委員会規則第９号）の一部を次のように改正する。 

第３条を削る。 

様式第２号を削り、様式第１号を別記様式とし、同様式中「あて先」を「宛先」に改め、

「印」を削る。 

附 則 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

２ この規則による改正前のそれぞれの規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整

をした上、この規則の規定による改正後のそれぞれの規則の様式により作成した用紙として使用

することができる。 

－ 23 －



議案第 46 号参考資料

枚方市交通災害遺児奨学金条例施行規則等の一部改正について

主要な改正部分の新旧対照表

新（改正後） 旧（現 行）

［枚方市交通災害遺児奨学金条例施行規則関係］ 

（手続） 

第３条 ［略］ 

⑴ 申請書（別記様式）

⑵～⑸ ［略］

（支給決定の通知） 

第４条 委員会は、前条の申請書等を受理した場合は、速やかに当該申請

について、必要な審査を行い、奨学金を支給すべきものと決定したとき

は、奨学金支給決定通知書により、校長を経て、保護者に通知するもの

とする。 

（停止の通知） 

第８条 委員会は、奨学金の支給を停止したときは、その旨を奨学金支給

停止通知書により校長を経て、保護者に通知しなければならない。 

［枚方市立学校園の学校園医、学校園歯科医及び学校園薬剤師の公務災

［枚方市交通災害遺児奨学金条例施行規則］ 

（手続） 

第３条 ［略］ 

⑴ 申請書（様式第１号）

⑵～⑸ ［略］

（支給決定の通知） 

第４条 委員会は、前条の申請書等を受理した場合は、速やかに当該申請

について、必要な審査を行い、奨学金を支給すべきものと決定したとき

は、奨学金支給決定通知書（様式第２号）により、校長を経て、保護者

に通知するものとする。 

（停止の通知） 

第８条 委員会は、奨学金の支給を停止したときは、その旨を奨学金支給

停止通知書（様式第３号）により校長を経て、保護者に通知しなければ

ならない。 

［枚方市立学校園の学校園医、学校園歯科医及び学校園薬剤師の公務災

－ 24 －



主要な改正部分の新旧対照表

新（改正後） 旧（現 行）

害補償に関する条例施行規則関係］ 

削除 

害補償に関する条例施行規則関係］ 

（通知書） 

第３条 補償を受けるべき者に対する通知書の様式は、様式第２号によ

る。 

－ 25 －



様式第1号(第3条関係) 

枚方市交通災害遺児奨学金申請書 

  年  月  日 

(あて先) 

 枚方市教育委員会教育長 

申請者 住 所 

(保護者) 氏 名 印 

電話番号 

次のとおり交通災害遺児奨学金の交付を受けたいので申請します。 

児 童 又 は

生 徒

学 校 名 

氏 名 

学年・組 

家 庭 状 況 

氏 名 続 柄 生年月日 年齢 在 学 学 校 名 

交 通 事 故 

日 時

場 所

死亡者氏名 生年月日 年 月 日 続 柄 

死亡年月日 

備 考

注 続柄は、児童又は生徒との続柄を記載してください。 
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別記様式(第2条関係) 

枚方市奨学生願書 

 (宛先) 

枚方市教育委員会教育長 

私は、次のとおり奨学生となることを希望します。 
 なお、奨学生に選定されたときは、奨学生としての本分を尽くし、関係条例及び規則を遵守す
ることを誓約します。 
また、奨学金の支給に際し、担当職員が高等学校等への在学の確認を行うこと及び必要に応じ

て住民基本台帳及び保護台帳の閲覧を行うことを承諾します。 

申請年月日 年  月  日  

申 請 者 

(生徒本人) 

〒  ― 

住 所

(フリガナ)

氏 名 印  電 話 ( )

生 年 月 日 年  月  日 

学資負担者 

※1 学資負担者と

は、父及び母(そ

れらの者以外に

学資を負担して

いる者がある場

合はその者を含

む。)をいう。

※2 住所・電話が申

請者と同じ場合

については、「同

上」との記載で可

です。 

〒  ― 

住 所

(フリガナ) 電 話 ( )

氏 名 印  生 年 月 日 年   月   日 

続 柄

 なお、奨学生の選定の審査及び奨学金の支給に当たり、担当職員が必要に

応じて住民基本台帳及び市民税課税台帳を閲覧することを承諾します。 

〒  ― 

住 所

(フリガナ) 電 話 ( )

氏 名 印  生 年 月 日 年   月   日 

続 柄

 なお、奨学生の選定の審査及び奨学金の支給に当たり、担当職員が必要に

応じて住民基本台帳及び市民税課税台帳を閲覧することを承諾します。 

〒  ― 

住 所

(フリガナ) 電 話 ( )

氏 名 印  生 年 月 日 年   月   日 

続 柄

 なお、奨学生の選定の審査及び奨学金の支給に当たり、担当職員が必要に

応じて住民基本台帳及び市民税課税台帳を閲覧することを承諾します。 

特 別 な 事 情 有 ( 離婚 ・ 死亡 ) 無 

在 学 高 等 学 校 等 ( 私・市・府・県・国 )立 学校 学年 

家

族

構

成

氏 名(家族全員を記入) 続柄 年齢 職 業 等 

本人 
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様式第 1号(第 2条関係) 

公 務 災 害 発 生 報 告 書 

年  月  日 

(あて先) 

枚方市教育委員会 

(報告者)  

 印 

  次の災害は、公務上の災害と認められますので、報告します。 

1 
所属学校園名 □学校園医・□学校園歯科医・□学校園薬剤師

フリガナ

①氏 名 

②生年月日

□男

□女

年   月   日 生 (  歳) 

災

害

を

受

け

た

学

校

園

医

等

に

関

す

る

事

項

災 害 発 生 の

日 時 

年   月   日 (   曜日) 

  (午前・午後) 時   分 ごろ 

災 害 発 生 の

場 所 

傷 病 名 

傷 病 の 部 位

及びその程度 
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2 災害発生の状況とその原因 

3 公務上の災害と認められる理由 

4 添付する書類 

□診断書 □現認書又は事実証明書 □交通事故証明書 □第三者加害報告書

□見取図 □経路図 □示談書の写し □その他( ) 

【注意】1 該当する□に、レ印を記入すること。 

2 「2 災害発生の状況とその原因」の欄の記入に当たり、別紙用紙を用いるときは、

本欄に「別紙のとおり」と記入し、その別紙について所属学校長の証明を受けること。 

3 災害が第三者の行為によって生じたものであるときは、その事実、第三者の氏名及び

住所(第三者の氏名及び住所がわからないときは、その旨)を記載した書類(第三者加害

報告書)を添付すること。 
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議案第47号 

枚方市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則の一部改正について 

 標題の件について、教育長に委任する事務等に関する規則（平成３年枚方市教育委員

会規則第２号）第２条第１項第12号の規定により、次のとおり教育委員会の議決を求め

る。 

令和３年(2021年)３月17日 

枚方市教育委員会 

教育長 奈良 渉 

１．内容

次ページのとおり 
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枚方市教育委員会規則第 号 

枚方市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則の一部を改正する規則 

 枚方市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則（昭和33年枚方市教育委員会規則第１号）の

一部を次のように改正する。 

 第２条第１項第１号イ中「８月25日」を「８月24日」に改め、同号ロ中「８月26日」を「８月25

日」に改め、同項第２号イ中「８月25日」を「８月24日」に改め、同号ロ中「12月24日」を「12月

25日」に改める。 

附 則 

この規則は、令和３年４月１日から施行する。 
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議案第47号参考資料 
枚方市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則の一部改正について 

主要な改正部分の新旧対照表 

新（改正後） 旧（現 行） 

（学期及び休業日） 

第２条 学校教育法施行令（昭和28年政令第340号）第29条に規定する学期

（以下「学期」という。）及び同条に規定する休業日（以下「休業日」

という。）は、次のとおりとする。 

⑴ 学期

イ 第１学期 ４月１日から８月24日まで

ロ 第２学期 ８月25日から12月31日まで

ハ 第３学期 １月１日から３月31日まで

⑵ 休業日

イ 夏季休業日 ７月21日から８月24日まで

ロ 冬季休業日 12月25日から翌年の１月６日まで

ハ 春季休業日 ３月25日から４月７日まで

ニ 学校創立記念日

２ ［略］ 

（学期及び休業日） 

第２条 学校教育法施行令（昭和28年政令第340号）第29条に規定する学期

（以下「学期」という。）及び同条に規定する休業日（以下「休業日」

という。）は、次のとおりとする。 

⑴ 学期

イ 第１学期 ４月１日から８月25日まで

ロ 第２学期 ８月26日から12月31日まで

ハ 第３学期 １月１日から３月31日まで

⑵ 休業日

イ 夏季休業日 ７月21日から８月25日まで

ロ 冬季休業日 12月24日から翌年の１月６日まで

ハ 春季休業日 ３月25日から４月７日まで

ニ 学校創立記念日

２ ［略］ 
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議案第48号 

枚方市学校運営協議会規則の一部改正について 

 標題の件について、教育長に委任する事務等に関する規則（平成３年枚方市教育委員

会規則第２号）第２条第１項第12号の規定により、次のとおり教育委員会の議決を求め

る。 

令和３年(2021年)３月17日 

枚方市教育委員会 

教育長 奈良 渉 

１．内容

次ページのとおり 
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枚方市教育委員会規則第 号 

枚方市学校運営協議会規則の一部を改正する規則 

 枚方市学校運営協議会規則（平成31年枚方市教育委員会規則第２号）の一部を次のように改正す

る。 

第１条中「第47条の６第１項」を「第47条の５第１項」に改める。 

第２条中「第47条の６第４項」を「第47条の５第４項」に改める。 

第３条中「第47条の６第７項」を「第47条の５第７項」に改める。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 
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議案第48号参考資料 

枚方市学校運営協議会規則の一部改正について 
主要な改正部分の新旧対照表 

新（改正後） 旧（現 行） 

（設置） 

第１条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和31年法律第162

号。以下「法」という。）第47条の５第１項の規定に基づき、教育委員

会の附属機関として、教育委員会が別に定める市立の小学校ごとに学校

運営協議会（以下「協議会」という。）を置く。 

（対象学校の運営に関し承認をしなければならない事項） 

第２条 法第47条の５第４項の教育委員会規則で定める事項は、枚方市立

小学校及び中学校の管理運営に関する規則（昭和33年枚方市教育委員会

規則第１号）第23条に掲げる事項とする。 

（対象学校の職員の任用に関し意見を述べることができる事項） 

第３条 法第47条の５第７項の教育委員会規則で定める事項は、対象学校

（同条第２項第１号に規定する対象学校をいう。以下同じ。）の個別の

職員の任用に関する事項以外の任用に関する事項とする。 

（設置） 

第１条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和31年法律第162

号。以下「法」という。）第47条の６第１項の規定に基づき、教育委員

会の附属機関として、教育委員会が別に定める市立の小学校ごとに学校

運営協議会（以下「協議会」という。）を置く。 

（対象学校の運営に関し承認をしなければならない事項） 

第２条 法第47条の６第４項の教育委員会規則で定める事項は、枚方市立

小学校及び中学校の管理運営に関する規則（昭和33年枚方市教育委員会

規則第１号）第23条に掲げる事項とする。 

（対象学校の職員の任用に関し意見を述べることができる事項） 

第３条 法第47条の６第７項の教育委員会規則で定める事項は、対象学校

（同条第２項第１号に規定する対象学校をいう。以下同じ。）の個別の

職員の任用に関する事項以外の任用に関する事項とする。 
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