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基本的基本的基本的基本的なななな考考考考ええええ方方方方

・・・・高安中学校区高安中学校区高安中学校区高安中学校区３３３３校校校校ではではではでは、、、、３３３３校校校校ともともともとも小規模校小規模校小規模校小規模校とととと
なっておりなっておりなっておりなっており、、、、今後今後今後今後のののの予測予測予測予測においてもにおいてもにおいてもにおいても小規模化小規模化小規模化小規模化のののの
進行進行進行進行がががが著著著著しいとしいとしいとしいと考考考考えていますえていますえていますえています。。。。

・・・・このようなこのようなこのようなこのような状況状況状況状況にににに鑑鑑鑑鑑みみみみ、、、、子子子子どもたちにとってよどもたちにとってよどもたちにとってよどもたちにとってよ
りりりり良良良良いいいい教育環境教育環境教育環境教育環境をををを整備整備整備整備しししし、、、、充実充実充実充実したしたしたした学校教育学校教育学校教育学校教育をををを
実現実現実現実現するためするためするためするため、、、、大阪府立八尾支援学校東校大阪府立八尾支援学校東校大阪府立八尾支援学校東校大阪府立八尾支援学校東校をををを候候候候
補地補地補地補地としてとしてとしてとして施設一体型小施設一体型小施設一体型小施設一体型小・・・・中学校中学校中学校中学校をををを設置設置設置設置したいしたいしたいしたい
とととと考考考考えていますえていますえていますえています。。。。

・・・・八尾市教育振興計画八尾市教育振興計画八尾市教育振興計画八尾市教育振興計画にににに定定定定めためためためた目標目標目標目標のののの実現実現実現実現にににに資資資資すすすす
るためるためるためるため、、、、新校新校新校新校をををを本市教育振興本市教育振興本市教育振興本市教育振興のののの先進校先進校先進校先進校（（（（フロンフロンフロンフロン
ティアティアティアティア校校校校））））としてとしてとしてとして位置位置位置位置づけたいとづけたいとづけたいとづけたいと考考考考えていますえていますえていますえています。。。。
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２２２２

学校施設学校施設学校施設学校施設のののの充実充実充実充実（（（（そのそのそのその１１１１））））
～～～～ 学校施設学校施設学校施設学校施設がががが大大大大きくなりますきくなりますきくなりますきくなります ～～～～

建物面積建物面積建物面積建物面積 運動場運動場運動場運動場 体育館体育館体育館体育館

支援学校東校支援学校東校支援学校東校支援学校東校 19,74019,74019,74019,740 15,24915,24915,24915,249

（（（（給食給食給食給食センターセンターセンターセンター含含含含むむむむ））））

1,6241,6241,6241,624

中高安小中高安小中高安小中高安小 4,1054,1054,1054,105 4,8304,8304,8304,830 945945945945

北高安小北高安小北高安小北高安小 5,2325,2325,2325,232 6,1966,1966,1966,196 689689689689

高安中高安中高安中高安中 11,48111,48111,48111,481 9,7189,7189,7189,718 965965965965

単位単位単位単位：㎡：㎡：㎡：㎡

・・・・校舎校舎校舎校舎、、、、運動場運動場運動場運動場、、、、体育館体育館体育館体育館がががが高安中学校高安中学校高安中学校高安中学校のののの約約約約１１１１．．．．７７７７

倍倍倍倍になりますになりますになりますになります。。。。



３３３３

学校施設学校施設学校施設学校施設のののの充実充実充実充実（（（（そのそのそのその２２２２））））
～～～～ 小小小小・・・・中学校中学校中学校中学校のののの施設施設施設施設がががが一体一体一体一体になりますになりますになりますになります ～～～～

運動場

校門プール

小学生用遊びゾーン
（遊具、芝生）

小学生用校舎

普通教室
理科室・音楽室

図画工作室
教育相談室 など

小中学生共用校舎

校長室・職員室・
保健室・校務員室
会議室・図書室
コンピュター室
家庭科室　など

中学生用校舎

普通教室
理科室・音楽室
美術室・技術室

生徒相談室
進路相談室　など

連携・交流ゾーン（１階）
体育館・講堂（２階）

旧　給食センター



４４４４

学校施設学校施設学校施設学校施設のののの充実充実充実充実（（（（そのそのそのその３３３３））））
～～～～ 学校施設学校施設学校施設学校施設がががが充実充実充実充実しますしますしますします。。。。 ～～～～

コンピューターコンピューターコンピューターコンピューター室室室室コンピューターコンピューターコンピューターコンピューター室室室室

体育館体育館体育館体育館・・・・講堂講堂講堂講堂体育館体育館体育館体育館・・・・講堂講堂講堂講堂

多目的室多目的室多目的室多目的室多目的室多目的室多目的室多目的室

遊具遊具遊具遊具のあるのあるのあるのある遊遊遊遊びびびびエリアエリアエリアエリア遊具遊具遊具遊具のあるのあるのあるのある遊遊遊遊びびびびエリアエリアエリアエリア



５５５５

学習指導要領学習指導要領学習指導要領学習指導要領にににに基基基基づいてづいてづいてづいて指導指導指導指導
～～～～ 小学校小学校小学校小学校６６６６年間年間年間年間、、、、中学校中学校中学校中学校３３３３年間年間年間年間のののの節目節目節目節目をををを大切大切大切大切にににに ～～～～

・・・・学習指導要領学習指導要領学習指導要領学習指導要領にににに基基基基づいてづいてづいてづいて、、、、小学校小学校小学校小学校６６６６年間年間年間年間、、、、

中学校中学校中学校中学校３３３３年間年間年間年間のののの区分区分区分区分はははは維持維持維持維持しますしますしますします。。。。

・・・・小学校小学校小学校小学校６６６６年生年生年生年生でででで卒業式卒業式卒業式卒業式、、、、中学校中学校中学校中学校１１１１年生年生年生年生でででで入学式入学式入学式入学式

をそれぞれをそれぞれをそれぞれをそれぞれ行行行行いますいますいますいます。。。。

・・・・児童会活動児童会活動児童会活動児童会活動（（（（小学校小学校小学校小学校）、）、）、）、生徒会活動生徒会活動生徒会活動生徒会活動（（（（中学校中学校中学校中学校））））

はははは、、、、それぞれでそれぞれでそれぞれでそれぞれで活動活動活動活動しますしますしますします。。。。

・・・・クラブクラブクラブクラブ活動活動活動活動（（（（小学校小学校小学校小学校）、）、）、）、部活動部活動部活動部活動（（（（中学校中学校中学校中学校））））もももも

それぞれでそれぞれでそれぞれでそれぞれで活動活動活動活動しますしますしますします。。。。



６６６６

小小小小・・・・中学校中学校中学校中学校９９９９年間年間年間年間をををを見通見通見通見通したしたしたした指導指導指導指導
～～～～ 連続性連続性連続性連続性のあるのあるのあるのある学習指導学習指導学習指導学習指導、、、、生徒指導生徒指導生徒指導生徒指導 ～～～～

・・・・学校教育目標学校教育目標学校教育目標学校教育目標、「、「、「、「めざすめざすめざすめざす子子子子どもどもどもども像像像像」」」」をををを小小小小・・・・中学中学中学中学

校校校校でででで共有共有共有共有しししし、、、、小小小小・・・・中学校中学校中学校中学校９９９９年間年間年間年間をををを連続連続連続連続したしたしたした期間期間期間期間

としてとしてとしてとして捉捉捉捉えたえたえたえた指導指導指導指導をををを行行行行いますいますいますいます。。。。

小学校小学校小学校小学校 中学校中学校中学校中学校

１１１１年年年年 ２２２２年年年年 ３３３３年年年年 ４４４４年年年年 ５５５５年年年年 ６６６６年年年年 １１１１年年年年 ２２２２年年年年 ３年

学級担任制学級担任制学級担任制学級担任制 教科担任制教科担任制教科担任制教科担任制教科担任制教科担任制教科担任制教科担任制

小小小小・・・・中学校中学校中学校中学校９９９９年間年間年間年間をををを見通見通見通見通したしたしたした連続性連続性連続性連続性のあるのあるのあるのある学習指導学習指導学習指導学習指導、、、、生徒指導生徒指導生徒指導生徒指導



７７７７

学校運営体制学校運営体制学校運営体制学校運営体制のののの充実充実充実充実
～～～～ 小小小小・・・・中学校中学校中学校中学校のののの教職員教職員教職員教職員がががが一体一体一体一体となったとなったとなったとなった運営運営運営運営をををを行行行行いますいますいますいます ～～～～

・・・・職員室職員室職員室職員室をををを一一一一つにするとともにつにするとともにつにするとともにつにするとともに、、、、学校運営組織学校運営組織学校運営組織学校運営組織

（（（（職員会議等職員会議等職員会議等職員会議等））））をををを一一一一つにしますつにしますつにしますつにします。。。。

・・・・小小小小・・・・中学校中学校中学校中学校のののの教職員教職員教職員教職員がががが一体一体一体一体となってとなってとなってとなって、、、、全児童全児童全児童全児童・・・・

生徒生徒生徒生徒をををを指導指導指導指導しますしますしますします。。。。

・・・・小小小小・・・・中学校教員中学校教員中学校教員中学校教員のののの相互乗相互乗相互乗相互乗りりりり入入入入れによるれによるれによるれによる授業授業授業授業をををを行行行行

いますいますいますいます。。。。

（（（（小学校高学年小学校高学年小学校高学年小学校高学年におけるにおけるにおけるにおける教科担任制教科担任制教科担任制教科担任制のののの充実充実充実充実））））
（（（（中学校中学校中学校中学校におけるにおけるにおけるにおける少人数指導少人数指導少人数指導少人数指導のののの充実充実充実充実））））

・・・・教育支援員教育支援員教育支援員教育支援員をををを配置配置配置配置しますしますしますします。。。。



生徒指導体制生徒指導体制生徒指導体制生徒指導体制のののの充実充実充実充実
～～～～ 小小小小・・・・中学校中学校中学校中学校のののの教職員教職員教職員教職員がががが

一体一体一体一体となったとなったとなったとなった生徒指導生徒指導生徒指導生徒指導 ～～～～

・・・・「「「「いじめがいじめがいじめがいじめが増増増増えるのではないかえるのではないかえるのではないかえるのではないか。」。」。」。」

などのなどのなどのなどの指摘指摘指摘指摘がありますががありますががありますががありますが、、、、小小小小・・・・中学校中学校中学校中学校のののの教職員教職員教職員教職員

によるによるによるによる一体的一体的一体的一体的なななな指導指導指導指導、、、、９９９９年間年間年間年間をををを見通見通見通見通したしたしたした連続性連続性連続性連続性

のあるのあるのあるのある指導等指導等指導等指導等をををを通通通通じてじてじてじて、、、、生徒指導体制生徒指導体制生徒指導体制生徒指導体制のののの充実充実充実充実をををを

図図図図りますりますりますります。。。。

８８８８



９９９９

・・・・様様様様々々々々なななな交流活動等交流活動等交流活動等交流活動等をををを通通通通じてじてじてじて

上級生上級生上級生上級生にはにはにはには、、、、自信自信自信自信やややや責任感責任感責任感責任感、、、、思思思思いやるいやるいやるいやる心心心心

下級生下級生下級生下級生にはにはにはには、、、、成長成長成長成長することへのすることへのすることへのすることへの夢夢夢夢やややや憧憧憧憧れれれれ

などをなどをなどをなどを育育育育みますみますみますみます。。。。

中学生中学生中学生中学生によるによるによるによる小学生小学生小学生小学生

へのへのへのへの読読読読みみみみ聞聞聞聞かせかせかせかせ

中学生中学生中学生中学生とととと小学校低学年小学校低学年小学校低学年小学校低学年

児童児童児童児童とのとのとのとの交流交流交流交流

小中学校小中学校小中学校小中学校 合同遠足合同遠足合同遠足合同遠足

小小小小・・・・中学生中学生中学生中学生のののの交流活動等交流活動等交流活動等交流活動等のののの充実充実充実充実
～～～～ 施設施設施設施設がががが一体一体一体一体であるからこそであるからこそであるからこそであるからこそ

育育育育むことができるむことができるむことができるむことができる子子子子どもたちのどもたちのどもたちのどもたちの成長成長成長成長 ～～～～



１０１０１０１０

本市教育振興本市教育振興本市教育振興本市教育振興のののの先進校先進校先進校先進校
（（（（フロンティアフロンティアフロンティアフロンティア校校校校））））におけるにおけるにおけるにおける７７７７つのつのつのつの施策施策施策施策

・・・・外国語外国語外国語外国語（（（（英語英語英語英語））））教育教育教育教育のののの充実充実充実充実

・・・・理数教育理数教育理数教育理数教育のののの充実充実充実充実

・・・・伝統伝統伝統伝統やややや文化文化文化文化にににに

関関関関するするするする教育教育教育教育のののの充実充実充実充実

・・・・道徳教育道徳教育道徳教育道徳教育のののの充実充実充実充実

・・・・体育指導体育指導体育指導体育指導、、、、クラブクラブクラブクラブ活動活動活動活動・・・・部活動部活動部活動部活動のののの充実充実充実充実

・・・・小中学校施設小中学校施設小中学校施設小中学校施設のののの一体化一体化一体化一体化とととと充実充実充実充実したしたしたした施設施設施設施設

・・・・教職員体制教職員体制教職員体制教職員体制のののの充実充実充実充実



１１１１１１１１

外国語外国語外国語外国語（（（（英語英語英語英語））））教育教育教育教育カリキュラムカリキュラムカリキュラムカリキュラムのののの概要概要概要概要

学年学年学年学年 小学校小学校小学校小学校１１１１年生年生年生年生～～～～４４４４年生年生年生年生 小学校小学校小学校小学校５５５５年生年生年生年生～～～～６６６６年生年生年生年生 中学校中学校中学校中学校１１１１年生年生年生年生～～～～３３３３年生年生年生年生

時間数時間数時間数時間数 １５１５１５１５時間時間時間時間～～～～２０２０２０２０時間時間時間時間 ３５３５３５３５時間時間時間時間～～～～５０５０５０５０時間時間時間時間 １４０１４０１４０１４０時間時間時間時間

目標目標目標目標 英語英語英語英語によるによるによるによるコミュニケーコミュニケーコミュニケーコミュニケー
ションションションションにににに慣慣慣慣れれれれ、、、、親親親親しむしむしむしむ

英語英語英語英語によるによるによるによるコミュニケーコミュニケーコミュニケーコミュニケー
ションションションション力力力力をををを身身身身にににに付付付付けるけるけるける

英語英語英語英語によるによるによるによるコミュニケーコミュニケーコミュニケーコミュニケー
ションションションション力力力力をををを活用活用活用活用するするするする。。。。

活動活動活動活動
内容内容内容内容

・・・・音声音声音声音声をををを中心中心中心中心としたとしたとしたとした模倣模倣模倣模倣、、、、
身体活動身体活動身体活動身体活動をををを通通通通してしてしてして、、、、聞聞聞聞
くくくく事事事事、、、、話話話話すことのすことのすことのすことの活動活動活動活動
にににに親親親親しむとともにしむとともにしむとともにしむとともに楽楽楽楽しししし
むむむむ。。。。

・・・・相手相手相手相手のののの意向意向意向意向をををを理解理解理解理解しししし、、、、
自分自分自分自分のののの気持気持気持気持ちやちやちやちや思思思思いいいい、、、、
考考考考えをえをえをえを簡単簡単簡単簡単なななな英語英語英語英語をををを用用用用
いていていていて発信発信発信発信するするするする。。。。

・・・・英語音英語音英語音英語音をををを正正正正しくしくしくしく聞聞聞聞きききき取取取取
りりりり、、、、正正正正しくしくしくしく発音発音発音発音するするするする。。。。

・・・・聞聞聞聞くくくく、、、、話話話話すすすす、、、、読読読読むむむむ、、、、書書書書
くなどのくなどのくなどのくなどの言語活動言語活動言語活動言語活動をををを通通通通
してしてしてして、、、、実践的実践的実践的実践的コミュニコミュニコミュニコミュニ
ケーションケーションケーションケーション力力力力のののの基礎基礎基礎基礎をををを
習得習得習得習得するするするする。。。。

外国語外国語外国語外国語（（（（英語英語英語英語））））教育教育教育教育のののの充実充実充実充実（（（（そのそのそのその１１１１））））
～～～～ 英検英検英検英検3級以上級以上級以上級以上のののの英語力英語力英語力英語力をををを身身身身につけるためににつけるためににつけるためににつけるために ～～～～



１２１２１２１２

中学校中学校中学校中学校におけるにおけるにおけるにおける英語教育英語教育英語教育英語教育のののの充実充実充実充実

外国語外国語外国語外国語（（（（英語英語英語英語））））教育教育教育教育のののの充実充実充実充実（（（（そのそのそのその２２２２））））
～～～～ 英検英検英検英検3級以上級以上級以上級以上のののの英語力英語力英語力英語力をををを身身身身につけるためににつけるためににつけるためににつけるために ～～～～

内容内容内容内容

・・・・習熟度別少人数学習習熟度別少人数学習習熟度別少人数学習習熟度別少人数学習によるによるによるによる指導指導指導指導

・・・・専用専用専用専用ののののヘッドホンヘッドホンヘッドホンヘッドホン・・・・スピーカースピーカースピーカースピーカーをををを使用使用使用使用してしてしてして、、、、毎日毎日毎日毎日、、、、英会話英会話英会話英会話をををを聴聴聴聴くくくく

・・・・定期定期定期定期テストテストテストテストごとにごとにごとにごとに英検英検英検英検とととと連動連動連動連動したしたしたした英語力達成英語力達成英語力達成英語力達成テストテストテストテストをををを実施実施実施実施

・・・・イングリッシュイングリッシュイングリッシュイングリッシュ・・・・スピーチスピーチスピーチスピーチ・・・・コンテストコンテストコンテストコンテストのののの開催開催開催開催

（（（（小学校小学校小学校小学校とととと合同開催合同開催合同開催合同開催））））



１３１３１３１３

理数教育理数教育理数教育理数教育のののの充実充実充実充実（（（（そのそのそのその１１１１））））
理科教育理科教育理科教育理科教育カリキュラムカリキュラムカリキュラムカリキュラムのののの概要概要概要概要

学年学年学年学年 小学校小学校小学校小学校３３３３年生年生年生年生～～～～４４４４年生年生年生年生 小学校小学校小学校小学校５５５５年生年生年生年生～～～～６６６６年生年生年生年生 中学校中学校中学校中学校１１１１年生年生年生年生～～～～３３３３年生年生年生年生

目標目標目標目標 情操面情操面情操面情操面をををを大切大切大切大切にしながらにしながらにしながらにしながら、、、、
初歩的初歩的初歩的初歩的でででで科学的科学的科学的科学的なななな見方見方見方見方をををを
身身身身につけるにつけるにつけるにつける。。。。

実験実験実験実験・・・・観察観察観察観察をををを通通通通してしてしてして基礎基礎基礎基礎
的的的的でででで科学的科学的科学的科学的なななな見方見方見方見方やややや考考考考ええええ
方方方方をををを身身身身につけるにつけるにつけるにつける。。。。

実験実験実験実験・・・・観察観察観察観察をををを通通通通してしてしてして科学科学科学科学
的的的的にににに調調調調べるべるべるべる能力能力能力能力やややや態度態度態度態度をををを
養養養養いいいい、、、、科学的科学的科学的科学的なななな考考考考ええええ方方方方をををを
身身身身につけるにつけるにつけるにつける。。。。

活動活動活動活動
内容内容内容内容

・・・・生物生物生物生物のののの生長生長生長生長やややや環境環境環境環境とのとのとのとの
関関関関わりわりわりわり方方方方についてのについてのについてのについての見見見見
方方方方やややや考考考考ええええ方方方方をををを養養養養うううう。。。。

・・・・光光光光、、、、電気電気電気電気、、、、磁石磁石磁石磁石、、、、空気空気空気空気
やややや水水水水、、、、物質物質物質物質についてのについてのについてのについての
見方見方見方見方やややや考考考考ええええ方方方方をををを養養養養うううう。。。。

・・・・太陽太陽太陽太陽とととと月月月月、、、、星星星星、、、、空気中空気中空気中空気中
のののの水水水水についてのについてのについてのについての見方見方見方見方やややや
考考考考ええええ方方方方をををを養養養養うううう。。。。

・・・・動植物動植物動植物動植物のののの発生発生発生発生、、、、成長成長成長成長やややや
環境環境環境環境とのかかわりとのかかわりとのかかわりとのかかわり、、、、生生生生
物物物物のののの体体体体のののの働働働働きききき等等等等についについについについ
てのてのてのての見方見方見方見方やややや考考考考ええええ方方方方をををを養養養養
うううう。。。。

・・・・物物物物のののの溶溶溶溶けけけけ方方方方、、、、てこのてこのてこのてこの動動動動
きききき、、、、燃焼燃焼燃焼燃焼、、、、電磁石電磁石電磁石電磁石のののの働働働働
きききき、、、、水水水水とととと圧力圧力圧力圧力、、、、水溶液水溶液水溶液水溶液
についてのについてのについてのについての見方見方見方見方やややや考考考考ええええ
方方方方をををを養養養養うううう。。。。

・・・・天気天気天気天気のののの変化変化変化変化やややや流水流水流水流水のののの働働働働
きききき、、、、大地大地大地大地のつくりとのつくりとのつくりとのつくりと変変変変
化化化化についてのについてのについてのについての見方見方見方見方やややや考考考考
ええええ方方方方をををを養養養養うううう。。。。

・・・・物質物質物質物質ややややエネルギーエネルギーエネルギーエネルギーにににに関関関関
してのしてのしてのしての見方見方見方見方やややや考考考考ええええ方方方方をををを
養養養養うううう。。。。

・・・・光光光光やややや音音音音、、、、力力力力とととと圧力等圧力等圧力等圧力等のののの
物理現象物理現象物理現象物理現象やややや電流等電流等電流等電流等につにつにつにつ
いてのいてのいてのいての見方見方見方見方やややや考考考考ええええ方方方方をををを
養養養養うううう。。。。

・・・・化学変化化学変化化学変化化学変化とととと原子原子原子原子、、、、分子分子分子分子
やややや化学反応化学反応化学反応化学反応のののの利用等利用等利用等利用等にににに
ついてのついてのついてのついての見方見方見方見方やややや考考考考ええええ方方方方
をををを養養養養うううう。。。。

・・・・天気天気天気天気とそのとそのとそのとその変化変化変化変化、、、、地球地球地球地球
とととと宇宙宇宙宇宙宇宙についてのについてのについてのについての見方見方見方見方
やややや考考考考ええええ方方方方をををを養養養養うううう。。。。



１４１４１４１４

理数教育理数教育理数教育理数教育のののの充実充実充実充実（（（（そのそのそのその２２２２））））
算数算数算数算数・・・・数学教育数学教育数学教育数学教育カリキュラムカリキュラムカリキュラムカリキュラムのののの概要概要概要概要

学年学年学年学年 小学校小学校小学校小学校１１１１年生年生年生年生～～～～４４４４年生年生年生年生 小学校小学校小学校小学校５５５５年生年生年生年生～～～～６６６６年生年生年生年生 中学校中学校中学校中学校１１１１年生年生年生年生～～～～３３３３年生年生年生年生

目標目標目標目標 基礎基礎基礎基礎・・・・基本基本基本基本をををを繰繰繰繰りりりり返返返返してしてしてして
習熟習熟習熟習熟をををを図図図図るるるる

基礎基礎基礎基礎・・・・基本基本基本基本をををを生生生生かしてかしてかしてかして思思思思
考力考力考力考力・・・・判断力判断力判断力判断力・・・・表現力表現力表現力表現力をををを
身身身身につけるにつけるにつけるにつける

基礎基礎基礎基礎・・・・基本基本基本基本をををを応用応用応用応用してしてしてして思思思思
考力考力考力考力・・・・判断力判断力判断力判断力・・・・表現力表現力表現力表現力をををを
伸伸伸伸ばすばすばすばす

活動活動活動活動
内容内容内容内容

・・・・具体物具体物具体物具体物をををを用用用用いたいたいたいた活動活動活動活動をををを
通通通通してしてしてして数数数数にににに関関関関するするするする感覚感覚感覚感覚、、、、
量量量量のののの大大大大きさきさきさきさ、、、、図形図形図形図形につにつにつにつ
いてのいてのいてのいての感覚感覚感覚感覚をををを豊豊豊豊かにすかにすかにすかにす
るるるる。。。。

・・・・反復反復反復反復によるによるによるによる基礎基礎基礎基礎・・・・基本基本基本基本
となるとなるとなるとなる数数数数のののの概念概念概念概念とととと計算計算計算計算
技能技能技能技能をををを確実確実確実確実にににに習得習得習得習得するするするする。。。。

・・・・数数数数、、、、量量量量、、、、図形図形図形図形などにつなどにつなどにつなどにつ
いていていていて基礎的基礎的基礎的基礎的なななな概念概念概念概念をををを理理理理
解解解解しししし、、、、基礎的基礎的基礎的基礎的なななな計算計算計算計算がががが
できるようにするできるようにするできるようにするできるようにする。。。。

・・・・見通見通見通見通しをもったりしをもったりしをもったりしをもったり、、、、筋筋筋筋
道道道道をををを立立立立てててててててて考考考考えたりすえたりすえたりすえたりす
るるるる数学的数学的数学的数学的なななな考考考考ええええ方方方方をををを身身身身
につけるにつけるにつけるにつける。。。。

・・・・よりよいよりよいよりよいよりよい数学的数学的数学的数学的なななな処理処理処理処理
のののの仕方仕方仕方仕方をををを生生生生みみみみ出出出出していしていしていしてい
くくくく力力力力をををを育育育育てるてるてるてる。。。。

・・・・数量数量数量数量、、、、図形図形図形図形などになどになどになどに関関関関すすすす
るるるる基礎的基礎的基礎的基礎的なななな概念概念概念概念やややや原原原原
理理理理・・・・法則法則法則法則のののの理解理解理解理解をををを深深深深めめめめ
るるるる。。。。

・・・・事象事象事象事象をををを数理的数理的数理的数理的にににに考察考察考察考察すすすす
るるるる能力能力能力能力をををを高高高高めるめるめるめる。。。。

・・・・数学的数学的数学的数学的なななな見方見方見方見方やややや考考考考ええええ、、、、
数理的数理的数理的数理的なななな処理方法等処理方法等処理方法等処理方法等をををを
身身身身につけるにつけるにつけるにつける。。。。



１５１５１５１５

理数教育理数教育理数教育理数教育のののの充実充実充実充実（（（（そのそのそのその３３３３））））

理数理数理数理数におけるにおけるにおけるにおける指導体制指導体制指導体制指導体制のののの充実充実充実充実

内容内容内容内容

・・・・小学校高学年小学校高学年小学校高学年小学校高学年のののの理科理科理科理科、、、、算数算数算数算数においてにおいてにおいてにおいて教科担任制教科担任制教科担任制教科担任制をををを実施実施実施実施

・・・・中学校中学校中学校中学校のののの理科理科理科理科、、、、数学数学数学数学においてにおいてにおいてにおいて習熟度別少人数指導習熟度別少人数指導習熟度別少人数指導習熟度別少人数指導をををを実施実施実施実施

・・・・小中学校小中学校小中学校小中学校のののの理科理科理科理科においてにおいてにおいてにおいて実験実験実験実験・・・・観察観察観察観察のののの時間時間時間時間をををを充実充実充実充実



１６１６１６１６

体育指導体育指導体育指導体育指導、、、、クラブクラブクラブクラブ活動活動活動活動・・・・部活動部活動部活動部活動
のののの充実充実充実充実（（（（そのそのそのその１１１１））））

体育体育体育体育カリキュラムカリキュラムカリキュラムカリキュラムのののの概要概要概要概要

学年学年学年学年 小学校小学校小学校小学校１１１１年生年生年生年生～～～～４４４４年生年生年生年生 小学校小学校小学校小学校５５５５年生年生年生年生～～～～６６６６年生年生年生年生 中学校中学校中学校中学校１１１１年生年生年生年生～～～～３３３３年生年生年生年生

目標目標目標目標 ・・・・めあてをたてめあてをたてめあてをたてめあてをたて、、、、簡単簡単簡単簡単なななな
きまりやきまりやきまりやきまりや活動活動活動活動をををを工夫工夫工夫工夫しししし
てててて、、、、運動運動運動運動のののの楽楽楽楽しさをしさをしさをしさを体体体体
験験験験するするするする。。。。

・・・・基礎的基礎的基礎的基礎的なななな動動動動きをきをきをきを身身身身につにつにつにつ
けけけけ、、、、意欲的意欲的意欲的意欲的にににに体力体力体力体力をををを養養養養
うううう。。。。

・・・・めあてやめあてやめあてやめあてや作戦作戦作戦作戦をををを工夫工夫工夫工夫しししし
てたててたててたててたて、、、、各種各種各種各種のののの運動運動運動運動にににに
応応応応じたじたじたじた基本的基本的基本的基本的なななな技能技能技能技能をををを
身身身身につけにつけにつけにつけ、、、、体力体力体力体力のののの向上向上向上向上
をををを図図図図るるるる。。。。

・・・・仲間仲間仲間仲間とともにとともにとともにとともに運動運動運動運動をををを楽楽楽楽
しみしみしみしみ、、、、自自自自らのらのらのらの課題課題課題課題をををを解解解解
決決決決しようとするしようとするしようとするしようとする学学学学びびびび方方方方
のののの習得習得習得習得をををを図図図図るるるる。。。。

・・・・自己自己自己自己のののの個性個性個性個性をををを伸伸伸伸ばしばしばしばし、、、、
生涯生涯生涯生涯にわたってにわたってにわたってにわたって運動運動運動運動にににに
親親親親しむためのしむためのしむためのしむための資質資質資質資質やややや能能能能
力力力力のののの向上向上向上向上をををを図図図図るるるる。。。。

・・・・学習学習学習学習をををを計画計画計画計画、、、、実践実践実践実践しししし、、、、
活動活動活動活動やややや結果結果結果結果をををを公正公正公正公正にににに評評評評
価価価価できるようにするできるようにするできるようにするできるようにする。。。。

活動活動活動活動
内容内容内容内容

・・・・器械運動器械運動器械運動器械運動
・・・・走走走走、、、、跳跳跳跳のののの運動遊運動遊運動遊運動遊びびびび
・・・・水遊水遊水遊水遊びびびび、、、、泳泳泳泳ぐぐぐぐ運動運動運動運動
・・・・表現表現表現表現リズムリズムリズムリズム遊遊遊遊びびびび
・・・・表現運動表現運動表現運動表現運動
・・・・保健保健保健保健

・・・・器械運動器械運動器械運動器械運動
・・・・陸上運動陸上運動陸上運動陸上運動
・・・・水泳水泳水泳水泳
・・・・ボールボールボールボール運動運動運動運動、、、、球技球技球技球技
・・・・表現運動表現運動表現運動表現運動、、、、ダンスダンスダンスダンス
・・・・保健保健保健保健

・・・・器械運動器械運動器械運動器械運動
・・・・陸上運動陸上運動陸上運動陸上運動
・・・・水泳水泳水泳水泳
・・・・球技球技球技球技
・・・・武道武道武道武道
・・・・ダンスダンスダンスダンス
・・・・体育理論体育理論体育理論体育理論、、、、保健保健保健保健



１７１７１７１７

体育指導体育指導体育指導体育指導、、、、クラブクラブクラブクラブ活動活動活動活動・・・・部活動部活動部活動部活動
のののの充実充実充実充実（（（（そのそのそのその２２２２））））

内容内容内容内容

・・・・小学校高学年小学校高学年小学校高学年小学校高学年のののの体育体育体育体育においてにおいてにおいてにおいて教科担任制教科担任制教科担任制教科担任制をををを実施実施実施実施

・・・・中学校体育中学校体育中学校体育中学校体育やややや小中学校小中学校小中学校小中学校ののののクラブクラブクラブクラブ活動活動活動活動・・・・部活動部活動部活動部活動においてにおいてにおいてにおいて

外部指導者外部指導者外部指導者外部指導者をををを活用活用活用活用 （（（（企業企業企業企業、、、、大学大学大学大学とのとのとのとの連携連携連携連携））））

・・・・小学校運動会小学校運動会小学校運動会小学校運動会、、、、中学校体育大会中学校体育大会中学校体育大会中学校体育大会のののの

合同開催合同開催合同開催合同開催



１８１８１８１８

通学路通学路通学路通学路のののの安全確保安全確保安全確保安全確保
～～～～ 子子子子どもたちのどもたちのどもたちのどもたちの安全安全安全安全をををを第一第一第一第一にににに ～～～～

対応例対応例対応例対応例

・・・・スクールスクールスクールスクール・・・・ゾーンゾーンゾーンゾーン表示表示表示表示のののの増設増設増設増設

・・・・通学路通学路通学路通学路ののののカラーカラーカラーカラー表示表示表示表示

・・・・通用門通用門通用門通用門のののの増設増設増設増設 などなどなどなど

・・・・八尾警察署八尾警察署八尾警察署八尾警察署やややや関係諸機関関係諸機関関係諸機関関係諸機関とととと連携連携連携連携しながらしながらしながらしながら通学路通学路通学路通学路

のののの安全確保安全確保安全確保安全確保にににに努努努努めますめますめますめます。。。。



１９１９１９１９

３３３３校校校校のののの跡地活用跡地活用跡地活用跡地活用
～～～～ 地域活動地域活動地域活動地域活動のののの活性化活性化活性化活性化につながるようににつながるようににつながるようににつながるように ～～～～

・・・・高安中学校区高安中学校区高安中学校区高安中学校区３３３３校校校校のののの跡地跡地跡地跡地についてはについてはについてはについては、「、「、「、「市街化調整区市街化調整区市街化調整区市街化調整区
域域域域」」」」にににに指定指定指定指定されておりされておりされておりされており、、、、新新新新たなたなたなたな開発開発開発開発やややや建築行為建築行為建築行為建築行為はははは制限制限制限制限
されておりされておりされておりされており、、、、許可許可許可許可をををを受受受受けなくてはなりませんけなくてはなりませんけなくてはなりませんけなくてはなりません。。。。

・・・・高安中学校区高安中学校区高安中学校区高安中学校区３３３３校校校校のののの跡地活用跡地活用跡地活用跡地活用についてはについてはについてはについては、、、、地域住民地域住民地域住民地域住民のののの
皆様方皆様方皆様方皆様方のごのごのごのご意見意見意見意見をおをおをおをお聞聞聞聞きしながらきしながらきしながらきしながら、、、、検討検討検討検討をををを進進進進めますめますめますめます。。。。

活用例活用例活用例活用例

・・・・スポーツスポーツスポーツスポーツ施設施設施設施設（（（（サッカーサッカーサッカーサッカー場場場場、、、、野球場野球場野球場野球場、、、、運動広場運動広場運動広場運動広場、、、、

グラウンドゴルフグラウンドゴルフグラウンドゴルフグラウンドゴルフ場場場場、、、、テニスコートテニスコートテニスコートテニスコート 等等等等））））

・・・・文化財施設文化財施設文化財施設文化財施設 ・・・・公園公園公園公園

・・・・コミュニティコミュニティコミュニティコミュニティ・・・・センターセンターセンターセンター などなどなどなど



今後今後今後今後ののののスケジュールスケジュールスケジュールスケジュール（（（（案案案案））））
内容内容内容内容 H25H25H25H25年度年度年度年度 H26H26H26H26年度年度年度年度 H27H27H27H27年度年度年度年度 H28H28H28H28年度年度年度年度

府立八尾支援学校東校府立八尾支援学校東校府立八尾支援学校東校府立八尾支援学校東校 耐震耐震耐震耐震２２２２次診断次診断次診断次診断

新校新校新校新校「「「「施設一体型小施設一体型小施設一体型小施設一体型小・・・・中学校中学校中学校中学校」」」」実施設計実施設計実施設計実施設計

新校新校新校新校「「「「施設一体型小施設一体型小施設一体型小施設一体型小・・・・中学校中学校中学校中学校」」」」

耐震補強工事耐震補強工事耐震補強工事耐震補強工事、、、、大規模改修工事大規模改修工事大規模改修工事大規模改修工事

学校運営体制学校運営体制学校運営体制学校運営体制、、、、教育課程教育課程教育課程教育課程

（（（（カリキュラムカリキュラムカリキュラムカリキュラム））））等等等等のののの研究研究研究研究

小小小小・・・・中学校中学校中学校中学校のののの交流活動交流活動交流活動交流活動

英語教育英語教育英語教育英語教育、、、、理数教育等理数教育等理数教育等理数教育等のののの充実充実充実充実、、、、教科担任教科担任教科担任教科担任
制制制制のののの先行実施先行実施先行実施先行実施

保護者保護者保護者保護者、、、、地域住民地域住民地域住民地域住民とのとのとのとの意見交換意見交換意見交換意見交換

２０２０２０２０

開開開開
校校校校
予予予予
定定定定


