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みなさんお元気にされていますでしょうか？  府立人研事務局です。 

開催各地域の交流部会の内容が決定しました。 

各校でお誘い合わせの上、どなたでもご参加ください。★名札をご持参ください。 

会場と開始時刻は、各地域の交流内容の最後に記載しています。 

この「たより」と同時にお送りした申込用紙に記載した各地域担当に、 

メールまたは FAX でお申込みください。当日、心よりお待ちしております。 
 

■豊 能（旧１学区） 

 

 

前半は、小学校でおこなっている箕面支援学校の出前授業

を体験し、「合理的配慮」「基礎的環境整備」とはどうするこ

となのかを考えます。後半では、箕面支援学校の事例を一つ

の参考例として、所属校での事例や困っていること、疑問な

どを出し合いながら、自分の学校で「合理的配慮」「基礎的

環境整備」としてできることは何かという視点で、小・中学

校の先生方と交流をしていきます。また、時間の許す限り、

小中高連携の一環としての情報交換もおこなう予定です。  

        【会場：桜塚高校／14 時 30 分～】 

 

 

大阪府豊中市桜塚 4 丁目 1 番 1 号 

◆阪急電車宝塚線「岡町」駅 東へ約 800m 

 
 

■三 島（旧２学区） 
 

 

 

 「目の前にいる子どもたちに、将来、どんな大人になって

いてほしいですか。どんな生活、どんな毎日を送っていてほ

しいですか。」あなたなら、この問いに何と答えますか？  

 今回の地域交流部会では、進路保障の視点から高校と中学

校から報告していただき、地域で子どもを育てる意義につい

て考えていきます。各校種における課題を出し合いながら交

流し、教育のバトンをつないでいく公教育のあり方につい

て、小中高で話し合う機会としたいと考えています。  

【会場：春日丘高校 定時制増築棟／14 時～】 

 

 

 

 

 

 

 

 

大阪府茨木市春日２丁目１番２号 

◆JR 阪神線「茨木」駅 北西へ約 300ｍ 

  

障がいのある子どもの立場から、合理的配慮を学ぶ 

小中高で考える進路保障 



■大阪市内（旧３・６学区） 

 

 

本年度は、大阪市内の北と南を合同で開催し、貧困家庭や

不登校、発達障がいのある生徒など、様々な課題を抱えた生

徒の進路指導をテーマに開催します。 

大阪市内中学校の先生方をお招きし、課題を抱える生徒に

対する進路指導の実情や先生方の思いを伺うとともに、府立

学校での進路指導の実情や課題、悩みなどを、中学校の先生

方と共有する機会にしたいと考えています。ぜひご参加くだ

さい。      【会場：今宮工科高校／14時30分～】 

大阪市西成区出城１-１-６ 

◆JR 環状線・南海「新今宮」駅 西へ約 400m 

◆地下鉄御堂筋線・四つ橋線「動物園前」駅 西へ約 600m  

 
 

■北河内（旧４学区） 

 

 

 

 

 

 緑風冠高校は、平成 27 年度より共生推進教室が設置され

ています。3 年目の共生推進教室『ヒカリ教室』での生徒の

様子などをお話しいただきます。 

 枚方なぎさ高校は、平成 18 年度に知的障がい生徒自立支

援コースが設置されました。12 年目の自立支援コース『ピ

ア』での生徒の様子など、お話しいただきます。 

後半は、参加されている小中学校の先生と一緒に、交流会

をしたいと思います。ぜひご参加ください。  

【会場：野崎高校 図書室／14 時 30 分～】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大阪府大東市寺川 1 丁目 2 番 1 号 

◆JR 学研都市線「野崎」駅から 

南東へ約 1,200m 

◆近鉄バス「寺川」下車すぐ 

 
 

■中河内（旧５学区） 

 

 

 

八尾市立高美南小学校、布施・長栄中学校夜間学級、東大

阪市立柏田中学校、府立学校からは、たまがわ高等支援、枚

岡樟風、かわち野、八尾北、布施北、布施 定時制の課程よ

り、各校の取り組みや日々の実践を報告していただきます。 

昨年度に引き続き、中河内人研に縁のある先生方をお迎え

し、中河内の小中高・地域で連携し、どのように子どもたち

を支え、育てていくのかを話し合い、交流を深めていきたい

と考えております。みなさん、この機会にぜひお越しくださ

い。お待ちしております。 

【会場：布施高校 同窓会館／14 時～】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東大阪市下小阪３丁目 14 番 21 号 

◆近鉄奈良線「八戸ノ里」駅 南へ約 200m 

課題を抱える生徒の進路指導 

インクルーシブ教育について 

～緑風冠高校 共生推進教室『ヒカリ教室』  

枚方なぎさ高校 知的障がい生徒自立支援コース『ピア』より～  

小中高連携 

－地域で子どもたちを支える－ 



 

■南河内（旧７学区） 

 

 

今春も、各校でさまざまな生徒との出会いがありました。

そのなかでの苦労や困っていることについて、どのような取

り組みが可能であるか、カフェ形式で考えてみませんか。今

回は、①発達に特性がある ②生活背景に課題がある ③新

たな環境につまずいている という３つのよくあるケースで

の生徒との関わりを題材としています。校種を越えた交流

で、新たな気づきやヒントを得られる機会にしたいと思いま

す。ぜひ、ご参加ください。お待ちしております。 

【会場：東住吉高校 会議室／14 時 30 分～】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大阪市平野区平野西２-３-77 

◆近鉄南大阪線「針中野」駅 東へ約 900ｍ 

◆地下鉄谷町線「駒川中野」駅 南東へ約 1,100ｍ  

◆地下鉄谷町線「平野」駅 南西へ約 1,100ｍ  
 
 

■泉北（旧８学区） 

 

 

 
 

 外国にルーツのある生徒にどのような配慮が必要か。どの

ように指導・支援をすればよいのか。 

 最初は外国籍の生徒も通う堺市立殿馬場中学校の夜間学級

での取り組み・様子についてお話をしていただきます。  

 次に、成美高校の先生に、堺市立殿馬場中学校の夜間学級

を卒業した成美高校生の現状をお話しいただきます。 

 後半は、参加される小中学校の先生と一緒に、交流会をし

たいと思います。 

 また、17 時からは、殿馬場中学の夜間学級を見学させて

いただけます。お時間のある方は、ぜひご参加ください。 

【会場：堺工科高校 新棟／14 時～】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大阪府堺市堺区大仙中町 12 番 1 号 

◆南海高野線「堺東」駅 南へ約 1,600m 

◆JR 阪和線「百舌鳥」駅 西へ約 1,200m 

◆南海バス「工業高校前」下車すぐ 

 
 

■泉 南（旧９学区） 

 

 

 

学校に行きたいけれど行けない児童・生徒の居場所となっ

ている泉佐野市の「さわやかルーム」を訪問し、学校復帰に

向けた援助等の教育活動についての交流を行います。  

泉佐野市教育支援センターのセンター長に講演をしていた

だき、「さわやかルーム」を見学させていただきます。また、

地域内の小・中学校と府立学校とが交流し、配慮や支援の必

要なこどもたちを中心においた連携を深めていきます。  

【会場：泉佐野市教育支援センター さわやかルーム／14 時～】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大阪府泉佐野市大西１丁目 16－５ 

◆南海本線「泉佐野」駅 南西へ約 400ｍ 

南河内（みなかわ）カフェ 

中学校の夜間学級の生徒の様子と 

夜間学級の卒業生の高校生活について 

泉佐野市の適応指導教室の現状を聞く 



便利です“活案”メール!! 

府立人研では、「活動案内メール」を配
信しています。研究部会やオープン・セ
ミナーの案内を配信します。 
 

 みなさんがお使いのメー

ルアドレスを登録してくだ

さい。件名に「活動案内メー

ル希望」、本文に「学校名・

名前」を記入したメールを、

右記アドレスに送信してく

ださい。 

 

府立人研 大阪府立学校人権教育研究会  
 
 〒533-0024 大阪市東淀川区柴島 1丁目 7 番 106号 

       府立柴島高等学校内 
      ※逓送便には「府立人研」とお書きください。 
 
 TEL・FAX  ０６－６３２４－３８２２（直通） 
     ※お問い合わせはできる限りＥメールをご利用ください。 

       お電話の場合は、火曜日にお願いします。 
 E-mail    furitsujinken@nifty.com  
 ホームページ http://furitsujinken.in.coocan.jp/ 

 

 

 

              今後の主な活動予定      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊「府立人研だより」の掲示・配布をお願いいたします。各校の人権教育の充実にお役立ていただけたら幸いです。＊ 

2017 年度 

夏 季 セ ミ ナ ー 

７月 26・27 日（水・木） 

 

８月 ８日（火）  オープン・セミナー（ファシリテーション工房 第１日） 

   ９日（水）  オープン・セミナー（  〃     第２日） 

８月18 日（金）  オープン・セミナー（若手工房） 

10 月６日（金）  第 2 回 研究部会 

11 月 3 日（祝・金） ヒューマンライツフォーラム 2017 

11 月17 日（金）  フィールドワーク （予定） 

   24 日（金）  フィールドワーク （予定） 

12 月１日（金）  第 3 回 研究部会、校長部会 

12 月２日（土）  全人教 島根大会 

   ３日（日）   〃 

12 月14 日（木）  教頭部会 総会 

1 月 26 日（金）  研究集会 
 

 

すべての児童・生徒の 

未来につながる「学力」を 
 

各セミナー、分科会の詳細につきましては、６

月下旬発行予定の「府立人研たより 第６号」に

てお知らせいたします。もうしばらくお待ちくだ

さいませ。 
 

 

 

研究部会で深める！ 

教材・ケーススタディ・進路保障の３つの部会があり、部会ごとにテーマを決め、各校の実践報告

を中心に、年３回（６月・10 月・12 月）の研究部会を開催します。 

地域交流部会でつながる！ 

毎年７月に府内８つの地域（豊能・三島・大阪市内・北河内・中河内・南河内・泉北・泉南）に分

かれ、各校の人権教育についての交流やそれぞれの地域の課題について研究します。また、保幼小中

学校の先生方とも地域毎に交流します。続いて 11 月、北地域と南地域の２つのブロック別にフィー

ルドワークを開催します。 

教材・資料開発プロジェクトで発信する！ 

自主活動育成・障がい者教育・情報と人権・進路調査・奨学金・性差別撤廃教育・多文化教育・定

通教育・ファシリテーション工房・部落問題学習・若手工房の各プロジェクトチームがあり、継続的

に課題（テーマ）を研究し、人権教育教材を作成しています。 

府立人研スタッフへお気軽におたずねいただけたらと思います。 

mailto:furitsujinken@nifty.com
http://furitsujinken.in.coocan.jp/

