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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。 

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、ぜひご参加ください。 

会場と開始時刻は、各地域に記載しております。 

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、逓送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） 
日 時：７月６日（金）14 時 00 分～ 

会 場：北野高校 六稜会館 ３階六稜ホール 

 

 

 

前半は、東能勢中学校・池田高校・千里青雲高校（共生推

進教室）の３校から「進路保障」をめぐる実践報告をしてい

ただきます。後半では、３校の報告を受けて、「進路保障と

は何か」について、各校の取り組みや参加者の問題意識を出

し合いながら、小学校・中学校・高校・支援学校の先生方と

交流をおこないます。ぜひご参加ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大阪市淀川区新北野２丁目５番 13 号 

◆阪急「十三」駅下車 南西へ約 700m 

 
 

■三 島（旧２学区） 
日 時：７月６日（金）14 時 00 分～ 

会 場：春日丘高校 定時制増築棟 

 

 

 

 

 前半は、障がいのある生徒への継続する支援をテーマに、

高校が今直面している課題や問題意識を提示しながら、小中

学校と支援学校より実践報告をいただきます。小中学校から

は支援学級に在籍する生徒の学校生活の様子や、集団づくり

がどのようにおこなわれているかについて、支援学校からは

障がいのある生徒の就職支援を生徒の様子を交えながら具

体的な手立てについてお話しいただきます。後半は、各校で

の現状や取り組みなど、小・中・高・支援学校の先生方と交

流を行います。校種を超えてお話するこの機会にぜひご参加

ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

茨木市春日２丁目１番２号 

◆JR 京都線「茨木」駅 北西へ約 300ｍ 

  

進路保障とは何か？ 

障がいのある生徒への支援 
～小・中・高・支援学校でつながる支援を考える～ 

阪急十三駅 

北野高校 



■大阪市内（旧３・６学区） 
日 時：７月６日（金）14 時 30 分～ 

  会 場：天王寺高校 会議室 
 
 

 
 

 
本年度も、大阪市内の北と南を合同で開催します。現在、

発達障がいや学習・人間関係に困り感のある生徒への支援を
充実させることが求められています。しかし、その支援方法
は、生徒一人ひとりに応じたものであるため、各校で模索し
ながら実践されているのではないでしょうか。  
そこで、市内中学校、全日制高校、定時制高校の先生方を

招き、様々な角度から、支援のあり方や課題を共有する機会
にしたいと思います。特に、学習・進路、人間関係（友人関
係や他の生徒の反応、いじめなど）、保護者対応をテーマに、
生徒の置かれている現実から深く学び、交流していきたいと
考えています。 
経験年数の少ない先生や人権・支援教育担当の先生は、ぜ

ひご参加ください。 

 

大阪市阿倍野区三明町２丁目 23 号 

◆JR 阪和線「美章園」駅 北西へ約 300m 

◆近鉄南大阪線「河堀口」駅 南西へ約 400m 

◆地下鉄谷町線「文の里」駅 北東へ約 700m 

 
 

■北河内（旧４学区） 
日 時：７月 13 日（金）14 時 30 分～ 

  会 場：野崎高校 図書室 
 
 
 
 今年度は、視覚障がいのある生徒の校内支援や生徒の様子
について、四條畷高校より実践報告をいただきます。入学か
ら卒業に至るまで、支援に必要なハード面だけではなく、情
報をどのように集め、どのように学校全体をまきこみ、どの
ように校内支援体制を構築されたかをお話しいただきます。 
 後半は、参加されている小・中・高校・支援学校の先生方
で意見・情報交換をし、交流を深めていきたいと思います。
ぜひご参加ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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） 
日 時：７月 6 日（金）14 時 00 分～ 

会 場：布施高校 同窓会館 

 

 
 
中河内の小中学校・府立学校、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。 以下、報告校〈順不同〉 

◆布施高等学校 定時制 「定時制、夜の保健室」 

◆八尾市立北山本小学校 「ちがいを豊かさにした集団づくり」 

◆学校法人 樟蔭学園  「中河内で 100 年 女子の人権・キャリア教育」 

◆布施北高等学校 

 「東大阪のエンパワメントスクール 地域とともにあるために」 

◆東大阪市民族学級講師（柏田中・小阪中・八戸の里小・小阪小勤務）  

東大阪の保護者兼府立学校教職員 

「東大阪の学校に子を通わせる親として、教職員として」 
みなさん、この機会にぜひいらしてください。お待ちして

おります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

発達障がいなど困り感のある生徒の 

学習・進路・人間関係・保護者対応について 

～中学校と全日制高校、定時制高校のアプローチ方法～ 

－地域で子どもたちを支える－ 
 

インクルーシブ教育について 

～障がいのある生徒の校内支援～ 



■南河内（旧７学区） 
日 時：７月 6 日（金）14 時 30 分～ 

会 場：富田林市立人権文化センター 

 

 

 

昨年度に引き続き、校種を越えたカフェ形式の交流を行い

ます。「生徒支援とは何か」というテーマについて、「いつ」

「誰が」「どこで（自分の学校で）」「何を」「どのように」を

意識しながら、具体的な支援のあり方について考えてみませ

んか。その後、実際の事例についてもいくつかの学校からお

話をうかがいたいと思います。生徒をつなぐ、生徒とつなが

るしかけを共に考えましょう。ぜひご参加ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

富田林市若松町 1 丁目 9-12 

◆近鉄長野線「富田林」駅 東へ約 500ｍ 
 
 

■泉北（旧８学区） 
日 時：７月 6 日（金）14 時 00 分～ 

会 場：堺工科高校 定時制棟 

 

 

 近年、合格発表後に中学校訪問を行う高等学校・支援学校

が増えてきているように、中高の連携を通じて入学後の生徒

にどのような支援ができるのかということに関心を持ってい

る学校も多いのではないでしょうか。一方で、小中学校間で

はどのような連携を行っているのかについて知る機会はあま

りなかったかもしれません。こうした現状を受けて、今年度

は和泉市立の中学校と府立の高等学校から「小中高の連携」

について、その実態と各学校への思いをお話していただきま

す。後半には参加者同士の交流会も実施します。この機会が

有意義なものになるよう、みなさん、ぜひご参加ください！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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） 
日 時：７月 13 日（金）14 時 00 分～ 

  会 場：佐野高校 同窓会館 

 

 

 

 

ＮＰＯ法人泉佐野地球交流協会（通称 ica）では、外国人と

泉佐野市民とのふれあい、ボランティアが主体となった各種

国際交流といった活動をされています。前半では、それらの

活動や小中学校および高等学校に通う児童・生徒への取り組

み等を報告していただきます。 

佐野高校の先生からは ica との取り組み、ユネスコスクー

ルの活動・海外スタディツアー等の報告と多言語進路ガイダ

ンスについてお話しいただきます。 

後半は、当日ご参加の小中学校の先生と一緒に交流したい

と思います。ぜひご参加ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

泉佐野市市場東２丁目 398 

◆南海本線「泉佐野」駅 南東へ約 900ｍ 

◆JR 阪和線「日根野」駅 北西へ約 1,800m 

 

南河内（みなかわ）カフェ第２弾 

～つながるしかけを考える～ 

校種間連携の実態を考える 

外国にルーツのある生徒へのサポートについて 

(泉佐野地球交流協会と佐野高校の取り組み) 



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 E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E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。＊ 

2018 年度 

夏 季 セ ミ ナ ー 

７月 25・26 日（水・木） 

 ８月  ２日（木）  オープン・セミナー（ファシリテーション工房）  

 ８月 17 日（金）  オープン・セミナー（若手工房）  

10 月  ５日（金）  第２回 研究部会  

11 月  ２日（金）  フィールドワーク （予定）  

11 月 ３日（土・祝） ヒューマンライツフォーラム 2018 

11 月 16 日（金）  フィールドワーク （予定）  

11 月 17 日（土）  全人教 滋賀大会  

    18 日（日）      〃 

11 月 30 日（金）  第３回 研究部会  

12 月 14 日（金）  

 

校長部会 全体研修会  

 

 

12 月 19 日（金）  教頭部会 総会・研究協議会  

１月 25 日（金）  研究集会  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１月 25 日（金）  

 

 

研究集会  

 

 

今こそ差別の現実から深く

学び、生徒支援へつなげよう 
 

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「府立人研だより 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・11 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共有します。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/

