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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、各地域のコーナー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されている各地域担当に、 

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

■豊 能（旧１学区） 
日 時：７月５日（金）14 時 00 分～ 

会 場：府立北野高校 六稜会館３階六稜ホール 
 
 
 
今、多くの学校で、スマホをめぐる様々な事象が起きてお

り、「いじめ」につながる事象もあります。そこで、府立桜
塚高校と府立豊中高校からスマホ・ケータイをめぐる事例と
それに対してどのように取り組んだのか、また、日頃生徒に
対してどのようにスマホに関する指導をしているのかを報
告していただきます。２校の報告を受けた後、小・中・高・
支援学校においてスマホをめぐる子どもたちの現状はどう
なっているのか、どんな課題があり、どんな指導を行わなけ
ればならないかなど、実践事例や問題意識を出し合いなが
ら、小・中・高・支援学校の先生方で交流し、地域連携を深
めたいと思います。たくさんの先生方の参加を期待していま
す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

◆JR「塚本」駅下車 東へ 1,100m 

 

■三 島（旧２学区） 
日 時：７月５日（金）14 時 00 分～ 

会 場：府立春日丘高校 定時制増築棟 
            
近年、人間が行う仕事の約半分がロボットなど人工知能

（AI）によって作動するものに取って代えられると言われて
います。では、AI が発達しても残る仕事とは何なのでしょう
か？ また、その仕事に就くためには子どもたちにどのよう
な学力を身につけてもらえばいいのでしょうか？ 小・中・
高・支援学校の先生方とともにこの課題について考え、交流
し、地域連携を深めたいと思います。皆さまのご参加、心よ
りお待ちしております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

茨木市春日２丁目１番２号 

◆JR 京都線「茨木」駅 北西へ約 300ｍ 
 

スマホ・ケータイをめぐる事例と指導について 

校種間連携で考えるキャリア教育 
～ＡＩ時代を見越して～ 

阪急十三駅 

北野高校 



■大阪市内（旧３・６学区） 
日 時：７月５日（金）14 時 30 分～ 

 会 場：府立今宮工科高校 視聴覚室 
            
「トラブルに気づいた時には、対応が大変」「もっといい

クラスにしたいのに、なんでこんなにもめるんだろう？」 
こんな経験はないですか？ いじめへの対応が重視される
昨今、いじめの未然防止が求められています。今回、生徒対
応の悩みや課題を話し合いながら、解決へのきっかけをつか
めるよう交流会を企画しました。今年度も中学校の先生に来
ていただき、さまざまな生徒たちへの指導・支援の実践を聞
き、学んでいきます。事例検討のグループワークや参加者の
体験談等を聞きながら交流しましょう。特に教員経験年数１
～５年の方は是非ご参加ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大阪市西成区出城 1-1-16 

◆JR 環状線・南海本線・高野線「新今宮」駅 

西へ約 400m 

◆大阪メトロ御堂筋線・四つ橋線「動物園前」駅 

 西へ約 600ｍ 
 

■北河内（旧４学区） 
日 時：７月 12 日（金）14 時 30 分～ 

 会 場：府立野崎高校 図書室 
            
現在、様々な「しんどさ」を抱えた生徒の居場所があるこ

と、相談できる人がいることが必要であり、学校が「プラッ
トフォーム」となって社会的支援へとつなぐことが求められ
ています。 
府立学校の「課題を抱える生徒フォローアップ事業」の一

環として、居場所カフェの運営に携わり、SSW（スクールソー
シャルワーカー）としてもご活躍されている、NPO 法人あ
そーとの石原昂侑さんより、校内に「放課後カフェ」を設置
して居場所をつくり、そこから生徒の抱える課題を発見し、
対応した事例をいくつかご紹介いただきます。 
後半は小・中・高・支援学校の先生方で意見・情報交換を

行う予定にしております。奮ってご参加ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

◆JR「住道」駅、近鉄「新石切」駅より 

近鉄バス「寺川」下車すぐ 

 

■中河内（旧５学区） 
日 時：７月 5 日（金）13 時 30 分～ 

会 場：大阪樟蔭女子大学 田辺聖子文学館・高智館 円形ホール  
          
中河内の小・中学校、府立学校、大学、地域の連携を通し

て、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（以下行程・報
告順）。 
◆田辺聖子記念館〈見学〉 

◆大阪樟蔭女子大学「女子教育の歴史を紡ぐ 樟蔭の 100 年」 

◆東大阪市立意岐部中学校夜間学級・布施中学校夜間学級 

 「夜間中学運動の歴史～現在」 

◆中河内地域若者サポートステーション「地域 de 支援」 

◆府立学校卒業生３名 

「無窮花（ムグンファ） 東大阪の民族学級」 

「My family イスラーム」「リトル・ベトナム八尾」 

を予定しております。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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東大阪市菱屋西４丁目２番 26 号 

◆近鉄奈良線「河内小阪」駅 西へ約 300m 

◆近鉄奈良線「河内永和」駅 東へ約 400m 

◆JR おおさか東線「JR 河内永和」駅 東へ約 400m 

「いじめ」のきざしに 
気づくにはどうしたらいいの？ 

生徒の抱える困難を考える 
～居場所カフェの事例から～ 

進路保障のあり方 
－地域で子どもたちを支える－ 

 



■南河内（旧７学区） 
日 時：７月５日（金）14 時 30 分～ 

会 場：府立生野高校 時習館 多目的ホール 
        

◆講演 「学校におけるＳＳＷ（ｽｸｰﾙｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰ）の役割」 

三木泉さん（長吉高校ＳＳＷ） 

◆ＳＳＷとの協同についての実践報告 

◆情報交換および意見交流 

生徒達の行動の背景、といって一番に思い浮かぶものは何

でしょうか。高校生活支援カードの導入や授業料無償化の手

続き等によって可視化されてきたのは、貧困や虐待の環境に

発達の特性などが重なった複合的な課題です。だからこそ、

その支援に取り組むときには機関や職種を超えた協同が大き

な鍵となります。ＳＳＷや学校の具体的な実践から、ヒント

をつかみましょう！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

松原市新堂 1 丁目 552 

◆近鉄南大阪線「河内松原」駅 南西へ約 600ｍ  

 

■泉北（旧８学区） 
日 時：７月５日（金）14 時 00 分～ 

会 場：府立堺工科高校 定時制棟 

 

 

 

 

近年、入学前に中学校訪問を行う高等学校・支援学校が増

えてきています。中学校との連携を通して府立学校入学後の

生徒にどのような支援ができるのかを考えていきたいと思い

ます。これまでの中高連携の実績や新たに取り組まれた校種

間連携を中心に実践報告をしてもらう予定です。皆さまのご

参加をお待ちしております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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「大仙中町」下車すぐ 
 

■泉南（旧９学区） 
日 時：７月５日（金）14 時 00 分～ 

  会 場：府立岬高校 会議室 
 
 
 
 

本年度は２つのテーマで学びと交流を深めていきたいと思
います。１つめは、本年度より正式に始まった岬高校の通級指
導教室の紹介です。発達障がいのある生徒と同じ教室で共に学
ぶという取り組みやパスファインダールーム等の施設紹介お
よび見学をしていきます。また、平成 26 年度から３年間、文
部科学省より指定を受けて通級指導等を行ってきました。進路
指導の実践および進路実績のデータを踏まえながら、これから
の課題について意見交換していきたいと考えています。 
２つめは、就職に向けた進路保障です。ハローワーク泉佐

野より講師をお招きし、現在の学卒（中学校・高校・大学等）
の求人の実態とそれをサポートする大人の心構え等について
ご講演いただく予定です。学卒者の就職活動の実態を知り、
これからの教育活動・進路保障の一助になれば幸いです。皆
様のご参加をお待ちしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

泉南郡岬町淡輪 3246 

◆南海本線「みさき公園」駅 東へ約 1,000ｍ 

進路保障を生みだす校種間連携とは？ 

通級指導教室の取り組みと 

就職に向けた進路保障について 

入門編！ ＳＳＷの役割と実践に学ぼう！ 



 

 

 

              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。＊ 

2019 年度 

夏 季 セ ミ ナ ー 

７月 24・25 日（水・木） 

主な行事予定 

  ８月 １日（木）    オープン・セミナー 

            （若手工房／ファシリテーション工房） 

10 月 ４日（金）    第２回 研究部会 

11 月 ３日（日・祝）  ヒューマンライツ・フォーラム 2019 

11 月 15 日（金）    フィールドワーク（予定） 

11 月 29 日（金）    第３回 研究部会 

11 月 30 日（土）    全人教 三重大会 

12 月  1 日（日）        〃 

12 月 13 日（金）    校長部会 全体研修会 

12 月 18 日（水）    教頭部会 総会・研究協議会 

  １月 24 日（金）    研究集会 

 

誰一人取り残さない学校の創造 
 

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５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（５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月に府内合同で８つの地域（豊能、三島、大阪市内北・南、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、

保幼こ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。 

 

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 1－7－106 府立柴島高等学校内  

（逓送便は「府立人研」とお書きください。） 

TEL・FAX ０６－６３２４－３８２２（直通）（お電話の場合は、火曜日にお願いします。） 

E-mail furitsujinken@nifty.com 

（お問い合せは、なるべく E メールをご利用ください。） 

URL http://furitsujinken.in.coocan.jp/ 

府立人研 HP も↑ 

チェックしてくださいね。 

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

