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学びつづけ
ともに生きる
池田の子ども
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教育日本一のまち
池田市立ほそごう学園
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｢教育日本一｣ に向けた取り組みとは？
｢いけだの教育｣ がこれからめざす姿とは？
子どもたちの学びを分かりやすくお伝えします
池田市教育委員会

｢教育日本一｣ をめざして
いけだはこれからも
子どもとともに歩み続けます

お問い合わせ：池田市教育委員会 教育部 教育政策課（072-754-6294）

学びつづけ ともに生きる 子どもを育むために、
いけだは「教育日本一」をめざします。
多様な教育活動を通じて、これからの厳しい時代を生き抜く力を育むことをめざします。
グロー
バル化

グローバル化の進展や技術革新が加速度的に進む社会に

技術
革新

少子
子ども
高齢化 の貧困

おいて、少子高齢化や子どもの貧困、家族形態の変容、
価値観やライフスタイルの多様化等を背景とした地域社会

価値観
の
多様化

家族
形態の
変容

地域社
会との
希薄化

子どもたちが対処することが求められます。
そのためには、これまでの教育に加え、子ども

のつながりや支え合いの希薄化など、様々な課題が表出して

たち一人ひとりが、予測の難しい厳しい時代を

おり、子どもたちを取り巻く教育環境も大きく変化しています。

生き抜く力がますます必要になっていきます。

グローバル化社会への対応

これまでの学び

★

●豊かな心
●確かな学力 の育成
●健やかな身体
「世界に羽ばたく子どもを育てる
教育日本一のまち池田条例」より

英語教育の
充実

保護者のニーズに対応

★

家庭学習支援
子育て支援

安心して学べる場の保障

★

学習環境の
充実

義務教育スタートをサポート

★

幼児教育の
充実

市長からのメッセージ
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これからの時代は、刻々と変化する社会状況に

池田市では、平成２８年度から「教育日本一」という目標を
かかげています。
「池田市の何が、どこが教育日本一なのですか？」と、時々
問い合わせがあり、担当者が戸惑っているとか。
そこで、教育委員会が「いけだの教育がわかる本」を作って
くださいました。
「教育日本一」をめざす池田の教育についてご理解くださる
とともに応援よろしくお願いします。
池田市長
倉田 薫

学びつづけ
ともに生きる
池田の子ども

情報化社会への対応

ICT教育
支援

IKEDA

優れた指導者によるサポート

教育日本一のまち

★

豊富な外部
★ 人材の活用

etc.

日本一の学びへ
教育長からのメッセージ

池田市教育委員会は、「教育日本一のまち」をめざして、
平成２８年度から多様な新しい教育事業に取り組んでいます。
民間企業との連携や外部指導員の受け入れ等による事業。
英語教育の推進や幼児教育のサポート。ICT教育を充実させ、
授業の幅を広げるために電子黒板やPepperを配置。
今後も、これらの事業を推進して、池田の子どもたちの学びや
育ちをより一層支援していきます。 池田市教育長 田渕 和明
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小中一貫教育で、子どものつながりを深めます。

学びつづけ
ともに生きる
池田の子ども

小中一貫教育を通じて、学校・家庭・地域が結びつき、子どもとのつながりが生まれます。
いけだでは、５つの学園で小中一貫教育を実施し、子どもを豊かに育んでいます。

IKEDA

しぶたに学園

ほそごう学園

SHIBUTANI GAKUEN

HOSOGOU GAKUEN

いけだ学園
IKEDA GAKUEN

９年間の教育を一貫して行う「義務教育学校」の
特性を活かし、子どもたちを豊かに育みます。
ほそごう

学

園

「豊かな心を持ち、たくましく、
しなやかに生きる子ども」を育みます。
さくら
幼稚園

池 田
小学校

呉 服
小学校

池 田
中学校

子どもが「つながる」取り組み
レ 児童会・生徒会の交流
□
・小中学校の児童会、生徒会が交流し、
学園で募金活動やあいさつ運動に
取り組んでいます。
レ 小学校の豊富な交流
□
・各学年で、ミニ運動会から合唱・合奏
交流、校外学習交流まで、様々な
交流を通じ、つながりを深めています。

合言葉は「仲間とともにつながるしぶたにっ子
〜学びを・心を・夢を〜」です。

※ほそごう学園は従来の小中一貫校
とは異なる「義務教育学校」です。
詳細は１４ページの巻末特集を
ご覧ください。

子どもが
「つながる」取り組み
レ ほそごうサミット
□
・前期課程(小学校)児童会と後期
課程(中学校)生徒会が集まり、
活発な意見交換をしています。
レ 学年を超えた交流
□
・上級生が下級生に勉強を教えたり、
給食交流等を通じて交流を深めた
りしています。

あおぞら

幼稚園

ほそごう学園

秦 野
小学校

五月丘
小学校

緑 丘
小学校

渋 谷
中学校

子どもが「つながる」取り組み
レ 小学校×中学校の交流
□
・小学生のまち探検での中学校訪問や、
小学校での中学生職場体験等を
通じて、世代を超えた交流を深めて
います。
レ 小学校の豊富な交流
□
・合同ドッジボール大会や、合同での
２分の１成人式、合同平和学習等、
様々な行事で交流を深めています。

いしばし学園
ISHIBASHI GAKUEN

きたてしま 学 園
KITATESHIMA GAKUEN

「豊かな心で仲間と共に未来をひらく
子どもの育成」をめざしています。
ひかり
幼稚園

北豊島
小学校

神 田
小学校

北豊島
中学校

子どもが「つながる」取り組み
レ 学園校区美化活動
□
・事前に子どもたちでルートを話し合い、
地域の方と一緒に清掃を行っています。
レ 小学生の百人一首大会
□
・中学校の体育館で、百人一首大会を
開催し、楽しく交流を深めています。
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「ふれあう・つながる・学び合う
いしばしの子どもたち」を育みます。
なかよし
こども園

石 橋
小学校

石橋南
小学校

石 橋
中学校

子どもが「つながる」取り組み
レ 児童会・生徒会の交流
□
・小中学校の児童会、生徒会が交流し、
学園で募金活動等に取り組んでいます。
レ 小学校×中学校の交流
□
・小学生と中学生の昔の遊び交流や、
小学校同士のドッジボール交流、
自然学舎交流等を通じて、
子どもたちのつながりを深めています。
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学びつづけ
ともに生きる
池田の子ども

IKEDA

世界とつながるために必要な英語力を育み、
子どもの未来をサポートします。
英語を使ったコミュニケーション能力を育成するため、オンライン英会話や
最新の英語検定を導入し、｢聞く｣ ｢読む｣ ｢話す｣ ｢書く｣ をバランスよく育みます。

グローバル化社会への対応

ＩＫＥＤＡの育む英語力 「Ａ ｔｏ Ｇ」

Ｂ 小学生英語教室を開講

Ａ オンラインで英会話

Ｃ 最新の英語検定を導入

は ば た き イ ン グ リ ッ シ ュ
小学校・義務教育学校の ５ ・６ 年 生 を
対象に、平成２９年度よ り 英語 教 室
「はばたきイングリッシ ュ 」を 開 講 。
外国人講師による英語の
アクティビティやコミュ ニ ケー シ ョ ン
を通じて、楽しく英語を 学 べま す 。

Point
中学校の１〜３年生及び義務教育学校の６〜９年生は、
インターネットを介して、外国にいる英語講師と
１対１で約３０分間、英語で会話をします。
マンツーマンの即興のやり取りにより、実践的な
英語のコミュニケーション能力を育みます。

Ｄ 小学校に
英語リーダー教員を配置

Ｅ 幼稚園で
楽しく英語にふれる

夏休みはキャンプで学ぶ！
夏休みの終わりには、小学校・義務教育学校の
６年生を対象に１泊２日の「イングリッシュ
キャンプ」を市内ホテルにて開催します。
外国人講師と生活をともにする中で、生きた
英語を学びます。

小学校６年生から中学校２年生及び義務教育学校
の６〜８年生まで、「聞く・読む・話す・書く」の
英語４技能を測定する英語検定「GTEC」を
平成２９年度より導入しました。
検定結果を分析し、授業改善や課題解決に活用し
ています。また、今後の大学入試にも対応できる
実践力を養います。

Ｆ 特色ある英語教育の推進

Ｇ 魅力ある英語の授業

小中学校・義務教育学校
だけでなく、市立幼稚園・
こども園でも、外国人講
師による、楽しく英語に
ふれ合う時間を設定して
います。

小学校・義務教育学校(前期課程)の英語教育を推進する
英語リーダー教員を配置し、１年生から６年生までの
系統的な英語の指導を実践しています。平成３１年度には、
全小学校・義務教育学校(前期課程)に配置する予定です。
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ほそごう学園では、平成２８年度より、
電子黒板などのＩＣＴ機器を活用し、日々
学校の特色づくりの一環として、２年生から
６年生の希望者を対象に「アフタースクール
子どもたちに分かる授業を実践しています。
イングリッシュ」を開催しています。
歌やおどりなど、全身を使って楽しく英語を学んでいます。
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学びつづけ
ともに生きる
池田の子ども

全ての子どもが安心して学べるよう、
充実した学習環境を提供します。

IKEDA

社会の変化に伴い、子どもを取り巻く環境も大きく変わっています。
いけだは、多様化する子どもたち一人ひとりの個を大切に、それぞれが個性を伸ばし、
｢豊かな心｣ ｢確かな学力｣ ｢健やかな身体｣ を育めるよう、より良い学習環境を提供します。

安心して学べる場の保障

いじめ・不登校問題等の
未然防止・早期対応

先生の授業力向上
先生は、授業で勝負！
各校園の公開授業(保育)研究会、
日々の教材研究や研修を通して、
指導力の向上に努めています。

スマイルファクトリーでの不登校支援
スマイルファクトリー（ＮＰＯ法人）は、

すべての小中学校と義務教育学校に、

池田で平成１５年から運営している

スクールアシストメイト（支援員）を配置！

全国初の公設民営のフリースクールで、

先生たちと連携しながら、子どもが抱える

在籍校との連携が大きな特徴です。

悩みや不安等を受け止めます。
不登校やひきこもり、そしてその原因
勉強のことや友だちの

になることが多い発達障がい。

こと、家でのことなど、

色々な課題を抱える子どもたちが、

先生とはちがう立場で

社会的に自立できるように、

支援していきます。

在籍校と連携しながら支援してくれます。

先生のたまごを育てる「ふくまる教志塾」を開塾

教職員人事権の移譲

少人数学級の推進

平成２４年４月、大阪府教育委員会より

いけだでは、小学校・義務教育学校の１年生から４年生まで

という意欲と情熱をもった塾生に、

教職員の人事権(任命権) が豊能地区の

「３５人学級」を保障！ 基本的な生活習慣や基礎的な学力

教員として必要とされる資質や

３市２町に移譲されました。

の定着をめざします。個に応じた細やかな指導により、

基礎的な指導力を育成していきます。

地元を愛する優秀な人材を確保することが

子どもたちの ｢できた｣ ｢わかった｣ を増やします。

「池田市の学校の先生になりたい！」

できています！

ふくまる教志塾は、セミナーと現場実習の２本柱。
セミナーでは、大学教授や現場の先生の

池田市教育委員会は、いじめ、不登校、非行等の問題について、

お話を聴き、教員としての資質や能力を

教育現場と研究者が連携して解決にあたる文部科学省委託事業

身につけていきます。

「子どもみんなプロジェクト」に参加しています。

現場実習では、先生の仕事を間近で見たり、

学校風土に係るアンケート等の調査結果を科学的に分析し、

子どもたちと接したりする中で、自分なりの

協議・研修を通じて、子どもの問題行動の予防や発達課題の

教師像をイメージしていきます。
めざせ、未来の先生！！
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「子どもみんなプロジェクト」への参加

対応について、先生たちのスキルアップをめざします。
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いけだでは、情報化社会に対応した学びもしっかりサポート。家庭での学びの支援にも取り組んでいます。

ICT
情

報

化

教育支援
社

会

へ

の

対

応

電子黒板による授業や
プログラミング教育の充実により、
情報化社会ではばたくための
学びを提供します。
▶▶

家庭学習支援＆
子育て支援
保護者のニーズに対応

学習教室の開講で、家庭学習をサポート。
子育てする保護者の声もしっかり受けとめます。
学びをサポートする学習教室を開講！

100体のPepperと「プログラミング」を学ぶ
小中学校・義務教育学校に、ヒト型ロボット「Pepper」を

ふくまるはばたき塾

合計100体配置しました。

平成28年度より、中学校・義務教育学校(後期課程)の

2020年に必修となる｢プログラミング教育｣を踏まえ、

希望する生徒を対象に、中央公民館など市内６会場で、

論理的思考力・問題解決力・創造力などを育みます。

数学と英語の学習教室「ふくまるはばたき塾」を無料で

※池田市はPepper 社会貢献プログラムに参加しています。

コンニチワ！ ワタシは Pepper デス。
ワタシト 一緒ニ 「プログラミング」 ヲ 学ビマショウ！

開講しています。指導は、(株) トライグループに委託。
放課後の時間帯に、家庭学習の支援と学力の向上を
めざして指導を行っています。

｢プログラミング教育｣ とは
入塾時のアンケートでは、６０％が
「家での勉強方法が分からない」と回答

コンピュータに意図した
処理を行わせるために、
必要な論理的思考力を

子育てを学び、「親の力」 を引き出す学習会を開催！

身に付けるための
学習活動です。

▶▶

プログラミングを体験しながら、
どうすればPepperをうまく動かせるのかを
みんなで協力して学びます。

グループワークを通して、親同士が子育てのヒントを学び合う
｢親学習｣ を、市立幼稚園・こども園などを中心に行っています。

電子黒板＆タブレットで、より楽しく、分かりやすい学びを！
いけだでは、小中学校・義務教育学校の
すべての普通教室と市立幼稚園・こども園
に１台ずつ、６５インチの電子黒板を整備
しています。
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電子黒板によって、視覚的に理解が深まる
場面が増え、子どもたちの主体的な学びに
つながっています。

少人数のグループで個別に丁寧な
指導を行い、勉強をサポートします

また、中学校と義務教育学校(後期課程) に
４０台、小学校と義務教育学校(前期課程)に
２０台のタブレットを配置しています。
タブレットを活用した授業では、子どもたちが
手元で教材や資料を確認することができます。

自分のことを話したり、相手の話を聞いたりすることで、
新たな「気づき」が生まれ、参加者の９割以上が
子育てを前向きにとらえる機会になった と回答しています。
また、話し合いを通じて、親同士のつながりも深まっています。

今までの子育てを
振り返ることが
できた！

色々な人から
子育てのヒントが
学べて良かった！

皆の話に共感し
子育てに自信が
持てた！

悩んでいるのは
自分だけではない
と安心できた！
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幼児期の子どものサポートにも取り組みます。また、豊富な外部人材を活用し、学びの充実をめざします。

幼児教育の充実

豊富な外部人材の活用

義務教育スタート をサ ポ ー ト

優 れ た 指 導 者 に よ る サ ポ ー ト

幼児期の教育・保育を充実させ、
一人ひとりの育ちにあった支援はもちろん、
義務教育以降への育ちにつなげていきます。
また、就学前の子どもたちの知力・体力づくり等も支援します。

学校の先生だけではなく、その道の専門家やプロの目を通して、
子どもたちの力をさらに伸ばします。
➡ 学校のニーズに応じた教員や専門家を派遣！

指 導 者 派 遣 事 業

●幼稚園「通級指導教室」の開設！

各小中学校・義務教育学校で特に力を入れたい教科・領域などの
指導や、学校が抱える課題の解決、特色ある教育活動の創造の
ために、各校のニーズに応じて教員や専門家を派遣しています。

平成２８年度より、小中学校・
義務教育学校に設置している
｢通級指導教室｣を幼稚園にも
開設しています。

各分野のプロが
ニーズに応じて活躍しています！

就学前から子どもたちの特性に
合わせた必要な支援やフォロー
を受けることができます。

●水泳指導のための
スイミングスクールのコーチ

個別指導の様子⇒

●低学年(1・2年生)をサポート
する経験豊富な先生

▲幼児の知力・体力づくりを応援する学びもスタート！
「教育日本一」をめざすいけだでは、就学前の子どもたちもしっかりサポート。
子どもの集まる施設を活用して、知力・体力づくりを色々な形で応援します。

親子で体を動かす遊び
から、器具を使った
トレーニングや
縄跳びまで、成長に応じた
運動をサポート。

親子タイムを設け、
料理や工作、ハイキング、
おはなし会等、豊富な
テーマで学びをサポート。

親子でのリズム運動や
リトミック、０歳からの
英語教室等のテーマで
子どもをサポート。

●幼稚園でのリズム遊びや
リトミックの指導者
●中学校・義務教育学校(後期課程)
の部活動を指導する元プロ選手

➡ 池田市ゆかりのアスリートが いけだの教育に提言！

池田市アスリート会議
池田市にゆかりのあるアスリートによる
｢アスリート会議｣を平成２８年より開催し、
スポーツの取り組みについて、プロ選手
やトップアスリートならではの視点で
提言をいただき、活性化をめざしています。

■「幼児教育サポートチーム」の設置！
幼児教育サポーターが、小学校・義務教育学校(前期課程)以降への育ちを
つなぐために、乳幼児期の子どもの教育を担う施設(幼稚園、保育所、
こども園等)を中心に訪問し、幼児教育の充実を図っていきます。

提言に基づき、市民の誰もが
スポーツに参加できることをめざす
「池田市スポーツ振興条例」を制定し、
様々な種目を体験できる
スポーツフェスタ等のイベントに
取り組んでいます。
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元プロ選手やアスリートによる指導も充実しています。

教育最前線の学校をめざす
義

豊富な外部人材の活用

務

教

育

校

学

「ほそごう学園」 がわかるページ

優 れ た 指 導 者 に よ る サ ポ ー ト

平成30年4月1日に大阪府内で3番目の義務教育学校として開校した「池田市立ほそごう学園」。

いけだでは、部活動でも、元プロ選手やアスリートに指導していただいています。 1年生〜9年生までの子どもたちが、同じ場所、同じ施設で笑顔いっぱいに過ごしています。
また、たくさんの地域の方々からも指導に携わってもらっています！

元プロ野球選手・八木裕さんが熱血指導！
従来の小中一貫校とは違います

〜PROFILE〜
三菱自動車水島を経て
86年ドラフト3位で
阪神タイガースに入団。
吉田監督から｢代打の
神様｣と命名され大活躍。

元阪神タイガース｢代打の神様｣
八木裕さん。
池田市のスポーツ顧問として、
池田市の子どもたちの
体力・運動能力向上のために、
市内の子どもたちに
野球教室や野球部指導を
行っていただいております。
元プロ野球選手の指導に
目を輝かせる子どもたち。
八木さんの熱血指導で野球を
楽しみながら、技術も向上！
池田市からプロ野球選手の
誕生を願っています。

アテネ五輪・銅メダリスト
中西悠子さんが水泳指導！
小学校・義務教育学校の
児童や中学校水泳部の
生徒を対象に水泳指導を
お願いしています。

〜PROFILE〜
７歳から競技を始め、
シドニー・アテネ・北京
と三大会連続で
オリンピックの代表に
選ばれる。
アテネオリンピック競泳
女子200ｍバタフライの
銅メダリスト。

オリンピックのメダリストの
泳ぎに感動する子どもたち。
うまく泳げるポイントを
教えてもらい、意欲的に
がんばる姿が見られます。

ほそごう学園は、小学校でも中学校でもない
9年間の義務教育を一貫して行う新たな学校
『義務教育学校』です。
子どもの3段階の成長期に応じて、適切な
教育を行うことができます。
1stステージ

2ndステージ

3rdステージ

１〜４年生

5〜7年生

8・9年生

後期課程（７〜９年生）

前期課程（１〜６年生）

ソフトバンク社が
オンラインで部活動支援！
元バレーボール日本代表
の山本隆弘さんによる
オンライン部活動支援です。
バレーボール部では、
山本さんによる直接指導
が行われました。
その後は「サーブ」や
｢レシーブ｣などタブレット
端末を使ってオンラインで
指導を受けました。

従来の
小学校に相当する期間は「前期課程」
中学校に相当する期間は「後期課程」
と位置付けています。

学校・教育委員会

地域とともにつくる学校です

学校運営や教育課程の編成等について、保護者
や地域住民の意向等を参考に、学校の運営改善
のための提言を行うことができます。

ほそごう学園は、保護者や地域住民が
参加する「学校運営協議会」を設置した
「コミュニティ・スクール」です。
地域と学校の情報共有、双方向の
関わり合いがより一層推進されます。

学校運営協議会
保護者や地域住民が参画

校区にとらわれない
「特認校制度」 を採用
池田市内在住であれば、
校区の壁を越えて
通学することが可能です。

●きたてしま学園

ほそごう

学

ＹＤＤ＝「 よってたかって いつでも・どこでも・どこからでも 」を合言葉に、
先生が一丸となって、子どもの学習をマンツーマンでサポートします。
★ゴルフ体験学習

●いけだ学園
●しぶたに学園

★合言葉はYDD★

園

プロゴルファーによる
直接指導が
受けられます。
伏尾ゴルフ倶楽部と
連携して
グリーンへも
飛び出します！

★１~９年生の
体育大会＆文化発表会
★のどじまん大会
★朝の学習会
★放課後あそべるＤＡＹ
★ランチルームコンサート

●いしばし学園
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