
 

 

平成３１年度 岸和田市立城東小学校教職員自主研修用 資料一覧 

＜教育課程の編成＞ 

＜授業時数確保の取組み＞ 

 

 

 

＜土曜日等の授業について＞ 

＜総合的な学習の時間について＞ 

＜国旗・国歌の指導＞ 

＜確かな学力の育成と授業改善＞ 

＜学力・学習状況調査結果の分析と活用＞ 

 

大阪府中学生学びチャレンジ事業結果概要（平成 27年～） 

大阪府学力・学習状況調査【小学校】【中学校】調査結果資料（平成 23年） 

全国学力・学習状況調査結果概要（平成 19年～） 

「小学校・中学校学習指導要領」及び「同解説（総則編・各教科等編）」 

（平成 29年３月・６月）文部科学省 

「大阪府の施設における国旗の掲揚及び教職員による国歌の斉唱に関する条例」 

（平成 23年６月） 

「小学校及び中学校の学習指導要領等に関する移行措置並びに移行期間中における学習指導等

について」（平成 29 年７月）文部科学省 

「小学校・中学校学習指導要領」及び「同解説（総則編・各教科等編）」 

（平成 29年３月・６月）文部科学省 

 

「小学校のカリキュラム・マネジメントを円滑に進めるための手引き」（平成 31年３月予定） 

「小学校及び中学校の学習指導要領等に関する移行措置並びに移行期間中における学習指導等

について」（平成 29 年７月）文部科学省 

「学校教育法施行令の一部改正」（平成 29年９月）文部科学省 

 

「小学校・中学校学習指導要領」及び「同解説（総則編・各教科等編）」 

（平成 29年３月・６月）文部科学省 

 

「ことばのちから活用事例」（平成 30年９月） 

http://www.pref.osaka.lg.jp/shochugakko/kotobanotikara/katuyoujirei_itiran.html 

「ことばのちから」（平成 30年６月） 

リーフレット・教材「ことばの力を確実に育む」（平成 29年 11月） 

「国語の授業づくりハンドブック」（平成 29年 11月） 

「小学校理科ハンドブック」（平成 29年） 

「単元確認プリント」（平成 26年）「力だめしプリント」（平成 22～29年） 

「校内研究の栞」（平成 25年３月） 

「大阪の授業 STANDARD」（平成 24年５月） 

ＤＶＤ「確かな学力をはぐくむ１．２．３」（平成 21.22.23年） 

「学習指導ツール」（平成 20.21.22年） 

リーフレット「学びを創る 10のアイデア」（平成 21年３月） 

「学校改善のためのガイドライン」（平成 20年） 

「反復学習メソッド」（平成 20年） 

「保護者・地域とはぐくむ大阪の子どもたちの学力 part１～３」（平成 20年 12月） 

「よりよい授業をつくるために」（平成 16～17年度「授業評価システム」推進事業報告集） 

http://www.pref.osaka.lg.jp/shochugakko/challenge/index.html
http://www.pref.osaka.lg.jp/shochugakko/hugakucho/index.html
https://www.nier.go.jp/kaihatsu/zenkokugakuryoku.html
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/1384661.htm
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http://wwwc.osaka-c.ed.jp/category/forteacher/teachers_1.html
http://www.pref.osaka.lg.jp/shochugakko/tanngenn/index.html
http://www.pref.osaka.lg.jp/shochugakko/chikarasyoukai/index.html
http://wwwc.osaka-c.ed.jp/category/forteacher/teachers_1.html
http://wwwc.osaka-c.ed.jp/category/forteacher/teachers_1.html
http://wwwc.osaka-c.ed.jp/category/forteacher/teachers_1.html
http://www.pref.osaka.lg.jp/shochugakko/shidou/index.html
http://www.pref.osaka.lg.jp/shochugakko/guidoline/
http://www.pref.osaka.lg.jp/shochugakko/rifurettuto/
http://www.pref.osaka.lg.jp/shochugakko/yoriyoi/


 

 

＜指導方法の工夫改善＞＜組織的な取組みの充実＞ 

＜児童・生徒の自主活動の推進＞ 

＜日本語指導の充実＞ 

＜小学校外国語（英語）教育の推進＞ 

＜多様な社会人の積極的な活用＞ 

＜現代社会の諸課題＞ 

＜「ともに学び、ともに育つ」学校づくり・集団づくりの推進＞ 

＜特別支援教育に関する教職員の資質向上＞ 

 

「We Can!」「Let’s Try!」（平成 30年２月）文部科学省 

「英語によるコミュニケーション力の土台となる力を育む」（平成 30年２月） 

「大阪府公立小学校英語学習６カ年プログラム・DREAM」（平成 27年 12月） 

「英語を使うなにわっ子」育成プログラム（平成 25年８月） 

「Hi,friends!」（平成 24年）文部科学省 

 

 

「発達障害を含む障害のある幼児児童生徒に対する教育支援体制整備ガイドライン」 

（平成 29年３月）文部科学省 

「教育支援資料」（平成 25年 10月）文部科学省 

「『ともに学び、ともに育つ』支援教育のさらなる充実のために」（平成 25年３月改訂） 

「体罰防止マニュアル（改訂版）」（平成 19年 11月） 

「発達障がいについて 保護者の理解を促進するために」（平成 30年３月改訂） 

「共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のための特別支援教育の推進（報告）」 

（平成 24年７月） 中央教育審議会初等中等教育分科会 

「拉致問題に関する理解のために」（平成 30年２月） 

「学校における防災教育の手引き（改訂版）」（平成 28年３月） 

「学校における補助教材の適正な取扱いについて」（平成 27年３月）文部科学省 

アニメ「めぐみ」（平成 20年３月）政府・拉致問題対策本部 

「子どもたちが安心して過ごせる学級づくり」（平成 29年 11月） 

成長を促す指導ハンドブック（平成 27年５月） 

学校における人権教育の推進のために －「人権教育推進の方向性」具体化のポイント集－ 

（平成 26年７月 ） 

生徒指導提要（平成 22年３月）文部科学省 

大阪府子ども条例（平成 19年４月） 

児童の権利に関する条約（平成元年 11月） 

 

 

 

 

「日本語指導実践事例集」（平成 28年３月） 

「学校教育法施行規則の一部を改正する省令等の施行について」（平成 26年１月）文部科学省 

「日本語支援アイデア集」（平成 23年３月） 

「帰国・渡日児童生徒の受入マニュアル」（平成 22年３月） 

大阪府学校支援人材バンク 

http://www.pref.osaka.lg.jp/kotogakko/jinzai/index.html 

http://www.pref.osaka.lg.jp/shochugakko/kikoku/index.html
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/123/houkoku/1382162.htm
http://www.pref.osaka.lg.jp/shochugakko/dream/
http://www.pref.osaka.lg.jp/shochugakko/erueigo/
http://www.mext.go.jp/a_menu/kokusai/gaikokugo/index.htm
http://www.pref.osaka.lg.jp/shochugakko/kikoku/index.html
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/tokubetu/1383809.htm
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/tokubetu/material/1340250.htm
http://www.pref.osaka.lg.jp/shochugakko/tomonimanabi/
http://www.pref.osaka.lg.jp/kotogakko/seishi/taibatu-bousi.html
http://www.pref.osaka.lg.jp/shochugakko/kikoku/index.html
http://www.pref.osaka.lg.jp/shienkyoiku/shienleaf/index.html
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/044/houkoku/1321667.htm
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http://www.pref.osaka.lg.jp/hokentaiku/hoken/bousaitebiki.html
http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/1355677.htm
http://www.rachi.go.jp/jp/megumi/gaiyou.html
http://www.pref.osaka.lg.jp/shochugakko/kikoku/index.html
http://wwwc.osaka-c.ed.jp/matters/humanrights_files/gakkyuudukuri/page.html
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1404008.htm
http://www.pref.osaka.lg.jp/shochugakko/kikoku/index.html
http://www.pref.osaka.lg.jp/kosodateshien/kodomojorei/index.html
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jido/zenbun.html
http://www.pref.osaka.lg.jp/shochugakko/kikoku/index.html
http://www.pref.osaka.lg.jp/shochugakko/kikoku/index.html
http://www.pref.osaka.lg.jp/shochugakko/kikoku/index.html
http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/21636/00000000/jissennjirei.pdf
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/clarinet/003/1341903.htm
http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/21636/00000000/support_idea.pdf
http://www.pref.osaka.lg.jp/shochugakko/kikoku/index.html
http://www.pref.osaka.lg.jp/shochugakko/kikoku/index.html
http://www.pref.osaka.lg.jp/kotogakko/jinzai/index.html


 

 

＜就学相談・支援の充実＞ 

＜交流及び共同学習の充実＞ 

＜合理的配慮についての適切な対応＞ 

＜個別の教育支援計画・個別の指導計画の作成・活用＞ 

＜通常の学級に在籍する児童・生徒への支援の充実＞ 

＜病弱児や医療的ケアの必要な児童・生徒への支援の充実＞ 

「障害者基本法」 第 16条 

「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」（平成 28年４月） 

「障がいのある子どものより良い就学に向けて<市町村教育委員会のための就学相談・支援ハ

ンドブック>」（平成 26年３月） 

「教育支援資料～障害のある子供の就学手続と早期からの一貫した支援の充実～」 

（平成 25年 10月）文部科学省 

「学校教育法施行令の一部改正について」（平成 25年９月） 

「障害のある幼児児童生徒と障害のない幼児児童生徒の交流及び共同学習等の推進について」

（平成 30年２月）文部科学省 

「小学校・中学校学習指導要領」（平成 29年３月・６月）文部科学省 

「『ともに学び、ともに育つ』支援教育のさらなる充実のために」（平成 25年３月改訂） 

「学校教育法施行規則の一部を改正する省令の施行について」（平成 30年８月）文部科学省 

「小学校・中学校学習指導要領」及び「同解説（総則編）」 

（平成 29年３月・６月）文部科学省 

「ともに学び ともに育つ 一貫した支援のために 支援をつなぐ『個別の教育支援計画』の作

成・活用」（平成 28 年３月） 

「『ともに学び、ともに育つ』支援教育のさらなる充実のために」（平成 25年３月改訂） 

「共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のための特別支援教育の推進（報告）」

（平成 24年７月）中央教育審議会初等中等教育分科会 

「発達障がいについて 保護者の理解を促進するために」（平成 30年３月改訂） 

「小学校・中学校学習指導要領解説（各教科等編）」（平成 29年３月・６月）文部科学省 

「発達障害を含む障害のある幼児児童生徒に対する教育支援体制整備ガイドライン」 

（平成 29年３月）文部科学省 

「すべての子どもにとって『わかる・できる』授業づくり（「通常の学級における発達障がい

等支援事業」実践研究のまとめ）」（平成 27年６月） 

「『ともに学び、ともに育つ』支援教育のさらなる充実のために」（平成 25年３月改訂） 

「小・中学校等における病気療養児に対する同時双方向型授業配信を行った場合の指導要録上

の出欠の取扱い等について」（平成 30年９月）文部科学省 

「医療的ケア児の支援に関する保健、医療、福祉、教育等の連携の一層の推進について」 

（平成 28年６月）文部科学省他 

「『ともに学び、ともに育つ』支援教育のさらなる充実のために」（平成 25年３月改訂） 

「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」（平成 28年４月） 

「共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のための特別支援教育の推進（報告）」

（平成 24年７月）中央教育審議会初等中等教育分科会 
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＜早期からの切れ目ない支援体制の構築＞ 

＜道徳性を育むための学習について＞ 

＜体験活動の在り方＞ 

＜「こころの再生」府民運動＞ 

＜学校における動物飼育の在り方＞ 

＜福祉・ボランティア教育の推進＞ 

＜人権教育推進計画の作成＞ 

＜人権教育の一環としての同和教育の推進＞ 

「大切なこころ」を見つめ直して～「こころの再生」府民運動～ 

（平成 27年３月 小学校１･２年版、３･４年版  平成 26年３月 小学校５･６年版、中学校版） 

「家畜伝染病予防法」（平成 26年６月改正） 

「動物の愛護及び管理に関する法律」（平成 26年５月改正） 

「学校における望ましい動物飼育のあり方」（平成 18年６月改訂）日本初等理科教育研究会 

 

 

 
福祉教育指導資料集「ぬくもり」（平成 22年３月） 

 

 

「教育と福祉の一層の連携等の推進について」（平成 30年５月）文部科学省・厚生労働省 

「発達障害者支援法の一部を改正する法律の施行について」（平成 28年８月）文部科学省 

「ともに学び ともに育つ 一貫した支援のために支援をつなぐ『個別の教育支援計画』の作成・

活用」（平成 28年３月） 

「障がいのある子どものより良い就学に向けて〈市町村教育委員会のための就学相談・支援ハ

ンドブック〉」（平成 26年３月） 

「特別の教科 道徳」実践事例集（平成 30年２月） 

「小学校及び中学校の学習指導要領等に関する移行措置並びに移行期間中における学習指導等

について」（平成 29 年７月）文部科学省 

「小学校・中学校学習指導要領」及び「同解説（総則編・各教科等編）」 

（平成 29年３月・６月）文部科学省 

「大切なこころ」を見つめ直して～「こころの再生」府民運動 ～ 

（平成 27年３月 小学校１･２年版、３･４年版  平成 26年３月 小学校５･６年版、中学校版） 

「子どもたちが安心して過ごせる学級づくり」（平成 29年 11月） 

「人権教育実践事例集」（平成 29年６月） 

「人権教育教材集・資料」（平成 28年 11月）・「同教員用手引き」（平成 28年 11月） 

「人権教育」リーフレットシリーズ（平成 26年３月～） 

「ＯＳＡＫＡ人権教育ＡＢＣ part１～５」（平成 19年３月～25年３月） 

「人権教育のための資料１～９」（平成 11年３月～21年） 

人権教育副読本「にんげん：ひとシリーズ」（平成 14年９月～20年） 

「人権基礎教育指導事例集」（平成 16年３月） 

 

「部落差別の解消の推進に関する法律」（平成 28年 12月） 

「同和問題の早期解決に向けて」（平成 14年 10月） 

「大阪府同和対策審議会答申」（平成 13年９月） 

 

 

 

「小学校・中学校学習指導要領」及び「同解説（総則編）」（平成 29年３月・６月）文部科学省 

http://kokoro-saisei.jp/booklet/
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=326AC1000000166
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=348AC1000000105&openerCode=1
http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/06121213.htm
http://www.pref.osaka.lg.jp/shochugakko/nukumori/
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/tokubetu/material/1404500.htm
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/tokubetu/hattatu.htm
http://www.pref.osaka.lg.jp/shienkyoiku/shienleaf/index.html
http://www.pref.osaka.lg.jp/shienkyoiku/shienleaf/index.html
http://www.pref.osaka.lg.jp/shienkyoiku/syuugakusoudann/index.html
http://www.pref.osaka.lg.jp/shienkyoiku/syuugakusoudann/index.html
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/1387780.htm
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/1387780.htm
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/1384661.htm
http://kokoro-saisei.jp/booklet/
http://wwwc.osaka-c.ed.jp/matters/humanrights_files/gakkyuudukuri/page.html
http://wwwc.osaka-c.ed.jp/category/forteacher/teachers_1.html
http://wwwc.osaka-c.ed.jp/category/forteacher/teachers_1.html
http://wwwc.osaka-c.ed.jp/matters/humanrights_files/leaflet/page.html
http://www.pref.osaka.lg.jp/jinkenkyoiku/zireisyu/
http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken04_00127.html
http://www.pref.osaka.lg.jp/jinken/measure/toushin-h1309-index.html
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/1384661.htm


 

 

＜人権教育推進にかかる校内体制の構築＞ 

＜互いの違いを認め合い、共に生きる教育の推進＞ 

＜男女平等教育の推進と性的マイノリティの子どもへの対応＞ 

＜ＰＴＡの人権意識の高揚＞ 

＜教職員人権研修ハンドブックの活用＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

「第４次大阪府障がい者計画（後期計画）」（平成 30年３月） 

「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」（平成 28年４月） 

「通常の学級における発達障がい等支援事業」実践研究のまとめ（平成 27年６月） 

「障害者基本法」（平成 25年６月改正） 

「『ともに学び、ともに育つ』支援教育のさらなる充実のために」（平成 25年３月改訂） 

「精神障がいについての理解を深めるために」（平成 20年５月改訂） 

「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」 

（平成 28年６月） 

「互いに違いを認め合い、共に学ぶ学校を築いていくために－本名指導の手引（資料編）－」 

（平成 25年４月一部修正） 

「在日外国人教育のための資料集（ＤＶＤ）」（平成 22年３月） 

「大阪府在日外国人施策に関する指針」（平成 14年 12月） 

「在日韓国・朝鮮人問題に関する指導の指針」（平成 10年３月一部改訂） 

「教職員向け DV被害者対応マニュアル【概要版】」（平成 30年９月） 

「教職員向け DV被害者対応マニュアル【改訂版】」（平成 30年２月） 

「ＮＯ！デートＤＶ」（平成 29年２月） 

「性同一性障害や性的指向・性自認に係る、児童生徒に対するきめ細やかな対応等の実施につ

いて（教職員向け）」（平成 28年４月）文部科学省 

「性同一性障害に係る児童生徒に対するきめ細かな対応の実施等について」 

（平成 27年４月）文部科学省 

人権教育リーフレット 11「セクシャル・マイノリティの人権②」（平成 27年３月） 

人権教育リーフレット４「セクシャル・マイノリティの人権」（平成 26年３月） 

「児童生徒が抱える問題に対しての教育相談の徹底について」（平成 22年４月）文部科学省 

「小・中学校及び府立学校における男女平等教育指導事例集」（平成 15年７月） 

「教職員人権研修ハンドブック」（平成 31年３月改訂予定） 

「子どもたちが安心して過ごせる学級づくり」（平成 29年 11月） 

 

「人権啓発学習教材『動詞からひろがる人権学習』」（平成 19年３月） 

http://www.pref.osaka.lg.jp/keikakusuishin/syougai-plan/4jikeikaku.html
http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/law_h25-65.html
http://www.pref.osaka.lg.jp/shochugakko/syougaisyarikai/index.html
https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/kihonhou/s45-84.html
http://www.pref.osaka.lg.jp/shochugakko/tomonimanabi/
http://www.pref.osaka.lg.jp/shochugakko/syougaikyouiku/
http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken04_00108.html
http://www.pref.osaka.lg.jp/jidoseitoshien/zainiti/
http://www.pref.osaka.lg.jp/jinken/measure/shishin.html
http://www.pref.osaka.lg.jp/jidoseitoshien/zainiti/
http://www.pref.osaka.lg.jp/danjo/dv/detodv.html
http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/28/04/1369211.htm
http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/28/04/1369211.htm
http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/27/04/1357468.htm
http://wwwc.osaka-c.ed.jp/matters/humanrights_files/leaflet/page.html
http://wwwc.osaka-c.ed.jp/matters/humanrights_files/leaflet/page.html
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/jinken/sankosiryo/1348938.htm
http://www.pref.osaka.lg.jp/jidoseitoshien/dannjyobyoudou/dannjo-sidoujirei.html
http://www.pref.osaka.lg.jp/kotogakko/kyousyokuinsisitu/jinkenkensyuhandbook.html
http://wwwc.osaka-c.ed.jp/matters/humanrights_files/gakkyuudukuri/page.html
http://www.pref.osaka.lg.jp/chikikyoiku/dousikara/


 

 

＜セクシュアル・ハラスメント防止の取組み＞ 

＜読書活動の支援方策＞ 

＜学校図書館の活用＞ 

＜司書教諭の配置＞ 

＜問題行動等への対応＞ 

＜いじめの未然防止と早期発見＞ 

＜障がいのある幼児・児童・生徒へのいじめの防止＞ 

 

 

学校図書館図書標準（平成５年３月）文部科学省 

 

 

 

「小学校におけるチーム支援ＳＳＷ活用事例～小学校指導体制支援推進事業の取組みより～」 

（平成 30年２月） 

人権教育リーフレット 1「いじめ対応のポイント」８「いじめの対応のポイント②」 

（平成 26年３月） 

「スクールカウンセラーと教員がともに取り組む問題解決力育成のためのブックレット」 

（平成 25年８月） 

「いじめ対応プログラム指導案集」（平成 23年） 

「いじめ対応プログラム実践事例集」（平成 20年７月） 

「児童生徒健康診断の実施におけるセクシュアル・ハラスメント等の防止について」 

（平成 29年 12月改正） 

「教職員による児童・生徒に対するセクシュアル・ハラスメントの防止のために」 

（平成 29年５月改訂） 

「性同一性障害や性的指向・性自認に係る、児童生徒に対するきめ細かな対応等の実施につい

て（教職員向け）」（平成 27年４月）文部科学省 

「セクシュアル・ハラスメント防止のために-障がいのある幼児・児童・生徒の指導や介助方法

における留意点-」（平成 22年 11月） 

「教職員による児童・生徒に対するセクシュアル・ハラスメントを防止するために ＱＡ集」 

（平成 15年３月） 

第３次大阪府子ども読書活動推進計画（平成 28年３月策定） 

「学校における人権教育推進のための資料集」（平成 29年４月改訂） 

「いじめ対応マニュアル（いじめ対応プログラム補助資料）」（平成 24年 12月） 

「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」（平成 24年 10月） 

「いじめ対応プログラムⅡ」（平成 19年８月） 

「いじめ対応プログラムⅠ」（平成 19年６月）  

学校図書館法（平成 26年６月改正） 

学校図書館司書教諭の発令について（平成 15年１月）文部科学省 

 

 

 
「スクールカウンセラーと教員がともに取り組む問題解決力育成のためのブックレット」 

（平成 25年８月） 

「５つのレベルに応じた問題行動への対応チャート」（平成 25年８月） 

「いじめ対応マニュアル（いじめ対応プログラム補助資料）」（平成 24年 12月） 

http://www.mext.go.jp/a_menu/sports/dokusyo/hourei/cont_001/016.htm
http://wwwc.osaka-c.ed.jp/matters/humanrights_files/leaflet/page.html
http://www.pref.osaka.lg.jp/jidoseitoshien/ijime/
http://www.pref.osaka.lg.jp/jidoseitoshien/ijime/
http://www.pref.osaka.lg.jp/hokentaiku/hoken/index.html
http://www.pref.osaka.lg.jp/jidoseitoshien/dannjyobyoudou/index.html
http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/28/04/1369211.htm
http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/28/04/1369211.htm
http://www.pref.osaka.lg.jp/jidoseitoshien/dannjyobyoudou/index.html
http://www.pref.osaka.lg.jp/chikikyoiku/dokusho-suishin/
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/gyakutaiboushi/index.html
http://www.pref.osaka.lg.jp/jidoseitoshien/ijime/
http://www.pref.osaka.lg.jp/jidoseitoshien/ijime/
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/dokusho/link/1360322.htm
http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/t20030121001/t20030121001.html
http://www.pref.osaka.lg.jp/shochugakko/taiou/taiou.html


 

 

＜携帯電話等への対応＞ 

＜不登校への対応＞ 

＜キャリア教育の在り方＞ 

＜進路指導の在り方＞ 

＜日本語指導が必要な生徒等への進路指導＞ 

＜政治的教養を育む教育の取組み＞ 

＜環境教育の推進＞ 

 

「学校での携帯電話等の取扱いに関するガイドライン（仮）」（平成 31年３月予定） 

「携帯・ネット上のいじめ等の防止資料」（平成 27年８月） 

人権教育リーフレット７「ネット・スマホの問題と子どもの人権」（平成 26年３月） 

「携帯・ネット上のいじめ等への対処方法プログラム（追加資料）」 

（平成 25年３月 以降毎年更新） 

「携帯・ネット上のいじめ等生徒指導上の課題に関するとりまとめと提言２」（平成 24年３月） 

「携帯・ネット上のいじめ等への対処方法プログラム」（平成 21年３月） 

「進路指導のための資料」（毎年度） 

「学校における進路指導について」（平成 30年５月） 

大阪府公立高等学校支援学校検索ナビ「咲くナビ」http://www.schoolnavi.osaka-c.ed.jp/ 

「進路指導のための資料」（毎年度） 

「大阪府キャリア教育リーフレット（仮）」（平成 31年３月予定） 

「キャリア教育の進め方サポートブック」（平成 24年３月） 

「大阪府キャリア教育プログラム」（平成 23年３月） 

「進路選択に向けて」（多言語版、毎年度） 

http://www.pref.osaka.lg.jp/shochugakko/kikoku/index.html 

「高等学校卒業後に本邦で就職を希望する外国籍を有する者の在留資格の取扱いの変更につい

て」（平成 30年３月） 

「小学校入学準備ガイドブック」（平成 19年 12月） 

「多言語による学校生活サポート情報」（平成 13年３月～） 

http://www.pref.osaka.lg.jp/shochugakko/kikoku/index.html 

「民主主義など社会のしくみについての教育」（平成 27年７月）  

http://www.pref.osaka.lg.jp/shochugakko/minsyusyugi/index.html 

「不登校児童生徒への支援実践事例集～児童生徒に寄り添った支援のために」 

（平成 29年８月） 

「義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する基本指針」 

（平成 29年３月）文部科学省 

「不登校未然防止－活用ヒント集 50－」（平成 19年５月） 

「不登校の未然防止に向けて～複数の目で見守るシステム～」（平成 17年８月） 

「小・中学校における環境教育の推進事業 小学校・中学校の取組み」（平成 30年３月） 

http://www.pref.osaka.lg.jp/shochugakko/kankyo-top/ 

http://www.pref.osaka.lg.jp/jidoseitoshien/ijime/
http://wwwc.osaka-c.ed.jp/matters/humanrights_files/leaflet/page.html
http://www.pref.osaka.lg.jp/jidoseitoshien/ijime/
http://www.pref.osaka.lg.jp/jidoseitoshien/ijime/nettoijimekada.html
http://www.pref.osaka.lg.jp/jidoseitoshien/ijime/
http://www.schoolnavi.osaka-c.ed.jp/
http://www.pref.osaka.lg.jp/jidoseitoshien/kyaria/
http://www.pref.osaka.lg.jp/jidoseitoshien/kyaria/
http://www.pref.osaka.lg.jp/shochugakko/kikoku/index.html
http://www.pref.osaka.lg.jp/shochugakko/kikoku/index.html
http://www.pref.osaka.lg.jp/shochugakko/kikoku/index.html
http://www.pref.osaka.lg.jp/shochugakko/minsyusyugi/index.html
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1384370.htm
http://www.pref.osaka.lg.jp/jidoseitoshien/hutoukou/
http://www.pref.osaka.lg.jp/shochugakko/kankyo-top/


 

 

＜体力づくりの推進＞ 

＜喫煙・飲酒・薬物乱用防止教育の充実＞ 

＜食育の推進＞ 

＜学校給食における衛生管理の徹底＞ 

＜学校保健計画の策定＞ 

 

 

 

「大麻等薬物乱用防止教育の充実強化について」（平成 30年 10月） 

「薬物乱用防止教育の推進について」（平成 28年２月） 

「薬害を学ぼう」（平成 27年４月改訂）厚生労働省 

「大阪府薬物の濫用の防止に関する条例」（平成 24年 12月） 

 

 

 
「第３次大阪府食育推進計画『おおさか・元気な食』プラン」（平成 30年３月） 

「栄養教諭を中核としたこれからの学校の食育～チーム学校で取り組む食育推進のＰＤＣＡ

～」（平成 29年３月）文部科学省 

小学生用食育教材「たのしい食事 つながる食育」（平成 28年２月）文部科学省 

「食に関する指導の手引－第一次改訂版－」（平成 22年３月）文部科学省 

「おおさか食育ハンドブック」（平成 22年３月）大阪府スポーツ・教育振興財団  

食生活学習教材（中学生用）「食生活を考えよう－体も心も元気な毎日のために－」 

（平成 21年３月）文部科学省 

「新体力テスト測定マニュアル」（平成 29年３月） 

「新体力テスト測定掲示ポスター」（平成 29年３月） 

「めっちゃぐんぐん体力アップハンドブック」（体力向上実践事例集）（平成 29年３月） 

「めっちゃスマイル体操」「めっちゃＷＡＫＵＷＡＫＵダンス」（平成 27年３月） 

体力向上支援プログラム「大阪プログラム」（平成 25年３月） 

「体力向上実践事例集」（平成 22年３月） 

「チャレンジ おおさか なわとびカード」（平成 21年９月） 

「学校給食衛生管理基準の取扱いについて」（平成 29年８月）文部科学省 

「学校給食施設・設備の改善事例集」（平成 25年３月）文部科学省 

「学校給食調理従事者研修マニュアル」（平成 24年３月）文部科学省 

「調理場における衛生管理＆調理技術マニュアル」（平成 23年３月）文部科学省 

「学校給食衛生管理基準の解説」（平成 23年３月）独立行政法人日本スポーツ振興センター） 

「調理場における洗浄・消毒マニュアルⅡ」（平成 22年３月）文部科学省 

「学校給食衛生管理基準の施行について」（平成 21年４月）文部科学省 

「学校給食における食中毒防止Ｑ＆Ａ」 

（平成 21年３月）独立行政法人日本スポーツ振興センター 

「調理場における洗浄・消毒マニュアルⅠ」（平成 21年３月）文部科学省 

「学校給食調理場における手洗いマニュアル」（平成 20年３月）文部科学省 

学校保健安全法（平成 27年６月改正） 

 

 

 

http://www.pref.osaka.lg.jp/yakumu/yakubutu/renmeitsuchi.html
http://www.pref.osaka.lg.jp/shigaku/info/280208_1169-51.html
http://www.mhlw.go.jp/bunya/iyakuhin/yakugai/
http://www.pref.osaka.lg.jp/houbun/reiki/reiki_honbun/k201RG00001735.html
http://www.pref.osaka.lg.jp/kenkozukuri/syokuiku/syokuikukeikaku3.html
http://www.mext.go.jp/a_menu/sports/syokuiku/1385699.htm
http://www.mext.go.jp/a_menu/sports/syokuiku/1385699.htm
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/eiyou/syokuseikatsu.htm
http://www.mext.go.jp/a_menu/sports/syokuiku/1292952.htm
http://www.pref.osaka.lg.jp/hokentaiku/kyuusyoku/handobook.html
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/eiyou/1288146.htm
http://www.pref.osaka.lg.jp/hokentaiku/kyougisupo-tutop/sintairyokutesuto.html
http://www.pref.osaka.lg.jp/hokentaiku/kyougisupo-tutop/tairyokuposuta.html
http://www.pref.osaka.lg.jp/hokentaiku/kyougisupo-tutop/tairyokukoujyoujisse.html
http://www.pref.osaka.lg.jp/hokentaiku/kyougisupo-tutop/mecyasuma_mecyawaku.html
http://www.pref.osaka.lg.jp/hokentaiku/kyougisupo-tutop/kopdomotairyoukusien.html
http://www.pref.osaka.lg.jp/hokentaiku/kyougisupo-tutop/cyarennjinawatobi.html
http://www.mext.go.jp/a_menu/sports/syokuiku/1336543.htm
http://www.mext.go.jp/a_menu/sports/syokuiku/1321861.htm
http://www.mext.go.jp/a_menu/sports/syokuiku/1306690.htm
https://www.jpnsport.go.jp/anzen/anzen_school/tabid/560/Default.aspx
http://www.mext.go.jp/a_menu/sports/syokuiku/1292023.htm
http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/1283821.htm
https://www.jpnsport.go.jp/anzen/anzen_school/tabid/716/Default.aspx
http://www.mext.go.jp/a_menu/sports/syokuiku/1266268.htm
http://www.mext.go.jp/a_menu/sports/syokuiku/08040316.htm
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=333AC0000000056&openerCode=1


 

 

＜研修の計画的な実施＞ 

＜教職員全体の指導力向上＞ 

＜教員免許更新制についての周知徹底＞ 

＜評価基準を踏まえた適正な評価と教職員の育成＞ 

＜次世代育成について＞ 

＜女性活躍の推進について＞ 

＜勤務時間管理について＞ 

＜労働安全衛生体制の充実＞ 

 

 

「大阪府教員等研修計画」（平成 31年３月改訂予定） 

「初任者等育成プログラム」（平成 26年４月） 

「次世代を担う教員の育成のために」（平成 18年７月） 

 

 

 
「次世代の教職員を育てる ＯＪＴのすすめ」（平成 20年３月） 

「公立学校における特定事業主行動計画」（平成 28 年４月） 

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（平成 27 年９月） 

「教職員の評価・育成システム 手引き」（平成 31年３月改定予定） 

「授業アンケートの手引き ～『教職員の評価・育成システム』で活用するために～」 

（平成 28年３月） 

「大阪府教育委員会特定事業主行動計画（府立学校編）の策定について」（平成 27 年４月）

次世代育成支援対策推進法（平成 15年７月） 

大阪府ＨＰ 大阪府教育委員会ウェブサイト  

教員免許状／教員免許更新制／更新制に関する期限・申請期間の確認方法（フロー図） 

「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律による改正後の労働安全衛生法等

の施行について」（平成 30年 10月）文部科学省 

「平成 28年度公立学校教職員の人事行政状況調査結果に係る留意事項について」 

（平成 30年３月）文部科学省 

「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル」 

（平成 28年４月改訂）厚生労働省 

「学校における労働安全衛生管理体制の整備のために～教職員が教育活動に専念できる適切な

職場に向けて～（改訂版）」（平成 27年７月）文部科学省 

「労働安全衛生規則」（昭和 47年９月 労働省令第 32号） 

本冊子巻末資料 P.74 Ⅰ-６公立学校共済組合大阪支部 大阪メンタルヘルス総合センター 

「労働安全衛生法」（昭和 47年６月） 

「全庁一斉退庁日及びノークラブデー（部活動休養日）の実施について」（平成 28年 12月） 

「『三六協定締結の手引き（府立学校版）』の策定について」（平成 27年７月） 

「職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例・同規則」（平成７年３月） 

「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法」（昭和 46年法律第 77号） 

「府立高等学校等の職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則」（昭和 41 年１月） 

（いわゆる超勤４項目、勤務時間の割振り、休暇制度など） 
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＜機能的な学校運営＞ 

＜個人情報の適正な取扱い＞ 

＜調査内容等の精査による学校事務の効率化・集中化＞ 

＜児童虐待への対応＞ 

 ＜学校安全計画の策定＞ 

＜緊急事態への対応＞ 

＜安全確保・安全管理の徹底＞ 

＜地域関係機関と連携した安全確保及び安全管理＞ 

 

 

 

 

 

「学校現場における業務改善のためのガイドライン 

～子供と向き合う時間の確保を目指して～」（平成 27年７月）文部科学省 

「学校運営改善研究事業実施報告書」（平成 21年３月） 

「学校運営改善促進事業実施報告書」（平成 20年３月） 

「府立学校における働き方改革に係る取組みについて」（平成 30年３月） 

「教職員の業務負担軽減に関する報告書」（平成 25年３月） 

「平成 30年度『児童虐待防止推進月間』の実施について」（平成 30年 10月）文部科学省 

「一時保護等が行われている児童生徒の指導要録に係る適切な対応及び児童虐待防止対策に係

る対応について」（平成 27年７月）文部科学省 

人権教育リーフレット２「子どもの虐待」 ９「子どもの虐待②」（平成 26年３月） 

「子どもたちの輝く未来のために～児童虐待防止のてびき～」（平成 23年３月改訂） 

「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン」（平成 29年５月改正）内閣府 

 

 

 

 

「学校安全緊急アピール－子どもの安全を守るために－」（平成 16年１月）文部科学省 

「学校の安全管理に関する取組事例集」（平成 15年６月）文部科学省 

「公立の学校における幼児、児童及び生徒の安全の確保に関する指針」（平成 14年 10月） 

「学校における児童生徒等の安全を確保するために」（平成 13年７月） 

「学校での携帯電話等の取扱いに関するガイドライン（仮）」（平成 31年３月予定） 

「『登下校防犯プラン』について」（平成 30年７月） 

「地域ぐるみの学校安全体制整備事例集」 （平成 23年３月）文部科学省 

「登下校時における幼児児童生徒の安全確保について」（平成 17年 12月） 

「学校の危機管理マニュアル作成の手引き」（平成 30年２月）文部科学省 

「学校の危機管理マニュアル－子どもを犯罪から守るために－」（平成 19年 11月）文部科学省 

「不審者侵入防止、侵入時の迅速かつ的確な対応のために」（平成 17年３月） 

「子どもの安全確保に関する取組事例集『があど』」（平成 16年３月） 

「不審者侵入防止・侵入時の危機管理マニュアル（参考例）」（平成 15年 12月） 

学校保健安全法（平成 27年６月改正） 
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＜安全教育の推進及び安全確保の取組みの点検・強化＞ 

＜学校の体育活動中の事故防止等の徹底＞ 

＜ＡＥＤの使用を含めた心肺蘇生実施体制の整備＞ 

＜耐震対策の推進等＞ 

＜施設のバリアフリー化＞ 

＜学校施設の長寿命化計画の策定等＞ 

＜家庭教育支援の体制づくり＞ 

＜基本的生活習慣・学習習慣の確立・自立する力の育成＞ 

 

 

 

 

「大阪府部活動の在り方に関する方針」（平成 31年２月策定予定） 

「学校における体育活動中（含む運動部活動）の事故防止等について」 

（平成 30年４月・９月）スポーツ庁 

「運動部活動等における熱中症事故の防止等について」（平成 30年７月）スポーツ庁 

「落雷事故の防止について」（平成 30年７月）文部科学省 

「熱中症事故について」（平成 30年５月・７月）文部科学省 

「水泳等の事故防止について」（平成 30年４月）スポーツ庁 

「ハンドボール等のゴール転倒による事故防止等について」（平成 29年１月）スポーツ庁 

「学校体育における体育活動中の事故防止のための映像資料」（平成 26年４月）文部科学省 

「サッカーゴール等のゴールポストの転倒による事故防止について」 

（平成 25年９月）文部科学省 

「学校の体育活動中の事故防止の徹底について」（平成 25年８月） 

「体育授業中の事故防止について」（平成 19年） 

「『親』をまなぶ・『親』をつたえる」（平成 31年２月増補） 

「『親』をまなぶ・『親』をつたえる 親学習 指導事例」（平成 31年２月増補） 

「保護者・地域とはぐくむ大阪の子どもたちの学力 Part１～３」（平成 20 年 12月） 

 

 

 

「スポーツ事故防止対策映像資料（ＤＶＤ）『その時あなたは』」（平成 27年３月） 

独立行政法人日本スポーツ振興センター 

 

「公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する施設整備基本方針」 

（平成 28年８月改正）文部科学省 

大阪府福祉のまちづくり条例（平成 27年７月改正） 

「子どもの安全確保推進月間の周知について」（平成 29年５月） 

「大阪府自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」の施行について（平成 28年３月） 

「学校安全参考資料『生きる力』をはぐくむ学校での安全教育」（平成 22年３月）文部科学省 

「こどもエンパワメント支援指導事例集」（平成 19年３月） 

安全教育教材ビデオ「きけん いろいろ たまむしハカセの安全教室」（平成 15年３月） 

「学校施設の長寿命化計画策定に係る解説書」の公表について（平成 29年３月）文部科学省 
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＜就学前教育の充実＞ 

 ＜開かれた幼稚園づくり＞ 

＜幼保こ小等の円滑な接続＞ 

＜教育水準の維持向上・地域の実情に応じた教育の振興＞ 

＜首長との協力による教育の振興＞ 

＜教育の状況に関する情報の提供＞ 

＜図書館の計画的な整備＞ 

＜人権教育の推進＞ 

＜識字・日本語学習活動への支援＞ 

 

 

 

平成３１年度 市町村教育委員会に対する指導・助言事項 より引用 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１条の２ 

 

 

 
大阪府教育行政基本条例第８条 

 

 

 

 

大阪府教育行政基本条例第８条 

 

 

 

 

「幼児教育推進指針」（平成 31年２月改訂予定） 

「発達や学びをつなぐスタートカリキュラム」 

（平成 30年３月）文部科学省・国立教育政策研究所・教育課程研究センター 

「スタートカリキュラム学びの接続モデルリーフレット」（平成 30年３月） 

「スタートカリキュラムスタートブック」（平成 27年１月）文部科学省 

「豊かな育ちと学びをつなぐ」（平成 18年 12月） 

「文字・活字文化振興法」（平成 17年７月） 

 

 

 

 

「人権教育基本方針」「人権教育推進プラン」（平成 30年３月改訂） 

「大阪府人権教育推進計画」（平成 27年３月改定） 

「大阪府人権施策推進基本方針」（平成 13年３月） 

 

「大阪府識字施策推進指針（改訂版）」（平成 17年 10月策定） 

「幼児教育推進指針」（平成 31年２月改訂予定） 

「園内研修のすすめ方」（平成 30年３月） 

「幼稚園教育要領」「幼保連携型認定こども園教育・保育要領」「保育所保育指針」 

（平成 29年３月） 

「子ども・子育て支援法」（平成 24年８月） 

「認定こども園の一部改正法」（平成 24年８月） 

「子ども・子育て支援法及び認定こども園法の一部改正法の施行に伴う関係法律の整備等に関

する法律」（平成 24 年８月） 

 

「子ども・子育て支援法」（平成 24年８月） 

「認定こども園の一部改正法」（平成 24年８月） 

「子ども・子育て支援法及び認定こども園法の一部改正法の施行に伴う関係法律の整備等に関

する法律」（平成 24 年８月） 

http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=331AC0000000162
http://www.pref.osaka.lg.jp/houbun/reiki/reiki_honbun/k201RG00001586.html
http://www.pref.osaka.lg.jp/houbun/reiki/reiki_honbun/k201RG00001586.html
http://www.pref.osaka.lg.jp/shochugakko/shishinn/index.html
http://www.nier.go.jp/kaihatsu/shidousiryou.html
http://www.nier.go.jp/kaihatsu/shidousiryou.html
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=417AC1000000091&openerCode=1
http://www.pref.osaka.lg.jp/jinkenkyoiku/houshin/index.html
http://www.pref.osaka.lg.jp/jinken/suishinkeikaku/
http://www.pref.osaka.lg.jp/jinken/houshin/index.html
http://www.pref.osaka.lg.jp/chikikyoiku/sikijisuisin/index.html
http://www.pref.osaka.lg.jp/shochugakko/shishinn/index.html
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/1384661.htm
https://www8.cao.go.jp/shoushi/kodomoen/kokuji.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/kodomo_kosodate/hoiku/index.html
http://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/law/
http://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/law/
http://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/law/
http://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/law/
http://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/law/
http://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/law/
http://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/law/
http://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/law/

