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　中大江小学校は、大阪市教育委員会から理科教育推進モデル校と
ICT 活用モデル校の 2つの指定を受けています。

■ 理科教育に力を入れておられるそうですね。
　理科教育については、低学年の
時から科学に興味を持つとか、自
然の不思議に触れるとか、自分で
自然の不思議を解決していく体験
をさせていくために 1，2 年生には
理科はないので『サイエンスタイ
ム』として年に数回、単元を新し
く作って低学年からの系統的な理科教育に取り組んできました。
　数年前、子どもの理科への興味を調べたところ、周辺に自然環境
が少ないせいか興味関心が薄い児童が多いと感じました。
　何とかしないといけないということで、校内にトンボ池やアゲハ
の来る樹とか科学園などを整備するなどしました。これは子どもた
ちが自然に触れるものを教師が作るのではなく、子どもたちと一緒
に作るようにしてきました。
　そうやって生き物に目を向けるようにしてきたので生き物が好き
になってきた児童がふえました。
子供たちがしっかり頑張ったこと、中大江の教職員が一つになって
取り組んだのが良かったと思います。
　日本の中で低学年理科を研究しているのは大学の付属小学校くら
いしかなく、大阪市が方針として低学年理科を打ち出したのは行政
としても特別な考えがあったからだと思えます。

■ 理科大会が開かれましたが…。
　そういう中で研究を進めていって 11 日の全国大会で北は北海道
旭川市から南は沖縄県那覇市からと、全国から 519 人の教員参加の
中、成果を発表しました。
　理科大会の準備は他教科と違い、実験教材の研究などもあり大変
なこともありましたが、大会当日は教職員だけでなく、たくさんの
PTA の方々のご協力も得られ、他校の先生方から高評価をいただき
大成功でした。特に、保護者スタッフの対応は、大変丁寧でホスピ
タリティにあふれていたとのことです。
注釈）理科大会とは、国体のようなもので、各都道府県が持ち回りで行う理科教育
の全国大会（全国小学校理科教育研究大会）。今年は大阪大会で3校が発表しました。

■ ICT 活用モデル校とは具体的にどのようなことですか？
　ICT 活用モデル校では、大阪市は 3 年前
から基本方針としてうちだしモデル校を
作っていましたが、その先進的な学校での
改良点を加えて中大江でも実施することに
なりました。
　大阪市は各校 40 台のタブレットを配布
していますが、中大江には 3 年生以上の各学年 40 台、計 160 台が

配布されました。一般的には、タブレットなどで一度にアクセスす
ることができないのですが、中大江に入ったインターネット環境で
はそれが可能な容量を持っています。各学年各学級と特別教室にア

クセスポイントを設置しているので、各学年で一学級ずつ同時にア

クセスすることが可能です。

　中大江は特別に体育館にもアクセスポイントを設置しており、体

育の授業でもインターネットが使用できます。例えば、跳び箱やマッ

ト運動しているときに、タブレットで撮り、それをモニターに映し

出し全員で見ることもできますし、自分で振り返ることもできます。

　11 日の理科大会の授業でも、班でまとめた意見を電子黒板に並べ

て一つずつ拡大してみました。児童がタブレットに書いたものを電

子黒板に写して教師がそれを拡大し、それをもとに児童の意見の交

流が深まりました。将来的には全市で ICT が活用されていくと思い

ます。
注釈）ICT 教育とは、情報通信技術（ICT）の利用・活用方法を教育の一環として取
り入れた教育、または、ICT を駆使した教育のこと。

■ 最近では児童の数が爆発的に増えているそうですね。
　全児童数は毎年 20 人ずつ増え、7 年前は 240 人、今年は 380 人

まで増えています。

　この校区には 0 歳児が 6 学級相当の人数がいると区役所から聞い

ています。このままでは教室が足りないので、大阪市は 4 階建ての

校舎増築を 3年後の竣工を目指して計画しています。

■ 幼稚園と小学校が併設である利点は？
　校園同士の教職員が普段から連絡を取り合っているので、事前の

打ち合わせもスムーズに進み、行事や授業の見学等で気軽に交流が

できる点があります。

　幼小合同活動は、小学生にも幼稚園児にもプラスの面があります。

例えば、毎年 5 年生が幼稚園に読み聞かせに行きますが、5 年生の

優しいところが見られ、とてもいい光景です。幼稚園児は小学生に

なることへの不安を持つと思いますが、小学生と交流を持つことで

不安を払しょくするだけでなく、憧れを持つことができます。そう

やって小学生になった子は幼稚園の子とかかわりを持ちたいという

いいサイクルが生まれるので、幼小合同活動は大変重要です。これ

は併設がある学校でだけ体験できる貴重な活動だと思います。

～最近の小学校について校長先生にお話を伺いました～学校だより　特別編学校だより　特別編

　地域には、親子 5 世代にわたって中大江幼稚園・小学校で学ばれ
た方々もいます。幼少の垣根が低いことから、教職員や保護者同士
の連携も強く、子供の成長を長い目で見守ることができています。
「子供は地域で育つ、地域は子供で結ばれる」が中大江の合言葉です。
子どもたちには様々な活動を通して
この地域を好きになってほしいと思
います。
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　昨年度に引き続き小学校での合同訓練を行います。今年度は

幼稚園児も参加します。

防災講習や受付訓練、本部運営訓練など様々な訓練を行います。

多くの保護者や地域の方々のご参加ご協力をお待ちしております。

場所

よりよりより

つ」ことが大切です。買い物やペットの散歩などの
外出時に、周囲に異変や危険な個所などないか、
気が付いたことがあれば小学校に備えてある PTA 連
絡箱までお願いします。
　そして、「中大江あんぜん見守りたい」に参加して
いただきますようお願いします。
ご興味のある方はコチラまで連絡先を教えてください。

　

　

◆ 自転車安全講習◆ 自転車安全講習
　9月 2日の子ども会フェスタに於いて、東警察署の
交通課のお巡りさんが 2 名お見えになり、自転車安
全講習がありました。乗る前の注意点や、安全な乗り
降りの仕方。また、他人にぶつかったりして、多額の損

害賠償を請求される
場合もあるので、自転
車保険への加入が義
務づけられた事。など
を教えて頂きました。
短い時間でしたが、
大変参考になりました。

　清 し々い秋空のもと野外活動研修が行わ
れました。
子ども 37 名・大人 47 名参加での地引網
体験！！
力を合わせて網を引き上げ、獲れた魚は大
きな水槽へ。子ども達は、獲れたての魚をさ
わる・つかむ・なでる、キャ～キャ～言いな
がら楽しんでいましたが、魚はヘロヘロのご
様子でした。(-_-;)
昼食の海鮮バーベキューやビンゴゲームな
ど充実した楽しい一日を過ごせました。

中大江地域活動協議会 Facebook ページ

北大江地域活動協議会ホームページ お問合せは
「はぐくみネット事務局」まで！

中大江あんぜん見守りたい中大江あんぜん見守りたい中大江あんぜん見守りたい せせらら知知おお

今後のイベント情報今後のイベント情報今後のイベント情報
平成29年 1月 21日（土）午前10時～
もしもの時に備え、みんなで訓練に参加しましょう！

中大江小学校避難所開設訓練中大江小学校避難所開設訓練

　「中大江あんぜん見守りたい」では、
地域や PTA の方々に子供達の登下校時
に街頭での「見守り」を中心に活動して
います。
　しかし最近では、小学校卒業を機に
年々会員数も少なくなっていることから、
あんぜん見守りたいの PR 活動と PTA と

の協力に力を入れているところです。中大江のイベントで
の PR ステッカーの配布や、先日の子ども会フェスタでは
警察の自転車安全講習を開催しました。また、登下校時
の見守りに限らず、普段気の付いたことなどを、小学校正
門に備えてある PTA の連絡箱を活用して PTA との情報共
有を行っています。
　通学時間帯は子ども達でも「今何時？」と聞いてくるくら
いに、1 分の時間でも気になります。大人も同じなのです
が、信号に気が付かなかったり、自転車に乗っているのに
歩行者のつもりで走っていたり、ちょっと余裕を持てばい
いのですが、なかなかできませんね。中には余裕を持ち
すぎて、登校時間を過ぎても余裕で歩いてくる子どももい
たりします。朝の時間帯に限らず、自分の安全のために周
囲を気にすることができるくらいの余裕を持ちたいものです。
　あんぜん見守り活動は、登下校時の「見守り」に限らず、
中大江地域の方々が普段からの「安全に対する意識を持
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　 　 大阪府警提供安まちメール

区域を設定して登録すれば、

このような防犯や安全に関す

るメールが届きます！
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