大東市教育委員会事務局より
★メッセージ
目
次
『大東モデル
家庭教育支援事業』

『使ってみよう！
だいとう電子図書館』
～パソコン編～

内
容
配 信 日
全ての教育の出発点である家庭において、保護者が安心 2020.12.24
して子育て及び教育を行うことができるよう、家庭教育
支援事業を推進しています。水野教育長から家庭教育支
援事業についてお話いただきました。
『だいとう電子図書館』関連コンテンツ第 3 弾として、 2020.12.７
パソコンでの操作方法を解説した動画を作成しました。

平野屋新田会所へようこそ
～深野池新田開発関連
文化財群 その１～

大東市平野屋・谷川・南新田地区周辺の新田を管理した
「平野屋新田会所」の歴史と会所跡周辺に現在も残る文
化財についてご紹介します。

2020.12.４

教育長メッセージ
『ＧＡＧＡスクール構想
とは』

大東市教育委員会では国が推進している GIGA スクール
構想に向けて今年度準備を進めてきました。水野教育長
から GIGA スクール構想の概要についてお話いただきま
したので、ぜひご視聴ください。
『だいとう電子図書館』は簡単にご利用いただけますの
で、これから、大東市マスコットキャラクター「ダイト
ン」が『だいとう電子図書館』を利用している動画を公
開していく予定です。
『だいとう電子図書館』は簡単にご利用いただけますの
で、これから、大東市マスコットキャラクター「ダイト
ン」が『だいとう電子図書館』を利用している動画を公
開していく予定です。
大東市で電子図書館『だいとう電子図書館』が 2020 年
11 月 9 日からオープンします！本動画では大東市の水
野達朗教育長がオープニングに際して PR をさせていた
だいております。
枚方信用金庫さまより、キャリアパスポート用ケースを
ご寄贈いただいたお礼

2020.11.26

寄付の御礼

株式会社アカカベさまより、子ども用のマスク 6000 枚
をご寄贈いただいたお礼

2020.8.3

寄付の御礼

四條畷遊技業組合さまより、防犯対策用のネットランチ
ャーをご寄贈いただいたお礼

2020.8.3

みんなで知ろう三好長慶

大東市が誇る戦国最初の天下人、三好長慶について、生
涯学習課がわかりやすく説明

2020.7.20

『だいとう電子図書館』の
登録&利用
～とてもとても簡単版②～
『だいとう電子図書館』の
登録&利用
～とてもとても簡単版①～
だいとう電子図書館が
オープンします！

寄付の御礼

2020.11.16

2020.11.16

2020.11.6

2020.8.3

寄付の御礼

教育長の『きいてみた！』①

教育長の食レポ

一般社団法人大東青年会議所さまより、大東市内の小中
学校すべてに石鹸液とポンプボトルをご寄贈いただいた
お礼
大東四條畷消防本部の牧野功消防長による大東市の防
火・防災教育についてのお話

2020.7.8

2020.7.1

中学校給食スペシャル献立の紹介

2020.6.24

大東市が誇る歴史遺産でもある飯盛城跡について、生涯
学習課がわかりやすく解説

2020.6.23

新教育長就任のあいさつ

水野達朗教育長就任のあいさつ

2020. 5.25

市立図書館の貸出・返却の
再開のお知らせ

大阪府の休業要請の一部解除を受けた、大東市立の図書
館の開館についての説明

2020. 5.15

家庭教育支援チーム「つぼ
み」によるメッセージ

スクールソーシャルワーカーから小学校１年生の保護者
の皆様へのメッセージと「ゆらゆらつぼみちゃん」の作
り方（工作）
学校教育部指導監による応援メッセージ

2020.4.24

教育長職務代理者による応援メッセージ

2020.4.10

目
次
＜まとめ＞家庭学習のおた
すけ

内
容
今までに紹介している「家庭学習のおたすけ」となるサイ
トをまとめたもの。

配 信 日
2020.7.18

教科書のデジタル教材の使
い方（ＱＲコード）

教科書のデジタル教材による学び方の紹介
Lentrance の休校応援サイトの紹介（動画やワークシー
ト）
東京書籍「問題データベースプリントひろば」の動画によ
る説明等

2020.5.2

北河内の巨大山城
の紹介

飯盛城

学校教育部指導監によるメ
ッセージ
教育長職務代理者によるメ
ッセージ

2020.4.17

★家庭学習のおたすけ
①動画による紹介

＜おすすめ＞家庭学習のお
たすけ

2020.4.21

②資料によるサイトの紹介
目
次
大阪府教育センターにおけ
る学習支援

内
「学習支援のページ」

臨時休業期間中の学習支援
コンテンツの紹介

教科書出版社のサイト 動画やプリントが豊富
一般社団法人教科書協会「おすすめキッズサイト」へつな
がります。楽しく学べるリンク集が豊富
東京書籍「問題データベースプリントひろば」
文部科学省「子供の学び応援サイト」
大東ステップアップ学習プリント

今できる！家庭学習 Web
サイト

容

配 信 日
2020.7.17

2020.4.24

2020.4.17

★家庭学習ちょっとひといき
目

次

内

容

配

信 日

ふるさとジュニア検定より
上級編

大東市で取り組んでいる「ふるさとジュニア検定」からの
出題 クイズを通して、大東市のことを学べる

2020.6.16

ふるさとジュニア検定より
中級編

大東市で取り組んでいる「ふるさとジュニア検定」からの
出題 クイズを通して、大東市のことを学べる

2020.5.12

ふるさとジュニア検定より
初級編

大東市で取り組んでいる「ふるさとジュニア検定」からの
出題 クイズを通して、大東市のことを学べる

2020.5.11

★その他
目

次

防火・防災教育
～消火器の使い方～
防火・防災教育
～バーチャル消防署
見学ツアー～
薬物乱用防止教室
～薬物の恐ろしさ③～
薬物乱用防止教室
～薬物の恐ろしさ②～
薬物乱用防止教室
～薬物の恐ろしさ①～
防火・防災教育
～救急車の紹介・救命処置
について～

内

容

配

信 日

今回は『しょうぼうやと学ぶ消火器の使い方』です。とち 2020.11.30
ゅうでみんなで考えるクイズもあるのでたのしんで見て
ください。
大東四條畷消防の皆さんが大東市の子どもたちのために、 2020.10.7
まるで消防署の見学に来たような気持ちになれる動画を
作成してくれました！
毎年行っている薬物乱用防止教室の動画その⑥です。
2020.9.11
講師は、大阪府薬物乱用防止教育講師の大内啓子先生で
す。
毎年行っている薬物乱用防止教室の動画その⑤です。
2020.11.24
講師は、大阪府薬物乱用防止教育講師の大内啓子先生で
す。
毎年行っている薬物乱用防止教室の動画その④です。
2020.9.11
講師は、大阪府薬物乱用防止教育講師の大内啓子先生で
す。
大東四條畷消防本部の警防課の皆さんが大東市の子ども
2020.9.3
たちのために動画を作成いただきました。
防火・防災教育の一助にしていただければと思います

【教育長メッセージ】なんか
つまらないと感じる君へ

水野教育長から『毎日がなんかつまらない。そんな日々が
続くとだれだってしんどい』と感じる人向けにメッセージ
をいただきました。
水野教育長から『なぜ僕たちは勉強をするのか』というテ
ーマでお話をしていただきました。

2020.8.26

薬物乱用防止教室
～知っておきたい
タバコの害③～
薬物乱用防止教室
～知っておきたい
タバコの害②～
薬物乱用防止教室
～知っておきたい
タバコの害①～
きくことのれんしゅう②

毎年行っている薬物乱用防止教室の動画その③です。講師
は、大阪府薬物乱用防止教育講師の大内啓子先生です。

2020.7.28

毎年行っている薬物乱用防止教室の動画その②です。講師
は、大阪府薬物乱用防止教育講師の大内啓子先生です。

2020.7.28

毎年行っている薬物乱用防止教室の動画その①です。講師
は、大阪府薬物乱用防止教育講師の大内啓子先生です。

2020.7.27

勉強するとき、友だちと遊ぶときに大切な、聞くことの練
習を、クイズを通して行います

2020.7.18

きくことのれんしゅう①

学校生活で大切な聞くことの練習を、クイズを通して行い
ます

2020.5.28

情報モラル

スマートフォンやタブレットの正しい使い方についてア
ニメーションで学べます

2020.5.2

【教育長メッセージ】なぜ僕
たちは勉強をするのか

2020.8.24

★教職員向け
目
次
つながり「大阪府チャレン
ジテストの対策！」
授業力向上学校支援チーム
木村顧問のお話

内
容
「授業力向上学校支援チーム」の木村知明顧問より、学習
面で何かヒントになればということで、中学校の先生方
へ『大阪府チャレンジテスト』に向けてできることについ
てお話してくださいました。 先生方には「大阪府のチャ
レンジテストは効果的な教材である」など、考え方につい
ても参考にしながら、
「教育研究所 News!!」NO15 と合
わせてご覧いただければと思います。

配 信 日
2020.12.8

学びをとめない！とめたく
ない。パート３
授業力向上学校支援チーム
木村顧問のお話

保護者との関わり、休業期間中の子どもの様子で見えて
きたことについてお話していただきました。
・子どもに家庭教育の課題を提示するときに意識すべき
こと
・個に応じた課題の追究
・不易と流行のハイブリッド
・殻を破る
・あらためて学校のありがたさを感じる。

2020.7.29

学びをとめない！とめたく
ない。パート２
授業力向上学校支援チーム
木村顧問のお話

保護者との関わり、休業期間中の子どもの様子で見えて
きたことについてお話していただきました。
・今後求められるであろうオンライン授業の工夫点を、
先行されているユーチューバ―の授業からヒントを得
る。
・教材の研究や作成を共有する。
・家庭学習においても我がごととなるしかけをコーディ
ネート
保護者との関わり、休業期間中の子どもの様子で見えて
きたことについてお話していただきました。
・家庭とつながる重要性

2020.7.29

「学び合い」～さらに、考え
よう、深めよう～杉江先生
のお話（後半）

西口先生、水谷先生のお話を受けて、
「学び合い」につい
て、もっと考え深めましょう。
（後半）
・教員の解説を減らす
・問答を減らす
・見通しを持たせる
・学びの自己評価、相互評価の導入

2020.6.2

「学び合い」～さらに、考え
よう、深めよう～杉江先生
のお話（前半）

西口先生、水谷先生のお話を受けて、
「学び合い」につい
て、もっと考え深めましょう。
（前半）
・健康面、心理面に配慮しつつ、学習適応に十分配慮する
ことが大切
・理解すること、活用できることが学習である

2020.6.2

「学び合い」～さらに、考え
よう、深めよう～水谷先生
のお話

４月２２日配信の西口先生のお話を受けて、
「学び合い」
について、さらに考え深めましょう。
・生活リズムと子どもどうしをつなぐことが授業づくり
や学級づくりの基盤となる
・
「学び合い」は教育原理である

2020.5.11

「学び合い」～今こそ、考え
よう、深めよう～＜その１＞
西口利文先生のお話

「つながり」をテーマに、今こそ考え深めなければならな
い「学び合い」についてのお話
・学校再開に向けた準備や心構え
・家庭学習を学校とどうつなげるのか
・
「学び合う」授業づくりは成立するのか

2020.4.21

学びをとめない！とめたく
ない。パート１
授業力向上学校支援チーム
木村顧問のお話

2020.7.29

幼・小・中学校（園）より
★メッセージ
目
次
諸福中学校からのメッセージ

内
容
先生方、退職された先生からのメッセージ

配 信 日
2020.5.25

住道中学校からのメッセージ

先生方による学校紹介とメッセージ

氷野小学校からのメッセージ

校長先生からの応援メッセージ第２弾

2020.4.21

住道中学校からのメッセージ

先生方からの応援メッセージ第２弾

2020.4.20

氷野小学校からのメッセージ

校長先生からの応援メッセージ

2020.4.14

灰塚小学校からのメッセージ

校長先生からの応援メッセージ

2020.4.14

住道中学校からのメッセージ

校長先生はじめ先生方からの応援メッセージ

2020.4.13

北条中学校からのメッセージ

校長先生はじめ先生方からの応援メッセージ

2020.4.14

目
次
中学１年理科「マグマからで
きた岩石と鉱物の種類」

内
容
南郷中学校の先生より
火成岩の種類について説明しています

配 信 日
2020.６.2

中学１年理科「種子をつくる
植物のなかまわけ」
P46～48
中学１年理科「根のつくりと
はたらき、葉のつくり」P26
～28、P32
中学保健体育「バスケットボ
ール」

深野中学校の先生より
裸子植物、被子植物の違いについて説明しています

2020.5.29

深野中学校の先生より
根について、葉について説明しています

2020.5.28

2020.5.25

中学１年理科「サイエンス資
料」P12.13

谷川中学校の先生より
バスケットボールを使った運動について紹介していま
す
深野中学校の先生より
顕微鏡の使い方

中学１年理科「サイエンス資
料」P12.13

深野中学校の先生より
ルーペと双眼実体顕微鏡の使い方

2020.5.21

中学１年理科「サイエンス資
料」P12.13

深野中学校の先生より
顕微鏡等についての説明

2020.5.12

2020.5.1

★授業動画

2020.5.22

中学社会「都道府県」
（小学生）

谷川中学校の先生より
クイズ形式で都道府県について学べます

2020.5.9

中学２年理科「生命を維持す
るはたらき」P22～24

北条中学校の先生より

2020.5.8

中学３年英語⑤

住道中学校の先生がまとめた「臨時休業中の過ごし方」

2020.5.6

中学３年英語④

住道中学校の先生がまとめた「臨時休業中の過ごし方」

2020.5.5

中学３年英語③

住道中学校の先生がまとめた「臨時休業中の過ごし方」

2020.5.4

中学３年英語②

住道中学校の先生がまとめた「臨時休業中の過ごし方」

2020.5.3

中学３年英語①

住道中学校の先生がまとめた「臨時休業中の過ごし方」

2020.5.2

中学２年理科「生命を維持す
るはたらき」P14～21

北条中学校の先生より

2020.４.30

中学２年理科「生命を維持す
るはたらき」P14～29

北条中学校の先生より

2020.4.28

中学２年理科「生物の体と細
胞」

北条中学校の先生より

2020.4.23

