
Ⅲ 研究開発の経緯
年 月 日 取 組 内 容

校区 校区合同教員劇 松原七中校区地域教育協議会予算総会2007 5 12
校区 校区連絡会 取組・子どもの交流2007 5 18

文部科学省研究開発連絡協議会2007 5 30 校区
松原七中 松原七中視察 高知県須崎市教育委員会2007 5 30

人間関係づくりの授業について 松原第四中学校 畠山久子教頭2007 5 30 恵我小 校内研修会
松原七中 松原七中視察 大阪府東大阪市立長瀬北小学校、金岡中学校2007 6 6
校区 出張視察 千葉県白井市立大山口小学校2007 6 8

２年、４年研究協議 武庫川女子大学大学院 西井克泰教授2007 6 21 恵我小 校内研修
エンパワメントワークショップ 女性と子どものエンパワメント関西2007 6 22 恵我南小 校内研修
４年、６年研究協議 武庫川女子大学大学院 西井克泰教授2007 6 25 恵我南小 校内研修
エンパワメントワークショップ 女性と子どものエンパワメント関西2007 6 26 恵我小 校内研修
恵我小学校公開授業 武庫川女子大学大学院 西井克泰教授2007 7 5 校区 校区人権教育研究会

研究開発運営指導委員会準備会2007 7 9 校区
「聴く」 マザー・アース・エデュケーション主宰 松木正氏2007 7 20 松原七中 校内研修

校区 校区合同研修 校区不登校生等支援会議2007 7 26
校区 校区合同研修 統計ソフトの活用 松原第七中学校 仲庭邦夫教諭2007 8 2
校区 校区研究開発企画委員会2007 8 2

「人間関係づくりの今日的意義」 親和女子大 新保真紀子准教授2007 8 2 校区 校区合同研修
松原七中 出張ファシリテーション 「教育フォーラム」 貝塚市教育委員会2007 8 7
松原七中 出張ファシリテーション 「学校マネジメント研修」長野県総合教育センター2007 8 18
松原七中 出張ファシリテーション 京都府宇治市立木幡中学校2007 8 24

「効果のある学校づくり」甲子園大学講師 若槻健氏、大阪大学大学院生 上野裕史氏2007 8 28 松原七中 校内研修 「

「プログラムづくり」大阪府人権教育研究協議会 高松一仁氏2007 8 30 恵我南小 校内研修
恵我小 校内研修 研究協議 武庫川女子大学大学院 西井克泰教授2007 9 3
校区 校区合同研修 「効果測定」武庫川女子大学大学院 西井克泰教授2007 9 8
校区 校区研究開発企画委員会2007 9 10

松原七中 大阪樟蔭女子大訪問 「研究開発の方向性」大阪樟蔭女子大学 森田洋司学長2007 10 11
「いじめ未然防止」大阪商業大学シンポ 大阪樟蔭女子大学 森田洋司学長2007 10 13 校区 出張研修
１年、５年研究協議 武庫川女子大学大学院 西井克泰教授2007 10 18 恵我南小 校内研修
３年、５年研究協議 武庫川女子大学大学院 西井克泰教授2007 10 19 恵我小 校内研修

校区 校区研究開発企画委員会2007 10 22
松原七中 校内研修 研究協議 マザー・アース・エデュケーション2007 10 24
校区 校区人権教育研究会 校区公開授業 松木正氏、西井克泰氏2007 10 30

愛媛県観音寺市立観音寺中学校、三重県四日市市立大池中学校2007 10 30 校区 松原七中校区視察
松原七中 松原七中視察 石川県金沢市立小将町中学校2007 11 13
校区 松原七中校区視察 山口県宇部市立上宇部小学校2007 11 15
校区 校区合同出張視察 愛知県安城市立祥南小学校2007 11 16
校区 校区合同出張 日本生徒指導学会（東京理科大学）2007 11 17

大阪府阪南市立尾崎中学校、京都府宇治市立木幡中学校2007 11 21 松原七中 松原七中視察
校区 校区研究開発企画委員会2007 11 27

松原七中 出張ファシリテーション 「人権教育研修」大阪府守口市教育委員会2007 11 29
松原七中 出張ファシリテーション 大阪府阪南市立尾崎中学校2007 11 30
松原七中 松原七中視察 広島県広島市立落合中学校区2007 12 14
松原七中 松原七中報告 大阪府教育センターフォーラム2007 12 25

ファシリテーション研修 マザー・アース・エデュケーション主宰 松木正氏2008 1 10 恵我南小 校内研修
恵我南小 校内研修 「授業づくり」松原第四中学校 畠山久子教頭2008 1 16
校区 校区研究開発企画委員会2008 1 17
校区 研究開発運営指導委員会2008 1 21
校区 校区研究開発企画委員会2008 2 6

松原七中 松原七中視察 熊本県熊本市教育委員会2008 2 6
「研究開発意義と役割」大阪府教育委員会児童生徒支援課 菅原寛課長2008 2 7 校区 校区合同研修
１年、６年研究協議 武庫川女子大学大学院 西井克泰教授2008 2 8 恵我小 校内研修
２年、３年研究協議 武庫川女子大学大学院 西井克泰教授2008 2 14 恵我南小 校内研修

校区 文部科学省視学官 森嶋昭伸氏2008 2 20 文部科学省研究開発連絡協議会

松原七中 松原七中視察 大阪府富田林市明治池中学校2008 2 29
校区 校区・地域教合同劇 松原七中校区地域教育協議会予算総会2008 5 10
校区 校区研究開発企画委員会2008 5 12
校区 校区研究開発企画委員会2008 6 10

松原七中 松原七中視察 福岡県福岡市立長丘中学校2008 6 11
３年、６年研究協議 武庫川女子大学大学院 西井克泰教授2008 6 12 恵我小 校内研修
２年、４年研究協議 武庫川女子大学大学院 西井克泰教授2008 6 13 恵我南小 校内研修
５年研究協議 武庫川女子大学大学院 西井克泰教授2008 6 16 恵我南小 校内研修

校区 校区人権教育研究会 校区公開授業 研究協議2008 6 20
１年研究協議 松原市教育委員会 稲垣久代指導主事2008 6 24 恵我小 校内研修

校区 校区合同研修 校区不登校生等支援会議2008 6 28
校区 校区合同研修 校区不登校生等支援会議2008 6 30

松原七中 出張報告 大阪府箕面市立豊川南小学校2008 7 3
校区 校区研究開発企画委員会2008 7 9
校区 校区合同研修 「不登校生等支援」峯本耕治弁護士2008 7 29



年 月 日 取 組 内 容
「ワークのこころ」マザー・アース・エデュケーション主宰 松木正氏2008 8 1 恵我小 校内研修

校区 校区視察 大阪府柏原市立堅上小中学校2008 8 4
松原七中 出張ファシリテーション 第１３回学校臨床心理士全国研修会（愛知学院大学）2008 8 9
校区 校区合同出張 日本生徒指導学会関西支部大会2008 8 9

「寄り添う」マザー・アース・エデュケーション主宰 松木正氏2008 8 18 校区 校区合同研修
松原七中 松原七中報告 人権教育セミナー 大阪府人権教育研究会夏期研2008 8 20
恵我小 恵我小報告 松原市立中央小学校2008 8 25

「会議ファシリテーション」人まちファシリテーション工房代表 ちょんせいこ氏2008 8 26 校区 校区合同研修
校区 校区研究開発企画委員会2008 9 18

松原七中 出張ファシリテーション 大阪府富田林市立喜志中学校2008 9 19
校区 校区研究開発企画委員会2008 10 9

２年、５年研究協議 武庫川女子大学大学院 西井克泰教授2008 10 23 恵我小 校内研修
校区 校区研究開発企画委員会2008 10 27

４年研究協議 松原市教育委員会 稲垣久代指導主事2008 10 28 恵我小 校内研修
１年、３年研究協議 武庫川女子大学大学院 西井克泰教授2008 10 30 恵我南小 校内研修

松原七中 校内研修 ２年研究協議2008 11 4
校区 校区合同研修 恵我南小６年・松原七中合同研究協議2008 11 6
校区 出張研修 日本生徒指導学会（文教大学）2008 11 8

３年研究協議 人まちファシリテーション工房代表 ちょんせいこ氏2008 11 10 松原七中 校内研修
校区公開授業 文部科学省文部科学省初等中等教育局 須原愛2008 11 14 校区 研究開発中間発表会
記氏、大阪府教育委員会児童生徒支援課 古川知子氏、武庫川

女子大学大学院 西井克泰教授（１２６学校園・組織が参加）

校区 出張報告 日本教育カウンセリング学会（聖徳大学）2008 11 29
校区 校区連続講座１ 人まちファシリテーション工房代表 ちょんせいこ氏2008 12 4

松原七中 松原七中視察 大阪府阪南市立中学校2008 12 5
校区 校区研究開発企画委員会2008 12 14

松原七中 松原七中視察 大阪府箕面市立とどろみ学園2008 12 25
恵我南小 校内研修 「効果測定」武庫川女子大学大学院 西井克泰教授2009 1 8
校区 校区研究開発企画委員会2009 1 21

恵我小 校内研修 「効果測定」武庫川女子大学大学院 西井克泰教授2009 1 22
校区 校区連続講座２ 人まちファシリテーション工房代表 ちょんせいこ氏2009 1 23

「ストレスマネジメント」大阪人間科学大学 山田冨美雄教授2009 2 10 恵我南小 校内研修
松原七中視察（文部科学省） 初等中等教育局児童生徒課生徒指導第一係 播磨寛宗氏2009 2 13 校区

教育研究開発企画評価会議協力者 慶応大学教授 伊藤美奈子氏

校区 校区連続講座３ 人まちファシリテーション工房代表 ちょんせいこ氏2009 2 13
文部科学省研究開発連絡協議会2009 2 17 校区

松原七中 松原七中視察 奈良教育大学大学院 池島徳大教授2009 2 18
松原七中 出張ファシリテーション 大阪府豊中市立第十八中学校2009 2 24
松原七中 松原七中視察 北海道札幌市もみじ台中学校2009 2 25
松原七中 出張ファシリテーション 大阪府島本町立第一小学校2009 2 25
松原七中 出張報告 南河内小・中学校生徒指導研究協議会2009 2 25
恵我南小 恵我南小視察 広島県東広島市立高屋西小学校2009 2 25

校区研究開発運営指導委員会2009 2 26 校区
松原七中 研究協議 女性と子どものエンパワメント関西 井山里美氏2009 3 4
校区 出張研修 埼玉県上尾市立西中学校 清水井一氏2009 3 7
校区 出張研修 東京理科大学、文科省視学委員 八並光俊氏2009 3 8

「ストレスマネジメント」大阪人間科学大学 山田冨美雄教授2009 3 11 恵我南小 校内研修
広島県廿日市市立阿品台中学校、熊本県熊本市立江原中学校2009 3 16 松原七中 松原七中視察

松原七中 松原七中視察 兵庫県明石市教育委員会2009 3 17
校区 校区研究開発企画委員会2009 3 25

「ワークのこころ」マザー・アース・エデュケーション主宰 松木正氏2009 3 26 恵我小 校内研修
校区 研究協議 「プログラム」武庫川女子大学大学院 西井克泰教授2009 3 27
校区 松原七中校区地域教育協議会予算総会2009 5 9 校区合同ファシリテーション

校区 校区研究開発企画委員会2009 5 15
松原七中 出張ファシリテーション 大阪府箕面市立豊川南小学校2009 6 2
恵我南小 校内研修 ５年研究協議 常磐会学園大学 佐谷力准教授2009 6 4

２年、６年研究協議 武庫川女子大学大学院 西井克泰教授2009 6 8 恵我小 校内研修
４年研究協議 武庫川女子大学大学院 西井克泰教授2009 6 11 恵我小 校内研修
１年、３年研究協議 武庫川女子大学大学院 西井克泰教授2009 6 15 恵我南小 校内研修

校区 校区人権教育研究会 校区公開授業 東京理科大学・文科省視学委員2009 6 18
八並光俊氏、武庫川女子大学大学院 西井克泰教授
（１９学校園・組織が参加）

松原七中 松原七中視察 大阪府教育委員会教育長 中西正人氏2009 6 23
校区 校区研究開発企画委員会2009 6 24

校区研究開発運営指導委員会2009 7 2 校区
４・５歳児研究協議 武庫川女子大学大学院 西井克泰教授2009 7 9 恵我幼 園内研修
「感情」マザー・アース・エデュケーション主宰 松木正氏2009 7 17 松原七中 校内研修

校区 研究協議 恵我小・恵我南小合同プログラム会議2009 7 21
松原七中 出張ファシリテーション 大阪府豊中市人権教育研究協議会 夏期研2009 7 23
校区 校区合同研修 校区不登校生等支援会議2009 7 24



年 月 日 取 組 内 容
校区 出張ファシリテーション 大阪府島本町立第一小学校2009 7 27

松原七中 出張報告 大阪府立松原高等学校 校内研修2009 7 27
松原七中 出張ファシリテーション 大阪府泉南市教育委員会 人権教育指導者研修2009 7 29
松原七中 松原七中視察 福岡県北九州市立城南中学校2009 7 30
校区 松原七中校区視察 島根県松江市教育委員会2009 8 7

松原七中 出張ファシリテーション 和歌山県紀の川市教育委員会 教職員夏期研修2009 8 10
校区 松原七中校区報告 ＥＳＤ第２回セミナー エリーニ・ユネスコ協会2009 8 19

松原七中 出張ファシリテーション 大阪府枚方市立杉中学校2009 8 20
「ピア・メデュエーション」奈良教育大学大学院 池島徳大教授2009 8 21 校区 校区合同研修

校区 研究協議 恵我小・恵我南小合同学年会議（１・２年）2009 8 25
「ストレスマネジメント」大阪人間科学大学 山田冨美雄教授2009 8 26 恵我小 校内研修

校区 研究協議 恵我小・恵我南小合同学年会議（３・４・５・６年）2009 8 27
校区 松原七中校区視察 山梨県甲斐市立双葉中学校2009 8 27

松原七中 松原七中視察 福岡県北九州市八幡区中学校教頭会2009 10 16
恵我小 研究協議 １年研究協議 武庫川女子大学大学院 西井克泰教授2009 10 19
校区 校区研究開発企画委員会2009 10 20

２年研究協議 女性と子どものエンパワメント関西 井山里美氏2009 10 22 松原七中 研究協議
校区 研究協議 恵我南小６年・松原七中１年研究協議2009 10 23

３年、５年研究協議 武庫川女子大学大学院 西井克泰教授2009 10 26 恵我小 研究協議
２年、４年研究協議 武庫川女子大学大学院 西井克泰教授2009 10 27 恵我南小 研究協議
４・５歳児研究協議 武庫川女子大学大学院 西井克泰教授2009 10 28 恵我幼 研究協議

松原七中 研究協議 ３年研究協議 武庫川女子大学大学院 西井克泰教授2009 10 29
大阪府公立小中学校生活指導研究協議会中央研究発表大会2009 10 30 校区 出張報告
校区公開授業 奈良教育大大学院 池島徳大教授、東京理科大2009 11 4 校区 研究開発最終発表会
講師・前上尾市立西中学校長 清水井一氏、武庫川女子大大学

（１７２学校園・組織が参加）院 西井克泰教授

校区 出張研修 日本生徒指導学会（神戸私学会館）2009 11 7
松原七中 松原七中視察 大分県大分市教育委員会2009 11 9
松原七中 出張ファシリテーション 高知県須崎市立須崎中学校2009 11 18
松原七中 松原七中視察 愛知県美浜町立学校校長会2009 11 25
校区 松原七中校区視察 福島県福島市学校教育指導委員2009 11 25

松原七中 松原七中視察 佐賀県佐賀市立鍋島中学校2009 11 26
校区 出張ファシリテーション 日本教育カウンセリング学会（鎌倉女子大学）2009 11 28

松原七中 松原七中視察 鳥取県境港市立中学校2009 12 1
松原七中 松原七中視察 愛知県武豊町立学校教頭会2009 12 2
校区 校区研究開発企画委員会2009 12 3

松原七中 松原七中視察 静岡県静岡市立末広中学校2009 12 4
松原七中 出張ファシリテーション 奈良教育大学大学院 ピア・サポート論2009 12 7
松原七中 出張ファシリテーション 高知県宿毛市教育研究所2009 12 14
松原七中 出張ファシリテーション 高知県須崎市立須崎中学校2009 12 15
松原七中 出張報告 高知県心の教育センター2009 12 16
松原七中 出張ファシリテーション 三重県名張市小中学校教育相談担当者会議2010 1 12
松原七中 松原七中視察 福岡県筑豊教育事務所2010 1 13
松原七中 松原七中視察 愛知県蟹江町立蟹江中学校2010 1 15
松原七中 松原七中視察 京都府議会文教常任委員会2010 1 20
松原七中 松原七中視察 福井県南越前町立学校教頭会2010 1 28
松原七中 松原七中視察 高知県高知市教育研究所2010 1 29
松原七中 出張ファシリテーション 大阪府阪南市立飯の峯中学・尾崎中学合同2010 2 1
松原七中 出張報告 ユネスコスクール研修会 大阪2010 2 1 in
松原七中 松原七中視察 静岡県浜松市立丸塚中学校2010 2 3
松原七中 出張報告 ユネスコスクール研修会 沖縄2010 2 3 in
校区 松原七中校区視察 福岡県北九州市立教育センター派遣事業2010 2 4

福岡県大野城市立大利中学校、静岡県静岡市立藁科中学校2010 2 4 松原七中 松原七中視察
静岡県静岡市立服織中学校、高知県須崎市立須崎中学校2010 2 5 松原七中 松原七中視察

校区 出張報告 文科省研究開発学校研究協議会2010 2 8
山口県宇部市立上宇部中学校、宮崎県宮崎市立小戸部小学校区2010 2 9 校区 松原七中校区視察

松原七中 松原七中視察 熊本県甲佐町立甲佐中学校2010 2 10
松原七中 出張ファシリテーション 大阪府豊中市立上野小学校2010 2 10
松原七中 出張ファシリテーション 奈良県人権教育研究会 実践研究集会2010 2 12
松原七中 出張ファシリテーション 教育カウンセラー養成講座沖縄会場2010 2 13
松原七中 松原七中視察 熊本県宇土市立網田中学校2010 2 16
松原七中 出張報告 南河内人権教育研究会実践交流会2010 2 17

福岡県糟屋郡須恵町立須恵中学校、愛知県豊田市立朝日丘中学校2010 2 18 松原七中 松原七中視察
松原七中 松原七中視察 広島県三次市十日市中学校区2010 2 19
松原七中 出張ファシリテーション 高知県宿毛市立宿毛小学校2010 2 23
松原七中 松原七中視察 佐賀県佐賀市立成章中学校2010 2 23
松原七中 出張ファシリテーション 高知県高知市立潮江中学校2010 2 24
松原七中 出張報告 高知市教育研究所2010 2 25
松原七中 松原七中視察 長崎県時津町立鳴北中学校2010 2 26

校区研究開発運営指導委員会2010 3 25 校区


