
教育課程特例校における特別の教育課程の編成の方針等について 

 

１．特別の教育課程を開始した日 

平成 17年４月１日から（内閣府「英語教育特区」として） 

※平成 30年４月 1日 変更（学習指導要領移行期間に伴う時数変更） 

令和 ２年４月１日 変更（学習指導要領全面実施に伴う時数変更） 

 

２．特別の教育課程の概要 

英語を通じて、国際社会を主体的かつたくましく生きるために必要な資質や能力の

基礎を育成し、確かな英語力を身に付けるため、小学校全学年に「国際コミュニケー

ション科」を設置する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【各教科の授業時数】 
○小学校第１・２学年： 

「生活科」から６時間、「音楽科」から４時間の年間 10時間を 
「国際コミュニケーション科」にあてる。 
○小学校第３・４学年： 
「外国語活動」から年間 35時間を「国際コミュニケーション科」にあてる。 
○小学校第５・６学年： 
「外国語科」から年間 70時間を「国際コミュニケーション科」にあてる。 

中段…学校教育法施行規則に定める標準授業時数

下段…授業時数の増減

上段…変更後の授業時数

第1学年 第2学年 第3学年 第4学年 第5学年 第6学年
850 910 980 1015 1015 1015

(850) (910) (980) (1015) (1015) (1015)
0 0 0 0 0 0

306 315 245 245 175 175
(306) (315) (245) (245) (175) (175)

0 0 0 0 0 0
70 90 100 105

(70) (90) (100) (105)
0 0 0 0

136 175 175 175 175 175
(136) (175) (175) (175) (175) (175)

0 0 0 0 0 0
90 105 105 105

(90) (105) (105) (105)
0 0 0 0

96 99
(102) (105)
-6 -6
64 66 60 60 50 50

(68) (70) (60) (60) (50) (50)
-4 -4 0 0 0 0
68 70 60 60 50 50

(68) (70) (60) (60) (50) (50)
0 0 0 0 0 0

60 55
(60) (55)
0 0

102 105 105 105 90 90
(102) (105) (105) (105) (90) (90)

0 0 0 0 0 0
0 0

(70) (70)
-70 -70

34 35 35 35 35 35
(34) (35) (35) (35) (35) (35)
0 0 0 0 0 0

0 0
(35) (35)
-35 -35
70 70 70 70

(70) (70) (70) (70)
0 0 0 0

34 35 35 35 35 35
(34) (35) (35) (35) (35) (35)
0 0 0 0 0 0

10 10 35 35 70 70

総合的な学習の時間 - -

特別活動

国際コミュニケーション
（新設教科）

特別の教科 道徳

外国語活動 - - - -

- - -

体育

外国語 - - - -

- - - -

音楽

図画工作

-

算数

理科 - -

生活

学年

合計

各教科の
授業時数

国語

社会 -

家庭 -



３．特別の教育課程を編成して教育を行う必要性 

近年、急速な技術革新や、グローバル化等の進展により、社会の変化を予測することが

難しくなっており、正しい情報を取捨選択し、活用していくことが必要な社会となってい

る。こうした中で、寝屋川市では、「考える力を身に付けた たくましく生き抜く子」を目

指す子ども像とし、義務教育９年間を見通した小中一貫教育を推進している。 

  「国際コミュニケーション科」を設置することで、コミュニケーション力や確かな英語

力を身に付け、中学校外国語科への円滑な接続を図ることができるよう、小中一貫した英

語教育を推進していく。 

 

 

４．特別の教育課程実施校 

   寝屋川市立全小学校（計 24校） 

（学校名）寝屋川市立東小学校 

寝屋川市立西小学校 

寝屋川市立南小学校 

寝屋川市立北小学校 

寝屋川市立第五小学校 

寝屋川市立成美小学校 

寝屋川市立明和小学校 

寝屋川市立池田小学校 

寝屋川市立中央小学校 

寝屋川市立啓明小学校 

寝屋川市立三井小学校 

寝屋川市立木屋小学校 

寝屋川市立木田小学校 

寝屋川市立神田小学校 

寝屋川市立堀溝小学校 

寝屋川市立田井小学校 

寝屋川市立桜小学校 

寝屋川市立点野小学校 

寝屋川市立和光小学校 

寝屋川市立国松緑丘小学校 

寝屋川市立楠根小学校 

寝屋川市立梅が丘小学校 

寝屋川市立宇谷小学校 

寝屋川市立石津小学校 



【公表の参考様式（管理機関用）】                     別添３ 

   

 

令和４年７月 29日 

 

令和３年度 特別の教育課程の実施状況等について 

 

  

学 校 名 管理機関名 設置者の別 

寝屋川市立東小学校（外 23校） 寝屋川市教育委員会 公立 

 

１．学校における特別の教育課程の編成の方針等に関する情報 

学 校 名 特別の教育課程の編成の方針等の 

公表 URL 

寝屋川市立東小学校 http://www2.city.neyagawa.osaka.jp/school/e/higashi/policy.html 

寝屋川市立西小学校 http://www2.city.neyagawa.osaka.jp/school/e/nishi/new/top/ 

寝屋川市立南小学校 http://www2.city.neyagawa.osaka.jp/school/e/minami/ 

寝屋川市立北小学校 http://www2.city.neyagawa.osaka.jp/school/e/kita/ 

寝屋川市立第五小学校 http://www2.city.neyagawa.osaka.jp/school/e/daigo/ 

寝屋川市立成美小学校 http://www2.city.neyagawa.osaka.jp/school/e/seibi/ 

寝屋川市立明和小学校 http://www2.city.neyagawa.osaka.jp/school/e/meiwa/ 

寝屋川市立池田小学校 http://www2.city.neyagawa.osaka.jp/school/e/ikeda/top/ 

寝屋川市立中央小学校 http://www2.city.neyagawa.osaka.jp/school/e/chuo/new/shokai/ 

寝屋川市立啓明小学校 http://www2.city.neyagawa.osaka.jp/school/e/keimei/index.html 

寝屋川市立三井小学校 http://www2.city.neyagawa.osaka.jp/school/e/mii/gaiyou.html 

寝屋川市立木屋小学校 http://www2.city.neyagawa.osaka.jp/school/e/koya/index.html 

寝屋川市立木田小学校 http://www2.city.neyagawa.osaka.jp/school/e/kida/ 

寝屋川市立神田小学校 http://www2.city.neyagawa.osaka.jp/school/e/kamida/ 

寝屋川市立堀溝小学校 http://www2.city.neyagawa.osaka.jp/school/e/horimizo/ 

寝屋川市立田井小学校 http://www2.city.neyagawa.osaka.jp/school/e/tai/ 

寝屋川市立桜小学校 http://www2.city.neyagawa.osaka.jp/school/e/sakura/ 

寝屋川市立点野小学校 http://www2.city.neyagawa.osaka.jp/school/e/shimeno/ 

寝屋川市立和光小学校 http://www2.city.neyagawa.osaka.jp/school/e/wako/ 

寝屋川市立国松緑丘小学校 http://www2.city.neyagawa.osaka.jp/school/e/kunimidori/gaiyo.html 

寝屋川市立楠根小学校 http://www2.city.neyagawa.osaka.jp/school/e/kusune/ 

寝屋川市立梅が丘小学校 http://www2.city.neyagawa.osaka.jp/school/e/umegaoka/ 

寝屋川市立宇谷小学校 http://www2.city.neyagawa.osaka.jp/school/e/utani/index.html 

寝屋川市立石津小学校 http://www2.city.neyagawa.osaka.jp/school/e/ishizu/ 

※必要に応じて行を追加すること。 

 



   

 

   

 

２．学校における自己評価・学校関係者評価の結果公表に関する情報 

学 校 名 自己評価結果の公表 URL 学校関係者評価結果の公表 URL 

寝屋川市立東小学校 
http://www2.city.neyagawa.osaka.j

p/school/e/higashi/policy.html 

http://www2.city.neyagawa.osaka.j

p/school/e/higashi/policy.html 

寝屋川市立西小学校 
http://www2.city.neyagawa.osaka.j

p/school/e/nishi/new/top/ 

http://www2.city.neyagawa.osaka.j

p/school/e/nishi/new/top/ 

寝屋川市立南小学校 
http://www2.city.neyagawa.osaka.j

p/school/e/minami/ 

http://www2.city.neyagawa.osaka.j

p/school/e/minami/ 

寝屋川市立北小学校 
http://www2.city.neyagawa.osaka.j

p/school/e/kita/ 

http://www2.city.neyagawa.osaka.j

p/school/e/kita/ 

寝屋川市立第五小学校 
http://www2.city.neyagawa.osaka.j

p/school/e/daigo/ 

http://www2.city.neyagawa.osaka.j

p/school/e/daigo/ 

寝屋川市立成美小学校 
http://www2.city.neyagawa.osaka.j

p/school/e/seibi/ 

http://www2.city.neyagawa.osaka.j

p/school/e/seibi/ 

寝屋川市立明和小学校 
http://www2.city.neyagawa.osaka.j

p/school/e/meiwa/ 

http://www2.city.neyagawa.osaka.j

p/school/e/meiwa/ 

寝屋川市立池田小学校 
http://www2.city.neyagawa.osaka.j

p/school/e/ikeda/top/ 

http://www2.city.neyagawa.osaka.j

p/school/e/ikeda/top/ 

寝屋川市立中央小学校 
http://www2.city.neyagawa.osaka.j

p/school/e/chuo/new/shokai/ 

http://www2.city.neyagawa.osaka.j

p/school/e/chuo/new/shokai/ 

寝屋川市立啓明小学校 
http://www2.city.neyagawa.osaka.j

p/school/e/keimei/index.html 

http://www2.city.neyagawa.osaka.j

p/school/e/keimei/index.html 

寝屋川市立三井小学校 
http://www2.city.neyagawa.osaka.j

p/school/e/mii/gaiyou.html 

http://www2.city.neyagawa.osaka.j

p/school/e/mii/gaiyou.html 

寝屋川市立木屋小学校 
http://www2.city.neyagawa.osaka.j

p/school/e/koya/index.html 

http://www2.city.neyagawa.osaka.j

p/school/e/koya/index.html 

寝屋川市立木田小学校 
http://www2.city.neyagawa.osaka.j

p/school/e/kida/ 

http://www2.city.neyagawa.osaka.j

p/school/e/kida/ 

寝屋川市立神田小学校 
http://www2.city.neyagawa.osaka.j

p/school/e/kamida/ 

http://www2.city.neyagawa.osaka.j

p/school/e/kamida/ 

寝屋川市立堀溝小学校 
http://www2.city.neyagawa.osaka.j

p/school/e/horimizo/ 

http://www2.city.neyagawa.osaka.j

p/school/e/horimizo/ 

寝屋川市立田井小学校 
http://www2.city.neyagawa.osaka.j

p/school/e/tai/ 

http://www2.city.neyagawa.osaka.j

p/school/e/tai/ 

寝屋川市立桜小学校 
http://www2.city.neyagawa.osaka.j

p/school/e/sakura/ 

http://www2.city.neyagawa.osaka.j

p/school/e/sakura/ 

寝屋川市立点野小学校 
http://www2.city.neyagawa.osaka.j

p/school/e/shimeno/ 

http://www2.city.neyagawa.osaka.j

p/school/e/shimeno/ 



   

 

   

 

寝屋川市立和光小学校 
http://www2.city.neyagawa.osaka.j

p/school/e/wako/ 

http://www2.city.neyagawa.osaka.j

p/school/e/wako/ 

寝屋川市立国松緑丘小学校 
http://www2.city.neyagawa.osaka.j

p/school/e/kunimidori/gaiyo.html 

http://www2.city.neyagawa.osaka.j

p/school/e/kunimidori/gaiyo.html 

寝屋川市立楠根小学校 
http://www2.city.neyagawa.osaka.j

p/school/e/kusune/ 

http://www2.city.neyagawa.osaka.j

p/school/e/kusune/ 

寝屋川市立梅が丘小学校 
http://www2.city.neyagawa.osaka.j

p/school/e/umegaoka/ 

http://www2.city.neyagawa.osaka.j

p/school/e/umegaoka/ 

寝屋川市立宇谷小学校 
http://www2.city.neyagawa.osaka.j

p/school/e/utani/index.html 

http://www2.city.neyagawa.osaka.j

p/school/e/utani/index.html 

寝屋川市立石津小学校 
http://www2.city.neyagawa.osaka.j

p/school/e/ishizu/ 

http://www2.city.neyagawa.osaka.j

p/school/e/ishizu/ 

※必要に応じて行を追加すること。 

 

３．特別の教育課程の実施状況に関する把握・検証結果 

（１）特別の教育課程編成・実施計画に基づく教育の実施状況 

   ○・計画通り実施できている 

   ・一部、計画通り実施できていない 

   ・ほとんど計画通り実施できていない 

 

（２）実施状況に関する特記事項 

  ※（１）で「一部、計画通り実施できていない」又は「ほとんど計画通り実施できていない」を選択

した場合は、必ず記載する。 

    

 

（３）保護者及び地域住民その他の関係者に対する情報提供の状況 

   ○・実施している 

   ・実施していない 

 

  ＜特記事項＞ 

     

 

 

 

 



   

 

   

 

３． 実施の効果及び課題 

（１）特別の教育課程の編成・実施により達成を目指している目標との関係 

英語を通じて、国際社会を主体的かつたくましく生きるために必要な資質や能力の基礎

を育成し、確かな英語力を身に付けるため、小学校全学年に「国際コミュニケーション科」

を設置している。本市では、「考える力を身に付けた たくましく生き抜く子」を目指す子

ども像とし、義務教育９年間を見通した小中一貫教育を推進する中で、英語でコミュニケ

ーションを図ろうとする資質・能力や確かな英語力を身に付け、中学校外国語科への円滑

な接続に向けた取組を進めている。 

 全小学校にて実施した国際コミュニケーション科アンケートから、授業や英語への関

心・意欲、また他者と英語でコミュニケーションを図ろうとする意欲を問う項目の肯定的

な回答割合が高い。 

  小中学校間の定期的な連絡会議や授業交流等を通して、英語科部会を中心とした、中学

校区の９年間のカリキュラムの改定や、指導方法・内容の共有等、中学校区内の交流の中

で、小学校で学んできた英語を、中学校で確かな英語力につなげるための組織的な体制を

構築している。 

 

（２）学校教育法等に示す学校教育の目標との関係 

  本特例により、国際コミュニケーション科の取組を通して、低・中・高学年、そして中

学校への系統的、継続的な教育活動を行われており、国際社会の形成者として必要な資質・

能力を養うとともに、児童の国際協調の素地が一層伸長することに生かされている。 

 

４．課題の改善のための取組の方向性 

  国際コミュニケーション科の授業で培ってきた英語力や興味・関心を、中学校への学び

につなげ、「より確かな英語力」を身に付けさせていく。今後も、目指す子ども像の実現

に向け、タブレット端末等を効果的に利活用しながら、児童の更なる英語力の向上を図る。 


