
検索豊能地区　教員採用
大阪府豊能地区教職員人事協議会事務局　採用グループ 〒561-8501　大阪府豊中市中桜塚 3-1-1（豊中市役所内）

電話：06ー 6858ー3341　ホームページ：https://toyono-jinjikyo.com/

インターネットによる電子申込 ※詳しくは「令和5年度（2023年度）大阪府豊能地区公立学校教員採用選考テスト受験案内」を
  ご覧ください。出願方法

小学校教諭・中学校教諭・養護教諭・栄養教諭選考職種

問合せ先

令和4年（2022年）4月1日（金）～4月28日（木）出願期間

令和5年度（2023年度） 大阪府豊能地区公立学校

とよなかし

豊中市
いけだし

池田市
みのおし

箕面市
とよのちょう

豊能町
のせちょう

能勢町

大阪府豊能地区教職員人事協議会 TEL：06ー6858ー3341
〒561-8501　豊中市中桜塚 3-1-1 （豊中市役所内）　URL  https://toyono-jinjikyo.com/

問合せ先

高校野球発祥の地中核市とよなか !
中核市

　早くから郊外住宅地として発展し、快適な住
宅都市、質の高い教育文化都市として着実な歩
みを重ね、平成24年（2012年）に中核市となり
ました。

人・自然・文化の調和するまち池田 地域の絆で守る地域の安全
　いにしえの「織姫伝説」にはじまり、阪急阪神東
宝グループの創業者「小林一三」や、世界初のイン
スタントラーメンの開発者「安藤百福」ゆかりの地
である池田市は、北部は緑豊かな植木のまち、中心
部は閑静な住宅地、南部は高速道路や空港のある
交通の要所という様々な顔を持ったまちです。「大
阪みどりの百選」にも選ばれている五月山公園は、
春は桜、秋は紅葉の名所で、夜景も素晴らしく、猪
名川の清流とともに私たちの心をいやします。公
園内には、世界一♡のある動物園「五月山動物園」
があります。ワラビーやアルパカ、珍しいウォン
バットなどが飼育されており、度々メディアでも
紹介されるほど有名です。カップヌードルミュー
ジアム大阪池田には、国内外問わず多くの観光客
が訪れます。

「大阪で一番安全なまち」をめざし、全ての通学路
や公園に防犯カメラを設置。その数は、約2,000
台！ 設置前と比べて、子どもへの声かけなど不
審者情報やひったくりなどが半減し、効果は抜
群。また、防犯カメラ設置費用の補助もしている
ので、自治会も地域にカメラを設置し、市民協働
で防犯力を高めています。

学校数（小学校41校）（中学校17校）
https://www.city.toyonaka.osaka.jp/

学校数（小学校12校）（中学校6校）（小中一貫校2校）
https://www.city.minoh.lg.jp/

豊能地区講師希望者登録も随時
受け付けています。

https://toyono-jinjikyo.com/

音楽が育ててくれる街

＜講師登録のご案内＞

詳細は
こちら

抜群の交通アクセスを誇るまち

＜桜の時期の五月山公園＞ ＜カップヌードルミュージアム大阪池田＞

採用までの日程

■電子申込
　（インターネット）
令和4年（2022年）
4月1日（金）～
　　　　4月28日（木）

■筆答テスト
6月25日（土）

■面接テスト
７月  2日（土）
    3日（日）
  　9日（土）
  　10日（日）
  　13日（水）
  　14日（木）

第 1次選考

■合格者説明会
■採用前セミナー
■健康診断
■採用先市町決定通知
■オリエンテーション

12月下旬～2月下旬
予定

■筆答テスト
8月20日（土）

■実技テスト
8月15日（月）、16日（火）、
　  20日（土）、22日（月）、
　  23日（火）、27日（土）、
　  28日（日）
※校種教科により異なります。

■面接テスト
8月24日（水）～9月中旬
※期間内のいずれか 1 日を指定します。

※上記日程のいずれか
　1 日を指定します。

第 2次選考
1
次
結
果
発
表
8
月
5
日（
金
）予
定

2
次
結
果
発
表
10
月
7
日（
金
）予
定

採
用
・
辞
令
交
付
式

※開始日は10時から、終了日は
　17時まで受付。

※詳しくは「令和5年度（2023年度）
　大阪府豊能地区公立学校教員採
　用選考テスト受験案内」をご覧く
　ださい。

人とみどりが輝くまち  とよの 地域資源が循環する
里山未来都市　能勢町

　能勢町は、大阪府の北端に位置し、豊かな自然と歴
史に恵まれて生命を育み、天与の自然美に先人の努力
を積み重ねて、独自の文化を持つまちとして発展して
きました。 また、自然の変化に富み多様な生物が生息
できる環境が数多く残されており、民間シンクタンク
の評価においても、「生物多様性の豊かさ」でランキ
ングが全国1位となるなど、豊かな自然が今もなお守
り続けられています。そのような中、令和3年度には、
資源循環型の新しいまちの骨格創りを加速させるた
め、地域エネルギー会社を核とした「地域資源が循環
する里山未来都市の実現」を提案し、国から「SDGs
未来都市」に選定されました。 今後は、ゼロカーボン
タウンの実現や、里山資源の活用、健康長寿の取組、
地域の魅力化やまちづくりに関わっ
た経験を有する「わかもの」人材を育
成・輩出する取組など持続可能なまち
づくりの実現に取り組みます。 

豊中市
toyonaka

豊能町
toyono

池田市
ikeda

能勢町
nose

箕面市
minoh

　大阪府の北部にあり、北摂連山に囲まれた自
然豊かなまち。 棚田が一面に広がり、川のせせ
らぎ、風の音が聞こえる「いなか」の風景が広が
る地域と、整備された住宅地が続き、自然と調
和した「まち」の風景が広がる地域。 「いなか」
の顔と「まち」の顔を併せ持った町、「豊能町」。
かつてこの地はキリスト教信仰が行われ、キリ
シタン大名として名高い福者・高山右近の生誕
地です。  また、「豊能御影石」がとれる「石の町」
として、史跡や石仏・石塔等が各地に残されてい
ます。

　大阪国際空港を通して30
を超える都市と結ばれている
豊中市は、多くの人や物、情
報が行き交う拠点のまちで
す。 阪急電鉄・大阪モノレー
ル・北大阪急行など、交通アク
セスも抜群です。

　豊中市文化芸術推進プラン
の「音楽あふれるまち・とよな
か」を具体的に進め、市内外
に豊中市の音楽を魅力ある地
域資源として発信するため、
「とよなか音楽月間」を設けて
います。

学校数（小学校9校）（中学校4校）（義務教育学校1校）
http://www.city.ikeda.osaka.jp/

下記のイメージビデオ「とよのデイズ」をご覧ください。
http://www.town.toyono.osaka.jp/page/page002396.html

国蝶オオムラサキ（吉川） ジビエ料理（東能勢小）

学校数（小学校４校）（中学校２校）
※中学校のうち小中一貫校１校
http://www.town.toyono.osaka.jp/

学校数（義務教育学校1校）
http://www.town.nose.osaka.jp/

豊能地区　教員採用

ホームページ
home page

　教員採用選考関係の
情報をホームページで
随時更新しています。

一緒にかなえませんか！

願書受付

オリジナルカップヌードル
が製作できるよ！
池田駅付近では、作った
カップヌードルを
ぶら下げている人をよく見
かけるとか・・・

ウォンバットって、
日本ではあのパンダより
飼育頭数が少ないらしい！



子どもたちの豊かな学力を
育む、最新の教育環境

自分が好き  能勢が好き
仲間と共に  夢がいっぱい

「豊かな自然」と「豊かな人材」を
活かし「豊かな子ども」を育てる

箕面市
minoh

豊能町
toyono

能勢町
nose

～年齢・校種を越えて｢つながる！｣～

～学校の枠を越え、
　　　   地域と 「つながる！」

　大阪府豊能地区は、大阪国際
空港やJR新大阪駅に近接する成
熟した都市部と、季節ごとにさま
ざまな表情を見せる魅力的な自
然を併せ持つ、大阪府の北西に
位置します。
　豊能地区３市２町（豊中市・池
田市・箕面市・豊能町・能勢町）
は、政令指定都市以外では全国
で初めてとなる、市・町による教
員採用選考を実施しており、毎年
全国から多くの方に志願いただ
いております。

大阪府豊能地区とは
と　 よ 　 の

小学校教諭・中学校教諭・養護教諭・栄養教諭

令和4年（2022年）４月1日（金）～4月28日（木）

インターネットによる出願：https://toyono-jinjikyo.com/

※詳しくは「令和５年度（2023年度） 大阪府豊能地区公立学校教員採用選考テスト
　受験案内」をご覧ください。

選考職種

出願期間

出願先

庄内地域に豊中市初の義務教育学校（2校）が開校します。

　GIGAスクール構想を推進するため、児童生
徒用一人一台タブレットに加え、教員用タブ
レットの整備を進めるとともに、I CT支援員
の配置の拡充を行っています。

　大阪音楽大学との連携により「音楽が溢れる
学校づくり」をすすめ、子どもたちが「生きた
本物の音楽」に触れる教育を推進しています。

　帰国・渡日や外国にルーツを持つ児童・生徒
に対する様々な学習支援や居場所づくり等支
援施策に取り組むとともに、互いに認め合い、
尊重し合い、 共に生きる多文化共生の視点で
の学びを進めています。 また、ユネスコ・ス
クール参加校等は国内外の学校との協働授業
に取り組んでいます。

「空港のある中核都市  豊中！」
世代と空間を超えた人との
つながり

豊中市
toyonaka

みらい創造都市とよなか
～明日がもっと楽しみなまち～

ICTを活用した「学び」の推進

「マチカネ先生塾」及び教員サポートシステム

　令和3年度（2021年度）にスクールサポート
スタッフを市立学校全校に配置、勤務時間外の
留守番電話対応、保護者向け一斉メール機能の
導入、携帯電話の配備、学校行事の精選、定時
退勤日の設定、学校閉庁日の導入等の取組を行
い働きやすい職場環境づくりに努めています。

　「つながる力」「まなぶ力」「つくる力」を基本として、やり抜くことで世界にはばたいていく子
どもを育みます。令和5年（2023年）4月に（仮称）庄内さくら学園、令和8年（2026年）に（仮称）
南校が開校予定です。

教職員の働き方改革を推進

小中一貫教育の推進 支援教育体制の充実
　幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校に通
級指導教室を開設しています。

地域社会との連携

ふくまる教志塾で人材の育成

　中学校区を「〇〇学園」と呼称し、幼稚園な
どの就学前から義務教育9年間を見通した小
中一貫教育を推進しています。 校種を越えた
異学年交流も盛んで、児童・生徒はもちろん、
校種の違う教員同士もつながることができま
す。 また、義務教育学校「ほそごう学園」では、
1～ 9年生が学校生活を共にしています。

ICTを活用した授業・保護者との連絡
　箕面市では、全児童生徒に配備された1人1台のタブレッ
ト端末を使い、 一人ひとりの課題に応じたドリルに取り組む
などして個別最適化された学習を進めています。 また、学習
支援ソフト「tomoL inks」を活用し、オンライン上でのプ
リント配布や回収を行うことが可能です。 デジタル連絡帳を
活用することで、児童生徒端末のみならず保護者のスマート
フォンにも反映され、正確に迅速に連絡事項を伝えることが
でき、教員と保護者の負担を軽減しています。

地域とともにある義務教育学校の設立
　令和8年に東西それぞれに義務教育学校を設立します。  先行して、令和4年4月より東地区
に施設分離型の小中一貫教育校、「東能勢小中学校」を開校します。前期学部（1～４年）は、小
学校校舎で生活し、基礎基本を身につけるとともに自然いっぱいのフィールドを活かした体験
学習を取り入れます。子どもたちの心身の発達の早期化を考慮し、小学５・６年生は、中期学部
（５～７年）として中学校校舎で生活し、一部教科担任制を導入します。これまでの小学校、中学
校と分けて考えるのではなく小学校と中学校のいいところを合わせたハイブリッド型の新しい
学校をつくります。
　また、２年の準備期間を経て、令和４年度からコミュニティ・スクールを導入し、学校・保護者・
地域が連携・協働し「地域とともにある学校づくり」を推進します。

義務教育学校へ
　令和4年4月、町内の1小学校・1中学校が、
義務教育学校へ。
　9年間の学び・生活を効果的につないでいき
ます。

働きやすい環境
　豊かな自然に囲まれ素直で元気な子どもた
ち、学校と協働する地域・保護者、 あたたかい
教職員集団、広々として充実した学校施設。 
小さな町ならではの充実した教育環境のもと、
熱い「夢」を持つ子どもたちを育成しています。

学力向上サポート
　ICTの活用推進、英語教育の充実（英語4技
能テスト【5～9年】など）、 能勢町学力テスト、
能勢分校との連携など、様々な機会を設け、 確
かな学力の定着をめざしています。

子どもの安心サポート
　福祉との連携、 SC・SSW等の多職種で構
成するチーム学校、コミュニティ・スクールの
取組、 支援教育の充実、通級指導教室の開設な
ど、学校×地域×行政で一人ひとりの子ども
を大切にする教育を進めています。

体力向上サポート

保幼小中一貫教育の推進
　中学校区でめざす子どもの姿を設定し、就学前から義務教育９
年間を合わせた15年間をつなぐ保幼小中一貫教育を推進してい
ます。校種を越えた子ども同士の交流や、保幼小中の教職員の合
同研修会など、子どもたちも教職員もつながることができる取組
みを実施しています。小さい町のよさを生かし、町の子どもたち
をみんなで責任をもって育んでいきます。

豊能のよさを育む地域学習｢とよの未来科｣の創設
　「地域とともにある学校づくり」を進めていく上で、今までも地
域の方を講師に、地域のことをたくさん学んできましたが、豊能
町でしか学べない特別な学習として『とよの未来科』を創設し、
豊能町のよさを学んだ子ども達自身が豊能町の魅力を発信する取
組みを行っていきます。

教員を孤立させない学校組織体制
　様々な教育課題に対して、学校が組織として状況に応じた
適切な対応を取っていく必要があります。指導力のある教員
が、生徒指導や保護者対応、教材研究などに専念できるよう
市独自の教員を配置しています。

「箕面の授業の基本」で指導のスタイルを確立
　箕面版・授業の手引きを活用することで、
すべての先生が子ども主体の課題解決型授
業を展開しています。

英語教育の推進
　箕面市では、小学校１年生から毎日、英語
の学習に取り組み、早い時期から英語に慣
れることができます。 小中学校各校に外国
人英語指導助手を3～ 7人配置しています。

ICT の活用

　小・義務教育学校に英語リーダー教員を配
置し、 1年生から6年生までの系統的な英語
の指導を実践しています。 また、教員を対象
に、姉妹都市ローンセストン市（オーストラ
リア）への語学研修を実施しています。

外国語教育の推進

多文化共生

大学との連携～サウンドスクール事業～

池田市
ikeda

教育で人々が『つながる！』
まち、池田

　全小・中・義務教育学校の各教室に電子黒板
を整備し、児童生徒一人一台タブレット端末
を導入。 教員にもタブレット端末を貸与して
おり、授業や校務で
活 用 し て い ま す。 
教員同士での活用法
の研究も日々行われ
ています。

　学校、地域、家庭が協働し、子どもたちが
いきいき活動できる「教育コミュニティづ
くり」を推進しています。  また、公設民営
の塾「ふくまるはば
たき塾」では、子ど
もたちの家庭学習や
自習のサポートを
行っています。

　池田の教員を目指す方に向けて、「ふくま
る教志塾」を開塾
し、「現場実習」と
「セミナー」の二本
柱で、教員としての
資質・能力を育成し
ています。

　教員をめざす学生には「マチカネ先生塾」
で、経験の浅い教員には、経験豊富な教職員
育成支援指導員が
授業力のサポート
を行っています。

　大学と連携し、授業
支援・体力向上プログ
ラムやイベントを実施
し、 元気でたくましい
子どもの育成に努めて
います。

＜めざす子ども像＞「豊能町に誇りを持ち、
自信を持って社会を生き抜く子ども」

算数乗りいれ授業（東能勢小）

川遊び（余野川）
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