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四
 し じ ょ う な わ て し  

條畷市



四
 し じ ょ う な わ て し  

條畷市は、

まちと自然、人と人が

ほどよい距離でのびのびと過ごせるまち。

「市全体」が「自然体」の

四條畷市で暮らしてみませんか。 Shizentai,Shizentai
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Shizentai,Shizentai

四
 し じ ょ う な わ て し  

條畷市ってこんなところ

西部地域には、３つの商店街や大型

ショッピングモールのイオンモール

四條畷など日常的に買い物ができ

る場所がたくさんあります。イオン

モール四條畷では、大きめのベビー

ルームや子どもの遊び場、200以

上の専門店が集結しています。

実は今、引越して来られる方が
増えています。
（2018年12月末現在）

市西部を南北で測ると2キロメー
トルと、ちょっと頑張れば散歩で
きる距離です。また、東西は７キ
ロメートルと自動車で素早く行き
来できるコンパクトシティです。

都市部へ
充実の

アクセス

お買い物には困らない

東部地域は、道幅が広く落ち着いた街並

みが広がっています。まちの雰囲気にゆ

とりがあり、身近に自然も感じられます。

中部地域は自然が豊かで、春には桜並木も満開！

「緑の文化園」では自然のなかでスポーツや

アスレチックなどを思いきり楽しめます。

市の東西どちらからでもアクセスが良く

気軽に出かけられます。

ゆとりのある街並み

見る自然、遊べる自然

大東市、寝屋川市、
交野市、奈良県生駒市に
隣接しています。
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子育て
なわての

さまざまな支援を通じて、
子どもたちが健やかに育つ場を
提供しています

 N
a
w
a
te

 n
o K

osodate

「ベビーカーのまま入店できる」

「子ども向けメニューがある」など、

親子で利用しやすいお店を登録し

ています。お店入口のステッカーで

確認できます！

ミニキャンプファイヤーづくり

四條畷学園短期大学と連携し、子どもた

ちが興味を抱いていることからトピックス

を見つけ出し、自分で調べたり深めたりし

て、自主性を育む「プロジェクト型保育」を

はじめとする主体的・対話的で深い学び

を育む保育に取り組んでいます。

４歳未満の親子が自由に遊んだり、交流したりで

きる広場を市内４か所に設けています。

室内なのでお天気を気にせず楽しく過ごせます。

気軽に集まれる“つどいの広場”

親子で利用しやすい
お店がわかる！

質の良いおもちゃを貸出“子育てぽけっと”

子どもの主体性・協同性を育む
プロジェクト型保育

風の通り道を

つくるんだよ

どうやったら

よく火がつくかな

みんなで

楽しく遊べる

おもちゃも

いっぱい！

子どもが病気のときに利用できる

「病時保育」、保護者が病気のと

きやリフレッシュしたいときに利用

できる「一時預かり」制度を整えて

おり、安心して子育てできます。

困った時も安心
病時保育、一時預かり

Nawate no Kosodate

小学校６年生までの子どもがいるご家庭に、

触りごこちのよい木のおもちゃをはじめ、

たくさんの玩具や絵本などを無料で貸し出しています。

大好評です！
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Nawate no Kosodate

子育て
なわての

親子教室は、

歌や体操などを親子で楽しみながら、

保護者同士も交流できる場です。

年齢別に4種類の教室があり、

同じ年齢の子どもがいる親同士で

子育ての情報を交換できます。 

親子教室
Pick
 Up!

同じ年頃の子が多かったので、自然と

仲良くなって子どもも私もテンショ

ンが上がりました。明るい気持ちで

リフレッシュできて、明日から子育て

も頑張れそうです。

いろんな歌や手遊びなど教えても

らえて楽しいですね。私自身も他

のお母さんたちとお話しできます

し、子どもが自由に遊べるので

楽しいです。

参加者からは、「とても楽しかった」

「子どもだけでなく自分もママ友ができて良かった」などの

感想が寄せられ、毎回、好評です。

おともだちと

すごく楽しそう！

おやこで楽しく

スキンシップ！

初めて参加しました！ 楽しく参加しています!

「親子教室」

よかった︎よ

オススメです
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学習内容に関連する本の展示やビブリオバトル

中学生大会＆小学生の部の実施など、子どもた

ちの読書意欲を高める取組みで、読解力と思考

力、表現力の向上をめざしています。

読書活動の推進

Nawate no Kyoiku

子どもたちが自然に学んで成長できる、
豊かな教育環境づくりを
進めています教育

なわての

 N
a
w
a
te

 n
o K

yoiku

「児童・生徒学力向上3ヶ年計画」をもと

にした「授業改善」や「家庭学習の習慣

化・生活習慣の改善」などの取組みで、

「主体的に学ぶ」力を育んでいます。

学力向上の取組み

大阪電気通信大学と連携し、子ども

たちへの支援授業や、教職員向け研

修を行い、2020年度の全面実施に

向けた準備を進めています。

プログラミング教育

放課後の居場所づくり
放課後児童健全育成事業として

「なわてふれあい教室」や、地域のボランティアと

一緒に遊びや体験ができる「放課後子ども教室」を

実施しています。

市内すべての小中学校に、学習指導員や学生

ボランティアを配置しています。

授業中のきめ細かな個別支援や、学習に課題の

ある子どもたちへの放課後の学習支援、土曜日

フォローアップ教室、夏休みフォローアップ授業

など、多様なフォローアップを実現しています。

フォローアップ対策

新しい事に

取り組んでいます
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Nawate no Kyoiku

教育
なわての

四條畷市では早くからALTを採用し、

子どもたちの英語力向上に取り組んできました。

ALT（Assistant Language Teacher：英語指導助手）とは、

小中学校で英語の授業をサポートする外国人教師のことです。

市内小中学校へＡＬＴを派遣し、英語での実践的な

コミュニケーション力を養っています。

Pick
 Up!

授業にゲームを取り入れるなど、

子どもたちが楽しく、積極的に

話せるような工夫をしています！

中学３年生の希望者には

英語の外部検定試験を全額補助。

また、小学６年生全員に英語の

検定試験を実施しています。

英語の４技能（聞く、話す、読む、書く）をバランスよく、

自然に楽しく身につけるため、市内すべての公立小学校の１年生から

英語の「音」と「綴り」の関係を学ぶ、大阪府版英語学習DVD教材

「ＤＲＥＡＭ」を中心とした英語学習を実施しています。

アクティブに楽しく！ 検定にチャレンジ！

「英語教育」

これからの

子どもた︎ちに

オススメです
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Pick
 Up!

受動喫煙を防止するため、加熱式たばこも含め、

路 上 喫 煙を全 面 禁 止する条 例を大 阪 府 内で

初めて制定しました。

なわてすこやか子育てチャレンジ！

健康づくりや子育てに関する教室などの参加、

健（検）診の受診でポイントを貯めると、

記念品がもらえます。

女性のみなさんが保健センターで各種がん検診を

１日でまとめて受けられる「女性総合がん検診」や

日曜日にセットで受診できる「日曜検診」を

用意しています。仕事を休めなくても安心です！

大阪府内初！路上喫煙を全面禁止

健康づくりに取り組んで
記念品をゲット！

忙しくても大丈夫  受けやすい検診！

Nawate no Genki

大人も子どもも
健康に暮らせるまちを
めざしています元気

なわての
 Nawate no G

e
n
k
i

素敵な記念品が

選べます！

大阪府内で17人しかいない

男性保健師が活躍中です。
（本市調べ）

男性の視点からも子育ての

アドバイスを受けられるのでパパも安心！

充実の相談体制

男性保健師も活躍中！

妊娠中・出産後の健康や育児に不安や悩みのある人の相談に、

保健師、助産師、管理栄養士などがお応えし、全力でサポートしています。

2019 年には、妊娠期から小学校入学前までの親子を支援する

拠点「ネウボラなわて」をオープン予定。

妊娠・出産期の不安や負担を減らす産前・産後ヘルパーの派遣など、

新たな支援を加え、さらに子育ての相談がしやすくなります。

全力でサポート

しています！

楽しく

子育て相談
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