
参考１ 

スマイルファクトリー活動概況 

 

 2002 年 10 月に活動をはじめたスマイルファクトリーは、池田市教育委員会の委託を受けた不登校児童生徒の

ための教育相談事業（2003 年 9 月開始）を中心に、池田市立山の家を拠点に活動を行っています。 

 在籍校と連携した上での不登校生のためのスクーリング、不登校のみならずひきこもり、ＬＤ（学習障害）、ＡＤＨ

Ｄ（注意欠陥障害）、発達障害等、子どもを取り巻く様々な問題に関する相談活動を行っています。 

 何らかの問題を抱えた子どもや家族同士のみならず、あらゆる子ども達との交流を行っており、市内外から大勢

のご家族が活動に参加しています。 

 

[スクーリング] 

毎週水曜～土曜日（祝日は除く）10 時～15 時の日程で、池田市立山の家にてスクーリングを行っています。 

 

＜一日の流れ＞ 

10:00 スクールバス等にて来室、朝のミーティング 

10:30 個別学習（国語・数学・英語の教科学習が中心） 

12:00 昼ごはん 

13:45 午後の授業（理科、社会科、音楽、体育、美術、家庭科等の体験授業） 

14:45 今日のまとめ、帰りのミーティング 

15:30  スクールバス等にて帰宅 

 

＜課外活動＞ 

山の家での活動以外にも、地域の中でさまざまな課外活動を行っています。 

・  スマイルキャンプ（夏休み中に山の家にて開催） 

・  スマイルフェスタ（毎学期 1 回開催。山の家行事） 

・  誕生会（毎月開催） 

・ 学習会（春・夏・冬休み中各 2〜3 回開催。山の家行事） 

・  フリーマーケット参加（年 1～2 回）   

・  プール実習（年 1～2 回） 

・  インスタントラーメン発明記念館にて手作り体験・見学（年 1 回） 

・  図書館・児童文化センターへ課外学習（学期毎 2〜3 回） 

・ 博物館見学・観劇会等（学期毎 1〜2 回） 

・ 卒業キャンプ（春休み中に吹田市自然交流センターにて開催）         など 

                          

 

 

 



課外活動回数  

平成１６年度   ４３回 

平成１７年度   ５９回    

平成１８年度   ４０回    

平成１９年度   ４２回 

平成２０年度   ３９回 

平成２1 年度   ３０回 

平成２２年度   ４９回 

 

[相談活動] 

電話相談・メール相談・個別面談・個別訪問などの相談活動を行っています。緊急対応は２４時間体制で行って

います。 

※相談・スクーリングのべ件数  

       平成１５年度  １，２８７件 

           平成１６年度  ５，０１８件 

      平成１７年度  ５，２０２件 

      平成１８年度  ５，７５６件 

      平成１９年度 １１，０４７件 

      平成２０年度  ８，７８４件  

      平成２1 年度  ８，３１６件  

      平成２２年度  ８，５４９件  

 

 

 [スクーリング月謝・相談料] 

池田市民・・・・・すべて無料 

池田市民以外・・・スクーリング月謝 18000 円(一ヶ月/一家族あたり) 

         相談料（山の家） 30 分  3500 円〜 

         相談料（家庭訪問）90 分 12000 円〜  

   

特定非営利活動法人トイボックス・スマイルファクトリー 

池田市五月丘 5-3-18 池田市立山の家内 

電話 072-751-1145 ファクス 072-751-1058 

ホームページ http://www.smilefactory.jp/ 

eメール smile@smilefactory.jp 

 

 

mailto:smile@smilefactory.jp


スマイルファクトリーハイスクール入学案内 

 

スマイルファクトリーハイスクールは２００７年４月、スマイルファクトリーの高等部として開設されました。

星槎国際高等学校（本部・北海道芦別市）と提携し、高校の単位や卒業資格をとることができるコー

スです。 

 

特色 

＊週４日、水曜～土曜日の 10 時～15 時までのスクーリングに通う中で高校の単位や卒業資格をと

ることができます。 

＊当スクールは大阪府教育委員会認可の家庭科領域における技能教育施設です。週の半分は家

庭科の授業で「生きる力」を身につけます。 

＊個人で学習できる部屋やしんどいときに避難できる部屋をつくったり、放課後、人が少ない時間や

休日に個別に補習の機会をつくったりと、できる限り無理なく単位がとれるようなサポート体制をつく

っています。 

＊ほとんどの生徒が進学希望です。通常の個別学習やレポート指導の中でも日常的に進路指導や

受験指導を行っています。 

＊小中学部は、池田市教育委員会より委託を受け、在籍校での出席日数の認定も含めたスクーリン

グを行っています。午後の体験学習の時間では、小中学部と合同の授業も多くとりいれています。

学年の垣根を無くすことで、さまざまな年齢層の子ども同士でコミュニケーションをとる機会をつくっ

ています。 

＊週 4 日、通うことができるかどうか不安がある方は「プレ入学」制度を利用することが出来ます。プレ

ッシャーがかかり過ぎない状況のもとで一定期間、体験入学をしていただくことができます（有料）。 

 

基本のカリキュラム 

10:00～10:30 朝のミーティング･･･その日の予定を確認します。 

10:30～12:00 個別学習.･･･星槎高校のレポート学習の時間です。ほとんどの生徒は得意科目から

始めています。苦手科目やわからないところはスタッフがマンツーマンで指導します。 

12:00～12:30 お昼ごはん･･･お弁当を食べます。時には皆でご飯を作って食べることも。 

12:30～13:45 昼休み･･･読書・イラスト描き・トランプ・キャッチボール・外遊び・散歩・おしゃべりなど

など、皆、好きなように過ごしています。  

13:45～14:30 午後の授業･･･理科実験、社会科実習、美術、体育、調理実習、手芸など、全てが

体験授業です。色んな世界の入り口を楽しくのぞいてみよう、という時間です。この時間を使って、星

槎高校のスクーリングを行う日も。 

14:45～15:00 帰りのミーティング･･･今日を振り返りつつ、明日の予定を確認します。お楽しみのク

イズも。 

 



時間割 

 

 水 木 金 土 

10:00～ 朝のミーティング 

10:30～

11:30 
個別学習 

家庭科 

スクーリング 
個別学習 

家庭科 

スクーリング 

12:00～ 昼ごはん 

12:30～ 昼休み 

13:45～ スクーリング 
家庭科 

スクーリング 
スクーリング 

家庭科 

スクーリング 

14:45～ 帰りのミーティング 

 家庭科のスクー 

リングは基本的に午前 

が制作、午後は実習や 

レクリエーションです。 

調理実習のときは午後 

からが多いです。 

 

 

 

 

 

 スクーリングは 

国語･英語･理科･社会 

数学･美術･体育が 

あります 

  

 

入学を検討される方には、できる限り事前に見学や体験入学（いずれも無料）をされることをおすす

めしています。ご予約いただければ、水曜日～土曜日の 10:00～15:00 までの間、いつでも可能です。 

見学・体験入学のお申し込みは下記までお願いいたします。 

 

池田市五月丘 5-3-18 池田市立山の家内 

電話 072-751-1145  

ファクス 072-751-1058 

スマイルファクトリーハイスクール 

 

 



スマイルファクトリーハイスクール説明会資料 
 

 
◇ スマイルファクトリーハイスクールについて 

スマイルファクトリーハイスクールは、星槎国際高等学校と連携した技能教育施設として、大阪府

教育委員会の認可を受け、平成 19 年 4 月に開校しました。池田市立山の家で学習しながら、星槎国

際高等学校の卒業資格を得ることができます。 
 

◇ 技能教育施設とは 
技能教育施設（学校教育法第 45 条の 2）とは、そもそもは工場などで働いていて高校に行けない

者に対し、連携する定時制･通信制高等学校の普通科目の履修と職場での技能訓練を組み合わせるこ

とで、高校卒業資格の取得を可能とする制度ですが、現在はより多様な学習形態を保障する制度とし

て活用されています。 
技能教育の種類には、商業、工業、家庭、福祉があり、スマイルファクトリーハイスクールは、「家

庭」領域における技能教育施設としてスタートします。 
 

◇ 入学資格 
(1) 新入生 

① 平成 24 年 3 月中学卒業見込みの者 
② 中学校を卒業した者 
③ 本校の校長が認定した者 
「中学校もしくはこれに準ずる学校を卒業した者、またはこれと同等以上の学力があると認めら

れた者」（スマイルファクトリーハイスクール学則第 9 条より） 
(2) 転入生 

高等学校に在籍している者 
(3) 編入生 

高等学校を中途退学した者 
 

◇ 入学手続 
(1) 出願  平成 24 年 1 月 11 日より随時 

出願に必要な書類は以下のとおりです。 
① 入学願書（星槎所定用紙、写真 2 枚貼付） 
② 検定料振込控  
③ 調査書（新入生は都道府県所定用紙、転編入生は星槎所定用紙） 
④ 作文｢高校生活に望むこと｣（星槎所定用紙） 

(2) 入学試験  平成 24 年 1 月 18 日より随時実施 



(3) 入学手続  選考結果送付後随時 
入学手続に必要な書類は以下のとおりです。 
① 健康調査票（本校所定用紙） 
② 誓約書（星槎所定用紙） 
③ 日本スポーツ振興センター災害共済給付同意書 
④ 生徒氏名についての調査（星槎所定用紙） 

(4) 入学式  平成 24 年 4 月 14 日  
 
◇ 入学試験 

(1) 学科試験 
(ア) 英語  40 分 
(イ) 数学  40 分 
(ウ) 国語  40 分 

(2) 面接試験（受験生および保護者面接） 
(3) 作文｢高校生活に望むこと｣（星槎提出用） 

 
◇ 普通科目の単位認定 

(1) 単位修得 
単位取得は、以下の 3 つの総合点で判断されます。 
① レポート提出 ②スクーリング出席 ③定期試験受験 

(2) レポート 
授業内で行う星槎所定のプリントをレポートとして提出します。各科目ごとに定められた枚数の

レポートをすべて提出する必要があります。 
(3) スクーリング 

山の家にて、高校教員の免許取得者による授業に、所定の時間数出席することが求められます。 
(4) 定期試験（前期･後期） 

前期（9 月）、後期（2 月）にそれぞれ実施します。 
(5) 各種資格取得と単位認定 

英検、漢検等を単位として認定する制度があります（上限 6 単位）。 
(6) 卒業認定 

① 修業年限が 3 年以上であること。 
② 特別活動が卒業までに 30 時間以上あること 
③ すべての必修科目が履修済みで、20 単位以上修得していること。 
④ 総修得単位数が 74 単位以上であること。 

 
 



◇ カリキュラム 
2 学期制（前期：4 月 1 日～9 月 30 日、後期：10 月 1 日～3 月 31 日） 
 

◇ 技能連携科目 
1 年次 「発達と保育」 4 単位 
2 年次 「児童文化」 4 単位 
3 年次 「課題研究」 4 単位 

 
◇ 初年度経費 ※二年目以降は（1）（2）はなし 

(1) 入学検定料  10,000 円 
(2) 入学金   50,000 円 
(3) 授業料         300,000 円 
(4) 生徒活動費  24,000 円 
(5) 教材･設備費  20,000 円 
(6) 星槎国際高校の学費等    196,250 円  合計 600,250 円 
 
※ 学費には教科書代も含まれますので、教科書の改訂・変更により学費の合計金額に若干の変更が

生じることがあります 
 

※ 上記とは別に、年に一度の宿泊訓練行事の参加者は実費精算となります。本校では入学時期や在

学期間が生徒各々で異なる為、宿泊訓練行事は一年に一度１０月末～１１月ごろに行っています。

一回３～4 万円程の費用がかかります。行事前に徴収させて頂くことになります。入学金等の諸

経費には含まれておりませんので、ご注意下さい 

 

※ スマイルファクトリーハイスクール入学前の準備期間「プレ入学」については、池田市内、市外問わずス

クーリング月謝として 18,000 円が必要となります。 

 

以上 
 
 
 
 
 
 
 
 



メディア掲載・講演・取材等 

<2008 年> 

１月  ・府立渋谷高校にて教員研修（１月１８日） 

・府立北野高校にて大阪第一学区高校教頭会向け講演（１月２３日） 

３月  ・『フリースクール私立中に変身』日本経済新聞夕刊掲載（３月１２日） 

・大阪府企画課主催「新みらい塾」講師として講演（３月２８日） 

６月  ・内閣府発行 「平成２０年度版 男女共同参画白書」 掲載 

７月  ・マガジンハウス発行「女性の働き方ガイド」掲載 

８月  ・徳島市教育講演会 講師（８月４日） 

９月  ・月刊誌エココロ１２月号「ミライを作る仕事」掲載 

１０月 ・NHK テレビ「おはよう関西」放映（１０月９日） 

・雑誌「ecocolo」１２月号掲載 

１１月 ・神戸東ロータリークラブ講話（１１月１１日） 

１２月 ・小一教育技術（小学館）１月号 スペシャルインタビュー掲載 

<2009 年> 

１月  ・神戸新聞「随想」エッセイ掲載（１月２０日) 

２月  ・神戸新聞「随想」エッセイ掲載（２月４日、２月２０日） 

３月  ・神戸新聞「随想」エッセイ掲載（３月９日、３月２５日） 

４月  ・神戸新聞「随想」エッセイ掲載（４月９日、４月２４日） 

８月  ・日経 WOMAN８月号 インタビュー掲載 

１０月 ・学事出版「月間生徒指導」２００９年１１月号 掲載 

１１月 ・宝塚市「彼らとともに歩んでいくために―発達障害と不登校について」講話（１１月２８日） 

１２月 ・園田学園女子大学 講演（１２月９日） 

<2010 年> 

２月  ・nikkei BPnet 記事掲載（２月１０日） 

５月  ・池田市「広報いけだ」掲載（５月 1 日） 

８月  ・長野県飯田市「不登校を考えるフォーラム」講演（主催/飯田市教育委員会）（８月２８日） 

１１月 ・大阪御堂会館開催「夢を育む新しい教育」パネルディスカッション（１１月３日） 

      ・第６２回関西教育学会公開シンポジウム シンポジストとして出演（１１月１３日） 

１２月 ・「松下政経塾 講義ベストセレクション 地方自治編」（国政情報センター刊）一章分を執筆 

<2011 年> 

１月  ・文部科学省「生徒指導・進路指導総合推進事業」連絡協議会にて発表（１月２１日） 

４月  ・産經新聞地域面掲載（４月２９日） 

４月  ・池田市立細川中学校にて講演（４月１１日） 

５月  ・内閣府発行「よりそい〜不登校・ひきこもりに対する民間支援団体の活動事例集〜」掲載 

６月  ・松下政経塾にて講演（６月１３日） 
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