
学校公開日 学校説明会（授業公開含む）

※保護者のみ見学可 ※児童も見学可　※保護者同伴に限る

〒546-0023 東住吉区矢田3-4-27

TEL　06-6698-1521

（アクセス）

◆近鉄南大阪線　矢田駅下車　南西へ約500ｍ

◆シティバス　矢田南中学校前バス停すぐ

◆シティバス　鷹合4丁目　南西へ約500ｍ

〒533-0033 東淀川区東中島4-8-38

TEL　06-6322-0120（小学校）

TEL　06-6322-0333（中学校）

（アクセス）

◆ＪＲ　新大阪駅下車　南東へ約600ｍ

◆OsakaMetro御堂筋線　新大阪駅下車　南東へ約1000ｍ

◆阪急京都線　崇禅寺駅下車　北西へ約400ｍ

◆阪急千里線　柴島駅下車　北西へ約700ｍ

〒557-0016　　　　　　西成区花園北1-8-32

TEL　06-6631-2811（小学校）

TEL　06-6631-2711（中学校）

（アクセス）

◆JR環状線・南海　新今宮駅下車　南西へ約300ｍ

◆OsakaMetro御堂筋線・堺筋線 動物園前駅下車　西へ約400ｍ

◆OsakaMetro四つ橋線　花園町駅下車　北東へ約400ｍ

〒559-0033　　　　　　住之江区南港中3-5-14

ＴＥＬ　06-6614-0020(小学校）

ＴＥＬ　06-6614-0600(中学校)

（アクセス）

◆OsakaMetro南港ポートタウン線

　　　　ポートタウン西駅下車　　南東へ約400ｍ

　　　　ポートタウン東駅下車　　南西へ約400ｍ

〒556-0004　　　　　　浪速区日本橋西1-7-6

TEL  06-6632-7046(小学校)

TEL　06-6633-3751(中学校)

（アクセス）

◆OsakaMetro堺筋線　恵美須町駅下車　北西へ約200ｍ

◆南海　なんば駅下車　南へ約600ｍ

◆ＪＲ環状線　新今宮駅下車　北へ約1000ｍ

　　学校公開・学校説明会の日程につきましては、都合により変更する場合があります。詳しくは学校のホームページをご覧ください。

　　問合せ先　大阪市教育委員会事務局　総務部　学事課　ＴＥＬ　06-6208-9114

いまみや小中一貫校
（新今宮小学校・今宮中学校）

咲洲みなみ小中一貫校
　　（南港みなみ小学校・南港南中学校）

日本橋小中一貫校
（浪速小学校・日本橋中学校）

９月８日（木） ９日（金） ９月10日（土）

【9/8】　10：00～12：30
【9/9】　14：00～16：30

※9日（金）は部活動の見学ができます。

（授業公開）　　　　８：45～10：25
（学校説明会）　　10：45～11：15

やたなか小中一貫校
（矢田小学校・矢田南中学校）

（授業公開）　　　８：45～10：35
（学校説明会）　11：00～11：30

９月８日（木）　９日（金）

【９/８】　９：45～11：35
  【９/９】　13：55～16：50

※９日（金）は部活動の見学ができます。

小中一貫校　むくのき学園
（啓発小学校・中島中学校）

大阪市在住
で、令和５年
度に小学校１
年生、義務教
育学校１年

生、中学校１
年生、義務教
育学校７年生
になる児童

　　８月３１日（水）　９月１日（木）

９月１０日（土）

【9/5】 13：30～15：15（５・６限目）
【9/9】 10：35～12：35（３・４限目）

※５日（月）の小学１・２年生は5限目（13：
45～14：30）で終了します。

9年間で未来につながる学力を！

　小中教員の協働した指導　小学校高学年からの一部教科担任制

　英語検定　　漢字検定　　小学生からの部活動　小中学生の活発な交流活動など

小中一貫校の詳細な学校案内をご希望の場合は、9月以降に通学区域の小・中・義務教育学校、各区役所にお申し出くださ
い。また、学校公開・学校説明会でもお渡しすることができます。

学校名 対  象

９月１0日（土）９月５日（月）　９日（金）

９月７日（水）　９月８日（木） ９月１０日（土）

【９/７】　9：00～12：40
【９/８】14：00～17：00

※8日（木）は部活動の見学ができます。

（授業公開）　　 8：55～12：00
（学校説明会）　11：00～12：00

※授業体験・部活動体験を申し込むこ
とができます。

  ※学校公開・学校説明会の内容等詳細につきましては、各学校まで直接お問い合わせください。

（授業公開）　　13：35～15：25
（学校説明会） 15：30～16：00

※説明会後に部活動の見学ができま
す。

【8/31】　9：45　～　11：35
【9/1】　13：35　～　15：25

　
※１日（木）は部活動の見学ができます。

（授業公開）　　 9：40～11：20
（学校説明会）　11：30～12：15

※参加を希望される場合は、事前に電話連絡
をいれていただくようお願いします。

９月１日（木）

小中一貫校児童生徒の全市募集について

充実した教科指導

伸ばすチャレンジ精神
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概要

活動日
時間

参加料

電話番号 時間延長要件
※令和４年度
延長実施状況

運営・管理団体

玉造小学校「いきいき」 06-6941-9836 －

南大江小学校「いきいき」 06-6942-9341 8時から8時30分まで
18時から19時まで

中大江小学校「いきいき」 06-6944-4709 18時から19時まで

高津小学校「いきいき」 06-6647-6873 －

南小学校「いきいき」 06-6252-6800 －

開平小学校「いきいき」 06-6203-4639 －

中央小学校「いきいき」 06-6761-0483 8時から8時30分まで
18時から19時まで

※上記は令和４年度の実施状況です。令和５年度の時間延長要件・時間延長実施を保障するものではありません。

8時から8時30分まで
5名以上で実施
年額5,000円

18時から19時まで
5名以上で実施
月額5,000円

年間利用前提

一般財団法人大阪教育文化振興財団

電話番号  06-6253-6217

児童いきいき放課後事業について

・月曜日～金曜日：授業終了後～18時
・始業式、終業式等：11時～18時
・土曜日、長期休業日：8時30分～18時
　※一定人数以上の利用希望者がある場合、有料で8時から8時30分まで、また18時から
19時まで時間延長等を実施します。詳細は「運営・管理団体」までお問い合わせください。

　活動休止日は日曜日、国民の祝日、お盆休み（原則8月12日～15日）、年末年始（12月29
日～1月3日）、学校施設の工事などにより安全に活動できない日、運営委員会が決定した
休止日。
　また、台風や災害、感染症対策などにより学校が臨時休校となった場合はいきいき活動
も休止となります。

参加料は無料です。
ただし児童の安全管理にかかる経費（令和４年度1人あたり500円（年額））が必要です。
※時間延長は有料です。詳細は「運営・管理団体」までお問い合わせください。

　市内の市立小学校において、平日の放課後、土曜日・長期休業日などに小学生の健全
育成を図るため、遊びやスポーツ、主体的な学習などを活動内容とする「児童いきいき放
課後事業」（愛称：「いきいき」活動）を実施しています。
　「いきいき」活動は、大阪市から運営・管理委託を受けた団体が実施校ごとに設置されて
いる「いきいき活動運営委員会」と連携して地域の実情に合わせて運営しています。
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―参 考 資 料― 
 

小学校 令和３年度「全国学力・学習状況調査」 平均正答率（％） 
 

 国語 算数 

大阪市 63.0 69.0 

全 国 64.7 70.2 

 
小学校 令和３年度「全国体力・運動能力、運動習慣等調査」 
小学校５年男子・小学校５年女子 平均値 

種目別平均 
 握力 

 
ｋｇ 

上体起
こし 
回数 

長座体
前屈 
ｃｍ 

反復横
とび 
回数 

20 ｍ
シャト
ルラン 
回数 

50 ｍ
走 
 
秒 

立ち幅
跳び 
ｃｍ 

ボール
投げ 
ｍ 

体力 
合計点 

男
子 

大阪市 16.11 18.48 32.94 37.73 42.24 9.50 147.79 20.23 50.79 

全 国 16.22 18.90 33.48 40.35 46.83 9.45 151.41 20.58 52.52 

女
子 

大阪市 16.00 17.64 37.71 36.25 34.55 9.70 140.60 12.84 52.81 

全 国 16.09 18.08 37.90 38.72 38.15 9.64 145.18 13.30 54.64 

 
 
中学校 令和３年度「全国学力・学習状況調査」 平均正答率（％） 

 国語 数学 

大阪市 61.0 55.0 

全 国 64.6 57.2 

 
中学校 令和３年度「全国体力・運動能力、運動習慣等調査」 
中学校２年男子・中学校２年女子 平均値 

種目別平均 

 握力 
 
ｋｇ 

上体起
こし 
回数 

長座体
前屈 
ｃｍ 

反復横
とび 
回数 

持久走 
 
秒 

20 ｍ
シャト

ルラン 
回数 

50 ｍ
走 
 
秒 

立ち幅
跳び 
ｃｍ 

ボール

投げ 
ｍ 

体力 
合計点 

男
子 

大阪市 28.90 26.27 42.12 51.88 416.03 78.32 8.08 195.40 20.03 40.71 

全 国 28.80 25.99 43.67 51.19 406.38 79.88 8.01 196.36 20.31 41.18 

女
子 

大阪市 23.42 22.44 44.71 46.94 306.26 53.61 9.01 167.76 12.62 48.06 

全 国 23.43 22.32 46.20 46.25 297.62 54.24 8.88 168.15 12.72 48.56 
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