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R３年度「全国学力・学習状況調査」 
国語 算数  

６０ ６９ 平均正答率（％） 

  

●結果と概要／ 

・昨年度の国語の正答率は大阪市平均を３ポイント下回

り、算数の正答率は大阪市と同等の結果となった。      

・平均無回答率は、国語・算数ともに大阪市平均よりも

低く、問題に対して粘り強く挑戦しようとする児童が多い

ことがわかった。 

・「国語の勉強は好き」という児童の割合は大阪市より

４．９ポイント低く、「算数の勉強は好き」という児童の割

合は大阪市より６．６ポイント高かった。 

・これらの結果を受け、学力向上の取組を継続するととも

に、基礎・基本のさらなる定着、読解力・思考力・表現力

の育成を図る取組をすすめていく。 

●取組の成果と課題／ 

［国語］・全ての領域で大阪市平均・全国平均を下回る結果となったが、「言葉 

の特徴や使い方に関する事項」「書くこと」「読むこと」は概ねできている。      

・「読むこと」では、目的に応じ文章と図を結び付けて必要な情報を見つけること 

や中心となる文を見つけ要約することについて、できている児童が多い。 

・「話すこと・聞くこと」では課題が見られた。コロナ禍ではあるが、学習内容を工 

夫しながら、友だちの話や意見を聞くことで、自分の考えを表現する力の育成に 

重点を置く必要がある。 

［算数］・「数と計算」「変化と関係」において、大阪市平均を上回る結果となった。  

・「図形」「測定」「データの活用」では、大阪市平均を下回った。特に、図形の面 

積の求め方を説明する等の記述式の問題に課題が見られた。 

・普段の授業の中で、数学的活動をすすめ、読解力、思考力、表現力を育成する 

必要がある。 

R３年度「全国体力・運動能力、運動習慣等調査」 

 

握力 

（kg） 

上体起こし

（回） 

長座体前屈

（cm） 

反復横とび

（回） 

２０ｍシャト

ルラン（回） 

５０ｍ走 

（秒） 

立ち幅とび

（㎝） 

ボール投げ

（ｍ） 

合計 

得点（点） 

男子 14.2 18.6 36.3 36.1 未実施 9.4 160.1 17.5  

女子 14.7 17.4 39.5 36.1 未実施 9.6 158.0 12.5  

  

●結果と概要／ 

シャトルランが未実施のため、合計得

点を出すことはできなかった。「運動やス

ポーツをすることは好きですか」という質

問項目については、男女ともに肯定的回

答が大阪市平均、全国平均を上回って

いた。しかし、長座体前屈と立ち幅跳び

以外の種目で全国平均を下回る結果と

なった。このことから、運動は好きだが能

力につながらないという児童が多くいる

ことがわかる。要因としては、１週間の総

運動時間が６０分未満の児童の割合が１

６パーセントと日々の運動時間が少ない

ことが考えられる。 

●取組の成果と課題／ 

運動の基本となる動作「走る・跳ぶ・投げる」に重点をおいて体育の授業を行った。短距離走や

リレーの学習では、特にスタートの仕方の指導を重点的に行った。また、走るときの視線や姿勢な

ど、走り方の指導にも力を入れた。走り幅跳び・立ち幅跳びでは、踏み切り位置や跳躍姿勢の指

導を行い、踏み切り方の指導に力を入れた。ボール運動では、体育集会で「ボール投げ」に特化

した時間を設定した。さらに、各学級のボールを整理し、休み時間に多くの児童がボールに触れる

機会を多く持てるようにした。その他には、学校全体で、学期ごとに縄跳びタイムやかけあしタイム

を取り入れた。50ｍ走・立ち幅跳びの結果は取組の成果である。 

「走る・跳ぶ・投げる」の中でも「投げる力・俊敏性」において課題が大きいと思われる。「投げ

る力」を向上させるために、投げる運動の「場」を充実させ、児童が「ボール投げって楽しい！」と

感じ、自発的にボール投げに取り組むような活動を取り入れていくことが必要である。また、「俊敏

性」を向上させるために、ラダーを使った活動を取り入れたり、体つくり運動や陸上運動で素早い

運動の機会を増やしたりして、指導方法の改善にあたりたい。 

学校の特色  

人権学習週間 
毎学期に１回「人権学習週間」を設定しています。

「友だちや自分を大切にすること（人権を大切にするこ

と）とはどんなことか」について改めて考え、児童会が

中心となり取組みを進めています。さらに、教室ではア

ンケート（「学校で悲しいこと、いやなことはないか」な

ど）を行い、児童の実態把握に努めています。 

 

平小子ども祭り 
たてわり（異学年集団）の活動のひとつ

として「平小子ども祭り」があります。児童

会のメンバーが中心となり、各たてわり班ご

とに「お店」を出します。当日は、地域の高

齢者の方々を招待し、地域との交流も深め

ています。 

平野小の約束 
平野小学校として大切にしていることがあります。 

① 正しい言葉づかい 

② 時間を守ること 

③ 安全な廊下・階段の歩行 

④ 身だしなみを整えること 

⑤ きちんとそうじをすること 

⑥ 児童会による主体的なルールづくり 

⑦ 仲間のよさに気付かせること 

⑧ 責任をもたせること 

です。 

全教職員で共通理解して、日々、平野小学校の

「当たり前」のレベルアップを図っています。 

平野北中学校との連携 
平野北中学校とは、一小一中の関係

にあります。校舎が隣接し、通称「レイン

ボーロード」という廊下でつながっていま

す。小中一貫した教育の取組の歴史は長

く、 

① 小中教員による「相互授業参観」 

② 中学校教員による「出前授業」 

③ 小学生の「部活動体験入部」 

④ 小学校における 

「中学生の職業体験受け入れ」 

などの様々な取組があります。 
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� 教育目標（校訓）  

「果敢に挑戦」  

「人権の尊重」 

「社会に貢献」 

� 重点目標  

何事に対してもあきらめず挑戦し、豊かな人権

感覚をもち、社会に貢献する子の育成 

� 教育方針  

校訓に基づく「めざす子ども像」の実現に

努める 

運営に関する計画  

【概要】 
○ 図画工作科の研究をすすめ、研究主題を「道具の正しい使い方を知り、自分の思いを表現しよう」とした。子どもの資質や

能力が確かな力になるように、また子ども自らの造形意欲を高めるような効果的な指導方法について探っていきたい。  

さらに、各学年における学力の実態を把握し、朝学習や習熟度別少人数授業など、学力向上につながる取組をすすめる。 

○ 健康的な生活習慣の確立をすすめ、系統立てた体力づくり運動に取り組み、体力向上の取組をすすめる。 

○ 集団育成の取組をすすめ、児童が安心・安全に過ごせる学校づくりをすすめる。 

【中期目標】 
○ 全員が「安心」できる学校にする。 

○ 全員が「決まりを守る」ことができる学校にする。 

○ 一人一人がしっかり「話し合う」ことができる学校にする。 

○ 一人一人の運動能力を伸ばすことができる学校にする。 

【年度目標】 
○ 令和４年度の児童アンケート「学校は安心する場所か」の項目について、「そう思う（どちらかといえばそう思う）」と答える

児童の割合を 90％以上にする。 

○ 令和４年度の児童アンケート「学校のきまり・規則を守っていますか」の項目について、「そう思う（どちらかといえばそう思

う）」と答える児童の割合を 93％以上にする。 

○ 令和４年度の保護者アンケート「いじめのない学級・学年・学校づくりにつとめている」の項目について、「そう思う（どちら

かといえばそう思う」と答える保護者の割合を 93％以上にする。 

平野小学校は教育目標の実現をめざし、人権教育を学校教育の基盤に据え、子どもの健全育成に全

力を注いでいます。また、確かな学力の定着をめざし、本年度は図画工作科を研究教科として位置づけ、

「道具の正しい使い方を知り、自分の思いを表現しよう」を研究テーマとして、様々な研修会や研究授業を

通して、図画工作科の指導法についての研究に取り組んでいます。さらには、道徳や ICTの指導法の研究

にも力を注いでいます。 

小中連携の観点から、平野北中学校と一小一中の関係を深め、学校と保護者、地域が一体となった教

育活動を推進し、子どもたち一人一人を大切にした取組をすすめています。 

毎年２学期には、学校公開を実施しており、全学級の授業公開を行っています。 

今後も保護者、地域の方々と連携・協力しながら、子どもたちの健やかな成長に邁進していきます。  

校長 北代 聡 

平野小学校は、今年で創立 150 周年

を迎える伝統ある学校です。平野北中学

校との小中一貫教育の中で、子どもたち

の個性を大切にし、楽しい学校生活が送

れるように保護者や教職員だけでなく、地

域の皆様との連携を密にして教育に取り組んでいます。ま

た、時代に合致した手段や考え方で、子どもたちにできる限

り有意義な何かを提供できるようにと考えつつも、負担をな

るべく軽減してＰＴＡ活動をしています。ぜひ、この平野小学校

で大切な子どもたちを一緒に育んでいきましょう。 

ＰＴＡ会長 那須 大志 

明治５年に創立され、昭和４０年代に

は算数科研究指定校等となり、研究の

成果をあげました。教育の原点に立ち、

一人一人の子どもをしっかり見つめた

教育を進めています。いじめ、不登校等

の問題にも真摯に取り組んでいます。昭和２３年度にＰＴ

Ａが結成され、学校と保護者がともに子どもたちの健全

育成をめざしてきました。また、地域とのつながりも深く、

現在、保護者・地域の方々で登下校時の子どもの安全を

見守っております。 

学校協議会会長 草田 昌彦 

住所 

連絡先 

校長 開校 

ＵＲＬ 

平
野
小

 
校長先生から

のメッセージ 

PPTTAA会長から

のメッセージ  

学校協議会

会長からの

メッセージ  

平
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小

20



 

 

平
野
小

 

 

R３年度「全国学力・学習状況調査」 
国語 算数  

６０ ６９ 平均正答率（％） 

  

●結果と概要／ 

・昨年度の国語の正答率は大阪市平均を３ポイント下回

り、算数の正答率は大阪市と同等の結果となった。      

・平均無回答率は、国語・算数ともに大阪市平均よりも

低く、問題に対して粘り強く挑戦しようとする児童が多い

ことがわかった。 

・「国語の勉強は好き」という児童の割合は大阪市より

４．９ポイント低く、「算数の勉強は好き」という児童の割

合は大阪市より６．６ポイント高かった。 

・これらの結果を受け、学力向上の取組を継続するととも

に、基礎・基本のさらなる定着、読解力・思考力・表現力

の育成を図る取組をすすめていく。 

●取組の成果と課題／ 

［国語］・全ての領域で大阪市平均・全国平均を下回る結果となったが、「言葉 

の特徴や使い方に関する事項」「書くこと」「読むこと」は概ねできている。      

・「読むこと」では、目的に応じ文章と図を結び付けて必要な情報を見つけること 

や中心となる文を見つけ要約することについて、できている児童が多い。 

・「話すこと・聞くこと」では課題が見られた。コロナ禍ではあるが、学習内容を工 

夫しながら、友だちの話や意見を聞くことで、自分の考えを表現する力の育成に 

重点を置く必要がある。 

［算数］・「数と計算」「変化と関係」において、大阪市平均を上回る結果となった。  

・「図形」「測定」「データの活用」では、大阪市平均を下回った。特に、図形の面 

積の求め方を説明する等の記述式の問題に課題が見られた。 

・普段の授業の中で、数学的活動をすすめ、読解力、思考力、表現力を育成する 

必要がある。 

R３年度「全国体力・運動能力、運動習慣等調査」 

 

握力 

（kg） 

上体起こし

（回） 

長座体前屈

（cm） 

反復横とび

（回） 

２０ｍシャト

ルラン（回） 

５０ｍ走 

（秒） 

立ち幅とび

（㎝） 

ボール投げ

（ｍ） 

合計 

得点（点） 

男子 14.2 18.6 36.3 36.1 未実施 9.4 160.1 17.5  

女子 14.7 17.4 39.5 36.1 未実施 9.6 158.0 12.5  

  

●結果と概要／ 

シャトルランが未実施のため、合計得

点を出すことはできなかった。「運動やス

ポーツをすることは好きですか」という質

問項目については、男女ともに肯定的回

答が大阪市平均、全国平均を上回って

いた。しかし、長座体前屈と立ち幅跳び

以外の種目で全国平均を下回る結果と

なった。このことから、運動は好きだが能

力につながらないという児童が多くいる

ことがわかる。要因としては、１週間の総

運動時間が６０分未満の児童の割合が１

６パーセントと日々の運動時間が少ない

ことが考えられる。 

●取組の成果と課題／ 

運動の基本となる動作「走る・跳ぶ・投げる」に重点をおいて体育の授業を行った。短距離走や

リレーの学習では、特にスタートの仕方の指導を重点的に行った。また、走るときの視線や姿勢な

ど、走り方の指導にも力を入れた。走り幅跳び・立ち幅跳びでは、踏み切り位置や跳躍姿勢の指

導を行い、踏み切り方の指導に力を入れた。ボール運動では、体育集会で「ボール投げ」に特化

した時間を設定した。さらに、各学級のボールを整理し、休み時間に多くの児童がボールに触れる

機会を多く持てるようにした。その他には、学校全体で、学期ごとに縄跳びタイムやかけあしタイム

を取り入れた。50ｍ走・立ち幅跳びの結果は取組の成果である。 

「走る・跳ぶ・投げる」の中でも「投げる力・俊敏性」において課題が大きいと思われる。「投げ

る力」を向上させるために、投げる運動の「場」を充実させ、児童が「ボール投げって楽しい！」と

感じ、自発的にボール投げに取り組むような活動を取り入れていくことが必要である。また、「俊敏

性」を向上させるために、ラダーを使った活動を取り入れたり、体つくり運動や陸上運動で素早い

運動の機会を増やしたりして、指導方法の改善にあたりたい。 

学校の特色  

人権学習週間 
毎学期に１回「人権学習週間」を設定しています。

「友だちや自分を大切にすること（人権を大切にするこ

と）とはどんなことか」について改めて考え、児童会が

中心となり取組みを進めています。さらに、教室ではア

ンケート（「学校で悲しいこと、いやなことはないか」な

ど）を行い、児童の実態把握に努めています。 

 

平小子ども祭り 
たてわり（異学年集団）の活動のひとつ

として「平小子ども祭り」があります。児童

会のメンバーが中心となり、各たてわり班ご

とに「お店」を出します。当日は、地域の高

齢者の方々を招待し、地域との交流も深め

ています。 

平野小の約束 
平野小学校として大切にしていることがあります。 

① 正しい言葉づかい 

② 時間を守ること 

③ 安全な廊下・階段の歩行 

④ 身だしなみを整えること 

⑤ きちんとそうじをすること 

⑥ 児童会による主体的なルールづくり 

⑦ 仲間のよさに気付かせること 

⑧ 責任をもたせること 

です。 

全教職員で共通理解して、日々、平野小学校の

「当たり前」のレベルアップを図っています。 

平野北中学校との連携 
平野北中学校とは、一小一中の関係

にあります。校舎が隣接し、通称「レイン

ボーロード」という廊下でつながっていま

す。小中一貫した教育の取組の歴史は長

く、 

① 小中教員による「相互授業参観」 

② 中学校教員による「出前授業」 

③ 小学生の「部活動体験入部」 

④ 小学校における 

「中学生の職業体験受け入れ」 

などの様々な取組があります。 
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