
 

 

 
 

R3年度「全国学力・学習状況調査」  
国語 算数  

51.0 57.0 平均正答率（％） 

 

●結果の概要／ 

平均正答率では、国語・算数ともに全

国、大阪市の結果を下回っている。国語で

は、全国とは13.7ポイント、大阪市とは12

ポイントの開きが見られる。また、算数では、

全国とは 13.2 ポイント、大阪市とは 12 ポ

イントの開きが見られる。 

平均無回答率を見ると、国語では、全国

より 0.9 ポイント、大阪市より 1.8 ポイント

上回っている。算数では、全国より 2.0 ポイ

ント、大阪市より2.2ポイント上回っている。 

●取組の成果と課題／ 

[国語] 「書くこと」が他の領域と比べて、全国との差が大きい。文章と図

表とを結びつけて必要な情報を見つけて読むことや、目的を意識して

中心となる語や文を見つけて要約することに課題があると考えられ

る。全体として記述式の解答率が悪く、特に目的に応じて、自分の考

えが伝わるように書き表し方を工夫するような問題が苦手であること

が伺える。  

[算数] 「数と計算」の除法の場面では、何が被除数で、何が序数かをき

ちんと捉えることができていなかった。「測定」の領域では、問題場面

から必要な数量を選択し、事柄や関係を数学的に表現・処理すること

に課題が見られた。「図形」領域では、全国の平均正答率と 24.9 ポ

イントの開きが見られた。基本図形の面積の求め方、三角形や平行

四辺形の底辺と高さの関係の理解が不十分であると考えられる。  

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 14.24 17.11 31.45 35.87 35.03 9.56 145.05 18.68 47.58 

女子 14.35 16.42 37.46 34.73 32.27 9.56 135.85 12.92 49.96 
 

●結果と概要／ 

女子の一部を除き、体力・運動能力は全国・大阪市を下回って

いる。質問項目「運動やスポーツをすることは好きですか」につ

いては、女子は全国・大阪市を上回っているものの、男子は下回

ってしまっている。 １週間のそれぞれの曜日の運動時間について

は、土曜日の男子が６０分を超えるが、他の曜日については 60

分を下回っている。日曜日は、男子が低く、女子が高い傾向にあ

る。 

 体力合計点については、男女とも全国・大阪市を下回ってい

る。男子は、大阪市と 3.21 ポイント、全国と 4.94 ポイント。女子

は、大阪市と 2.85 ポイント、全国と 4.68 ポイント差がある。 

●取組の成果と課題／ 

コロナ禍の中、水泳指導や「冬の運動」などの取り組みが実

施出来なかった。まん延防止等重点措置のために、放課後の校

庭開放も十分に行えなかった。そのことが運動がきらいと回答す

る児童が増えている要因と考えられる。今後も制限がある中での

スポーツや運動のあり方を工夫していく必要がある。また、通常

時よりもケガをする児童が多かったのも、児童が十分に身体を動

かす機会が減ったためであると考える。一方、体育の学習内容や

展開についても課題があることが児童への質問から見えてきた。

体育の学習で、児童自らが意欲的に運動に取り組める場の工夫

を行ったり、めあてのもたせ方をくふうしたり、支援のあり方を工

夫したりしていく必要がある。 

学校の特色 

対面式 初めての給食 ２年生との学校探検 春の遠足 

保幼小交流 

 

６年生とのプール 

タブレット学習 作業所との交流 授業の様子 運動会 
                         ※コロナウイルスの感染状況により、変更が生じる場合がありますので、ご承知おきください。 
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 大阪市立 平平野野南南  小学校 

  
 

 
〒547－0031 大阪市平野区平野南 2-3-8 

 
☎ 06-6709-5500 � 06-6799-0620 

 
宮川 敏昭  昭和35年 

 

http://swa.city-osaka.ed.jp/swas/index.php?id=e751727 

� 教育目標（校訓）  
強く  正しく  明るく 

  

� 教育方針  
「子ども一人ひとりが輝く笑顔あふれる学校」 

大切にしたいこと   

 ～心豊かなかかわりで 

励ましの声かけ～ 

� 重点目標  
児童の「わかった・できた・役に立った」を大切に

して、学習活動を積み上げることで、校訓の「強く・

正しく・明るく」を備えた児童の育成を図る。 

運営に関する計画  
【概要】  
･ ＩＣＴ機器の活用に努め、「わかる」授業の実践に力を入れています。 

･ 各種の体験・経験活動等を計画的に実施することで、児童の興味関心を高め学力向上につなげます

･ ６年生のヒロシマ修学旅行を中心にした平和学習や、国際クラブ「オリニフェ」を中心に多文化理解教育に取り組

んでいます。 

【年度目標】 
【【安安全全・・安安心心なな教教育育のの推推進進】】 

１．学校アンケートで「学校は楽しい」という肯定的な回答 90％以上とする。 

２．「あいさつ」指導に力を入れ、学校内外できちんと挨拶のできる児童を育てることで、学校アンケートで「元気に 

あいさつする」という肯定的な回答 90％以上とする。 

３．異文化にふれる活動を実践し、自国の文化と比較しながら他国の理解を深める指導計画を教育課程に位置 

づける。 

４．自尊感情を高める体験活動を通して、「自分にはよいところがある」という肯定的な回答を 90％以上とする。 

５．防犯訓練や防災訓練を実施し、命の大切さと自分の命は自分で守る行動を学習する。 

  

【【未未来来をを切切りり拓拓くく学学力力・・体体力力のの向向上上】】 

１．「全国学力・学習状況調査」の結果で、国語科・算数科の各領域で、大阪市の平均程度の成績になるように 

学校全体の児童の学力を向上させる。 

２．大阪市の「学力経年調査」で、国語・算数・理科・社会の各教科で、大阪市の標準化得点になるよう児童の 

学力を向上させる。 

３．学校アンケートで、「読書が好き」と回答する児童の割合 80％を維持・発展させるよう読書指導を継続する。 

４．英語教育「DREAM」を活用して、1 年生からの授業づくりを充実させる。 

５．タブレットや ICT 機器を活用して、わかる授業づくりに努める。 

６．運動することへの興味関心を高め、全国体力・運動能力、運動習慣調査の結果において、「運動やスポーツを 

することは好きですか」の肯定的な割合を９０％以上とする。 

７．健康な食生活に向けて、食育の方策を確立し、学校アンケートできちんと「朝食をとっている」 と回答する児童の 

割合 90％以上を維持し、課題のある家庭に対応する。 

  

【【学学びびをを支支ええるる教教育育環環境境のの充充実実】】  

１．毎日のタブレット使用率の割合を増やす。 

２．週１回のゆとりの日を設定する。長時間勤務を減少させる。 

平野南小学校は、昭和 35 年（1960 年）４月に開校し、今年で６２年目を迎えまし

た。本年度も、子どもの「わかった・できた・役に立った」という思いを大切にした教育活

動を推進しております。また、コロナ禍の中ではありますが、学校の特色をいかした取り

組みができるように、学びのスタイルなど、工夫と改善を図り、「笑顔あふれる学校」とし

て、教育活動をすすめてまいりますので、よろしくお願いします。 

                                                                  校長 宮川 敏昭 

住所 

連絡先 

校長 開校 
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R3年度「全国学力・学習状況調査」  
国語 算数  

51.0 57.0 平均正答率（％） 
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国、大阪市の結果を下回っている。国語で

は、全国とは13.7ポイント、大阪市とは12

ポイントの開きが見られる。また、算数では、

全国とは 13.2 ポイント、大阪市とは 12 ポ

イントの開きが見られる。 

平均無回答率を見ると、国語では、全国

より 0.9 ポイント、大阪市より 1.8 ポイント

上回っている。算数では、全国より 2.0 ポイ

ント、大阪市より2.2ポイント上回っている。 

●取組の成果と課題／ 

[国語] 「書くこと」が他の領域と比べて、全国との差が大きい。文章と図

表とを結びつけて必要な情報を見つけて読むことや、目的を意識して

中心となる語や文を見つけて要約することに課題があると考えられ

る。全体として記述式の解答率が悪く、特に目的に応じて、自分の考

えが伝わるように書き表し方を工夫するような問題が苦手であること

が伺える。  

[算数] 「数と計算」の除法の場面では、何が被除数で、何が序数かをき
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から必要な数量を選択し、事柄や関係を数学的に表現・処理すること

に課題が見られた。「図形」領域では、全国の平均正答率と 24.9 ポ
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は、土曜日の男子が６０分を超えるが、他の曜日については 60

分を下回っている。日曜日は、男子が低く、女子が高い傾向にあ
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 体力合計点については、男女とも全国・大阪市を下回ってい

る。男子は、大阪市と 3.21 ポイント、全国と 4.94 ポイント。女子

は、大阪市と 2.85 ポイント、全国と 4.68 ポイント差がある。 
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コロナ禍の中、水泳指導や「冬の運動」などの取り組みが実

施出来なかった。まん延防止等重点措置のために、放課後の校

庭開放も十分に行えなかった。そのことが運動がきらいと回答す

る児童が増えている要因と考えられる。今後も制限がある中での

スポーツや運動のあり方を工夫していく必要がある。また、通常

時よりもケガをする児童が多かったのも、児童が十分に身体を動

かす機会が減ったためであると考える。一方、体育の学習内容や

展開についても課題があることが児童への質問から見えてきた。
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