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令和３年度「全国学力・学習状況調査」 
国語 算数  

53.0 57.0 平均正答率（％） 

 

●結果と概要／ 

○ 国語・算数の平均正答率は、ともに大阪市及び全国の平均値よ

りも低い結果（国語 53.0%：大阪市比-10.0/全国比-11.7、

算数 57.0%：大阪市比-12.0/全国比-13.2）であった。 

○ 国語・算数の無回答率は、ともに大阪市及び全国の平均値より

も高い結果（国語 10.2%：大阪市比+6.8/全国比+5.9、算数

6.4%：大阪市比 +4.0/全国比+3.8）であった。 

●取組の成果と課題／ 

○ 国語の平均正答率は、「話すこと・聞くこと」が 65.7%（大阪市比 -8.6/全国比 

-12.1）、「書くこと」が 37.1%（大阪市比 -19.3/全国比 -23.6）、「読むこ

と」が 36.2%（大阪市比 -7.3/全国比 -11）であり、いずれの領域も大阪市・

全国平均を下回っている。特に、要点を掴んだり、読み取ったことの要点を簡潔に

書いたりすることに課題があることが分かった。  

○ 算数の平均正答率は、「数と計算」が 51.4%（大阪市比 -10.8/全国比 -

11.7）、「図形」が 40.0%（大阪市比 -15.4/全国比 -17.9）、「測定」が

67.6%（大阪市比 -6.2/全国比 -7.2）、「変化と関係」が 65.7（大阪市比 -

10.3/全国比 -10.2）%、「データの活用」が 60.6%（大阪市比 -13.0/全国

比 -15.4）であり、いずれの領域も大阪市・全国平均を下回っている。特に「図

形」、「データの活用」の領域で、大きく下回っている。 

○ 国語科では、説明文や意見文を読み、筆者が

伝えたいことを捉えさせる学習を継続していく

こと、文章や話の要点を読み取る（聞き取る）

学習に力を入れていく必要がある。  

○ 算数科では、全般的に下の学年で習得する必

要がある学習内容が十分理解できておらず、

基礎的・基本的な学力の定着が不十分な児

童が多い。習熟度別少人数授業や T.T 等、学

習形態を工夫したり、放課後学習を行ったりし

て、基礎的・基本的な学力を定着させていく。  

令和３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 17.52 18.61 31.43 37.48 41.13 9.20 157.48 21.91 52.45 
女子 18.56 18.13 35.00 35.88 32.50 9.82 150.06 13.19 53.63 

 

●結果と概要／ 

〇 本校の課題である「立ち幅とび」の記録は、男女ともに大阪市・全国平均を上回った。 

【男子】157.48cm（大阪市比 9.69/全国比 6.07） 

 【女子】150.06cm（大阪市比 10.54/全国比 4.88） 

〇 体力合計点は、男女ともに大阪市平均を上回った。 

【男子】52.45cm（大阪市比 1.66/全国比-0.07） 

 【女子】53.63cm（大阪市比 0.82/全国比 -1.01） 

 

●取組の成果と課題／ 

本校では、同じ母集団の立ち幅とびの記録を年 2 回（春・秋）計測し、向上させることを目標として、体育

学習の準備運動で「跳」の運動を取り入れたり、１月に「なわとび月間」を設けたりしてきた。また、コロナ禍

であったが、奇数学年と偶数学年で休み時間を交互に使用できるようにするなど、運動できる環境を整え

てきた。上記の結果になったのは、学校全体で取り組んできた成果だと考える。 

学校の特色 
「地域の子どもは地域で守る」をモットーに、長吉南小学校区では地域の皆さんが「見守り隊」として、ボランティアで 

子どもたちの登下校を見守ってくださっています。 

基礎学力の向上 

基礎・基本の学力をさらに定着させ 

るため、PC や大型 TV などの視聴覚 

機器を活用し、分かりやすい授業づくり 

に努めています。また、全教員が研究授 

業を行い、指導力の向上にも努めてい 

ます。 

始業前や放課後を活用し、タブレット 

やプリントを使って算数や国語を復習しています。 

日々の授業は、担任教員が習熟度別担当や特別支援担

当、学力向上サポーター等と連携し、個に応じた指導を行って

います。 

読書活動 

言語力を育成するために読書活動に力を入れ、本

に親しみやすい環境づくりと読書意欲の醸成・読書習

慣の確立をめざしています。 

休み時間には、図書室だけでなく 

学級図書や玄関図書を利用してい 

ます。また、平野区役所と連携した 

「ひらちゃん読書ノート」を活用し、 

冊数の記録に挑戦するなど、意欲的 

に読書できる環境を整えています。 

図書室のバーコード化により、図 

               書委員会が中心になって他学年と交 

               流する機会も設けています。  

地域とのかかわり  

上記の「見守り隊」の他、地域や各種団体・保護者の方々等

の協力のもと、「防災サタデー」や「米作り」「昔遊び」、「火お 

こし」、「五色百人一首」等の活動を 

行っています。 

また、PTA 主催の「みなしょうカー 

ニバル」も開催しています。このように 

多くの方と関わる機会を積極的に設 

け、多様な学び活動や体験学習に取 

り組んでいます。 

 あいさつ隊 

毎年、運営委員会や学級代表 

が中心になって「朝のあいさつ隊」 

を実施しています。 

また、毎学期に一回クラスごとに 

「南小みんなで元気にあいさつ隊」 

に取り組み、進んであいさつするこ 

との大切さを学んでいます。  
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� 校訓  

強く 正しく 明るく 
� 教育目標  

豊かなこころをもち、学ぶ、考える、表現する力をもった子どもを育てる 

� めざす姿  

①学びがいのある学校：学校で学ぶことに喜びを見出す。頑張ることができた自分に誇りを感じることができる。 

②働きがいのある学校：①にするために、教職員が自覚と責任をもち、よりよく職務を果たす。そこに充実感を味わう。 

③応援しがいのある学校：子どものために最善を尽くすことが、保護者や地域の皆様の信頼と協力をいただくことになる。 

運営に関する計画  
【概要】  

令和４年３月の「大阪市教育振興基本計画」の改訂に伴い、「運営に関する計画」に、全市共通の目標及び学

校園が独自に重点的に取り組む目標や取組内容を定め、全ての教職員で共通理解し、校園長の裁量による戦略

的マネジメントで創意工夫をこらした学校運営を進めます。 

【中期目標】 
【【安安全全・・安安心心なな教教育育のの推推進進】】  

・・令和７年度の全国学力・学習状況調査・校内調査の

「学校に行くのは楽しいと思いますか」に対して、肯

定的な回答をする児童の割合を 80％以上にする。 

・令和７年度の小学校学力経年調査・校内調査の「いじ

めは、どんな理由があってもいけないことだと思います

か」に対して、最も肯定的な「思う」と回答する児童の

割合を９０％以上にする。 

・「きまりを守る意識」「自尊感情」の向上に取り組み、

令和７年度の小学校学力経年調査・校内調査におい

て、「学校のきまりを守っていますか」に対して、肯定的

な回答をする児童の割合を９０％以上、「自分にはよい

ところがあると思いますか」に対して、肯定的な回答を

する児童の割合を８０％以上にする。 

 

【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】】  

・校内研究や研修を充実させ、教員の指導力向上を

図り、「主体的・対話的で深い学び」の視点から授

業改善を進める。令和７年度の全国学力・学習状況

調査の国語科・算数科における平均正答率の対全

国比を１．００とする。 

・児童一人一人の状況把握をしながら体力の向上に向

けた取り組みを推進していく。令和７年度の全国体力・ 

運動能力、運動習慣等調査における体力合計点の対

全国比を１．００とする。 

・休み時間に運動場に出て体を動かすことを奨励し、令

和７年度の全国体力・運動能力・運動習慣等調査の

「運動やスポーツをすることは好きですか」に対して、肯

定的な回答をする児童の割合を９０％以上にする。 

 

【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】】  

・令和４年度から７年度末にかけて、学習用端末を積

極的に活用した学習に取り組んでいく。令和７年度

には、全学年でデジタル教材を活用した朝学習を週

２回以上実施する。 

   

・教職員の働き方改革に取り組んでいく。令和７年度

は、ゆとりの日を週１回設定・実施する。学校閉庁日

については、年間５日以上、設定・実施する。 

・子どもの読書環境の充実に向け、図書室・玄関図書ス

ペースを整備し、学校図書館の活性化を図る。図書館

開放やみなみタイム、隙間時間を活用し、子どもの読書

量を増やす。また、小学校学力経年調査・校内調査の

「読書は好きですか」に対して、肯定的な回答をする児

童の割合を８０％以上にする。 

・児童の豊かな心を育成するために「多様な学びの活

動」や「多様な体験学習」に積極的に取り組む。各学

年２回以上、学校全体で１２回以上行う。 

本校は、昭和４３年に長吉東小学校より分離独立し、今年で創立５４年目を迎えまし 

た。令和４年度は２４０名の子どもたちが在籍しています。明るく素直で、挨拶もしっか 

りできる子どもたちばかりです。 

まだまだ制限のある教育活動が続いていますが、新しい学校スタイルも随分定着し

てきました。例えば、午前中の休み時間を今年度も１５分にしています。これは「１０分の休み時間」+「５分

の手洗い時間」です。子どもたちはこの１５分の意味を十分理解し、チャイムが鳴らなくても自分たちで時

計を見て、時間が来たら声をかけ合い、手洗いをして教室に帰ることが習慣となってきています。この「時

間を守る」以外にも、「場を清める」「挨拶をする」など当たり前のことを当たり前にできる、そして自分自

身で考えて行動できる子どもたちを、今年度も全教職員で育てていきたいと考えています。 

日々の教育活動は、ホームページで随時発信しておりますので、ぜひご覧ください。   校長  川 口  淳 

住所 
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令和３年度「全国学力・学習状況調査」 
国語 算数  
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