
 

 

 

R３年度「全国学力・学習状況調査」 
国語 算数   

５３ ５７ 平均正答率（％）  

  

  

●結果と概要／ 

近年、「全国学力・学習状況調査」では、大阪市平均や全国

平均に近づいてきている結果であった。令和３年度、国語にお

ける平均正答率は大阪市平均より 10 ポイント、全国平均より

11.7 ポイント下回っていた。しかしながら、令和元年度の本校

の結果と比較すると、大きな伸びが見られる。算数における平

均正答率は大阪市平均より12ポイント、全国平均より13.2ポ

イント下回っていた。国語における平均無解答率は大阪市平均

より3ポイント、全国平均より3.9ポイント上回っている。算数に

おける平均無解答率は大阪市平均より 2.1 ポイント、全国平均

より 2．3 ポイント上回っている。令和元年度の本校の結果と比

較すると、大幅な伸びが見られる。このことから、児童の問題に

取り組む姿勢の向上がうかがえる。 

●取組の成果と課題／ 

［国語］大阪市平均より「言葉の特徴や使い方に関する事項」「話すこと・聞くこと」「読む

こと」の領域で 10 ポイント以上、「書くこと」の領域で 8.4 ポイント下回った。最も正答率

の低かった問題は、「目的を意識して、中心となる語や文を見つけて要約する」「記述式」

であった。これは、条件を正確に読み取ることができていないからだと考えられる。今後、文

章全体を把握したうえで、条件に応じた必要な情報に関する事柄を中心に読み、必要な

情報を見つけ、文章にまとめられる力の育成を図る必要がある。 

［算数］大阪市平均より「数と計算」「図形」「データの活用」の領域で 10 ポイント以上、

下回った。数の概念が定着していない児童が多いと考えられる。また「図形の面積を求め

る問題」も正答率が低かった。公式を覚えていても、面積を求める図形の底辺や高さの関

係について理解できていないことや、与えられた情報が多くある場合に面積を求める際に

必要な情報を選び出すことができないことが考えられる。今後、図解で数の概念が定着す

るような活動を多く取り入れたり、ICT を効果的に活用して図形の観察をするだけでなく、

操作活動を学習に取り入れる必要がある。 

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 13.83 19.90 33.55 38.23 50.80 9.19 157.70 20.23 52.62 

女子 15.22 17.93 41.20 35.35 38.63 9.58 150.68 11.76 54.15 
 

●取組の成果と課題／  

体育科の授業で「がんばりカード」を活用した「なわとび」や「ボ

ール運動」「かけ足」の実践を継続的に行っている。休み時間には、

新型コロナウイルス感染症対策を講じながら、学級ごとに「みんな

遊び」を積極的に行ったり、教員も子ども達と一緒に遊んだりと、児

童が自然と運動に親しめる環境づくりに取り組んできた。その結果、

体力向上への意識は高まっていると考えられる。キャリア教育と連

携させた「夢授業」にも取り組み、児童が運動する楽しさを味わえる

機会を設けてきた。また、道徳の学習と関連させて、東京オリンピッ

ク・北京オリンピックの観戦をしたり、パラリンピック競技に取り組ん

だりと様々なスポーツに触れる機会も設けてきた。その結果、新型コ

ロナウイルス感染症の影響前と比較しても、児童の体力低下や自

分自身の体をうまくコントロールできないことで起こるけがの割合は

増えていない。体育科の授業では、ICT 機器を効果的に活用した

取り組みも積極的に行ってきた。今後は、筋力強化が図れるサーキ

ットトレーニング等の常時活動の工夫や、豊富な運動量が得られる

指導法の研究を重ね、児童が楽しみながら運動に取り組めるように

努めていく。 

●結果と概要／ 

男女ともに長座体前屈、20ｍシャトルラン、50ｍ走、立ち幅とびの4種目で全国

平均・大阪市平均を上回った。また、男子は、上体起こし、ソフトボール投げ、体力

合計点の３種目も全国平均・大阪市平均を上回り、反復横とびは大阪市平均を上

回った。女子は、上体起こし、体力合計点の２種目で大阪市平均を上回った。一

方、握力は、男女とも全国平均・大阪市平均を下回っており、女子においては、反

復横とび、ソフトボール投げも全国平均・大阪市平均を下回る結果となった。筋力、

敏捷性、投げる能力が課題である。 

児童質問紙における「運動やスポーツをすることは好きですか」に肯定的回答

をした児童は、男子で 95％で全国平均・大阪市平均を上回ったが、女子は

65.9%で全国平均・大阪市平均を下回る結果となった。1 週間の総運動時間に

ついて、男子は 60分未満が8.1%、420分以上が 62.2%で、共に全国平均・大

阪市平均を上回った。女子は 60 分未満が 22.5%で全国平均・大阪市平均を下

回った。また 420 分以上が 52.5%で大阪市平均を下回った。また、新型コロナウ

イルス感染症の影響前との運動やスポーツをする時間の変化を見ると、男子は以

前より取り組む時間が増えたと 37.5%が回答し、全国平均・大阪市平均を上回っ

た。女子は、変化がないと 47.5%が回答し、全国平均・大阪市平均を上回った。 

学校の特色  

瓜北フェスティバル 
各クラスで自分たちで考え、ゲーム等の出し

物をします。児童は縦割り班でいろいろなクラ

スを回ります。高学年の児童は低学年の児童

を引率し、説明をしたり、いっしょに遊んだりし

ます。子どもたちのお祭りということで、準備

から片付けまで自分たちが行います。 

 

 

作品展 
本校では毎年作品展を行います。 

全学年の作品が講堂に展示されます。どの学年の

どの児童も工夫した楽しい作品になっています。１年

生から６年生までの作品を一堂に展示することで、

児童の成長の過程も感じられます。生涯学習ルーム

からの展示もあります。 

 

地域とのふれあい活動 
低学年を中心に地域の

方々とのふれあい活動を

行っています。 

紙ねんどや糸電話の作り

方を教えていただいた

り、いっしょに作ってもらっ

たりします。       

児童は歌やリコーダーの

演奏を披露します。 

全校オリエンテーリング 

瓜北フェスティバルと同じ

縦割り班で公園を回りま

す。クイズラリーを班ごとで

行い、交流を深めます。高

学年の児童が低学年の児

童にいろいろなことを教えます。 
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大阪市立 瓜瓜破破北北  小学校 

 

 

 

 
〒547-0024 大阪市平野区瓜破 1-8-33 

 
☎ 06-6709-0360 � 06-6799-0464 

 
永田 晶  昭和 4４年 

 http://swa.city-osaka.ed.jp/swas/index.php?id=e751731 

� 教育目標（校訓）  
「強く 正しく」 

� 教育方針（めざすこども像）  
･ 自ら学習し、正しく判断できる子ども 

･ 進んで心身をきたえるたくましい子ども  

･ 自他を尊重し、自ら進んで協力する子ども 

･ 情操豊かで、思いやりのある子ども 

･ ねばり強くものごとに取り組み、最後までやりぬく子ども 

� 重点目標  
「豊かな心と生きる力を育む教育活動を推進する。」 

運営に関する計画  
【概要】  

様々な教育活動を通して、多くの成功体験や達成感を伴う体験学習や指導法の工夫をさらに図り、自尊感情を高めるために、道徳心・社

会性の育成に継続して取り組む。 

安全・安心な学校をめざし、避難訓練を含めた防災・減災教育の取り組みの充実を図り、幼小連携・小中連携や地域・保護者との連携に

よる防災訓練を継続し、自己と他者の命をともに大切に守り共存していくという意識を育て、安全教育の充実に努める。 

【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年度末の児童アンケート調査で、次の各項目について「当

てはまる（どちらかといえば、当てはまる）」と答える児童の割合を

令和３年度より３ポイント以上、増加させる。 

・ 「自分にはよいところがあると思いますか」 
・ 「人の気持ちがわかる人間になりたいと思いますか」 
・ 「人の役に立つ人間になりたいと思いますか」 
・ 「学校へ行くのが楽しい」 

【【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】】  

○ 令和７年度末保護者アンケートにおける「学校で学習したことを

理解している」の項目について、「当てはまる（どちらかといえば、

当てはまる）」と答える割合を令和３年度より３ポイント以上、増加

させる。 

○ 令和７年度末児童アンケートにおける「学校の勉強は、わかりや

すい」の項目について、「当てはまる（どちらかといえば、当てはま

る）」と答える児童の割合を令和３年度より３ポイント以上、増加さ

せる。 

○ 令和７年度末児童アンケートにおける「手洗い、うがい、歯みがき

をしっかりして、健康に気をつけている」の項目について、「当ては

まる（どちらかといえば、当てはまる）」と答える児童の割合を令和

３年度より３ポイント以上、増加させる。 

【【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７年度末保護者アンケートにおける「学校は学習者用端末を

活用した学習を行っている」の項目について、「当てはまる（どち

らかといえば、当てはまる）」と答える割合を７５％以上にする。 

○ 令和７年度末児童アンケートにおける「学習者用端末を使った学

習が楽しい」の項目について、「当てはまる（どちらかといえば、

当てはまる）」と答える児童の割合を８０％以上にする。 

 

【年度目標】  
【【安安全全・・安安心心なな教教育育のの推推進進】】  

○ 令和４年度末の児童アンケート調査で、次の各項目について

「当てはまる（どちらかといえば、当てはまる）」と答える児童の

割合を前年度より増加させる。 

・ 「自分にはよいところがあると思いますか」  
・ 「人の役に立つ人間になりたいと思いますか」 
・ 「人の気持ちがわかる人間になりたいと思いますか」 
・ 「学校へ行くのが楽しい」   

【【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】】  

○ 令和４年度末保護者アンケートにおける「学校で学習したこと

を理解している」の項目について、「当てはまる（どちらかとい

えば、当てはまる）」と答える割合を前年度より増加させる。 

○ 令和４年度末児童アンケートにおける「学校の勉強は、わかり

やすい」の項目について、「当てはまる（どちらかといえば、当

てはまる）」と答える児童の割合を前年度より増加させる。 

○ 令和４年度末児童アンケートにおける「手洗い、うがい、歯み

がきをしっかりして、健康に気をつけている」の項目について、

「当てはまる（どちらかといえば、当てはまる）」と答える児童の

割合を前年度より増加させる。 

 

【【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年度末保護者アンケートにおける「学校は学習者用端

末を活用した学習を行っている」の項目について、「当てはま

る（どちらかといえば、当てはまる）」と答える割合を５０％以

上にする。 

○ 令和４年度末児童アンケートにおける「学習者用端末を使った

学習が楽しい」の項目について、「当てはまる（どちらかとい

えば、当てはまる）」と答える児童の割合を７０％以上にする。 

 

本校は昭和44年に瓜破小学校から分離独立し、今年で創立5４周年を迎えました。本校の校舎配置には特徴があ

り、南北の校舎の中央にプールが位置しています。玄関や講堂前の花壇には、四季折々の花が学校を彩っています。そ

のような整備された環境の中、全校児童３７６名が元気に学校生活を送っています。本年度は、「国語」を重点教科に

据え、「主体的に学び、自分の考えを表現できる児童の育成」を研究主題として国語科を中心に学力の向上を図って

います。さらに、自尊感情を高めることも、教育活動の柱としています。学習面では、児童一人一人の基礎・基本の定着

を大切にした学習方法・学習形態を工夫しながら学力の向上に取り組んでいます。教室での学習だけでなく、縦割り活

動や地域とのふれあい活動、様々な体験活動等、あらゆる機会を通して、豊かな心や自分も他の人も大切にできる心

を育んでいます。今後も地域や保護者の皆様と連携し、教職員一同子どもたちの健やかな成長のために尽力してまいりますので、本校の教

育活動推進にご理解とご協力をよろしくお願いいたします。 

校長 永田 晶  

住所 

連絡先 

校長 開校 
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●結果と概要／ 

男女ともに長座体前屈、20ｍシャトルラン、50ｍ走、立ち幅とびの4種目で全国

平均・大阪市平均を上回った。また、男子は、上体起こし、ソフトボール投げ、体力

合計点の３種目も全国平均・大阪市平均を上回り、反復横とびは大阪市平均を上

回った。女子は、上体起こし、体力合計点の２種目で大阪市平均を上回った。一

方、握力は、男女とも全国平均・大阪市平均を下回っており、女子においては、反

復横とび、ソフトボール投げも全国平均・大阪市平均を下回る結果となった。筋力、

敏捷性、投げる能力が課題である。 

児童質問紙における「運動やスポーツをすることは好きですか」に肯定的回答

をした児童は、男子で 95％で全国平均・大阪市平均を上回ったが、女子は

65.9%で全国平均・大阪市平均を下回る結果となった。1 週間の総運動時間に

ついて、男子は 60分未満が8.1%、420分以上が 62.2%で、共に全国平均・大

阪市平均を上回った。女子は 60 分未満が 22.5%で全国平均・大阪市平均を下

回った。また 420 分以上が 52.5%で大阪市平均を下回った。また、新型コロナウ

イルス感染症の影響前との運動やスポーツをする時間の変化を見ると、男子は以

前より取り組む時間が増えたと 37.5%が回答し、全国平均・大阪市平均を上回っ

た。女子は、変化がないと 47.5%が回答し、全国平均・大阪市平均を上回った。 

学校の特色  

瓜北フェスティバル 
各クラスで自分たちで考え、ゲーム等の出し

物をします。児童は縦割り班でいろいろなクラ

スを回ります。高学年の児童は低学年の児童

を引率し、説明をしたり、いっしょに遊んだりし

ます。子どもたちのお祭りということで、準備

から片付けまで自分たちが行います。 

 

 

作品展 
本校では毎年作品展を行います。 

全学年の作品が講堂に展示されます。どの学年の

どの児童も工夫した楽しい作品になっています。１年

生から６年生までの作品を一堂に展示することで、

児童の成長の過程も感じられます。生涯学習ルーム

からの展示もあります。 

 

地域とのふれあい活動 
低学年を中心に地域の

方々とのふれあい活動を

行っています。 

紙ねんどや糸電話の作り

方を教えていただいた

り、いっしょに作ってもらっ

たりします。       

児童は歌やリコーダーの

演奏を披露します。 

全校オリエンテーリング 

瓜北フェスティバルと同じ

縦割り班で公園を回りま

す。クイズラリーを班ごとで

行い、交流を深めます。高

学年の児童が低学年の児

童にいろいろなことを教えます。 
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