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� 教育目標       「「自自らら考考ええ、、正正ししくく判判断断ししてて実実行行すするる、、心心身身ととももににたたくくままししいい子子どどももをを育育ててるる」」  

� 重点目標  
１ 学力の向上を図る 

２ 道徳心・社会性を育てる 

３ 健康・体力を保持増進する 

４ 地域と共生する 

� 教育方針（めざす子ども像）  
か ・・・ 考えて行動する 

わ ・・・ 笑いがいっぱい 

な ・・・ なにがあってもあきらめない 

べ ・・・ 勉強をがんばる子 

運営に関する計画  
【概要】  
○ 児童は自信がなく、自己肯定感が低い状態である。自信を持って取り組める児童の育成が必要である。また、運動場が 

広いにもかかわらず、体力が全国体力運動能力調査の結果から、大阪府全体の体力平均より下回る状態である。 

○ 学力が大阪市学力経年調査の結果から全市平均より下回る結果となっているため、基礎基本から身につけさせていく必要がある。 

【年度目標】  

 

本校は、今年度で創立 4４年目を迎えた市内では比較的新しい学校です。『自ら考え、正しく考え、正しく判

断して実行する、心身ともにたくましい子どもを育てる』を教育目標に、校名「かわなべ」の各文字をとって「考

えて行動する」「笑いがいっぱい」「何があってもあきらめない」「勉強をがんばる

子」を『めざす児童像』として掲げ、日々の教育活動に力を注いでいます。 

平野区でも一番南に位置し、大和川と隣接し、また、八幡宮の杜とも接しているため、豊かな自然に恵まれ

ています。令和４年度と５年度は、体育館の建て替え工事のために、運動場が約 1/3 に狭まっています。令和

６年度（予定）には、新しくなった体育館と整備された運動場で活動できるようになります。今から楽しみで

す。また、毎日、登下校時には見守り隊の方々が見守り活動に取り組んでいただく等、地域との連携を深め、

地域で子どもを育てるという視点で、様々な川辺小学校独自の活動も充実しています。 

文科省による GIGA スクール構想により、児童 1 人に 1 台の学習者用端末が整備されました。「これからの社会が、どんなに変化して

予測困難になっても、自ら課題を見付け、自ら学び、自ら考え、判断して行動し、それぞれに思いを描く幸せを実現してほしい。そして、明る

い未来を、共に創っていきたい」という願いを胸に、子どもたちの『生きる力』の育成に向け、ICT 機器の活用も積極的にとりいれながら、

教職員が一丸となって教育活動をすすめています。                               校長  兵庫 唯史 
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校長先生からの

メッセージ  

【学びを支える教育環境の充実】 

●デジタルドリル、デジタルドリルを日々授業で活用し、1人 1台

学習者用端末等 ICT 機器を活用する。３～６年生においては、１

日１回以上、１・２年生においては、週１回以上タブレット端末を

活用する。 

緊急事態における引き渡し訓練を通して、非常災害時への危機

意識を高める。 

◆地域に開かれた学校づくりと生涯学習の支

援 

･ 図書館活動の充実に向け「ひらちゃん読書ノート」を有効

活用し、読書に興味関心を高め、よい読書習慣をつける取

組をすすめる。 

･ 地域の方と触れ合う体験活動や、地域の豊かな自然を活

用し、専門の講師を招聘して学習する取組を継続する。 

◆1 人 1 台学習者用端末等 ICT 機器を活用

し、個に応じた学習を充実させるため 、児童

が意欲的に取り組むことができるようにする 

・タブレット端末等、ICT 機器を活用し、個に応じた学習を充実

させるための電子学習教材を導入し、児童が自学自習できる学

習習慣をつける。 

 

【安全・安心な教育の推進】 

●年度末の児童アンケートにおける「自分には良いところや得

意なことがある」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。 

◆安全で安心できる学校、教育環境の実現 

･ あいさつや返事ができること、社会や学校のきまりやルー

ルを守ることを、毎月生活目標を設定したり、集会でその

意義を伝達したりする。 

･ 月１回のいじめアンケートやスクリーニング会議を実施

し、いじめや問題行動について児童の実態を把握し、早

期発見・早期対応・早期解決につとめる。 

･ 防災訓練や不審者対応訓練、緊急事態における引き渡

し訓練を通して、非常災害時への危機意識を高める。 

◆道徳心・社会性の育成 

･ 道徳の授業を充実させ、互いの違いを認め合い、友達を

大切にする心情を育てる。 

･ 児童の良いところや達成できたところを見つけて認め、

自己有用感を高める。 

･ 授業のユニバーサルデザイン化に向け学習環境を

整備し、児童が見通しをもって学習活動に取り組

み、「分かる・できる・楽しい」授業づくりを工夫す

る。 

【未来を切り拓く学力・体力の向上】 

●「授業はよくわかる」に対して、最も肯定的に回答する児童の

割合を５０％以上にする。 

●「運動（体を動かす遊びを含む）やスポーツをすることは好き

ですか」に対して、最も肯定的な「好き」を回答する児童の割合

を２５％以上にする。 

◆子ども一人ひとりの状況に応じた学力向上へ

の取組 

･ 「主体的・対話的で深い学び」の視点から、話し合う活動

を通じて、自分の思いや考えを、深めたり広げたりする学習

を実施する。 

･ 授業のユニバーサルデザイン化に向け学習環境を整備し、

児童が見通しをもって学習活動に取り組み、「分かる・でき

る・楽しい」授業づくりを工夫する。 

◆健康や体力を保持増進する力の育成 

・児童が楽しく意欲的に体力向上に取り組み、運動に対する

興味を高めるように、体育集会（短なわ集会・かけ足大会）を充

実させる。 

・「早寝・早起き・朝ごはん」の基本的な生活習慣の確立と食

育の充実によって、健全な心と体をつくる取組をすすめる。 
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令和３年度「全国学力・学習状況調査」 
国語 算数  

54 63 平均正答率（％） 

 

●結果と概要／ 

 国語科の平均正答率は、54％で大阪市の平均正答率より 9％下回り、算数科の平均正答率が 63％で大阪市の平均正答率より 6％下回った結果となっ

た。 また平均無回答率については、国語科は、3.6％で、大阪市の平均無回答率より 0.2％高く、算数科では、2.0％であり、大阪市の平均無回答率より 0.4％

低い結果となった。 

●取組の成果と課題／ 

【国語】では、「書くこと」の平均正答率が 45％で全国平均より 15.7％下

回り、「読むこと」の平均正答率は 30.0％で全国平均より 17.2％下回って

いる。文章を読めていないため、書くことが難しくなっていると考えられる。短

文では書けるが、文章で書くことが難しい傾向にあるため、「書くこと」の力

をつけていけるよう、書く機会を多く持つようにする必要がある。無回答率に

ついては、全国平均より低くなっており、問題に解答しようとする意欲が身に

ついてきている結果が表れている。 

【算数】では、「図形」の平均正答率が 47.5％と、全国平均よりも 10.4％

下回り、複数の図形を組み合わせた図形の面積について、量の保存性や量

の加法性を基に捉えて比べることが難しい児童が多かった。「データの活

用」においては、平均正答率が66.0％と全国平均を 10％下回っていた。身

の回りの事象について、統計的に問題解決するために、集めるべきデータや

比較の仕方が身についていないと考えられる。データを整理したり、表やグ

ラフからデータの特徴や傾向を読み取ったりすることが難しい状況にあった

ので、今後の学習の中で、データ活用の機会を多く持つ必要があると考えら

れる。 

無回答率は、2.0％で全国平均の 2.6％より低くなっている。算数科も、問題に

解答しようとする意欲が身についてきている結果が表れている。 

【今後の取り組み】国語科を研究教科として、大阪市教育研究会国語部の先

生に来ていただいて、授業改善に向けた指導助言や校内研修等の支援などを

行ってもらっている。教育委員会からの「学力向上支援事業」の訪問では、基礎

的・基本的な学習内容の理解度を把握し、個に応じた支援や授業改善につい

て教員に指導をしてもらい、授業を進めている。授業を中心とし、様々な教育活

動の中で児童一人一人が自分の考えをもち、互いに交流する場を多く取り入

れ、主体的・対話的で深い学びを進めている。学力向上に向けた研修を重ねる

ことで、さらに教員の指導力を磨き、根拠や理由を表現できる児童の育成を図

り、学力向上に努めていく。 

 今後も、15 分間のモジュール学習を行い、漢字や計算等の基礎・基本の内容

の定着や既習内容の復習等に取り組んだり、校内の掲示物を工夫したり、学力

の向上に努めていく。家庭には、今回の児童質問紙からうかがえる実態を機会

あるごとに伝え、その課題解決のための協力を得ていくようにする。 

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 16.17 17.16 34.65 37.47 37.44 9.76 148.52 19.59 49.53 

女子 15.79 17.95 34.83 33.79 29.05 9.94 135.27 12.02 49.29 
 

●結果と概要 

体力合計点の結果から、男子は全国・大阪市の平均を 1.26 ポイント下回

り、女子は、全国平均より 3.52 ポイント下回る結果であった。 それぞれの種

目の結果から、男子は「握力」「立ち幅とび」は大阪市の平均を上回り、「長

座体前屈」においては、全国・大阪市の平均を上回ることができた。女子は、

大阪市の平均に近いもののすべての種目で下回り、「20ｍシャトルラン」「立

ち幅とび」では5.33～5.5ポイント大阪市平均を下回る結果となった。 質問

項目の「運動やスポーツをすることは好きですか」の肯定的回答は、男子が

84.7％で大阪市の平均を 5.1 ポイント下回り、女子は 81.4％で大阪市の

平均を 2.2 ポイント上回る結果となった。運動をすることが嫌いな理由とし

て、男子は「けがをすることがこわいから」、女子は「汗をかくことがいやだか 

ら」といったことが大阪市・全国の平均から大きく差があり顕著に表れている。

「１週間の総運動時間が60分未満の児童の割合」は、男子が11.1％で大阪

市平均より 2.1 ポイント少ないものの、女子は 27.9％で大阪市平均を 6.4ポ

イント多い結果となり、普段の運動量に結果が伴っていることがわかる。 

●取組の成果と課題 

本校には、広い運動場があり、運動・スポーツの好きな児童が多く、休み時間に、

運動場で遊ぶ児童が多い。令和３年度は、全校児童の取り組みとして、なわとび

集会、なわとび大会、かけあし集会を計画・実施した。それぞれの取り組みの前

には、取り組み強化週間を設け、児童の取り組む意欲を高めた。               

今後も、体育科の授業の中で、持久性・柔軟性・瞬発性がより向上するように努

め、児童の達成感や意欲を高める取り組みを進めていく。 

学校の特色 

学力向上（English タイム・デジタル教科書・読書タイム・漢字で GO!） 

令和２年度からの新学習指導要領完全実施に伴い、5・6 年生は教科として「英語」が必修科目と

なり、3・4 年生も「外国語活動」という体験型の学習がスタートしました。「話す」「聞く」の活動に

加えて、「英語」の教科では「読む」「書く」の学習も５年生から学習内容に含まれます。外国語活

動教育の充実に向けては、地域の日本語学校より外国人講師を招き、ネイティブな英語に触れるこ

とで、外国語を楽しみ、慣れ親しむ活動から進めています。 

ICT機器を活用した教育として、１人１台のタブレット端末を使った学習を行っています。デジタル

教材や、デジタル教科書を活用したり、講師を招聘して、プログラミング学習や情報モラル教育に

取り組んだりして、新たな学習にチャレンジします。 

また、朝の時間に読書タイムを取り入れ、自ら読書ができるように「ひらちゃん読書ノート」の活用

を推進しています。また、自ら学ぶ姿勢を育むよう「かんじでＧＯ！」と称して漢字の取組を行い、児

童朝会では各学年の漢字学習をがんばった児童に合格証を授与しています。 

地域と共に学ぶ活動 

各学年の学習園では、発達段階 

に応じて植物を育てて収穫も行っ 

ています。 

運動会前には地域の方から「河内音頭」の盆踊りも教えていただき、全校児童で踊ります。 

本校ならではの充実した環境を最大限に生かしながら、今後も様々な活動を進めています。 

＊１年：昔あそび、幼稚園・保育所との交流 

＊２年：サツマイモ栽培、まち探検、交流給食 

＊３年：綿づくり・綿つみ・綿くり活動、七輪体験 

＊４年：車いす体験、水辺の教室 

＊５年：地域探検学習、 胸花教室、 お米について 

＊６年：長吉川辺遺跡から学ぶ 

体力向上 

みんなで楽しくスポーツに取り組む

ことができるように、体育集会を行

い、体力向上・健康増進に力を入

れています。広々とした運動場と大型遊具や小山もあり、

遊びを満喫しながら運動能力を高めることができます。 

休み時間は学年ごとにルールを決めてボール遊びが自

由にできるようにしています。25ｍプールと小プールの２

つあるのも本校の特徴です。 

活動内容によって使い分けて 

います。堤防では「かけあし集会」 

を実施し、持久力をつけています。 

 

自然環境を生かした教育活動 

日常的に、児童たちが緑地帯やプール

周辺の青々と茂った芝生で遊ぶ姿が見受けられます。ま

た、学習活動としても、自然環境をフルに生かした楽しい

活動が盛りだくさんです。低学年を中心に、生活科の一

環としてビオトープで生き物を捕まえたり、観察したりし

ています。毎年、４年生が、地域の方々や区役所、環境局

など多くの支援を受けて大和川について学ぶ「水辺の

教室」で水質検査をしたり、大和川にいる生き物を観察

したりします。また、校内の「生き物探し」にチャレンジし、

自然観察学習を深めています。 
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