
 

 

 

R3年度「全国学力・学習状況調査」 
国語 算数  

６０ ６７ 平均正答率（％） 

 

●結果と概要／ 

国語の平均正答率は、大阪市平均より 2 ポイント、全国平均より 7.8 ポイント、算数の平均正答率は、大阪市平均より５ポイント、全国平均よ

り 6.6 ポイント下回っている。平均無解答率も３～4 ポイント高くなっている。 

●取組の成果と課題／ 

【国語】領域別にみると、「話すこと・聞くこと」「書くこと」は大阪市平均まで近づいてきた。大阪市学力向上推進事業モデル校になり読解力の

向上に向けた授業改善を組織的に取り組んできた成果と考えられる。今後も系統的に読解力の向上に向けて取り組みを継続していく必要

がある。 

【算数】すべての領域において大阪市平均、全国平均を下回っていた。しかし、「量と測定」「図形」は問題を読み取ることができ、比較的正答率

が高かった。「数と計算」の正答率が大きく全国平均より下回っていた。四則計算等のルールの未定着や活用できるまでの反復練習の不足

があると考えられる。 

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 16.81 17.03 37.71 32.87 25.06 9.70 165.06 16.94 49.10 

女子 17.31 17.80 39.24 39.74 21.77 9.66 163.09 13.66 53.56 
 

●結果と概要／ 

今年度、男子・女子ともに体力合計点は全国、大阪市の平均より上回った。 

種目別では、上体起こし、長座体前屈、立ち幅とびが男女ともに全国、大阪市の平均を上回った。握力、２０ｍシャトルランが全国、大阪市の平

均より下回っていた。 

●取組の成果と課題／ 

年間を通し毎週木曜日の集会活動でさまざまな運動遊びを取り入れた。また、「かけ足タイム」や「なわとび集会」など冬期に体力づくりを目

的とした取り組みを実施してきた。このような活動や日々の休み時間の外遊びを通して子どもたちは意欲的に運動遊びに親しむことができてお

り、体力合計点で男女ともに全国平均・大阪市平均を上回ることができた。 

質問紙調査から、「運動やスポーツが好きですか。」「運動やスポーツは大切だと思いますか。」の項目も全国平均・大阪市平均を上回ってい

る。今後もこのように運動が好きな子どもを育て、楽しみながら体力づくりが環境を作っていく必要がある。 

学校の特色 

学力向上 

言語力・表現力を軸

に主体的に学ぶ子どもを

育てていくために、指導の

工夫について研究を進め

ています。また、ICT 機器

を活用して、わかりやすい

授業を行っています。昨年

度、整備された一人一台

のタブレット端末で、調べ

学習や植物の成長を写真で記録するなどしています。 

読書活動  

本校では週 1 回、朝の時

間に読書タイムを設けてい

ます。また、図書委員会の子

どもたちとで、20 分休憩

（10：30～10：50）と昼休

憩（1：10～1：30）の間、図

書館開放をしています。本に

親しめる場があり、子どもたちは喜んで図書館に行っています。ま

た、毎月交代で、先生のおすすめする本を紹介しています。 

児童会活動 

児童会活動として放送、体

育、保健、図書、集会、環境、

給食、代表の８つの委員会が

活発に活動を行っています。

保健委員会では「手洗い週

間」、代表委員会は「校内安

全週間」を実施し、校内安全

を推進しています。 

異学年交流 

毎週木曜日に児童

集会で異学年との活

動を実施し、なかよく

学校生活を送るように

指導しています。 
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〒547-0034 大阪市平野区背戸口 1-5-22 

 
☎ 06-6702-3661 � 06-6797-3168 

 
藤原 義裕  昭和 63年度 

 
http://swa.city-osaka.ed.jp/swas/index.php?id=e751743 

� 教育目標  
様々な交流活動を通して、心豊かで、たくましい子どもを育てる  

� 重点目標  
学び合い・支え合い・笑顔があふれる子どもの育成 

� 教育方針  
生きる力の基礎となる、基本的生活習慣の定着と自尊感情の向上を図りながら、確かな学力と豊かな心、健やかな体を育む。 

運営に関する計画  
【概要】  
本校の研究課題である国語科の指導の充実、ＩＣＴ機器の活用を重点的に取り組んでいく。 

家庭学習の習慣化のために、家庭での子どもたちへの働きかけや、意欲をもって家庭学習に取り組むための支援を行っていく。 

【中期目標】 
【安全・安心な教育の推進】 

・小学校学力経年調査における「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」に対して肯定的

な思うと回答する児童の割合を６

０％以上にする。 

・年度末の校内調査において、不登校

児童の在籍比率を前年度より減少さ

せる。 

・年度末の校内調査において、前年度

不登校児童の改善の割合を増加させ

る。 

【未来を切り拓く学力・体力の向上】 

・小学校学力経年調査における「学級の友達との間で話し合う活動を通じて、自分の考えを深めたり、広げたりす

ることができていますか。」に対して、最も肯定的な「思う」と回答する児童の割合を５０％以上にする。 

・小学校学力経年調査における、国語および算数の平均正答率の対全国比を、同一母集団において経年的に比

較し、いずれの学年も毎年３ポイントずつ向上させる。 

・小学校学力経年調査における「外国語（英語）の勉強は好きですか」に対して、肯定的に回答する児童の割合を

７０％以上にする。 

・小学校学力経年調査における「運動（体を動かす遊びを含む）やスポーツは好きですか」に対して最も肯定的な

「好き」と回答する児童の割合を４０％以上にする。 
【年度目標】  
【安全・安心な教育の推進】 

・小学校学力経年調査における「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４０％以上に

する。 

・年度末の校内調査において、不登校児童の在籍比

率を前年度より減少させる。 

・年度末の校内調査において、前年度不登校児童の改

善の割合を増加させる。 

【未来を切り拓く学力・体力の向上】 

・小学校学力経年調査における「学級の友達との間で話し合う活動を通じて、自分の考えを深めたり

広げたりすることができていますか」に対して、最も肯定的な「思う」と回答する児童の割合を３０％以

上にする。 

・小学校学力経年調査における、国語および算数の平均正答率の対全国比を、同一母集団において

経年的に比較し、いずれの学年も前年度より３ポイント向上させる。 

・小学校学力経年調査における「外国語（英語）の勉強は好きですか」に対して、肯定的に回答する児

童の割合を６０％以上にする。 

・小学校学力経年調査における「運動（体を動かす遊びを含む）やスポーツは好きですか」に対して最

も肯定的な「好き」と回答する児童の割合を３０％以上にする。 

本校は昭和６３年４月１日に、平野西小学校より分離独立し、児童数３５０名、教職員数３６名の新しい学校、新平野西小学

校として生まれました。「どこにも負けないすばらしい学校、立派な学校を創ろう」という地域・ＰＴＡの皆様の熱意、子どもた

ちや教職員の意欲に支えられ、新設校としてスタートを切りました。それから３０年、私たちの新平野西小学校は、多くの皆様

方の本校教育に寄せる熱い思いに励まされながら、その歴史を刻んでまいりました。この間、地域や保護者の皆様の温かい

心を一杯に受け、素直でやさしく育った子どもたちは、私たちの誇りとするところであります。 

コロナ禍で制限された中で、様々な体験活動や一人一台のタブレット端末等を使った学習活動に取り組んでまいります。

また、保護者・地域の方々の協力のもと、教職員が心ひとつにして子どもたちの、学力の向上、豊かな心の育成を図ります。

今後ともどうぞよろしくお願いします。 

                                                                                 校 長  藤原 義裕 

住所 

連絡先 

校長 開校 

ＵＲＬ 
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R3 年度「全国学力・学習状況調査」 
国語 算数  

６０ ６７ 平均正答率（％） 

 

●結果と概要／ 

国語の平均正答率は、大阪市平均より 2 ポイント、全国平均より 7.8 ポイント、算数の平均正答率は、大阪市平均より５ポイント、全国平均よ

り 6.6 ポイント下回っている。平均無解答率も３～4 ポイント高くなっている。 

●取組の成果と課題／ 

【国語】領域別にみると、「話すこと・聞くこと」「書くこと」は大阪市平均まで近づいてきた。大阪市学力向上推進事業モデル校になり読解力の

向上に向けた授業改善を組織的に取り組んできた成果と考えられる。今後も系統的に読解力の向上に向けて取り組みを継続していく必要

がある。 

【算数】すべての領域において大阪市平均、全国平均を下回っていた。しかし、「量と測定」「図形」は問題を読み取ることができ、比較的正答率

が高かった。「数と計算」の正答率が大きく全国平均より下回っていた。四則計算等のルールの未定着や活用できるまでの反復練習の不足

があると考えられる。 

R3 年度「全国体力・運動能力、運動習慣等調査」 
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長座体前屈
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反復横とび

（回） 
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ラン（回） 

５０ｍ走 

（秒） 
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（㎝） 

ボール投げ

（ｍ） 

合計 

得点（点） 

男子 16.81 17.03 37.71 32.87 25.06 9.70 165.06 16.94 49.10 

女子 17.31 17.80 39.24 39.74 21.77 9.66 163.09 13.66 53.56 
 

●結果と概要／ 

今年度、男子・女子ともに体力合計点は全国、大阪市の平均より上回った。 

種目別では、上体起こし、長座体前屈、立ち幅とびが男女ともに全国、大阪市の平均を上回った。握力、２０ｍシャトルランが全国、大阪市の平

均より下回っていた。 

●取組の成果と課題／ 

年間を通し毎週木曜日の集会活動でさまざまな運動遊びを取り入れた。また、「かけ足タイム」や「なわとび集会」など冬期に体力づくりを目

的とした取り組みを実施してきた。このような活動や日々の休み時間の外遊びを通して子どもたちは意欲的に運動遊びに親しむことができてお

り、体力合計点で男女ともに全国平均・大阪市平均を上回ることができた。 

質問紙調査から、「運動やスポーツが好きですか。」「運動やスポーツは大切だと思いますか。」の項目も全国平均・大阪市平均を上回ってい

る。今後もこのように運動が好きな子どもを育て、楽しみながら体力づくりが環境を作っていく必要がある。 

学校の特色 

学力向上 

言語力・表現力を軸

に主体的に学ぶ子どもを

育てていくために、指導の

工夫について研究を進め

ています。また、ICT 機器

を活用して、わかりやすい

授業を行っています。昨年

度、整備された一人一台

のタブレット端末で、調べ

学習や植物の成長を写真で記録するなどしています。 

読書活動  

本校では週 1 回、朝の時

間に読書タイムを設けてい

ます。また、図書委員会の子

どもたちとで、20 分休憩

（10：30～10：50）と昼休

憩（1：10～1：30）の間、図

書館開放をしています。本に

親しめる場があり、子どもたちは喜んで図書館に行っています。ま

た、毎月交代で、先生のおすすめする本を紹介しています。 

児童会活動 

児童会活動として放送、体

育、保健、図書、集会、環境、

給食、代表の８つの委員会が

活発に活動を行っています。

保健委員会では「手洗い週

間」、代表委員会は「校内安

全週間」を実施し、校内安全

を推進しています。 

異学年交流 

毎週木曜日に児童

集会で異学年との活

動を実施し、なかよく

学校生活を送るように

指導しています。 
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