
 

 

 
 

R3年度「全国学力・学習状況調査」 ※令和３年度は英語の調査は実施しておりません。 
国語 数学 英語  

５３ ４３ ― 平均正答率（％） 

  

● 結果と概要／ 

国語では、平均正答率はすべての領域において全国平均を

下回っている。中でも、「書くこと」については自分の考えや文章

の要約などに弱さが目立つ結果となった。授業ではもちろんの

こと、授業以外でも、新聞や本を読み、その内容を要約したり自

分の考えをまとめたりして、書く習慣を身につけなければならな

い。 

数学では、平均正答率はすべての領域において全国平均を

下回っている。特に「数と式」は、基本的な計算問題の出題も多

く、取りこぼしたくないところである。計算問題を繰り返し練習し、

計算力を定着させることが不可欠である。 

● 取組の成果と課題／ 

放課後学習会やテスト前学習会に主体的に参加し学習する生徒がみ

られ、学習に対する意識は向上しつつある。各学年において適宜補充学

習会を実施し、３年生では１１月からは毎週水～金曜日に学校元気アッ

プ地域コーディネーターによる放課後学習会も実施し、図書館の利用者

も増加傾向にある。しかし、日々の家庭学習や読書の習慣についてはな

かなか定着には至らず、宿題等課題の工夫に引き続き取り組む。また、

授業の中で予想・実験・考察の機会を多く持たせるなど、「根拠を示して

自分の意見を発表する」ことや話し合い考えを深める機会を積極的に設

けるなど、主体的で対話的な活動に取り組み、「深い学び」につなげてい

く。また、ＩＣＴの効果的活用をすすめ、授業づくり、授業改善に取り組んで

いく。 

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 31.18 26.51 43.86 51.06 84.42 7.92 202.40 18.85 43.45 

女子 25.57 23.67 43.77 46.62 43.63 9.31 179.96 11.46 48.66 

 

● 成果と課題／ 

日々の授業の補強運動の充実と、過去の新体力テストのデー

タを有効活用して、意欲的に授業に取り組ませた。その結果、男

女ともに体力合計点において大阪市平均、全国平均を上回るこ

とができた。また、男女ともに握力、上体起こし、２０ｍシャトルラン

は大阪市平均、全国平均を上回り、「筋力」、「全身持久力」、

「粘り強さ」が備わっている生徒が多いと考えられる。一方、ハン

ドボール投げにおいては男女とも大阪市平均、全国平均ともに

大きく下回る結果となり、前年度に引き続き、「投げる力」の向上

が課題であることがわかった。 

● 今後に向けて／ 

 前回の２０１９年度の調査と比べ、全国小中男女ともに体力合計点が

低下したことは、やはり新型コロナウイルス感染拡大による学校活動の制

限が大きな原因だと考えられる。その一方で、平日１日あたりのテレビ、ス

マートフォン、ゲーム機などによる映像の視聴時間が増加していることも

大きな問題だととらえている。今後は本校においても、新型コロナウイルス

感染拡大防止に努めるとともに、保健体育の授業の工夫・改善を図り、

生徒の興味・関心・意欲を引き出す取り組みを推進していくことが必要だ

と考えられる。 

♪ 学校の特色 ♪ 
授授業業をを大大切切にに、、部部活活動動やや行行事事でではは生生徒徒がが主主体体的的にに取取りり組組みみ成成果果をを上上げげてていいまますす。。  

保保護護者者、、地地域域、、関関係係諸諸機機関関のの皆皆様様ののごご協協力力ののももとと、、職職場場体体験験やや「「生生きき方方学学習習」」「「職職業業講講話話」」ななどどキキャャリリアア教教育育にに力力をを入入れれてていいまますす。。  

ままたた、、令令和和元元年年度度にに給給食食調調理理室室がが完完成成しし、、自自校校調調理理のの給給食食をを提提供供ししてていいまますす。。 

体育大会 
生徒主体で運営

します。  
胸を張って入場

する姿や、力いっ

ぱい競技、応援す

る姿、懸命に役割

を果たす姿に感動

します。 

修学旅行・一泊移住 
例年、３年生では

修学旅行、１年生

では一泊移住と泊

行事を実施してい

ます。それぞれが役

割を果たし、マナー

とルールを守り、ともに助け合い思いや

りを持って行動する集団づくりに取り組

んでいます。 

マラソン大会 
1・2 年生は、例年長居

の陸上競技場で、マラソ

ン大会、駅伝大会を実施

しています。完走めざして

練習を重ね大会に挑みま

す。当日は保護者の方も

周回路で見守っていただ

いたり、応援に駆け付けて

くださったり、盛り上げて

いただいています。 

キャリア教育・体験学習 
企業、関係機関、地域、保護者の皆様のご協力により、発達段

階に応じたキャリア教育の体験学習に力を入れて取り組んでい

ます。  

例年、「生き方学習」「職業講話」「着こなしセミナー」等で講

話を聞いたり、職場体験学習を行ったりしています。  

⚽ 部活動 � � 卒業後の進学先【R３年度卒業者数 154名】（ ）内の数字は進学者数を示す 
【運動部】 

野球・柔道・水泳・サッカー・

バスケットボール・男子ハン

ドボール・女子バドミントン・ 

女子バレーボール 

  

【文化部】 

家庭科・美術・ 

吹奏楽・放送・ 

園芸  

公立高校等 (26)東住吉総合 (11)長吉 (7)松原(5)東住吉 (4)今宮工科  

(3)都島工業 (3)平野 (3)藤井寺  

(２名以下) 天王寺 大手前 生野 清水谷 住吉 夕陽丘 阿倍野 阪南 八尾 大塚  

大阪府教育センター附属 大阪ビジネスフロンティア 咲くやこの花 工芸 農芸  

泉尾工業 布施工科 布施北 桜宮 摂津 柴島 八尾北 八尾翠翔 大正白稜  

桃谷 東住吉支援 なにわ支援 

私立高校等 (4)大阪学芸 (4)あべの翔学 (4)大阪産大 (3)金光藤蔭 (3)アナン学園 

           (２名以下) 興國 清風 明星 金襴会 明浄学院 香ケ丘リベルテ 大阪偕星学園  

阪南大学 大阪商大 大阪商大堺 大阪桐蔭 大阪夕陽丘学園 近畿大学 清明学院 

精華 四條畷学園 常翔学園 太成学院 東大阪敬愛 桃山学院 大阪金剛 関西情報

大阪情報コンピュータ YMCA 学院 ルネサンス大阪 天王寺学館 類学舎 
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大阪市立 摂摂陽陽  中学校 

 

 
 

 
〒547-0033 大阪市平野区平野西 3-4-7 

 
☎ 06-6702-0324 � 06-6797-8120 

 
岡本 英三  昭和 22年度 

（東住吉第一中学校として。昭和２４年度より

摂陽中学校と改称） 
 

有  

 
http://swa.city-osaka.ed.jp/swas/index.php?id=j752720 

� 教育目標  
･ 学ぶ意欲を高め、確かな学力の定着をめざす 

･ 自律心を養い規範意識を高め、健康でたくましい生徒を育てる 

･ 自他を思いやる心を育み、自尊感情を高める  

� 教育方針  
「明朗・温雅・自律・友愛」を信条とし、明るくおおらかで、自他を尊

重し、自らを律し正しく行動できる生徒を育てる。 

 

『チームで取り組む、誰一人取り残さない学校』 

� 重点目標  
･ ＩＣＴ機器の活用や個に応じた指導等授業改善を進め、基礎基本の確実な定着を図る 

･ あいさつ、身だしなみや基本的生活習慣の定着を図り、家庭、地域、関係諸機関等との連携を密に健全育成に努める 

･ 部活動の活性化や保健、健康に関する啓発に努め、健康でたくましい生徒を育てる 

運営に関する計画  
【概要】  

地域、保護者等の協力を得ながら様々な体験活動等に積極的に取り組むとともに、安全安心な学校生活をおくれるようきめ細かな指導

を進めてきた結果、一定落ち着いて学習できる環境が整いつつある。 

学力・体力の向上に向けて、ＩＣＴ機器の活用、キャリア教育の充実や授業改善に向けた研究、研修等の取り組みを進めているが、生徒

アンケートの「宿題や授業の復習など家で学習している」の肯定的な回答割合が低く、学習の定着がなかなか図れていない状況にある。

主体的、対話的深い学びにむけて授業改善を進めるとともに、家庭学習用の課題設定の工夫等学習習慣の定着に向けた取り組みを進

める必要がある。 

生徒・保護者アンケートの肯定的な回答は年々上昇しているが、生徒アンケートの「学校へ行くのは楽しい」、「自分にはよいところがあ

ると思う」の肯定的な回答割合が低いので重点的に取り組む。 

【中期目標】 
【【安安全全・・安安心心なな教教育育のの推推進進】】  

●●生生徒徒アアンンケケーートトのの「「学学校校へへ行行くくののはは楽楽ししいい」」のの肯肯定定回回答答をを8800％％

以以上上ににすするる。。  

●●生生徒徒アアンンケケーートトのの「「学学校校ののききままりり・・規規則則をを守守っってていいるる」」のの肯肯定定回回

答答をを9900％％以以上上ににすするる。。  

●●生生徒徒アアンンケケーートトのの「「自自分分ににははよよいいととこころろががああるるとと思思うう」」のの肯肯定定

回回答答をを8800％％以以上上ににすするる。。  

  

【【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】】  

●●生生徒徒アアンンケケーートトのの「「ＩＩＣＣＴＴ機機器器をを使使っってて、、授授業業をを工工夫夫ししてていいるる」」のの

肯肯定定回回答答をを9900％％以以上上ににすするる。。  

●●「「学学校校園園ににおおけけるる働働きき方方改改革革推推進進ププラランン」」にに掲掲げげるる教教員員のの勤勤

務務時時間間にに関関すするる基基準準２２をを満満たたすす教教員員のの割割合合をを 7700％％以以上上ににすす

るる。。  

【【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】】  

●●全全国国学学力力・・学学習習状状況況調調査査のの平平均均正正答答率率をを大大阪阪市市平平均均以以上上ととすするる。。  

●●生生徒徒アアンンケケーートトのの「「授授業業ははわわかかりりややすすいい」」のの肯肯定定回回答答をを 8800％％以以上上ににすす

るる。。  

●●生生徒徒アアンンケケーートトのの「「宿宿題題やや授授業業のの復復習習ななどど、、家家でで学学習習ししてていいるる」」のの肯肯定定

回回答答をを 7700％％以以上上ににすするる。。  

●●全全国国体体力力・・運運動動能能力力、、運運動動習習慣慣調調査査のの体体力力合合計計点点をを市市平平均均以以上上ととすするる。。 

 
本校は、昭和 22年に東住吉第一中学校として創立、昭和 24年に摂陽中学校と改称し、地域や保護者

の皆様方の温かなご支援のもと、7６年目を迎えた伝統ある学校です。 

本校の教育方針は、「『明朗・温雅・自律・友愛』を信条とし、明るくおおらかで、自他を尊重し、自らを律

し正しく行動できる生徒を育てる」としています。その教育方針のもと、生徒にとって「出会い・自立・学びの

喜びがもてる学校」、保護者・地域にとって「期待と信頼がある学校」を目指し、教職員一同、力を合わせて

取り組んでいます。 

また、生徒会が作成した『摂陽安心ルール～「大切」３原則～』を基に、安全で安心な学校生活、学力・

体力の向上をめざし、笑顔があふれ、一人一人の活躍の場がある学校づくりに努めてまいります。 

校内で子どもたちが活動する姿は学校ＨＰ等で随時紹介させていただいております。ぜひご覧ください。  

 

 校長 岡本 英三  
 

住所 

連絡先 

校長 開校 

標準服 

ＵＲＬ 
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校長先生から

のメッセージ  
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R3年度「全国学力・学習状況調査」 ※令和３年度は英語の調査は実施しておりません。 
国語 数学 英語  

５３ ４３ ― 平均正答率（％） 

  

● 結果と概要／ 

国語では、平均正答率はすべての領域において全国平均を

下回っている。中でも、「書くこと」については自分の考えや文章

の要約などに弱さが目立つ結果となった。授業ではもちろんの

こと、授業以外でも、新聞や本を読み、その内容を要約したり自

分の考えをまとめたりして、書く習慣を身につけなければならな

い。 

数学では、平均正答率はすべての領域において全国平均を

下回っている。特に「数と式」は、基本的な計算問題の出題も多

く、取りこぼしたくないところである。計算問題を繰り返し練習し、

計算力を定着させることが不可欠である。 

● 取組の成果と課題／ 

放課後学習会やテスト前学習会に主体的に参加し学習する生徒がみ

られ、学習に対する意識は向上しつつある。各学年において適宜補充学

習会を実施し、３年生では１１月からは毎週水～金曜日に学校元気アッ

プ地域コーディネーターによる放課後学習会も実施し、図書館の利用者

も増加傾向にある。しかし、日々の家庭学習や読書の習慣についてはな

かなか定着には至らず、宿題等課題の工夫に引き続き取り組む。また、

授業の中で予想・実験・考察の機会を多く持たせるなど、「根拠を示して

自分の意見を発表する」ことや話し合い考えを深める機会を積極的に設

けるなど、主体的で対話的な活動に取り組み、「深い学び」につなげてい

く。また、ＩＣＴの効果的活用をすすめ、授業づくり、授業改善に取り組んで

いく。 

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 31.18 26.51 43.86 51.06 84.42 7.92 202.40 18.85 43.45 

女子 25.57 23.67 43.77 46.62 43.63 9.31 179.96 11.46 48.66 

 

● 成果と課題／ 

日々の授業の補強運動の充実と、過去の新体力テストのデー

タを有効活用して、意欲的に授業に取り組ませた。その結果、男

女ともに体力合計点において大阪市平均、全国平均を上回るこ

とができた。また、男女ともに握力、上体起こし、２０ｍシャトルラン

は大阪市平均、全国平均を上回り、「筋力」、「全身持久力」、

「粘り強さ」が備わっている生徒が多いと考えられる。一方、ハン

ドボール投げにおいては男女とも大阪市平均、全国平均ともに

大きく下回る結果となり、前年度に引き続き、「投げる力」の向上

が課題であることがわかった。 

● 今後に向けて／ 

 前回の２０１９年度の調査と比べ、全国小中男女ともに体力合計点が

低下したことは、やはり新型コロナウイルス感染拡大による学校活動の制

限が大きな原因だと考えられる。その一方で、平日１日あたりのテレビ、ス

マートフォン、ゲーム機などによる映像の視聴時間が増加していることも

大きな問題だととらえている。今後は本校においても、新型コロナウイルス

感染拡大防止に努めるとともに、保健体育の授業の工夫・改善を図り、

生徒の興味・関心・意欲を引き出す取り組みを推進していくことが必要だ

と考えられる。 

♪ 学校の特色 ♪ 
授授業業をを大大切切にに、、部部活活動動やや行行事事でではは生生徒徒がが主主体体的的にに取取りり組組みみ成成果果をを上上げげてていいまますす。。  

保保護護者者、、地地域域、、関関係係諸諸機機関関のの皆皆様様ののごご協協力力ののももとと、、職職場場体体験験やや「「生生きき方方学学習習」」「「職職業業講講話話」」ななどどキキャャリリアア教教育育にに力力をを入入れれてていいまますす。。  

ままたた、、令令和和元元年年度度にに給給食食調調理理室室がが完完成成しし、、自自校校調調理理のの給給食食をを提提供供ししてていいまますす。。 

体育大会 
生徒主体で運営

します。  
胸を張って入場

する姿や、力いっ

ぱい競技、応援す

る姿、懸命に役割

を果たす姿に感動

します。 

修学旅行・一泊移住 
例年、３年生では

修学旅行、１年生

では一泊移住と泊

行事を実施してい

ます。それぞれが役

割を果たし、マナー

とルールを守り、ともに助け合い思いや

りを持って行動する集団づくりに取り組

んでいます。 

マラソン大会 
1・2 年生は、例年長居

の陸上競技場で、マラソ

ン大会、駅伝大会を実施

しています。完走めざして

練習を重ね大会に挑みま

す。当日は保護者の方も

周回路で見守っていただ

いたり、応援に駆け付けて

くださったり、盛り上げて

いただいています。 

キャリア教育・体験学習 
企業、関係機関、地域、保護者の皆様のご協力により、発達段

階に応じたキャリア教育の体験学習に力を入れて取り組んでい

ます。  

例年、「生き方学習」「職業講話」「着こなしセミナー」等で講

話を聞いたり、職場体験学習を行ったりしています。  

⚽ 部活動 � � 卒業後の進学先【R３年度卒業者数 154名】（ ）内の数字は進学者数を示す 
【運動部】 

野球・柔道・水泳・サッカー・

バスケットボール・男子ハン

ドボール・女子バドミントン・ 

女子バレーボール 

  

【文化部】 

家庭科・美術・ 

吹奏楽・放送・ 

園芸  

公立高校等 (26)東住吉総合 (11)長吉 (7)松原(5)東住吉 (4)今宮工科  

(3)都島工業 (3)平野 (3)藤井寺  

(２名以下) 天王寺 大手前 生野 清水谷 住吉 夕陽丘 阿倍野 阪南 八尾 大塚  

大阪府教育センター附属 大阪ビジネスフロンティア 咲くやこの花 工芸 農芸  

泉尾工業 布施工科 布施北 桜宮 摂津 柴島 八尾北 八尾翠翔 大正白稜  

桃谷 東住吉支援 なにわ支援 

私立高校等 (4)大阪学芸 (4)あべの翔学 (4)大阪産大 (3)金光藤蔭 (3)アナン学園 

           (２名以下) 興國 清風 明星 金襴会 明浄学院 香ケ丘リベルテ 大阪偕星学園  

阪南大学 大阪商大 大阪商大堺 大阪桐蔭 大阪夕陽丘学園 近畿大学 清明学院 

精華 四條畷学園 常翔学園 太成学院 東大阪敬愛 桃山学院 大阪金剛 関西情報

大阪情報コンピュータ YMCA 学院 ルネサンス大阪 天王寺学館 類学舎 

摂
陽

中
 

摂

陽

中
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