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� 教育目標  
・ 基礎・基本の充実を図り、自ら学ぶ態度の育成に努め、

学力の向上を図る 

・ 自らを律し、互いに違いを認め合い、他者への思いやり

の心を育て、人権尊重の精神を養う 

・ 基本的生活習慣を身につけ、たくましく生きる力の基礎を

育み、健康で活力ある学校生活をおくる生徒を育成する 

� 重点目標  
【子どもが安心して成長できる安全な社会（学校園・家庭・地域）の実現】 

【心豊かに力強く生き抜き未来を切り拓くための学力・体力の向上】 

� 教育方針  
【学校理念（使命）】  
    ○安心・安全な学校  ○学力・体力の向上  ○人権尊重の精神 

運営に関する計画  
【年度目標】 

 【大阪市立加美中学校校訓】  
   自  主 ・ 協  同 ・ 明  朗         

・⾃主的、創造的に知識、技能をみがき、⾼い協同意識のもと、  
お互いに愛しあい豊かな情操と強い身体をもつ明朗な生徒になろう  

【生徒努力目標】 
 � 時間を⼤切にしよう   � 学校を美しくしよう   � あいさつをしよう 

【安全・安心な教育の推進】 

本校の年度目標 

学校教育アンケートの「学校に行くのは楽しいと思いますか」に対して、肯定的に回答する生徒の割合を 80％以上にする。 

【基本的な方向１ 安全・安心な教育環境の実現】 

学校教育アンケートの「相手の気持ちを考えて話をしたり行動したりしている」に対して、肯定的に回答する生徒の割合を 85％以上にする。 

【基本的な方向２ 豊かな心の育成】 

【未来を切り拓く学力・体力の向上】 

本校の年度目標 

学校教育アンケートの「自分には、よいところがあると思う。」の肯定的な回答「よくあてはまる」「あてはまる」の子どもを 65％以上にする。 

(施策 2 道徳心・社会性の育成)(施策 5 子ども一人ひとりの状況に応じた学力向上への取り組み) 

 (H28：68.2％／H29：57.0%／H30：64.9％／R1：69.2％／R2：69.5％) 

学校教育アンケートの「家でも学習している」に対して、肯定的に回答する生徒の割合を 55％以上にする。 

【基本的な方向４ 誰一人取り残さない学力の向上】  

学校教育アンケートの「読書が好きですか」に対して、肯定的に回答する生徒の割合を 65％以上にする。 

【基本的な方向４ 誰一人取り残さない学力の向上】 

学校教育アンケートの「授業が分かりやすい」に対して、肯定的に回答する生徒の割合を 75％以上にする。 

【基本的な方向４ 誰一人取り残さない学力の向上】 

学校教育アンケートの「体を動かすことは好きですか」に対して、最も肯定的な「好き」を回答する生徒の割合を 43％以上にする。 

【基本的な方向５ 健やかな体の育成】 

学校教育アンケートの「自分の健康のために、食事に気をつけている」に対して、肯定的に回答する生徒の割合を 65％以上にする。 

【基本的な方向５ 健やかな体の育成】 

【学びを支える教育環境の充実】 

本校の年度目標 

学校教育アンケートにおいて、授業日において学習者用端末をほぼ毎日使用した生徒の割合を 90％にする。 

【基本的な方向６ 教育ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）の推進】 

 

本校は昭和 22 年４月加美村に創設された歴史ある学校です。開校以来、人間尊重を基盤として「知・徳・体」の調和のとれた全人

的な教育を目指し、学校教育目標を「学力向上と自立に必要な力の育成」として、教職員一同子どもたちに「考える力」の育成をテーマ

に取り組んでいます。日々の子どもたちの様子は、「校長室だより」や学校ホームページで発信していますので、ご覧いただければと思い

ます。 

【学校理念（使命）】○安心・安全な学校 ○学力・体力の向上 ○人権尊重の精神 

・子どもが生き生きと瞳を輝かせられるような学校 

・地域の皆さんに誇れる学校 

・地域の皆さんが誇る学校 を目指します。 

                                                                                校長 谷塚 高雅 

住所 

連絡先 

校長 開校 標準服 
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R３年度「全国学力・学習状況調査」 

国語 数学  

61 51 平均正答率（％） 

 

●結果と概要／【成果と課題】 

令和３年度「全国学力・学習状況調査」結果の概要： 全国を 100 とした時の標準化得点につい

て、全てにおいて、全国平均を下回った。 

分析から見えてきた成果・課題：  

教科に関する調査より 

［国語］「書くこと」「伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項」「話すこと・聞くこと」「読むこと」の

全てにおいて課題がある。 

［数学］「数と式」「関数」「図形」「資料の活用」の全てにおいて課題がある。 

 

生徒質問紙調査より 

「家で、自分で計画を立てて勉強している」生徒の割合が全国と比べて低い。 

 

●取組の成果と課題／【今後に向けて】 

学校の授業時間以外に，普段（月曜日から

金曜日），１日当たりどれくらいの時間，勉強を

しますか（学習塾で勉強している時間や家庭教

師に教わっている時間も含む）」「学校の授業

時間以外に，普段（月曜日から金曜日），１日当

たりどれくらいの時間，読書をしますか（教科書

や参考書，漫画や雑誌は除く）」では、全国と比

べても肯定的回答が低い。 

「読書」は、すべての学習の基礎となるので、

学習習慣の形成とともに、読書に対する習慣を

身につけさせていくため、「学校元気アップ事

業」と連携を深め、学力向上に取り組んでいく。 

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 26.79 25.72 38.18 48.70 71.67 8.19 197.25 17.17 36.97 

女子 23.21 20.12 42.26 46.07 39.88 9.35 168.03 10.24 43.38 

 

 【成果と課題】 【今後に向けて】 

男
子
 

「握力」(筋力)「上体越こし」(筋持久力) 「長座体前屈」(柔軟性)「反復横

跳び」(敏捷性) 「２０ｍシャトルラン」(全身持久力)「５０ｍ走」(疾走能力)

「ハンドボール投げ」(巧緻性)「体力合計点」の全てにおいて、全国平均を

下回った。 

「立ち幅跳び」(跳躍能力)以外の種目において、全国平均を下回る

結果となった。今後は授業時の補強運動などの見直しや様々な運動に

対する身体の使い方、種目のルール等を理解して取り組めるようにして

いきたい。また、運動を行う機会を拡充し、運動に対する関心や意欲を高

めていきたい。 

女
子
 

「握力」(筋力)「上体越こし」(筋持久力) 「長座体前屈」(柔軟性)「反復

横跳び」(敏捷性) 「２０ｍシャトルラン」(全身持久力)「５０ｍ走」(疾走能

力)「立ち幅跳び」(跳躍能力)「ハンドボール投げ」(巧緻性)「体力合計点」

の全てにおいて、全国平均を下回った。 

すべての種目において、全国平均を下回る結果となった。今後は授業

時の補強運動などの見直しや様々な運動に対する身体の使い方、種目

のルール等を理解して取り組めるようにしていきたい。また、運動を行う

機会を拡充し、運動に対する関心や意欲を高めていきたい。 

♪ 学校の特色 ♪ 

主な学校行事  

全体…運動会、文化発表会、防災訓練、交通安全

教室、犯罪防止教室など 

１年…一泊移住、校外学習、球技大会、水泳大会な ど 

２年…校外学習、球技大会、水泳大会、職場体験学

習など 

３年…修学旅行、水泳大会、面接研修など 

学校地域合同防災訓練 

地域の防災リーダー、消防署の皆さんと合同で防災訓練

を行っています。 

学校元気アップ地域本部事業 

・緑化活動 

・図書館運営 

・茶道体験、浴衣着付 など 

地域のボランティアの皆さんにより、よりよい学習環境に

するためにご尽力いただいています。 

  

⚽ 部活動 � 
� 卒業後の進学先【R３年度卒業者数 １３６名】 

＊（ ）内の数字は進学者数を示す 
運 動 部 文 化 部 

・野球部（ 男女 ） 

・サッカー部（ 男 ） 

・ラグビー部（ 男 ） 

・柔道部（男女） 

・陸上部（男女） 

・バスケットボール部（男女） 

・剣道部（男女） 

・バレーボール部（ 女 ） 

・硬式テニス部（ 女 ）  

・吹奏楽部（男女） 

・美術部（男女） 

・手芸部（男女） 

・科学部（男女） 

・三千里の会（男女） 

 

公立高校等  (７)山本 長吉 (６)八尾 東住吉総合  (５)港 東住

吉    (２名以下)附属平野 生野 高津 清水谷 桜和 大塚 

松原 成城 今宮工科 生野工業 泉尾工業など  

 

私立高校等 (6)大阪商業大学  (５)近畿大学附属 (４)東大阪大

学敬愛 (３)大阪学芸 大阪夕陽丘学園   (２名以下)清風 

興國 桃山学院 大阪偕星学園 金光藤蔭 関西大学第一など 
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R３年度「全国学力・学習状況調査」 

国語 数学  

61 51 平均正答率（％） 
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