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� 教育目標   
1 違いを認め合い、共に支えあうことで、協調性のある、人権感覚

豊かな集団を育成する。 

2 基礎的な知識・技能を習得するとともに、それらを活用し、自主

的に考え、判断し、表現する力を育成する。 

3 何事にも真剣に取り組み、仲間とともに生きる豊かな心と、健康

な身体を育むことで、一人ひとりの目標を達成する力を育成する。 

� 重点目標  
1. 安全・安心な学校づくりの一層の推進 

2. 不登校生徒への対応を充実させその数を減少させるとともに、新たな不登校

生をつくらない 

3. 家庭学習等、主体的に学習に取り組む姿勢を育成する 

4. 「学ぶ力の向上」をめざして、教員が ICT 機器を活用した授業研究を積極的

に行う 

5. 「道徳」の授業時間の確保、教育内容の充実、評価の共通理解をすすめる 

6. インクルーシブ教育をさらに充実するとともに、支援学級に在籍していない配

慮を要する生徒への理解を深め支援に取り組む 

7. いじめの早期発見・早期対応・解決に取り組み、いじめゼロをめざす 

8. メンターを中心とした若手教員の支援を継続する 

9. 部活動のさらなる活性化を推進するとともに、プレイヤーズファーストを徹底す

る 

� 教育方針   
・ 仲間を助け合い、ともに高めあう子どもの育成。 

・ 目標を持ち、あきらめずに粘り強く取り組める子どもの育成。 

・ 自分たちの地域を大切にし、愛せる子どもの育成。 

運営に関する計画  
【概要】 ・ 学力向上（基礎・基本の充実と徹底） 

・ 基本的生活習慣（家庭生活を含む）の育成 

・ 家庭学習の定着 

・ 基礎体力の向上 

【中期目標】  
・ 「学校のきまりを守っている」肯定的意見の割合を８0％以上にする。 

・ 学校で認知したいじめについて、解消した割合を９５％以上にする。 

・ 暴力行為を複数回行う加害生徒数を前年度より減少させる。 

・ 新たに不登校になる生徒の割合を前年度より減少させる。 

・ 中学校チャレンジテストにおける対府平均点を、同一母集団で比較し、

いずれの学年も前年度より向上させる。 

・ 中学校チャレンジテストにおける得点が府平均の７割に満たない生徒の

割合を同一母集団で比較し、いずれの学年も前年度より２ポイント減少

させる。 

・ 中学校チャレンジテストにおける得点が府平均を２割以上上回る生徒の

割合を同一母集団で比較し、いずれの学年も前年度より２ポイント増加させる。 

・ 「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、広げたりできていますか」に対して、肯定的に回答する生徒の割合を、

前年度より増加させる。」 

・ 全国体力・運動習慣調査において、特に課題である立ち幅とびの平均記録を、前年度より２ポイント向上させる。 

 

大阪市の南東部に位置する本校は、すぐ南を大和川が流れ、自然と古い歴史に彩られた地域に囲まれています。

近隣には船形埴輪・家形埴輪（重要文化財）が出土した長原高廻り古墳群があり、校区の中央には真田幸村が大

阪夏の陣で戦勝祈願した志紀長吉神社（六文銭の軍旗が保存）が鎮座し、境内には樹齢 300 年以上のクスノキ

（大阪市保存樹指定）もあります。さらに大和川の近くには壮麗な秋祭りが行われ、「足洗い」神事が続く川辺神社も

あります。 本校がこの歴史と伝統ある地域の一員であることを誇りに思うとともに、次代を担う子どもたちの育成に携わることの責任と重み

を教職員一同感じています。 

本校教職員は校訓にもある、自主・協調・勤勉・健康を基本に日々の教育活動に取り組んでいます。生徒を取り巻く状況は、日々変化、多

様化していますが、子たちの健全な成長を願う保護者・地域の皆さまの思いは常に同じです。「めざす生徒像」を保護者・地域の皆さまと共

有し、一体となって成長を支えていく、その中心としての役割を果たすべく、これからも励んでまいりたいと考えています。 

「いつまでもよい」という願いをこめた呼称から「長吉」となったように、本校も「いつまでもよりよい」学校となりますようご支援をお願いいた

します。保護者、地域の皆様方には、昨年度もコロナ対策にかかわり、さまざまなご理解、ご支援をいただきましたこと、厚くお礼申しあげます。

今後とも、長吉西中学校の発展のために力を尽くす所存ですので、何卒よろしくお願い申しあげます。 

                                                                                   大阪市立長吉西中学校長 南 義徳 

  

R３年度「全国学力・学習状況調査」 
国語 数学  

５６ ５３ 平均正答率（％） 

 

●結果と概要／ 

［国語］「書くこと」「聞くこと」「話すこと」については大阪府平均とほぼ変わらな

い。しかしながら、「読むこと」「知識・理解」については平均と大きく差がつい

ており、また「意欲」も全体よりも低い。知識の定着とともに「読解力」の向上

に向けて対策が必要である。 

［数学］「図形に対する知識・理解」は大阪府平均を上回り、全国に近づい 

ている。それにより「数学的な見方、考え方」も大阪府に近い数値をあげて 

いる。結果として問題形式別でも「選択式」「短答式」の問題の正答率は 

府平均に近いが、「記述式」では大きく数値を下げている。基礎学力の定 

着に向けての効果はでてきているので、今後は応用力の向上につなげて 

いく必要がある。 
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●取組の成果と課題／ 

 

・ 国語科では、学校図書館の利用や、新聞資料の活用などを通し、様々な文章

に積極的に触れる機会を増やし、読解力向上を図る。 

・ 全教科で ICT機器を活用した授業を展開し、生徒の興味・関心を高める。 

・ チャイム授業開始など、引き続き授業規律による学習環境の安定化を図る。 

・ 習熟度別少人数授業を継続して行い、個に応じた基礎学力の定着を図る。 

 

 

・ 放課後の図書館開放、学習補習など実施を継続し、自学自習の醸成を図

る。 

・ 携帯電話の使用方法について啓発を行い、「食育」の推進を図る。 

・ 単元別小テストの実施を継続して行うことで基礎学力を高める。 

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 ２９．９５ 2７．６１ ４１．１９ ５３．１８ ８５．７７ ７．９２ １９６．０４ ２０．１１ ４２．２９ 

女子 ２６．９０ 2３．６２ ４９．２０ ４６．７６ ５９．０５ ８．７０ １７４．１１ １３．２０ 53.５０ 
 

●結果と概要／ 

項目別では「握力」「上体起こし」「２０ｍシャトルラン」

「５０ｍ走」においては男女ともに全国・大阪市平均を上

回った。男子においては、７／８握力、上体起こし、反復横

飛び、２０ｍシャトルラン、５０ｍ走、立ち幅跳び、ハンドボー

ル投げにおいて大阪市平均を上回った。女子において

は、握力、上体起こし、長座体前屈、２０ｍシャトルラン、５０

ｍ走、立ち幅跳び、ハンドボール投げにおいて大阪市平

均を大きく上回った。昨年に比べ体力合計点は男女とも

大きく上昇しており、男女ともに大阪市・全国平均を上回

った。女子は種目によっては大阪市・全国平均を大幅に

上回っている。 

●取組の成果と課題／ 

男子は、毎時間の体育の授業で、自主的に補強運動を行い、体力強化を図ってきた。その結果、瞬発

力が強化され、その取り組みの成果が徐々に結果に表れている。今後は体育の授業と放課後の部活

動が一体となって成果を底上げしていく必要がある。また、授業以外でも運動ができる機会を増やし

ていくことが必要である。 

女子においては、運動部に所属している生徒が少なく、体育の授業だけが運動の機会になっている

生徒が多い。授業では、補強運動・ストレッチ運動を毎時間取り入れ、基礎的・基本的な動きの習得

に努め、その取り組みの成果を出すことができた。今後は、柔軟を意識した授業前の運動を取り入

れ、あわせて、継続して瞬発力を高める運動を行っていきたい。 

♪ 学校の特色 ♪ 
 さわやかで元気なあいさつが飛び交う、明るい学校です。 

 運動部・文化部ともに、とても楽しく熱心に活動し好成績を残しています。 

 学校間・ＰＴＡ間において、校区内の幼稚園・小学校との連携・交流を図ってい

ます。 

 チャイムと同時に授業開始できる、落ち着いた学習環境です。どの生徒も

真剣に学習に取り組んでいます。 

 長吉西部地域活動協議会と川辺災害対策部会の協力を得て防災訓練

を実施し、地域とのつながりも深まっています。 

学校元気アップ事業本部の取り組みについて 

学校元気アップ事業本部では、図書館開放をはじめ、緑

のカーテンや花の植え替えなどの校内緑化に取り組んでい

ます。あわせて「ながにし通信」を随時発行し、学校の様子

を地域に発信しています。また、小学生への図書館交流や

漢検実施など、新たな取り組みも行っています。 

授業について 

本校の授業は、みなさんが安心して受

けられる、規律ある授業です。学力向上を

目指して、教員も生徒も日々頑張っていま

す。また、授業開始・終了時のあいさつの

声が、元気よく校内に響き渡っています。 

防災について 

大きな災害に備え、本校では消火器の取り扱い・ジャッ

キアップ・土嚢の作製など、火災消火を主としたものから

地震や水害への対処訓練も行っています。 

区役所・消防署・地域の方々のご指導・ご協力をいた

だき、年々その技術は向上しています。 

なかよし塾について 

平野区放課後課外学習支援事業の一環として、なかよ

し塾を開講しています。民間事業者による少人数制指導に

よる学習計画をたてて、みなさんの基礎学力の向上を目指

します。 

学校行事について 

学校行事は１年一泊移住：曽爾高原（５月）・３年修学旅行：高知方面（６月）・体育大会（９

月）・文化発表会（１０月）など、学年や時期に応じて実施しています。生徒は行事に全力で取り

組み、楽しんでいます。 

今年度も「新型コロナウィルス感染症等の対策」による年間行事計画で変更等ある場合は、

状況に応じて適宜実施時期や実施内容を精査し取り組んでいます。 

 

⚽ 部活動（令和３年度の実績） � 卒業後の進学先【令和３年度卒業者数２３５名】 
＊（ ）内の数字は進学者数を示す 

運
動

部
 

野球部 令和３年度⼤阪中学校軟式優勝野球⼤会ベスト６４、令和３年度⼤阪市秋季総体はコロナの関係

で棄権、４回⼤阪リバーカップ⼤会１勝１敗予選敗退、令和４年度⼤阪市春季総体２回戦敗退 
ラグビー部（男） 大阪市春季総体第準優勝、大阪市秋季総体第準優勝  

⼥⼦バスケットボール部 大阪市春季総体ベスト３２、大阪市秋季総体ベスト３２、大阪総体大阪市地区予選ベスト１６、

ＯＪＢエリア４オールスター３名選出 
男子バスケットボール部 大阪市春季秋季総体出場、大阪選手権大会出場、OJBエリア選抜１名選出、大阪市選抜１名選出 

卓球部（男⼥） 大阪市春季総体団体ベスト８、第 4 支部団体戦春季ベスト８ 

⽔泳部（男⼥） 

大阪中学校水泳競技大会 男子 100m 平泳ぎ出場、⼥⼦ 200m・400ｍ個人メドレー入賞 

近畿中学校選手権水泳競技大会 ⼥⼦ 200m・400m 個人メドレー出場 

大阪市中学校水泳競技大会 ３年⼥⼦ 200m・400m ⾃由形優勝、２年男⼦ 100m 背泳ぎ入

賞、２年男⼦ 100m 平泳ぎ入賞 

⼤阪中学校学年別⽔泳競技⼤会 ３年⼥⼦ 200m・400m自由形入賞 

大阪市第四支部中学校水泳競技大会 ⼥⼦全学年の部 100m 平泳ぎ優勝 他多数入賞   等 

陸上部（男⼥） 大阪市中学校駅伝競走大会 男子第 4位、大阪府秋季総合体育大会 １年⾛⾼跳１位 

 

バドミントン部（男⼥） 
シード権大会予選３勝０敗第１位本戦出場・予選リーグ２勝１敗リーグ内第２位 

６Ｂバドミントン交流⼤会２年⽣ダブルス優勝 

４B 大会シングルス優勝 男子ダブルス準優勝・3 位 ⼥⼦ダブルス３位 

サッカー部（男） 
大阪市春季総体 第 6 位、大阪中学校サッカ－選手権大会  中央大会 ベスト 32 

大阪市秋季総体 ベスト１６（大阪市秋季総体 4B予選 第３位） 

大阪府サッカー協会 主催 2021 大阪アドバンスリーグ リスタート 4 部 A ２位 

ソフトテニス部(⼥） 平野チャレンジカップ 優勝、大阪市連盟杯 ベスト１６ 

大阪市春季総体 個人３ペア・団体出場、大阪市春季総体第４支部予選 個人・団体３位 
バレーボール（⼥） 市秋季総体シード権大会予選３位敗退 

文
化

部
 

美術部（男⼥） ⼤阪市⽴中学校総合⽂化祭出展 

ガーデニング部（男⼥） 校内園芸、⻑吉⻄中前公園季節の花栽培、⻑吉⻄幼稚園交流会（雑草抜きや植え替え） 

文化発表会舞台・展示発表、加美南中学校と苗や種で交流、⻑居植物園⾒学等 

吹奏楽部（男⼥） ブロック音楽会 出演、ＪｏｙＪｏｙコンサートＮＯ.２８ 出演 

⻑原寄席 オープニングアクト 出演 

茶道部（男⼥） ⼤阪市総合⽂化祭お茶席、⻑吉⼩学校スマイリングフェスティバルお茶席 

元気アップ地域交流会お茶席等（令和元年分） 校内お茶席 

将棋（男⼥） ⼤阪市⽴中学校将棋⼤会 個人戦準優勝  
 

国国公公立立高高校校等等 （１５）東住吉総合（１３）東住吉（１０）藤

井寺（９）松原（８）長吉（７）布施（６）八尾 阪南（５）

平野 大塚（３）阿倍野 山本 布施工科（２名以下）大

手前 夕陽丘 大阪府教育センター附属 八尾北 住吉

商業 園芸 工芸（定時制） 桃谷（通信制） 桜宮 天

王寺 高津 清水谷 東淀川 港 堺西 かわち野 茨田 

柴島 大正白陵 住吉 大阪ビジネスフロンティア 農芸 

都島工業 城東工科 藤井寺工科 西野田工科 生野

工業 今宮工科（定時制） 成城 西成 大阪わかば 他

府県公立他 宮崎県立日向 

私私立立高高校校等等 （８）興國 阪南大学（５）近畿大学附属（４）

大阪学芸 大阪夕陽丘学園 浪速（３）城南学園 あべの

翔学 上宮 大阪偕星学園 天王寺学館（２名以下）東大

阪大学柏原 明浄学院 アナン学園 大阪緑涼 関西大

学北陽 四天王寺東 東大阪大学敬愛 桃山学院 清風 

明星 大阪女学院 香ヶ丘リベルテ 四天王寺 上宮太子 

大阪 大阪産業大学付属 関西福祉科学大学 四条畷

学園 常翔学園 清明学院 東海大学付属大阪仰星 ル

ネサンス大阪 英風 大阪つくば開成 NHK学園 大阪情

報コンピュータ高等専修 クラーク高等学院天王寺校 東

朋高等専修 大阪スクールオブミュージック高等専修 ヴ

ィーナスアカデミー高等部 レコールバンタン高等部 他

府県私立他 石見智翠館 松山聖陵 智辯学園和歌山 

帝京 聖カタリナ学園 日本航空石川 佐久長聖 竹田南 

札幌山の手 飯塚  
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