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� 教育目標  

･ 落ち着いた授業、安全な学校生活を保障し、秩序のある学校を創造する。 

･ 「書くこと、読むこと」の力をつけさせ、学力を向上させる。 

� 重点目標  

① 思いやりのある豊かの心と規律ある集団を育成する。 

② 自主学習習慣を身につけ学力の向上を図る。 

③ 健康・安全な生活習慣の確立と体力の向上を図る。 

� 教育方針（校訓）  

誠 実 ～ まごころ 

協 同 ～ たすけあい   

勤 勉 ～ はげみ 

運営に関する計画  

【概要】  
現状と課題本校では部活動の活性化と生徒の自主的活動を中心とした規範意識の向上を目指し、学校を中心として、保護者・地域・ＰＴＡ

の協力のもと取り組みを進めてきております。その結果、現在では安定した学校生活が行われています。学力面においては、従来より取り組

んでいる学力向上対策をさらに推進し、たしかな学力の育成を目指しておりますが、「「人人間間尊尊重重のの精精神神をを基基盤盤ににししたた教教育育」」を見失わないよう

に最大の努力もしてまいります。また、これらの課題をクリアするためには、保護者、地域さらには小学校や関係諸機関との、より密接な連携・

協力が不可欠であると考えております。ご理解・ご協力をお願いいたします。 

【中期目標】 
【【安安全全・・安安心心なな教教育育のの推推進進】】 

〇令和４年度末の生徒アンケートにおける「学校へ行くのが楽し

い」の項目について、「そう思う」と「どちらかといえばそう

思う」の割合を 85％以上にする。 

〇令和４年度末の生徒アンケートにおける「先生は、私たちの話

を聞いてくれる」の項目について、「そう思う」と「どちらか

といえばそう思う」の割合を 80％以上にする。 

〇令和４年度末の保護者アンケートにおける「学校は、子どもの

安全確保や事故防止に努めている」の項目について「そう思う」

と「どちらかといえばそう思う」の割合を 80％以上にする。 

〇令和４年度末の保護者アンケートにおける「学校は、いじめの

ない学校づくりに取り組んでいる」の項目について「そう思う」

と「どちらかといえばそう思う」割合を 80％以上にする。 

【【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】】  

〇令和４年度末の生徒アンケートにおける「学校の授業はわ

かりやすい」の項目について、「そう思う」と「どちらかと

いえばそう思う」の割合を 85％以上にする。 

〇令和４年度末の生徒アンケートにおける「相談できる友達

がいる」の項目について、「そう思う」と「どちらかといえ

ばそう思う」の割合を 80％以上にする。 

〇令和４年度末の生徒アンケートにおける「文化祭や体育大

会、宿泊行事は楽しみである」の項目について「そう思う」

と「どちらかといえばそう思う」の割合を 85％以上にする。 

〇令和 4 年度末の生徒アンケートにおける「手洗いやうがい

をしっかりし、健康に気をつけている」の項目について、

「そう思う」と「どちらかといえばそう思う」の割合を 80％

以上にする。 

本校は、校訓である「誠実・勤勉・協同」の精神を大切にしながら、「一生懸命、真面目に頑張っている生徒が、正しく

評価され、決して損をしない」そんな学校づくりをめざし、教職員一同、誠心誠意取り組んでまいります。また、人間は性

格や能力が、一人ひとりそれぞれ違います。喜連中学校の生徒一人ひとりが、その違いを、互いの「個性」として尊重し、

認め合い、そして優しい言葉・親切な言葉で互いに励まし合う仲間として成長してほしいと思っております。現在、喜連中

学校の生徒は、落ち着いた環境の中で、健康的な笑顔を学校内で見せてくれています。授業に対しても、生徒の精一杯

の頑張りを垣間見ることができます。この生徒達の笑顔が本校の財産であり、卒業時には個々の生徒の進路保証が学

校の責務と考えております。お子様のご入学を心よりお待ちしております。   

校 長 井戸本 崇志 

喜連中学校の PTA は、子どもたち一人ひとり

の健やかな成長を願い、日々の活動に取り組ん

でいます。また、保護者と学校が一丸となって、

子どもたち一人ひとりの健全育成をはかること

のできるしくみをめざし、時には保護者どうしで

支えあうことも大切にしていきます。保護者も子

どもたちも生き生きと、３年間を過ごしたいもの

です。お子様が喜連中学校にご入学されました

らぜひ、ともに、PTA 活動を作っていきましょう。 

 

学校協議会は、喜連中学校の生徒の皆

さんが、明るく・楽しく、通学できることを願っ

ています。そのために、学校協議会委員全

員、常日頃からあらゆる角度で学校の教育

活動を検証し、提言をおこなっています。喜

連中学校の先生方は、この提言を真摯に受

け入れ、日々の教育活動に取り組んでいま

す。 
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R３年度「全国学力・学習状況調査」 
国語 数学   

53 45  平均正答率（％） 

 

●結果と概要／ 

令和３年度「全国学力・学習状況調査」では、すべての項目において全国及び大阪の平均を上回ることができなかった。 

●取組の成果と課題／ 

本校では、調査結果を分析し、課題である学力の基礎・基本の充実を図るため、学力重点支援計画を構成し、元気アップ学習会をはじめ

とした放課後学習会や、文章検定・漢検、英検など検定試験にも取り組み、個別に対応できるスタッフの（学びコラボレーター）を ５～７名 

配置して、生徒一人ひとりの課題を明確にした個々に応じた学習を図る。また、ＩＣＴ機器（タブレット・プロジェクター）等を活用して、わかりや

すい授業を目指しながら、感染症によって登校できない生徒たちにもオンライン授業を実施して、誰一人取り残さない学力の向上を目指す。 

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 26.0 26.8 40.1 52.6 74.5 7.9 191.1 20.1 40.0 

女子 23.3 22.7 46.5 49.9 54.7 9.0 170.1 14.1 49.4 

 

●結果と概要／ 

男子 ○ 上体起こしの平均値が大阪市・全国とも上回った。 

女子 〇 新体力テストにおいて、女子の平均値が、全国・大阪市とも上回った。 

●取組の成果と課題／  

【【ここれれままででのの取取りり組組みみのの成成果果】】  

新体力テストにおいて、女子の平均値が、全国・大阪市とも上回った。授業

で行っている補強運動の成果が出ている。しかし、柔軟性がまだまだ向上

したとは言えず、体の固い生徒がいるので怪我防止の観点からも柔軟性

を高めていく必要がある 

【【今今後後取取りり組組むむべべきき課課題題】】  
準基礎体力向上のためのトレーニングを継続・強化していく。 

特に、柔軟性を高めるストレッチ等を授業でたくさん取り入れ、怪

我をする生徒を減らすように努めていく。 

♪ 学校の特色 ♪ 

主な学校行事 各学年での取り組み 

 平和学習    性教育 

防災教育    交通安全教室  

薬物乱用防止教室 

マラソン大会  球技大会 

百人一首大会  職業講話 

アイマスク・車いす体験 

 
学校元気アップ事業 

・定期テスト前自主学習会 

長期休業中自主学習会 

・図書室開館（昼休み・放課後） 

・英検・漢検・数検の実施（予定） 

・放課後塾（学びサポーター等を活用した個別補習） 

⚽部活動� �卒業後の進学先【R３年度卒業者数１７９名】 
＊（ ）の数字は進学者数を示す 

ラグビー  
サッカー  
軟式野球  
ハンドボール  
ソフトテニス  
剣 道  
バスケットボール  
バドミントン  
バレーボール  
⽔ 泳  
卓 球  

  

美 術  
吹奏楽  
読 書  

  
国公立高校等  

(13)東住吉総合 東住吉(11)長吉（8）阪南 (5)平野 八尾北 教育セ 

ンター付属 奈良高専 西野田工科 鶴見商業 (4)松原 藤井寺 生野工業  

桜宮 生野 八尾(3)藤井寺 布施 阿倍野 (2 名以下)都島工業 中央 工芸  

クリエイティブスクール 桃谷 大塚 桜和 OBF 花園 天王寺 市岡 

 

私立高校等  

（8）夕陽丘学園 (6)阪南大学(５)あべの翔学 大阪商業大学堺 奈良文化 

(３)関西情報工学院 興國 近畿大学附属 大阪学芸 東大阪大学敬愛 

 大阪スクールオブミュージック 金光藤蔭 大商大 英真 大阪暁光 

（２名以下）東大阪大学柏原 ルネサンス大阪 ヴェリスタ城星 四天王寺  

常翔学園 清明学院 浪速 城南学園 金襴会 大阪成蹊女子 リベルテ  

金光大阪 上宮 東海大学付属大阪仰星 福井工大 筑紫台 滋賀学園 信愛 

学院 大阪偕星 星翔 精華 

喜
連

中
 

  
体体
育育
大大
会会
 

文文化化祭祭 

修学旅⾏（３年） 

喜

連

中
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