
 

 

 大阪市立 長長吉吉六六反反  中学校 

  

 
 
〒547-0012 大阪市平野区長吉六反 4-9-61 

 
☎ 06-6707-8700 � 06-6799-2159 

 藤田 政治  昭和48年度  
有(女子の標準服はスラックスを選択できます。) 

  令和 3 年度より制鞄をバックパックに変更しました。 

 
http://swa.city-osaka.ed.jp/swas/index.php?id=j752727 

� 教育目標  
・ 安全・安心な教育の推進 

・ 未来を切り拓く学力・体力の向上 

・ 学びを支える教育環境の充実 

� 重点目標  
○ 安全で安心できる学校をつくる。 

○ 道徳教育、人権教育、キャリア教育を推進し、道徳心・

社会性の育成をはかる。 

○ 地域に開かれた学校づくりを推進する。 

○ 生徒一人ひとりの状況に応じた学力向上への取り組

みを行う。 

○ すべての学力の基盤としての言語力を育成する。 

○ 家庭学習の習慣をつけさせる。 

○ 全国体力・運動能力調査の数値を、毎年向上させる。 
○ ICT の活用を推進する。 

� 教育方針（校訓）  
人間尊重の精神を基盤とし、「生きる力」をはぐく

む創意工夫を生かした教育活動を推進する。  

校校訓訓：：「「健健康康」」「「誠誠実実」」「「実実行行」」  

運営に関する計画  
【【安安全全・・安安心心なな教教育育のの推推進進】】 
・年度末の校内調査における「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」と回答する生徒

の割合を９０％以上にする。 
・年度末の校内調査において、不登校生徒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、前年度不登校生徒の改善の割合を増加させる。 
・校内生徒アンケートにおいて「本物に触れることのできる芸術（演劇や古典芸能や音楽）鑑賞に興味がある」と回答した生徒の割合を年度

当初より向上させる。 
・「人の役に立つ人間になりたい」と回答した生徒の割合を前年度以上にする。 
・校内生徒アンケートにおいて「自分にはよいところがある」と回答した生徒の割合を７５％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】】  
・・年年度度末末のの校校内内調調査査ににおおけけるる「「学学級級のの生生徒徒ととのの間間でで話話しし合合うう活活動動をを通通じじてて、、自自分分のの考考ええをを深深めめたたりり、、広広げげたたりりすするるここととががででききてていいまますすかか」」にに対対

ししてて、、最最もも肯肯定定的的なな「「思思うう」」とと回回答答すするる生生徒徒のの割割合合をを２２５５％％以以上上ににすするる。。  

・・中中学学生生チチャャレレンンジジテテスストトににおおけけるる国国語語おおよよびび数数学学のの平平均均点点のの対対府府比比をを、、同同一一母母集集団団ににおおいいてて経経年年的的にに比比較較しし、、いいずずれれのの学学年年もも前前年年度度よよりり５５

ポポイインントト向向上上ささせせるる。。  

・・大大阪阪市市英英語語力力調調査査ににおおけけるる CCEEFFRR  AA１１レレベベルル相相当当以以上上のの英英語語力力をを有有すするる中中学学３３年年生生のの割割合合（（４４技技能能））をを３３５５％％以以上上ににすするる。。  

・・年年度度末末のの校校内内調調査査ににおおけけるる「「運運動動（（体体をを動動かかすす遊遊びびをを含含むむ））ややススポポーーツツををすするるここととはは好好ききでですすかか」」にに対対ししてて、、最最もも肯肯定定的的なな「「好好きき」」とと回回答答すするる

生生徒徒のの割割合合をを５５３３％％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】】  
・・デデジジタタルル教教材材をを活活用用ししたた朝朝学学習習をを週週１１回回実実施施すするる。。  

・・学学習習者者用用端端末末をを活活用用ししたた家家庭庭学学習習をを週週１１回回実実施施すするる。。  

・・保保護護者者アアンンケケーートトににおおいいてて「「学学校校はは、、情情報報発発信信をを積積極極的的にに行行いい、、教教育育内内容容にに対対すするる説説明明ををししてていいるる」」とと回回答答ししたた割割合合をを、、令令和和３３年年度度（（６６月月

8811..88％％  １１月月 8811..44％％））比比５５ポポイインントト以以上上向向上上ささせせるる。。  

・・校校内内生生徒徒アアンンケケーートトににおおいいてて「「校校内内にに緑緑やや芸芸術術作作品品がが豊豊富富ににあありり心心がが豊豊かかににななるる」」とと回回答答ししたた生生徒徒のの割割合合をを年年度度当当初初よよりり向向上上ささせせるる。。  

・・保保護護者者アアンンケケーートトににおおいいてて、、「「先先生生はは、、生生徒徒がが規規律律正正ししいい学学校校生生活活をを送送れれるるよよううにに指指導導ししてていいるる」」とと回回答答ししたた保保護護者者のの割割合合をを８８５５％％以以上上ににすす

るる。。  

  

本校は昭和 48 年に創立され、地域の皆様や保護者をはじめとする学校関係者の皆様のご支援ご協力に支えられて、

今年創立 50 周年を迎えます。「健康・誠実・実行」の校訓のもと、健康で、自他を大切にし、自ら学び考える、生徒の育成

に努めております。本校の生徒は、伝統的に「礼儀正しく元気にあいさつができる」「仲間同士で一致団結して行事など

に取り組む」などの非常に良い所があります。このような長所を伸ばすことにも力をいれております。広い前庭、大きなフェ

ニックス、池や滝のある庭園など、本校には緑豊かな環境があります。一昨年より、新型コロナウイルスの影響で生徒の皆

さんには不自由な思いをさせていますが、小規模校の利点を生かし、生徒・保護者皆様のご理解のもと教職員一丸となっ

て、生徒の安心・安全を最優先に教育活動に取り組んでおり、また、学習面においても、同じく少人数の利点を生かして教員だけでなく学習を

サポートするスタッフみんなで協力し、丁寧な学習指導を実践しています。 

コロナ対策も確立した現在は各行事もできるだけ従来に戻し、校区にあるクラフトパークと連携した新しい取り組みも計画しています。 

ぜひ本校に入学して緑豊かな環境でのびのびと活動し、健康で誠実で実行力のある生徒に育ってください。 

生徒、教職員一同、みなさんのご入学を心待ちにしています。  

校 長    藤 田   政 治 

住所 

連絡先 

校長 開校 標準服 

ＵＲＬ 

長長
吉吉
六六
反反
中中

 

校長先生から

のメッセージ 
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� 教育目標  
・ 安全・安心な教育の推進 

・ 未来を切り拓く学力・体力の向上 

・ 学びを支える教育環境の充実 

� 重点目標  
○ 安全で安心できる学校をつくる。 

○ 道徳教育、人権教育、キャリア教育を推進し、道徳心・

社会性の育成をはかる。 

○ 地域に開かれた学校づくりを推進する。 

○ 生徒一人ひとりの状況に応じた学力向上への取り組

みを行う。 

○ すべての学力の基盤としての言語力を育成する。 

○ 家庭学習の習慣をつけさせる。 

○ 全国体力・運動能力調査の数値を、毎年向上させる。 
○ ICT の活用を推進する。 

� 教育方針（校訓）  
人間尊重の精神を基盤とし、「生きる力」をはぐく

む創意工夫を生かした教育活動を推進する。  

校校訓訓：：「「健健康康」」「「誠誠実実」」「「実実行行」」  

運営に関する計画  
【【安安全全・・安安心心なな教教育育のの推推進進】】 
・年度末の校内調査における「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」と回答する生徒

の割合を９０％以上にする。 
・年度末の校内調査において、不登校生徒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、前年度不登校生徒の改善の割合を増加させる。 
・校内生徒アンケートにおいて「本物に触れることのできる芸術（演劇や古典芸能や音楽）鑑賞に興味がある」と回答した生徒の割合を年度

当初より向上させる。 
・「人の役に立つ人間になりたい」と回答した生徒の割合を前年度以上にする。 
・校内生徒アンケートにおいて「自分にはよいところがある」と回答した生徒の割合を７５％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】】  
・・年年度度末末のの校校内内調調査査ににおおけけるる「「学学級級のの生生徒徒ととのの間間でで話話しし合合うう活活動動をを通通じじてて、、自自分分のの考考ええをを深深めめたたりり、、広広げげたたりりすするるここととががででききてていいまますすかか」」にに対対

ししてて、、最最もも肯肯定定的的なな「「思思うう」」とと回回答答すするる生生徒徒のの割割合合をを２２５５％％以以上上ににすするる。。  

・・中中学学生生チチャャレレンンジジテテスストトににおおけけるる国国語語おおよよびび数数学学のの平平均均点点のの対対府府比比をを、、同同一一母母集集団団ににおおいいてて経経年年的的にに比比較較しし、、いいずずれれのの学学年年もも前前年年度度よよりり５５

ポポイインントト向向上上ささせせるる。。  

・・大大阪阪市市英英語語力力調調査査ににおおけけるる CCEEFFRR  AA１１レレベベルル相相当当以以上上のの英英語語力力をを有有すするる中中学学３３年年生生のの割割合合（（４４技技能能））をを３３５５％％以以上上ににすするる。。  

・・年年度度末末のの校校内内調調査査ににおおけけるる「「運運動動（（体体をを動動かかすす遊遊びびをを含含むむ））ややススポポーーツツををすするるここととはは好好ききでですすかか」」にに対対ししてて、、最最もも肯肯定定的的なな「「好好きき」」とと回回答答すするる

生生徒徒のの割割合合をを５５３３％％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】】  
・・デデジジタタルル教教材材をを活活用用ししたた朝朝学学習習をを週週１１回回実実施施すするる。。  

・・学学習習者者用用端端末末をを活活用用ししたた家家庭庭学学習習をを週週１１回回実実施施すするる。。  

・・保保護護者者アアンンケケーートトににおおいいてて「「学学校校はは、、情情報報発発信信をを積積極極的的にに行行いい、、教教育育内内容容にに対対すするる説説明明ををししてていいるる」」とと回回答答ししたた割割合合をを、、令令和和３３年年度度（（６６月月

8811..88％％  １１月月 8811..44％％））比比５５ポポイインントト以以上上向向上上ささせせるる。。  

・・校校内内生生徒徒アアンンケケーートトににおおいいてて「「校校内内にに緑緑やや芸芸術術作作品品がが豊豊富富ににあありり心心がが豊豊かかににななるる」」とと回回答答ししたた生生徒徒のの割割合合をを年年度度当当初初よよりり向向上上ささせせるる。。  

・・保保護護者者アアンンケケーートトににおおいいてて、、「「先先生生はは、、生生徒徒がが規規律律正正ししいい学学校校生生活活をを送送れれるるよよううにに指指導導ししてていいるる」」とと回回答答ししたた保保護護者者のの割割合合をを８８５５％％以以上上ににすす
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令和３年度「全国学力・学習状況調査」  
国語 数学   

60 52  平均正答率（％） 

 

●結果と概要／ 

両教科において平均正答率は全国・大阪府を下回った。平均無回答率につい

ては、国語は全国・大阪府を下回ったが、数学は全国・大阪府を上回った。 

＜国語＞ 全国と比較して、すべての領域において下回ったが、大阪府と比較する

と、わずかではあるが「読むこと」領域については上回った。 

＜数学＞ 全国・大阪府と比較して、すべての領域において下回った。 

 

●取組の成果と課題／ 

「数学の問題の解き方が分からないときは，あきらめ

ずにいろいろな方法を考えますか」に肯定的に答えた割

合が全国平均を上回るなど、何とか頑張ろうとする姿勢

の結果が出ている。理解した内容の定着のための自主

的な学習活動に課題が見られる。 

令和３年度「全国体力・運動能力、運動習慣等調査」 （２年生） 
 

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 28.62 28.12 43.68 53.26 84.00 8.30 199.33 22.00 43.26 

女子 22.82 20.56 49.79 45.26 39.00 10.0 162.84 10.00 42.44 

 

●結果と概要／ 

 男子は全国と比較して、握力-0.12、上体起こし+2.23、長座体前屈+0.10、反復横

とび+2.09、20m シャトルラン+4.55、50ｍ走+2.9、立ち幅とび+3.02、ハンドボール

投げ+1.76、体力合計点+2.21 であった。女子は全国と比較して、握力-0.56、上体

起こし-1.66、長座体前屈+3.59、反復横とび-0.99、20m シャトルラン-14.92、50

ｍ走+1.12、立ち幅とび-5.16、ハンドボール投げ-2.64、体力合計点-5.98 であっ

た。また、実技の総合評価 A・B の割合は、男子 30.0％（全国 31.0％）、女子 23.5％

（全国 57.1％）である。男子は全国平均に近いが、女子は大きく下回った。 

●取組の成果と課題／ 

男子は、全国平均とほとんど変わらず、まずまず

の結果と言える。運動やスポーツが好きな生徒が

多く、部活動なども積極的である。一方女子は、全

国平均を大きく下回る結果となった。運動系の部

活動に所属している生徒も少なく、体育の授業以

外で運動に親しむ機会が少ないことも要因に挙げ

られる。 

♪ 学校の特色 ♪ 

学校行事  

修学旅行（３年） 

職場体験学習（２年） 

一泊移住（１年） 

体育大会（９月） 

文化発表会（10 月） 

マラソン大会（12 月、１・２年生） 

小中連携（出前授業、部活動体験・見学） 

 

体育大会や文化発表会など、学校行事では

みんなの気持ちを 1 つにして頑張っています。 

学校元気アップ事業 
コーディネータやボランティアの方が中心となって、 

学習会や図書館の支援、校内緑化などを行っています。 

⚽ 部活動 � � 卒業後の進学先【R3 年度卒業者数 60名】 
＊（）内の数字は進学者数を示す 

【運動部】 

バレーボール（女子）、硬式テニス（女子）、 

バスケットボール（男子）、サッカー（男女）、 

剣道（男女）、ハンドボール（男子） 

【文化部】 

吹奏楽、パソコン、文芸 

国国公公立立高高校校等等 

（7）藤井寺（４）阿倍野 平野（３）東住吉総合 松原（２名以下）今宮工科 

旭 河南 教育センター附属 工芸 港南造形 堺市立堺 咲くやこの花 

桜宮 清水谷 大正白稜 長吉 都島工業 淀川工科 工芸（定時制） 

私私立立高高校校等等 

（４）関西情報工学院（３）大阪偕星学園（２名以下）興国 明浄学院 大阪学芸 

大阪産業大学附属 大阪商業大学堺 大阪桐蔭 関西福祉大学 金光八尾  

四條畷学園 四天王寺東 常翔学園 阪南大学 桃山学院 鹿島学園 

 

 
1 年⼀泊移住 

長長
吉吉
六六
反反
中中

 

2 年職場体験学習 3 年修学旅⾏ 

⼟曜授業 
体育⼤会 ⽂化発表会 

長
吉
六
反
中
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