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� 教育目標  
人間尊重を基盤に、義務教育９年間の学びを通した確かな学力を身につけ、変化する社会をたくましく生きぬ

く力を育む。 

また、「希望あれ、こころあれ、学びあれ」の校訓のもと、先生と生徒は日々「安全・安心」「学力と体力の向上」

を目標に励み、そして、何よりも、こころの育成を図っています。 

運営に関する計画  
【概要】 

学力の向上では、「研究授業」「読書活動」を重点目標として、令和３年度のチャレンジテストについては２年・３年の英語と２年数学は大阪

府平均・大阪市平均を上回った。令和３年度全国学力学習状況調査（３年）については国語・数学は全国平均・大阪府平均を下回った。又、

無回答率は大阪市の平均を下回り最後までがんばって問題を解く生徒が増加した。しかし、「家庭での学習習慣」に課題がある。「学校の規

則を守っていますか」の質問に対しては、肯定的な意見が大阪市・全国平均を上回っているが、「家で自分で計画を立てて勉強しています

か」の質問に対しては、否定的な意見が大阪市・全国平均を上回っている。このことから、学校の規則をまもり素直に学校からの課題を行う

が自分から進んで勉強したり、勉強をすることが必要であると考える生徒が少ないので、中学校を卒業してからの将来の展望をもたせるキャ

リア教育の充実につとめたい。 

今年度は中学校で校区の幼稚園、小学校、地域、区役所、消防署と合同で防災訓練を実施したい。 

【中期目標】  
【安全・安心な教育の推進】 

・日常の生徒同士のトラブルへの対応やいじめについては毎週末実施するアンケートを通して、早期発見・早期対応する。 
・防犯、防災、減災及び危険個所の改善に向け校内の環境整備を進めるとともに、年間計画に基づいて、災害避難訓練、不審者
侵入時の避難訓練を実施する。また、土曜授業の機会を活用し、小学校、幼稚園、区役所、消防署、地域と合同での防災訓練
を年間 1回実施する。  

【未来を切り拓く学⼒・体⼒の向上】 

・令和７年度中学生チャレンジテストにおける正答率を、大阪市の平均に近づけるようにする。 
・令和７年度の全国体力・運動能力、運動習慣調査について、令和３年の全国体力・運動能力、運動習慣調査より向上させる。 
【学びを支える教育環境の充実】 

・令和７年度に各教科、協働学習の中でＩＣＴを活用した授業を毎回実施する。 

・令和７年度にゆとりの日を１週間に１回設定する。 
 

瓜瓜破破西西中中学学校校はは、、昭昭和和 4499((11997744))のの創創立立かからら、、令令和和 55 年年((22002233))ににはは 5500周周年年をを迎迎ええるるここととににななりりままししたた。。瓜瓜破破中中学学校校

かかららのの分分離離新新設設とといいううここととでで、、校校舎舎建建築築等等にに当当たたっっててはは地地元元住住人人のの方方々々にに多多大大ななるるごご協協力力ととごご支支援援をを頂頂戴戴いいたたししまましし

たた。。そそれれかからら半半世世紀紀がが経経過過ししよよううととすするる、、ここのの伝伝統統ああるる学学びび舎舎にに着着任任ささせせてていいたただだいいたたここととにに、、喜喜びびととととももにに重重いい責責任任をを

感感じじてておおりりまますす。。  

『『希希望望ああれれ，，こここころろああれれ，，学学びびああれれ』』  

〈〈希希望望ああれれ〉〉望望ままししいい未未来来をを観観るる。。自自主主、、創創造造のの精精神神をを養養いい、、明明るるいい人人ににななろろうう。。  

〈〈こここころろああれれ〉〉ままごごこころろをを通通じじるる。。自自他他をを尊尊重重しし、、正正ししいい判判断断力力とと責責任任をを持持っってて行行動動ででききるる人人ににななろろうう。。  

〈〈学学びびああれれ〉〉学学びびのの中中ににつつととめめははげげむむ姿姿ををううつつすす。。真真理理をを求求めめ、、努努力力をを怠怠ららずず、、すすすすんんでで他他とと協協力力ででききるる人人ににななろろうう。。  

以以上上のの本本校校のの校校訓訓はは、、決決ししてて色色ああせせるるここととななくく、、「「望望ままししいい未未来来」」、、「「自自主主、、創創造造のの精精神神」」、、「「自自他他をを尊尊重重」」、、「「正正ししいい判判断断力力」」、、「「他他とと協協力力ででききるる

人人」」ななどどとといいうう言言葉葉はは、、かかええっってて現現代代ににおおいいててまますすまますす必必要要なな価価値値観観とといいええるるののででははなないいででししょょううかか。。  

今今後後もも、、ここのの校校訓訓をを根根底底にに「「生生徒徒のの成成長長ののたためめにに」」をを最最優優先先ににししたた、、教教育育活活動動をを推推進進ししててままいいりりまますすののでで、、ごご理理解解ごご支支援援いいたただだききまますすよようう、、よよろろ

ししくくおお願願いいししまますす。。                                                                                                                                                                      校校長長  髙髙井井  利利久久            
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令和３年度「全国学力・学習状況調査」 
国語 数学  

５８ 5０ 平均正答率（％） 

 

●結果と概要／ 

国語は全国と比較して、すべての領域におい

て、全国平均を下回った。しかし「読むこと」の領

域で全国平均・大阪府平均とほとんど差がなか

った。数学は全国と比較して、すべての領域にお

いて、全国平均を下回った。しかし「数と式」の領

域では全国平均・大阪府平均とほとんど差がな

かった。日頃から計算問題を中心に朝の学習タイ

ムや授業時において計算問題を重点的に実施し

た成果があったものと考える。 

●取組の成果と課題／ 

［国語］生徒が苦手とする「古典・古文・漢文」の項目において、補充授業や少人数授業

などを行ったり、ＩＴＣの活用を積極的に進めていき克服するようにつとめていきた

い。また、大阪市と比較して、「話すこと・聞くこと」の領域においては、ほとんど差が

ない。これは、班学習で話し合い活動や意見交流会をしたり、みんなの前で発表す

る取り組みを取り入れた成果と考えられる。 

［数学］「計算」の反復練習を行い、生徒の苦手意識の克服につとめていきたい。また、Ｉ

ＴＣの積極的な活用を行い「図形」や「関数」の項目をわかりやすく理解するように

していく。 

 

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） 

２年男子 30.96 24.84 42.57 52.08 73.32 8.35 203.29 19.25 39.84 

２年女子 26.28 17.61 45.00 45.72 46.03 8.79 171.50 11.63 46.97 

 

●結果と概要／ 

男子は握力、反復横とび、５０ｍ走、立ち幅とび４種目で全国平均、大

阪市平均を上回ったが、残りの種目で下回り、体力合計点の T ポイント

も 39.８4 と、下回る結果を得た。質問の集計によると、「運動（体を動か

す遊びを含む）やスポーツをすることは好き」と回答する割合は大阪市・

全国平均よりも上回っている。「中学校を卒業した後自主的に運動やス

ポーツをする時間を持ちたいですか」の質問に対しては全国平均、大阪

市平均を下回っている。 

 女子は、握力、５０ｍ走、立ち幅跳びの３種目で全国平均、大阪市平均

を上回ったが、それ以外の種目では下回り、体力合計点の T ポイントは

46.９７と下回る結果であった。「運動が好き」と回答する率が大阪市平

均より低く、この点で本校の男子との意識の違いが表れた。しかし、「あ

なたにとって運動やスポーツをすることは大切だと思いますか」と質問に

肯定的な回答が大阪市、全国区平均と同じぐらいである。このことは、運

動を日常的に行うことは大切だと考えているが、運動をする機会が少な

いと考えられる。 

●取組の成果と課題／ 

全国体力・運動能力、運動習慣等調査において、男子は握

力、反復横とび、５０ｍ走、立ち幅とびの項目、女子は握力、５０ｍ

走、立幅とびの項目で大阪市、全国平均を上回ることができた。

しかし、男女とも、それ以外の項目おいては、大阪市、全国平均を

下回った。 

全国体力・運動能力、運動習慣等調査においては、授業の始

まる前の準備体操など体の柔軟やウォーミングアップなどを積極

的に取り入れ、個々の運動能力を上げる必要がある。普段から

体を動かし、けがしにくい体作りができるように、日々の授業で取

り入れていきたい。 

♪ 学校の特色 ♪ 

1学期の行事 

・入学式 

・部活動編成 

・家庭訪問 

・３年修学旅行 

・２年校外学習 

・1 年一泊移住 

・教育相談 

・小学生の中学校見学会 

・保護者懇談会 

２学期の行事 

・運動会 

・文化祭 

・地域防災訓練 

・３年進路懇談 

・芸術鑑賞 

・保護者懇談会 

・２年高校訪問 

３学期の行事 

・1 年職業講話 

・百人一首大会 

・球技大会 

・２年 職場体験 

・３年 進路相談 

・卒業式 

⚽ 部活動 � 

運運  動動  部部         ソフトテニス、柔道、バレーボール、サッカー、野球、バドミントン  

文文  化化  部部          吹奏楽、美術、将棋、手芸、英語 

令和４年度 

・運動部入部率５７％ 文化部入部率２５％ 全体入部率８２％ 

・運動部も文化部も熱心に活動しており、着実に成果をあげつつあります。 

� 卒業後の進学先【R３年度卒業者数１１８名】 
国公立高校等  高津（３）東住吉（６）阪南（６）阿倍野（４）大阪ビジネスフロンティア （６） 教育センター （８） 長吉 （１２） 

藤井寺 （１０）松原 （８） 工芸 （２名以下）夕陽丘 清水谷  市岡 淀川工科 住吉 桜和 等 

私立高校等    大阪商業大学堺（３）阪南大学 (2 名以下)大阪学芸  大阪夕陽丘学園 大阪商業大学 上宮 大阪商業大学 

 城南学園 関西大学第一 あべの翔学 関西創価 四天王寺 等 
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令和３年度「全国学力・学習状況調査」 
国語 数学  

５８ 5０ 平均正答率（％） 

 

●結果と概要／ 

国語は全国と比較して、すべての領域におい

て、全国平均を下回った。しかし「読むこと」の領

域で全国平均・大阪府平均とほとんど差がなか

った。数学は全国と比較して、すべての領域にお

いて、全国平均を下回った。しかし「数と式」の領

域では全国平均・大阪府平均とほとんど差がな

かった。日頃から計算問題を中心に朝の学習タイ

ムや授業時において計算問題を重点的に実施し

た成果があったものと考える。 

●取組の成果と課題／ 

［国語］生徒が苦手とする「古典・古文・漢文」の項目において、補充授業や少人数授業

などを行ったり、ＩＴＣの活用を積極的に進めていき克服するようにつとめていきた

い。また、大阪市と比較して、「話すこと・聞くこと」の領域においては、ほとんど差が

ない。これは、班学習で話し合い活動や意見交流会をしたり、みんなの前で発表す

る取り組みを取り入れた成果と考えられる。 

［数学］「計算」の反復練習を行い、生徒の苦手意識の克服につとめていきたい。また、Ｉ
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R３年度「全国体力・運動能力、運動習慣等調査」 
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●結果と概要／ 

男子は握力、反復横とび、５０ｍ走、立ち幅とび４種目で全国平均、大

阪市平均を上回ったが、残りの種目で下回り、体力合計点の T ポイント

も 39.８4 と、下回る結果を得た。質問の集計によると、「運動（体を動か

す遊びを含む）やスポーツをすることは好き」と回答する割合は大阪市・

全国平均よりも上回っている。「中学校を卒業した後自主的に運動やス

ポーツをする時間を持ちたいですか」の質問に対しては全国平均、大阪

市平均を下回っている。 

 女子は、握力、５０ｍ走、立ち幅跳びの３種目で全国平均、大阪市平均

を上回ったが、それ以外の種目では下回り、体力合計点の T ポイントは

46.９７と下回る結果であった。「運動が好き」と回答する率が大阪市平

均より低く、この点で本校の男子との意識の違いが表れた。しかし、「あ

なたにとって運動やスポーツをすることは大切だと思いますか」と質問に

肯定的な回答が大阪市、全国区平均と同じぐらいである。このことは、運

動を日常的に行うことは大切だと考えているが、運動をする機会が少な

いと考えられる。 

●取組の成果と課題／ 

全国体力・運動能力、運動習慣等調査において、男子は握

力、反復横とび、５０ｍ走、立ち幅とびの項目、女子は握力、５０ｍ

走、立幅とびの項目で大阪市、全国平均を上回ることができた。

しかし、男女とも、それ以外の項目おいては、大阪市、全国平均を

下回った。 

全国体力・運動能力、運動習慣等調査においては、授業の始

まる前の準備体操など体の柔軟やウォーミングアップなどを積極

的に取り入れ、個々の運動能力を上げる必要がある。普段から

体を動かし、けがしにくい体作りができるように、日々の授業で取

り入れていきたい。 

♪ 学校の特色 ♪ 

1学期の行事 

・入学式 

・部活動編成 
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・３年修学旅行 
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・1 年一泊移住 
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２学期の行事 

・運動会 

・文化祭 

・地域防災訓練 

・３年進路懇談 

・芸術鑑賞 

・保護者懇談会 

・２年高校訪問 

３学期の行事 

・1 年職業講話 
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・球技大会 

・２年 職場体験 

・３年 進路相談 
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令和４年度 

・運動部入部率５７％ 文化部入部率２５％ 全体入部率８２％ 

・運動部も文化部も熱心に活動しており、着実に成果をあげつつあります。 

� 卒業後の進学先【R３年度卒業者数１１８名】 
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