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� 教育目標  
「人間尊重の精神を基盤とし、国際社会の一員として、個性を生かし、自ら学ぶ態度と心豊かにたくましく

生きる力を育む教育を推進する。」 

� 教育方針  
「感謝・努力・友情」 

� 重点目標  
① 基礎的・基本的な学習内容を定着させるとともに、自ら学び自ら考える意欲や態度を育てる。 

② 基本的な生活習慣を定着させるとともに、集団の一員としての自覚と責任を持つ生徒を育てる。 

③ 他者への思いやりを大切にし、円滑なコミュニケーションをとることができる生徒を育てる。 

④ 障がいのある生徒の社会的自立をめざし、ともに育ち共に学び合う生徒を育てる。 

運営に関する計画  
【概要】 【【子子どどももがが安安心心ししてて成成長長ででききるる安安全全なな社社会会（（学学校校園園・・家家庭庭・・地地域域））のの実実現現】】  

【【心心豊豊かかにに力力強強くく生生きき抜抜きき未未来来をを切切りり拓拓くくたためめのの学学力力・・体体力力のの向向上上】】 
【中期目標】  
【【安安全全・・安安心心なな教教育育のの推推進進】】  

○ 令和７年度の全国学力・学習状況調査の「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、65％以上にする。 

○ 令和７年度の全国学力・学習状況調査の「自分にはよいところがあ

ると思いますか」の項目について、肯定的に答える生徒の割合を、令

和３年度の 58％から 10 ポイント増加させる。 

【【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】】  

○○令令和和７７年年度度のの全全国国学学力力・・学学習習状状況況調調査査のの思思考考・・判判断断・・表表現現

((言言語語ににつついいててのの知知識識・・理理解解・・技技能能))にに関関すするる項項目目のの平平均均正正答答

率率をを令令和和３３年年度度よよりり５５ポポイインントト増増加加ささせせるる。。  

【【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】】  

○○令令和和７７年年度度のの全全国国学学力力・・学学習習状状況況調調査査のの「「１１，，２２年年生生ののとときき

にに受受けけたた授授業業でで，，ココンンピピュューータタななどどのの IICCTT  機機器器ををどどのの程程度度使使

用用ししままししたたかか」」のの項項目目ににつついいてて、、「「ほほぼぼ毎毎日日」」とと答答ええるる生生徒徒のの

割割合合をを 9900％％以以上上ににすするる。。  

【年度目標】  

【安全・安心な教育の推進】 

○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」と回答する児童生徒の

割合を、60％以上にする。 

○年度末の校内調査における「学校に行くのは楽しいと思いますか」に対

して、最も肯定的な「思う」と回答する生徒の割合を、40％以上にする。 

【未来を切り拓く学力・体力の向上】 

○令和4年度の全国学力・学習状況調査の思考・判断・表現(言語につい

ての知識・理解・技能)に関する項目の平均正答率を令和３年度より５ポイ

ント増加させる。 

○令和 4 年度の校内調査の「学級の生徒との間で話し合う

活動を通じて、自分の考えを深めたり広げたりすることができ

ている」に対して、最も肯定的に答える生徒の割合を、30％以

上にする。 

【学びを支える教育環境の充実】 

○年度末の校内調査における「１，２年生のときに受けた授業

で，コンピュータなどの ICT 機器をどの程度使用しましたか」

に対して、「使用することが増えた」と答える生徒の割合を

80％以上にする。 

○年度末の校内調査における「日々の学校活動の中で学習

者用端末を活用している」に対して、「ほぼ毎日」と答える生徒

の割合を 90％にする。 

本校は、昭和 52 年４月に加美中学校から分離開校し、平野区で１０番目に創立した中学校です。 

学校教育目標を基盤とし、「何事にも目標をもって積極的に取り組むこと」「仲間を大切にする生徒であること」を生徒

目標にしています。また教職員は、生徒の学力向上を重点におき、体力向上や部活動、仲間づくりに積極的に取り組んで

います。 

さらに学校・保護者・地域が連携を深め、全ての生徒が安心して登校できる学校にするため「チーム加美南」として活動 

してまいります。 

                                                                                                   校長 泉 和善 

 

標準服の変更     令和 5 年度に標準服を変更する予定です。 
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令和３年度「全国学力・学習状況調査」 
国語 数学    

５７ ５１   平均正答率（％） 

 

●結果と概要／ 

全国学力・学習状況調査結果 

❒国語については、府平均と比較し、全体としてはポイントのマイナスで、特に書くことについては府平均よ

りも正答率が低く、書く能力については今後力を伸ばす必要がある。記述式問題については、府平均より

もポイント正答率が下回った。 

❒数学については、府平均を 2.3 ポイント下回ったが、関数については大阪府平均と同じである。 

 

【【平平均均無無解解答答率率ににつついいてて】】  

平均無解答率については、

国語は大阪市の平均を下回

った。市平均との差における

ポイントとして国語・数学も市

平均を下回った。  

●取組の成果と課題／ 

［［国国語語］］漢字の読みについては比較的正答率が上がってきたが、書き

については正答率が低く、無解答率も高い。「目的に応じて文の

成分の順序や照応、構成を考えて適切な文を書く」設問や「話し

合いの話題や、方向を捉えて的確に話す」設問について、比較的

正答率が低く、無解答率が減った。 

［［数数学学］］基礎的な計算問題については比較的正答率が高かったが、

比例や一次関数などで正答率が低い傾向がある。「一次関数で

ｘの値が変化したときのｙの値の変域を求める」設問や、「対頂角

は等しいことの証明の正しい記述を選ぶ」設問などは正答率が

低く、市平均との差も大きかった。 

令和３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

（㎝） 

ハンド ボー

ル投げ（ｍ） 

合計 

得点（点） 

男子 25.09 25.75 43.89 51.11 75.91 8.06 209.19 20.72 40.56 

女子 21.16 22.27 48.14 47.89 55.23 8.77 175.32 12.14 49.37 
 

●結果と概要／ 

本校では、持久走と２０ｍシャトルランのうち、２０ｍシャトルランを

選択して実施した。 

全国体力・運動能力・運動習慣等調査においては、男子は長座

体前屈、ハンドボール投げ、立ち幅跳びで大阪市及び全国平均を

上回った。しかし体力合計点では、わずかに大阪市や全国を下回

っている。女子では、反復横跳び、長座体前屈、２０ｍシャトルラン、

５０ｍ走、立ち幅跳びで大阪市及び全国平均を上回った。体力合

計点でも大阪市・全国平均を上回ることができた。種目によって

は大きく上回っているものもあり、日常の体育活動の成果が出て

いるものと考えられる。 

●取組の成果と課題／ 

体育授業の初めに、補強運動を取り入れた体力を高める活動

を実施した。また、楽しみながら体力を高めるよう工夫して体育的

行事にも取り組むことができた。 

しかしながら、男子においては反復横跳びなどの瞬発力や、握

力や上体起こしなどの筋力については大阪市よりも下回ってい

た。女子においては男子と同様に握力や上体起こしなどの筋力

については大阪市よりも下回っていた。 

運動部の活動は活発であり、優秀な成績を残しているので、運

動部への入部率を高めていくとともに、日頃から運動する習慣を

身につけた生徒をさらに増やしていきたい。 

♪ 学校の特色 ♪ 
キャリア教育 

１年生「キャリスタ」（企業と連携しての企画・

プレゼンテーション学習）、２年生「職場体験学

習」、３年生「職業講話」と、３年間を通しての密

度の濃いキャリア教育を展開しています。生徒

たちは、取組を通して、達成感や将来への希望

を持ち、進路選択力を身につけていきます。 

小中連携 

校区小学校（加美南部小学校・加

美東小学校）と、めざす子ども像を共

有し、小中学校の交流行事や部活動

体験、体験授業などを実施しています。

また、PTA３校合同巡視や３校合同人

権講演会なども行っています。 

地域連携 

開かれた学校づくりをめざし、さまざまな取組を

行っています。毎年、土曜授業の一環として、防災訓

練を実施しています。地域防災リーダー、消防署、区

役所と連携し、可搬式ポンプ、水消火器による消火

活動と搬送訓練及びＤＶＤを用いた学習を行い、生

徒たちの防災意識の向上に取り組んでいます。 

学校元気アップ事業 

学校元気アップ地域本部事業の

一環として、環境整備、花壇づくり、園

芸講習会、学校図書館整備などに活

発に取り組んでいます。 地域緑化ボ

ランティアの方々と生徒が一緒になっ

て玄関を美しくしています。 

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

＜運動部> <文化部>すべて男女 

野球(男女) 

サッカー(男女) 

陸上(男女) 

硬式テニス(男女) 

バドミントン(男女) 

卓球(男女) 

バレーボール(女) 

バスケットボール(女) 

放送 

コーラス 

美術 

茶道 

科学 

 

国公立高校等 (8)阿倍野(7)長吉 東住吉総合（3）八尾 山本 (4)藤井寺 (3)山本 （２名以下) 

大阪ビジネスフロンティア 布施 平野 教育センター 夕陽丘 東住吉 港南造形 生野 松原 勝

山 今宮工科 阪南 清水谷 夕陽丘 阪南 淀川工科 生野工業  桜宮 市岡  港 淀商業 住吉

商業 今宮工科 四條畷 天王寺 高津 阿倍野 八尾翆翔 府立高専 布施北 中央 他府県公立 

 

私立高校等 (7)興国(4）夕陽丘学園 偕星学園 近大付属 (3)大商大 （２名以下）浪速 大阪 

金光藤蔭 学芸 香ケ丘リベルテ 昇陽 賢明 阪南大 上宮  清明学院 緑涼 柏原 女学院 四

天王寺 あべの翔学 金光藤蔭 金光八尾 桃山 KTC 関西情報 天王寺学館 Ｎ高校 未来飛鳥 

柳ヶ浦 

加
美

南
中

 

加
美
南
中
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商業 今宮工科 四條畷 天王寺 高津 阿倍野 八尾翆翔 府立高専 布施北 中央 他府県公立 

 

私立高校等 (7)興国(4）夕陽丘学園 偕星学園 近大付属 (3)大商大 （２名以下）浪速 大阪 

金光藤蔭 学芸 香ケ丘リベルテ 昇陽 賢明 阪南大 上宮  清明学院 緑涼 柏原 女学院 四

天王寺 あべの翔学 金光藤蔭 金光八尾 桃山 KTC 関西情報 天王寺学館 Ｎ高校 未来飛鳥 

柳ヶ浦 

加
美

南
中

 

加
美
南
中
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