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13月
14月
14月
10月
11月
13月

国語A

国語B

数学A

数学B

理科

80

66

76

58

71

平均正答率（％）

■結果の概要
国語・数学においてはＡ・Ｂともに正答率の割合が全国平均より高い。

革

平成17年
平成17年
平成19年
平成19年
平成17年
平成28年

【私立等】
藍 野 、青 山 、上 宮 (９) 、近 江 、追 手 門 学 院 大 手 前（ ４ ）、大 阪(１５) 、大 阪 偕 星 学 園 、大 阪 学 院 大 学 (６) 、大 阪 国 際 大 和 田 、大 阪 国 際 滝 井 、
大 阪 産 業 大 学 附 属 (４) 、大阪情報コンピューター、大阪信愛女学院、大阪成蹊女子(4)、大阪青凌、大阪電気通信大学(3)、大阪桐蔭(４)、大阪緑涼、
開明、香ヶ丘リベルテ、関西創価、関西大学第一(６)、関西大学北陽、関西学院、近畿大学附属(５)、金蘭会（３）、
クラーク記念国際、建国、興國(１２)、
好文学園女子、神戸野田、神戸山手女子、向陽台、香里ヌヴェール学院、金光大阪（３）、金光藤蔭（４）、堺リベラル、四条畷学園、四天王寺学園、樟蔭、
常翔学園(１４)、常翔啓光学園、昇陽(8)、清風、清明学院、宣真、相愛、太成学院大学、大阪体育大学浪商、帝塚山、天理教校学園、東海大学附属札幌、
長尾谷(４)、
灘、
日本航空、
梅花(３)、
東大阪大学柏原、
福井工業大学附属福井、
箕面学園、
明星
（４）
、
明豊、
桃山学院(６)、
洛南、
立命館、
早稲田大学高等学院、
N、YMCA学院

平成30年度全国学力・学習状況調査の結果

「自学・自律・思いやり」
主体的に学習する意欲を高め学力の向上を図るとともに
思いやりのある豊かな心と規律ある集団を育成する。

沿

※過去3年間の進路先を五十音順に掲載しています。進学者数の3年間の累計が3名以上の場合、学校名の後ろに人数を明記しています。

【国公立】
旭(１３)、芦間、池田(７)、市岡(４)、茨木、今宮、今宮工科、園芸、扇町総合(7)、大阪ビジネスフロンティア（３）、大手前(１３)、春日丘(４)、北千里(３)、
北野(4)、柴島(９)、高津(６)、港南造形、堺市立堺、咲くやこの花(３)、桜塚(３)、桜宮(４)、四条畷、思斉支援(６)、渋谷(４)、清水谷(７)、城東工科、成城、
千里、大 正白稜、第二工芸、中央（４）、槻の木、鶴見商業、豊島、天 王寺（３）、東 京都立田柄、刀根山(５)、登美 丘、豊中（３）、なにわ高等 支援、
奈良工業高専、
西野田工科、西、
寝屋川、汎愛、東(１０)、
東淀川(６)、
東淀川支援、
東淀工業、
兵庫県立農業、福井、松原、港、南、箕面
（４）
、
都島工業(１０)、
桃谷(４)、守口東、山田(３)、夕陽丘(3)、淀商業（３）

和義

教育目標

旧菅南中学校・旧扇町中学校閉校
天満中学校開校（夜間学級開設）
現校舎に移転
開校記念式挙行
創立10周年記念式典挙行
創立20周年記念誌発行

学校運営に関する計画
■中期目標

また、無解答率についても、全国平均より低くなっている。国語において
は、
４項目すべての領域で正答率が全国平均より上回っており、特に
「書
くこと」
については成果が顕著である。
これは、国語の授業において言語
活動の活用や各取り組みでの力が育まれた結果である。
また数学においてもすべての領域で全国平均より正答率は高く、特に
「数と式」
「 関数」は全国平均を１０％以上も上回っている。
これは習熟度
別少人数授業や放課後、土曜学習会などにより、基礎基本の定着を徹底
した成果であると考えられる。
平成30年度は理科も実施され、やはり４項目すべての領域で正答率
は全国平均を上回っている。中でも
「化学的領域」は他の領域に比べて

○令和2年度末の「校内生徒アンケート」において、
「あいさつや礼儀、服装
を正すなど、学校や社会のルールを守ろうと努力している」の項目に、肯
定的な回答をした生徒の割合95％以上とする。

その差が顕著である。これは、理科の授業において実験などを通して

○令和2年度末の「校内生徒アンケート」において、
「いじめや暴力などのト
ラブルには、時には先生なども交えながら、問題の解決を図っている」の
項目に、肯定的な回答をした生徒の割合を95％以上とする。

平成30年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査の結果

○令和2年度末の「保護者アンケート」において、
「生命を大切にする心を育
み、いじめや暴力のない学校づくりに取り組んでいる」の項目に、肯定的
な回答をする保護者の割合を90%以上とする。
○令和2年度末の「保護者アンケート」
において、
「学校は、子どもたちが学校
生活や友達関係などで困ったり悩んだりしているとき、相談できる機会や
体制を整えている」の項目に、肯定的な回答をする保護者の割合を85%
以上とする。
○令和2年度末の「校内生徒アンケート」において、
「 道徳・人権学習を通じ
て、命の大切さや自他を尊重し互いを思いやる心が養えていると思う」の
項目に、肯定的な回答をする生徒の割合を95%以上とする。
○全国学力・学習状況調査をはじめ、各学力調査での平均正答率を大阪市、
全国の平均を上回る。
○令和2年度末に、中学校卒業段階で英検３級程度以上の英語力を有する
生徒の割合を50％以上とする。

○令和2年度末の「校内生徒アンケート」
において、
「朝読書や図書館の利用
等で、読書の習慣がついてきていると思う」
と答えた生徒の割合を70％
以上とする。
○令和2年度全国運動能力・運動習慣等調査において、
「あなたにとって運
動(体を動かす遊びを含む)やスポーツは大切ですか」の質問に対し、肯定
的に回答した生徒の割合を65％以上とする。
○令和2年度全国運動能力・運動習慣等調査において、体力合計点（男女平
均）の大阪市平均を上回る結果とする。

自然事象に対する興味・関心が身についた結果であると考えられる。

（㎏）
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■結果の概要
男子については体力合計点が全国平均より約２．
３ポイント低くなって
いる。男子が実施した８種目中「握力」だけが全国平均を上回っている。
女子については体力合計点が全国平均より約０．
３ポイント低くなってい
る。
８種目中「握力」
「 上体起こし」
「２０ｍシャトルラン」
「 ハンドボール投
げ」の４種目で全国平均を上回っている。保健体育の授業をはじめ、体育
的行事への参加状況は良好であるので、結果について個別の要因を分
析し、今後の取り組みの改善に活かしたい。

学校の概要
本校は、大阪市立菅南中学校と大阪市立
扇町中学校の統合により、平成7年4月1日、
大阪市立天満中学校として開校し、平成9年
4月に、旧菅南中学校の跡地に新校舎が建
設された。
校名は大阪三郷の一つである天満郷にちな
んでおり、校章は梅の花で、学問を愛した菅
原道真公を偲ぶとともに、早春にいち早く香
る気品の高い梅のように、清らかに
「逞しく伸びよ」
との願いをこめて制
定された。
校訓は
「真理・協調・発展」
で、校章の花びらの直線部分は
「真理」
を、中
心の円のまわりに整然と並ぶ花びらとおしべは「協調」
を、
また力強く五
方向に伸びる花びらは
「発展」
を表している。
校区は、大阪駅から東・西・南・北の四方に広がる地域で、西天満・
菅南・梅田東・北天満・済美・菅北・曽根崎・北野・堂島・中之島の10連合
振興町会からなっており、校区内には大阪市立西天満小学校・菅北小学
校・扇町小学校の3小学校が歴史を刻んでいる。

学校行事
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
1月
2月
3月

入学式 始業式
家庭訪問 土曜授業（学校公開）
土曜授業（学校公開） 中間テスト
1年自然体験学習 3年修学旅行
2年職場体験 学期末テスト
３年チャレンジテスト
教育懇談 終業式
全校登校日 始業式
土曜授業（学校公開） 体育大会
創立記念日 中間テスト ３年統一テスト
文化活動発表会 土曜授業（学校公開）
学期末テスト 1年職業講話
教育懇談 終業式
始業式 百人一首大会 長距離走記録会
1・2年チャレンジテスト
学年末テスト
卒業式 教育懇談 修了式

地域との連携活動
本校では、天満中学校区のコミュニティを、地域・保護者(家庭)・学
校とともに深化充実させ、課題を共有し、検討・協議する中で合意形成
に努め、
「 天満中学校が地域の心を繋ぐふるさと」になれるよう、
「コ
ミュニティスクール事業」(学校元気アップ地域本部事業)に取り組んで
いる。
天満中学校の「コミュニティスクール」とは、保護者・地域が、教職員
と共に「信頼される学校＝地域が誇
れる学び舎」を創造する取り組みの
総称である。土曜学習会や、図書活
動支援、コンサートの夕べなど多様
な活動を行っている。また職場体験
学習では、地域の各事業所に協力い
ただき、６月に取り組みを実施する。

生徒会活動
生徒会役員：会長 1 名、副会長 1 名、書記 2 名、会計 1 名
各種委員会：学級委員会、風紀委員会、体育委員会、
保健委員会、美化委員会、図書委員会・文化委員会

校長経営戦略予算の活用
本校ではこれまで、
「 校長経営戦略
予算」の加算配布予算対象校として
選定され、この予算を活用し、生徒会
主催のエコキャップ運動推進のため、
透明回収ボックスを設置した。
また、LL
教室には円形テーブルと液晶プロジェ
クターを設置して、生徒が意見交流を
活発に行い、
より活動的で深い学びが
実現できるよう、環境整備を行った。
また平成30年度は、1年生を対象に
漫才のネタ作りと発表をする
「笑育」の
取り組みを行った。お互いに話し合い
をすることで、コミュニケーション力や
表 現 力 、問 題 解 決 能 力 が 身につき、
生徒ひとりひとりはもちろん、集団と
しても成長した姿が見られた。

天 満 中 学 校

天 満 中 学 校

○令和2年度末の「校内生徒アンケート」において、
「 学校の宿題以外に、予
習・復習・問題集に取り組むなどの家庭学習を行っている」
と肯定的に回
答した生徒の割合を70％以上とする。

【過去3年間・卒業生総数３９３名】
（ 平成３０年度１４３名、平成2９年度1４５名、平成2８年度10５名）

【※詳細は学校ホームページをご覧ください】
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