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【安全・安心な教育の推進】
○令和７年度全国学力・学習状況調査の「学校に行くのは楽しいと思いますか」
に対して、肯定的に回答する児童の割合を、85％以上にする。（Ｒ３年度
78.6％）
○令和７年度校内調査において、学校で認知したいじめについて、解消した
割合を100％にする。（いじめ解消：いじめ行為が止んでいる状態が３か月継
続・被害者が心身の苦痛を受けていない）（Ｒ３年度99％）

【未来を切り拓く学力・体力の向上】
〇令和７年度の小学校学力経年調査における平均標準化得点を102点以上に
する。（Ｒ３年度102.9点）
〇令和７年度の全国体力・運動能力、運動習慣等調査の体力合計点を、男女
とも全国平均以上にする。（Ｒ３年度男子50.84点・全国52.52点、女子53.32点・
全国54.64点）

【学びを支える教育環境の充実】
〇令和７年度末の校内調査の「日々の学校活動の中で学習者用端末を活用し
ている」の項目について、「ほぼ毎日」と答える児童の割合を、100％にする。

今年度実施しない予定

【学力と体力の状況調査については 16 ページに全国・大阪市平均を掲載。ご参照ください。】

本校は今年度で創立86年目を迎えます。全校児童約800名の大規模校ですが、一人一人の児童をしっかりと見つめ、そのよさや可能性を伸ばすべく
教職員一丸となって教育活動を推進しています。

本年度も、その学校の姿勢を全体に示すべく、学校教育目標を「どの子も伸びる どの子も伸ばす」またサブテーマを「知・徳・体のバランスのと
れた子どもの育成をめざして」としました。

併せてめざす子ども像を
　○　自ら学び、自ら考え、粘り強く課題に取り組む子（知）
　○　自他の違いを認め合い、共に伸びようとする子（徳）
　○　自らの健康や体力に関心をもち、たくましく生きる子（体）
と設定し、それぞれについて本年度、特に重点的に取り組むべき具体的方策を共通理解し、より質の高い指導を行っていきたいと思っております。

今後とも地域・保護者の皆様のご理解・ご協力をよろしくお願いいたします。
また、国語科の授業研究を通して、学力向上に向けた、指導力の向上に努めてまいります。

校長　西岡　貴史

○結果の概要
国語科においては、日常的にスピーチ活動や話し合い活動などの充実に、
継続して取り組んだことが、言語能力の育成へとつながっていると考えられる。
また図書活動の充実も学力向上に寄与していると考えられる。
算数科においては、個に応じた指導をもとに、基礎基本の定着を図りつつ、
応用問題にも対応できるように指導したり、考え方を明確にしたりする学習を
展開したことで、学力の向上がうかがえた。自主学習の取り組みも学校全体で
取り組むことにより、自分の課題を把握し改善したり、得意な分野を伸ばした
りすることにつながったと考えられる。

取組の成果と課題、アクションプラン
本校では、国語科・算数科で３年生以上を対象に、習熟度別少人数指導を

実施したり、児童の実態に合わせて学習のすすめ方を工夫したりすることで、
基礎的な学習内容は定着してきている。しかしながら、問題文などからの条
件を十分に読み取ることに課題が見られたり、言葉や式を用いての内容や解
答説明に不足が見られたりする。そのために本校として以下の内容に取り組む。
○問題文を読み、必要な事柄、尋ねられている条件を確実につかみ、問題を
解くことができるようにする。そのためには、日々の学習の中で、個人個人
が適宜問題を読み解くなど、自己の課題を見つけるための手だてを考え進
める。また家庭学習や自主学習の一層の推進を図ったり、習熟度別少人数
指導の確実な実施を進めたりしたい。

○様々な場で発表の機会を設け、資料や文章をもとに口頭で説明したり、発
表したりする学習や活動をより一層充実させる。

令和３年度「全国学力・学習状況調査」結果
○平均正答率

○結果の概要
合計得点は、男子が全国平均より1.68ポイント、女子が1.32ポイント下回っ
たが、大阪市平均より、若干上回った。男女ともシャトルランのポイントに
大きな開きが見られる。また反復横とびも全国との差が見られる。
「スポーツをすることが好き」と回答した児童の割合が、男子91.6％、女
子81％である。また、１週間の総運動時間に関する児童への質問において、
60分未満と回答した児童の割合は、男子が8.8％であり、女子が23.1％であっ
た。全国では男子が8.8％、女子が14.5％であり、大阪市では男子が13.2％、
女子が21.5％であった。女子における１週間の総運動時間が60分未満の割
合が、本校では顕著である。

取組の成果と課題、アクションプラン
体育科の授業について、教員同士の研修も重ね、指導方法を見直したり
改善したりするなどした。特に、教員同士の研修では、指導に対しての指
示内容など、適切な文言の模索をしたり、工夫する点を踏まえたりしなが
ら取り組んだ。そのため、水泳の学習や鉄棒の学習など、全学年において
充実した体育科の学習を進めることができた。
また、行事の取り組みが制限されていたが、なわとびタイムやみんな遊
びなどを通して、身体を楽しく動かす活動を通して、目標を持って取り組ん
だ。
今後は、体育の授業においては、指導内容の見直しを継続して取り組む
などして、より一層充実した学習が展開できるようにする。学校行事につい
てもなわとびタイム以外の活動を展開できるように努め、児童らが楽しく健
康に過ごす心身の育成に努めたい。

令和３年度「全国体力・運動能力、運動習慣等調査」結果
○種目別平均値

06－6922－3301 06－6925－3951

http://swa.city-osaka.ed.jp/swas/index.php?id=e521032
※「大阪市立高倉小学校」で検索してくだい。
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※状況により日程変更や中止する場合が
　あります

○読む力、問題文を読み解く力を伸ばすためにも、図書（読書活動）の充実
と発展をめざし、改善点があれば積極的に推し進めるなど、読書への興味
関心を高め、読書量を増やすための工夫をしていきたい。

オレンジ隊（安全みまもり隊）

学校目標
「どの子も伸びる どの子も伸ばす」
－知・徳・体のバランスのとれた子どもの育成をめざして－

めざす子ども像
〇自ら学び、自ら考え、粘り強く課題に取り組む子（知）
〇自他の違いを認め合い、共に伸びようとする子（徳）
〇自らの健康や体力に関心をもち、たくましく生きる子（体）

キッズファミリー遠足

スマイルキッズパーク

高倉地域

21 22

児童会が主催の行事で、たてわり班で

自分たちが考えた出し物をします。豆つ

かみやカンつみ、ボーリングなど楽しい

お店がいっぱいです。約800人という大

人数を生かし、異学年との関わりの機会

を多くもつようにしています。

高倉地域では、ソフトボールや野球・ドッジ

ボール・ミニバスケットボール・サッカー・キッ

クベースボールなど、たくさんの大人が子ども達

のスポーツ活動を支えてくださっています。

本校は、集団登校は実施していません。登下校

については、地域のオレンジ隊や、PTAの方が児

童を見守ってくださっています。また、児童が

困っていれば優しく声をかけてくださるなど、地

域の方々の愛情をいっぱいにうけて子どもたちは

すくすくと育っています。

春に実施している全校児童が参加す

るたてわり班遠足です。緑いっぱいの

城北公園へ行きます。たてわり班で協

力してゲームをしたり、クイズに答え

たりして楽しく過ごします。
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