
【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、昨年創立100周年を迎えた歴史と伝統のある学校です。グローバル化や技術革新が急速に進み、予測困難なこれからの時代に、子どもた
ちには、自ら課題を見つけ、自ら学び、自ら考え、自ら判断して行動する、よりよい社会や人生を切り拓いていく力が求められます。淀川小学校の学
校教育目標を「笑顔で、あいさつのできる子どもを育てる」とし、校訓「希望・学び・感謝」をもとに、目指す子ども像を「希望を持ち、心身ともに
健康でたくましく生きる子」「自ら学び、自ら考え、進んで問題解決できる子」「感謝の心を大切にし、思いやりの心で行動できる子」と掲げ、確かな学力、
豊かな心、健やかな体の育成を柱として、取り組みを進めています。

毛馬は地域で子どもたちを育て、見守るという気風が脈 と々受け継がれています。よどがわ子ども見守り隊の皆様には、子どもたちの安全をしっかり
確保していただいています。

校庭も広く本年度からプールも新しくなりました。全校児童で取り組む活動もたくさんあります。安心して学べる淀川小学校です。

学校教育目標「笑顔で、あいさつのできる子どもを育てる」
淀川小学校は子どもたちの笑顔を大切にします。
【安心・安全な教育の推進】
〇令和4年度小学校学力経年調査における「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」と回答する児童の割合を
85％以上にする。

〇年度末の校内調査において、不登校児童の在籍比率を前年度より減少させる。
〇学習規律や学校のきまりを守らせることにより規範意識を養う。また日々の実態把
握や学期ごとのアンケートを実施し、「学校のきまりを守っている」の項目で、肯定
的な回答をする児童の割合を向上させる。

〇道徳の授業やいいとこみつけ、人権に関係する取り組みをはじめ、様々な活動を通
して自己肯定感や自己有用感を高める。そして校内アンケートで「自分にはよいと
ころがありますか」の問いに対して肯定的に回答する児童の割合を75％にする。

〇日常的なあいさつができるように全体指導及び啓発活動を行う。またあいさつ強調
週間やあいさつデーの実施方法を工夫し、児童アンケートにおける「気持ちのよい
あいさつをきちんとしていますか」の項目で児童の意識の向上や言動の変容がみら
れたかを検証する。

【未来を切り拓く学力・体力の向上】
〇小学校学力経年調査における「学校の友達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ますか」に対して、最も肯定的な「思
う」と回答する児童の割合を25％以上にする。

〇小学校学力経年調査における国語および算数の平均正答率の対全国比を、同一母
集団において、経年的に比較し、いずれの学年も前年度より１ポイント向上させる。

〇小学校学力経年調査における「外国語（英語）の勉強は好きですか」に対して、
肯定的に回答する児童の割合を75％以上にする。

〇小学校学力経年調査における「運動（体を動かす遊びを含む）やスポーツをするこ
とは好きですか」に対して、最も肯定的な「好き」と回答する児童の割合を70％
以上にする。

〇５月28日に土曜授業３時間と引き渡し訓練を実施。午後からは、一人一台
のパソコンやタブレットを用いてオンライン学習を行った。３学期につい
ては、２月４日（土）を予定としている。

○結果の概要
令和３年度の全国学力・学習状況調査の結果は、国語科、算数科ともにこれまでの

調査結果よりも大きく向上した。（令和２年度は新型コロナウイルス感染拡大の影響に
より未実施であった。）国語科の平均正答率は、63％であり対大阪市比1.00で大阪市平
均に並んだ。算数科の平均正答率は68％であり対大阪市比0.99で、ほぼ大阪市平均と
同等であった。平均無回答率も国語科2.9％（大阪市平均3.4％）、算数科2.4％（大阪
市平均2.4％）と、児童が粘り強く問題に取り組んだ様子がうかがえる。また、各領域
別に見ても、算数科の図形領域を除く国語科、算数科のすべての領域において伸びが
見られた。これは、これまでの調査結果を分析し、本校児童の学習課題を明らかにして、
研究部を中心に教員全体で共通理解を図ったことが成果につながったと考えられる。
また国語科だけでなくすべての教科につながる語彙力の向上に向けて「MY辞書化」
「MYBOOK化」「学年の実態に応じた語彙力向上に向けた取り組み」等の方策を打ち出
し、教員の研修も重ね授業改善に取り組んできた。これらの２年間の取り組みが成果
につながり、本校の児童が着実に学力を身につけ、粘り強く学習に取り組めるようになっ
てきている。

取組の成果と課題、アクションプラン
本校では特色ある学校づくりを目指して、令和 4 年度は「主体的 対話的に学ぶ子ど

もの育成～語彙力をつけ、目的を意識した読む力をのばすために～」という研究主題を

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
本校の児童は、男女ともに仲良く休み時間に外で元気に遊ぶ姿が見られる。児童の

アンケート結果からも「体を動かすことが好き」や「体育の授業は楽しい」と答える
児童の割合は男女ともに80％を超えている。体育の授業や運動については、肯定的
な回答をする児童が多いものの、日々の授業の中で「動きの質が向上した」や「難し
いことも失敗をおそれないで挑戦している」と回答する児童の割合は低い。
男子では、立ち幅跳びで大阪市の平均を上回っている。女子では、反復横跳び、

20ｍシャトルラン、50ｍ走、ソフトボール投げで大阪市の平均を上回った。

取組の成果と課題、アクションプラン
　昨年度は新型コロナウイルス感染拡大防止のために、対面や接触を伴う運動に制限
があった時期が多くあり、思うように運動に親しむことができない面もあったが、健
康や体力を保持増進するために、縄跳び運動を積極的に取り入れた。短縄や大縄跳
びの運動週間に全校で取り組んだ。縄跳び台の前には行列ができるぐらい意欲的に
縄跳びに取り組み、二重跳びや前振り跳びなどいろいろな技を上手に跳ぶ児童が格
段に増えた。長縄跳びでは、八の字跳びやゴム跳びのように、高いひもを跳び越し
たりいろいろな動きを友だちとともに協力したりしながら技の向上をさせていく姿が見
られた。調査においては、以前の結果に比べて、20ｍシャトルランや長座体前屈など
の記録が男女ともに低下している。引き続き体の柔らかさや体を移動させる運動の身
のこなしを多く取り入れた授業を展開していく。また、自分の動きの質が向上したと
実感したり、できないことへ挑戦したり関心や意欲を高めるため、今後も運動やスポー
ツの楽しさや技術の向上が体感でき、満足感や充実感が味わえるような指導内容や
指導過程を工夫していく。

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
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※「大阪市立淀川小学校」で検索してください。

掲げて、国語科を中心に学力向上に向けた取り組みを強く推進している。本年度も3年
目となる大学教授を招聘して授業研究会や教員研修会を行い、授業改善や児童の語彙
力向上や定着を目指している。また昨年度に引き続き大阪市教育センターの研究テー
マ「学習の基盤となる資質・能力の育成～言語能力育成のモデル研究～」に本校教員
が研究協力員として参加し、実践研究の深化・充実に力を注ぎながら、児童が語彙力
や読解力を身に付ける授業方法を研究している。
令和３年度の大阪市小学校学力経年調査では、６年生は教科全体の標準化得点に

おいて年々向上が見られ、これまでの取り組みの成果が見られた。特に正答率が市平均
の７割に満たない児童は2.3％と、学力に課題のある児童の対応を行ったことが、学力の
定着につながったと考えられる。漢字や四則計算等にはまだ課題が見られるので、本年
度は漢字の定着に力を注ぎ、５・６年生では漢字検定の取り組みを進める。
また、本校独自の取り組み「MY 辞典化」や「MYBOOK化」にも力を注いでいる。「MY

辞典化」は児童一人一冊国語辞典を持ち、国語科だけでなく、すべての教科でわからな
い言葉や疑問に思った言葉を調べている。また、「MYBOOK化」は少し長い物語の本を
最後まで読み切る活動を行い、読み終えた後は、読書貯金通帳に本の評価や簡単なあ
らすじを記入する。少しずつ増えていく読書貯金通帳やそれを表彰することによって、
児童の読書活動に対する意欲を向上させ、語彙力や表現力の向上に務めている。
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掲げて、国語科を中心に学力向上に向けた取り組みを強く推進している。本年度も3年
目となる大学教授を招聘して授業研究会や教員研修会を行い、授業改善や児童の語彙
力向上や定着を目指している。また昨年度に引き続き大阪市教育センターの研究テー
マ「学習の基盤となる資質・能力の育成～言語能力育成のモデル研究～」に本校教員
が研究協力員として参加し、実践研究の深化・充実に力を注ぎながら、児童が語彙力
や読解力を身に付ける授業方法を研究している。
令和３年度の大阪市小学校学力経年調査では、６年生は教科全体の標準化得点に

おいて年々向上が見られ、これまでの取り組みの成果が見られた。特に正答率が市平均
の７割に満たない児童は2.3％と、学力に課題のある児童の対応を行ったことが、学力の
定着につながったと考えられる。漢字や四則計算等にはまだ課題が見られるので、本年
度は漢字の定着に力を注ぎ、５・６年生では漢字検定の取り組みを進める。
また、本校独自の取り組み「MY 辞典化」や「MYBOOK化」にも力を注いでいる。「MY

辞典化」は児童一人一冊国語辞典を持ち、国語科だけでなく、すべての教科でわからな
い言葉や疑問に思った言葉を調べている。また、「MYBOOK化」は少し長い物語の本を
最後まで読み切る活動を行い、読み終えた後は、読書貯金通帳に本の評価や簡単なあ
らすじを記入する。少しずつ増えていく読書貯金通帳やそれを表彰することによって、
児童の読書活動に対する意欲を向上させ、語彙力や表現力の向上に務めている。

06－6921－0001 06－6925－3955

http://swa.city-osaka.ed.jp/swas/index.php?id=e521033

国語 算数

63％ 68％

校長　福重　隆至

学力の状況と学力向上に向けた取組

体力の状況と体力向上に向けた取組

※状況により日程変更や中止する場合が
　あります
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