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○結果の概要
・３種目で男女とも全国と大阪市の平均を上回り、特に50ｍ走で高い数値が得られた。
一方で、上体起こし、20ｍシャトルラン、立ち幅跳びで全国や大阪市の平均を下回っ
た。体力合計点では、男子で僅かに全国と大阪市の平均を下回り、女子では全国
平均を下回ったが大阪市平均を上回った。
・「運動やスポーツをすることは好きですか」の質問について、「好き」が男子で
90.9％（全国67.9％、大阪市67.5％）、女子で86.7％（全国53.1％、大阪市50.2％）
と高い数値を示している。
・１週間の総運動時間では、男子は60分未満の曜日は無く、女子は月・火が60分未
満となっているが他の曜日は60分を超えている。

取組の成果と課題、アクションプラン
〇これまでの取り組みの成果
・50ｍ走ライン、トラックライン、投てき板、ラダーライン、縄跳び台、バスケットボー
ルやサッカーのゴールの常設など、運動環境の整備を進めてきたことで、児童が様々
な運動に親しめるようにしてきた。
・感染症対策を講じながら、かけ足月間やなわとび月間に取り組み、全校児童の体
力向上に努めてきた。
・千葉すずさん、ダブルダッチチーム、セレッソ大阪による出前授業を通じて、運動
のすばらしさや楽しさを体験できる取り組みを行ってきた。また、区の運動能力向
上支援事業では、ゲストティーチャーによる種目ごとの運動方法を分かりやすく指
導してもらい、体力面に加えて技術面での向上も図ることができた。
〇今後取り組むべき課題
・調査結果により、体幹と持久力に課題があることが分かった。体育の授業で「体
つくりの運動」を取り入れることに加えて、授業中に姿勢よく座る、立つときは真っ
直ぐに立つといったことを通して日常的に体幹をしっかりさせていくことも大切であ
る。また、水泳学習、持久走を始め、心肺機能を高めることを意識した指導を行っ
ていくことも考えていきたい。

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

内代小学校は、今年度創立70周年を迎える穏やかな雰囲気に包まれた家庭的な学校です。校内には、桜の木や、大きな枝を広げて
そびえ立つけやきの木、四季折々の表情を見せてくれるビオトープなどがあります。ビオトープにはメダカが泳ぎ、トンボやモンシロチョウ、
アゲハチョウが訪れるなど、子どもたちの学習の場、心をいやす場となっています。運動場の一角には水田があり、コメ作りを楽しむなど、
子どもたちは自然に囲まれて、学校生活を送っています。

教育活動においては、「主体的・対話的な深い学び」をスローガンに、少人数という利点をいかし、一人ひとりを大切にした教育活動
を展開し、学びの質を高めています。特に「国語科」に力を入れ、進んでコミュニケーションをとろうとする子どもの育成を図っています。
また、特筆すべきことは「漢字検定」に継続的に取り組み、児童が主体的に学習に向かう努力をするように働きかけ、達成感が味わえ
るようにしています。

校長　枝元　哲

【安全・安心な教育の推進】
○小学校学力経年調査・校内調査における「学校のきまり・規則を守っています
か」の項目について、肯定的に答える児童の割合を90％以上にする。

○校内調査において、暴力行為を複数回行う加害児童を前年度より減少させる。
昨年度０件であったので、０件の継続を目標とする。

○児童アンケートにおける「毎日、学校に来るのが楽しいですか」の項目について
肯定的に答える児童の割合を90%以上にする。

【未来を切り拓く学力・体力の向上】
○令和３年度の児童アンケートにおける「宿題や習い事以外、どれくらいの時間、
家で勉強をしますか」の項目について、「30分より少ない」と答える児童の割合
を減少させる全校的な取組を実施する。

【学びを支える教育環境の充実】
＜ICTにかかわること＞
○学習者用端末を活用して、個々の児童の機器操作の能力を高めるために、毎日
機器に触れるようにする。

○指導者の指導力の向上を目指し、学期に１回以上の研修を実施する。
＜働き方改革にかかわること＞
○教員が子どもとふれあう時間を創造するように行事や会議等の精選に努める。

今年度実施予定なし

○結果の概要
国語については全国より3.3ポイント、大阪府・市より５ポイント上回ることができた。
算数については全国より1.8ポイント、大阪府より２ポイント、大阪市より３ポイント

上回ることができた。

取組の成果と課題、アクションプラン
［国語］各問題の正答率はおおむね全国平均を上回っていたが、５ポイント未満の
範囲ではあるが、下回っている問題もあった。「目的や意図に応じて、理由を明確に
しながら自分の考えが伝わるように書き表し方を工夫する」問題や「漢字を文の中で
正しく使う」問題が全国平均を10ポイント以上上回るなど、２年目となる国語科の研
究や漢字検定の取り組みの成果が表れる結果となっている。一方「目的を意識して、
中心となる語や文を見つけて要約する」問題が、全国平均より4.7ポイント下回る25ポ
イントの正答率で、3/4の児童が不正解となるところからも課題が感じられる。次に観
点毎の正答率を見てみると、「知識・技能」では全国平均正答率を5ポイント上回る
73.3ポイント、「思考・判断・表現」では全国平均正答率を1ポイント上回る63.1ポイン
トの結果であった。また、形式ごとの正答率では、選択式問題は全国平均正答率を
2.1ポイント上回る73.8ポイント、短答式問題は全国平均正答率を6.1ポイント上回る
76.7ポイント、記述式問題では全国平均正答率を1.5ポイント上回る41.7ポイントの正
答率であったことから、「思考・判断・表現」に関する問題や記述式の問題に関する
取り組みに注力していく必要が感じられる。
［算数］５つの領域でみてみると、「図形」と「データの活用」の２領域で正答率
が全国平均を下回ったが、その差は３ポイント以内の範囲であった。「数と計算」「測定」
「変化と関係」の領域では、７割以上の正答率があり、３から８ポイントの範囲で全

令和３年度「全国学力・学習状況調査」結果
○平均正答率

【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。】

枝元　哲

国語 算数

68％ 72％

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

○少人数を生かしたきめ細かな教育
子ども一人一人をしっかりと見とり育てる細やかさがある内代には、先生と
子どもたちとの深いかかわりと、穏やかで落ち着いた学習環境があります。
全校での活動のまとまりのよさや、授業の中での子どもたちへの手厚いフォ
ローが本校の自慢です。

児童数 190名　 教員 17名

※状況により日程変更や中止する場合が
　あります

国平均正答率を上回ったことから、算数科では一定の学力が定着してきていると考え
られる。ただ、図形の問題において、「二つの図形を組み合わせた平行四辺形の面積
の求め方」を答える問題や、「直角三角形の面積求める式と考え」を答える問題にお
いて、半数以上の児童が不正解であった。データ活用の問題でも、「グラフを活用し
た割合を書く」問題において半数が不正解であることからも課題として受け止めたい。
算数については、一定の取り組みの成果は出ていると考えられるが、基礎基本の学習
をしっかりと身に着けたうえで、課題のある領域の学習を中心に、主体的・対話的な
学びを充実させていく。

○ICT学習・プログラミング教育の取り組み
内代では、授業にICT機器を積極的に取り入れ、子どもたちのコ
ミュニケーション能力の向上と、楽しくわかりやすい授業の実
現に努めています。双方向学習指導の実践も行い、緊急事態宣
言時も市の割り当てを大きく超えるオンライン授業を実施し
ました。プログラミング教育に対応するためにプログラミング
用ロボットを導入しています。

○理科への興味関心を高める
米の栽培、ビオトープ「子どもの森」には、淀川の河原のような
自然が再現されています。また、「プラネタリウム（R1）」「サイ
エンスショー（R2）」と、子どもたちの科学的な意識を高める取
り組みを実施しています。

○地域とともに歩む
内代は地域の皆さんに様々なご支援をいただき、学校教育の充実、子どもた
ちの安全確保に役立てています。また、幼稚園・保育所との連携を密にし、
指導に生かしています。以下の取り組みを行っています。
・もちつき活動　・PTA校内キャンプ　・みまもり活動　
・グランドゴルフ体験　・幼稚園、保育所との交流
・お茶体験　・運動会の全校踊り（河内音頭）

○漢字検定に取り組んでいます
２年生～６年生まで、「漢字検定」にチャレンジしています。自分で漢字の学
習に取り組むことで、学びの姿勢や学習意欲を培います。そして、自分が頑
張った達成感を味わえるようにしていきます。
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学びを充実させていく。

○ICT学習・プログラミング教育の取り組み
内代では、授業にICT機器を積極的に取り入れ、子どもたちのコ
ミュニケーション能力の向上と、楽しくわかりやすい授業の実
現に努めています。双方向学習指導の実践も行い、緊急事態宣
言時も市の割り当てを大きく超えるオンライン授業を実施し
ました。プログラミング教育に対応するためにプログラミング
用ロボットを導入しています。

○理科への興味関心を高める
米の栽培、ビオトープ「子どもの森」には、淀川の河原のような
自然が再現されています。また、「プラネタリウム（R1）」「サイ
エンスショー（R2）」と、子どもたちの科学的な意識を高める取
り組みを実施しています。

○地域とともに歩む
内代は地域の皆さんに様々なご支援をいただき、学校教育の充実、子どもた
ちの安全確保に役立てています。また、幼稚園・保育所との連携を密にし、
指導に生かしています。以下の取り組みを行っています。
・もちつき活動　・PTA校内キャンプ　・みまもり活動　
・グランドゴルフ体験　・幼稚園、保育所との交流
・お茶体験　・運動会の全校踊り（河内音頭）

○漢字検定に取り組んでいます
２年生～６年生まで、「漢字検定」にチャレンジしています。自分で漢字の学
習に取り組むことで、学びの姿勢や学習意欲を培います。そして、自分が頑
張った達成感を味わえるようにしていきます。
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