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〇重点目標
　「心豊かに力強く生き抜く子ども」の育成
基礎基本を大切に確かな学力と健やかな心身を育む教育活動に取り組む。
【安全・安心な教育の推進】
●学校の安全・安心については人権尊重の精神の涵養に取り組むとともに
児童の自尊感情の醸成を図る。
・「学校に行くのが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。
・「自分にはよいところがあると思いますか」に対して肯定的に回答する児
童の割合を75％以上にする。

【未来を切り拓く学力・体力の向上】
●昨年度まで取り組みを継続しながらも、「わかる喜び」「学ぶ楽しさ」が
実感できる授業づくりを進めるとともに体力の向上に努める。
・主体的な学びにかかわる質問の項目について肯定的に回答する児童の割
合を前年度より向上させる。
・全国体力・運動能力、運動習慣等調査において合計得点を前年度より向
上させる。

【学びを支える教育環境の充実】
●学校図書館・ICT環境等の教育環境の充実を図る。
・「読書は好きですか」に対して肯定的に回答する児童の割合を80％以上
にする。

６月４日（土）　　土曜授業　引き渡し訓練
10月22日（土）　　土曜授業　地域清掃
11月20日（日）　　日曜参観　内容は未定
１月28日（土）　　土曜授業　マラソン大会

「心豊かに力強く生き抜く子ども」の育成
～自分大好き！ 友だち大好き！ 大東大好き！～

大東小学校ではこの数年間、子どもたちの自尊感情を基盤に「確かな学力」「豊かな心」「健やかな体」を育むべく、学校・家庭・
地域が三者一体となって教育活動を進めてきました。その結果、着実に成果はみえてきています。今後も、今まで大東小学校が大事
にしてきたことをしっかり継承しつつ、足りない面を改善、強化しながら、よりたくましく大東小学校が発展、前進していけるように日々
の教育活動を展開してまいりたいと考えております。よろしくお願いいたします。

校長　山根　久美

○結果の概要
　男子では、８種目中長座体前屈と反復横跳び以外６種目で、また、女
子では８種目中４種目（上体起こし、50ｍ走、立ち幅跳び、ソフトボー
ル投げ）で全国平均を上回っている。結果、体力合計点でも男女ともに、
大阪市、全国平均を上回る結果となった。

取組の成果と課題、アクションプラン
年間を通して、運動に親しむ機会や体育の授業の工夫に努めている。
・新体力テストなどの機会を活用し、健康や体力の自己の目当てを立てる
よう指導する。

・夢授業や外部講師などを活用し本物と出会う機会を創出し、意欲の向上
を目指す。

・運動場のアスレチック型体力増強遊具の活用を進める。
・都島区運動能力向上支援事業の活用を進める。
・地域と連携し児童が運動に親しむ機会を保障する。

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

○結果の概要
平均正答率については、国語、算数ともにわずかながら大阪市平均正答
率に及ばなかった。昨年度までは緩やかな右肩上がりの成績であったが、
令和３年度の実績においては前年度から向上が見られない結果となった。

取組の成果と課題、アクションプラン
国語、算数における基礎学力の定着を重点的に進める。少人数指導や
ティームティーチングを有効に活用しながら個に応じた学習を実施していく。
国語においては前年度まで研究を進めてきた「国語研究内容」を踏襲、
発展しながら言語力向上に向け取り組む。算数においては今年度より研究
教科を算数とし、教材研究・授業づくりの研究を進め、基礎・基本の定着
を目指す。
国語、算数ともに児童が主体的に学ぶことを目標とし、確かで豊かな学
びを重ね、対話的で深い学びへと発展するように引き続き取り組みを進め
ていく。

令和３年度「全国学力・学習状況調査」結果
○平均正答率

〒534－0001　都島区毛馬町２－11－111

06－6925－7861～２ 06－6925－3959

http://swa.city-osaka.ed.jp/swas/index.php?id=e521037
※「大阪市立大東小学校」で検索してください。
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【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。】

国語 算数

62％ 65％

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

積極的に情報発信しています。
本校ホームページの「学校日記」に、その日の学校の

様子をリアルタイムで情報発信しています。

確かな学力
○基礎学力の定着

・指導方法の研究、工夫

・ICT機器の活用　・家庭学習の定着

○読書活動の充実

・読書環境の整備　・言語活動の充実

・読書活動の推進

○基礎・基本の徹底と補充学習の充実

・朝の「スキルタイム」の実施

○教員の授業力の向上

・指導方法の

　研修、研究

健やかな体
〇体力の向上

・健やかな体づくり

・運動習慣づくり

・トップアスリートの特別授業

・マラソン大会

・「大東キッズパーク」（アスレチック型体力

増強遊具で本校のオリジナル遊具）

〇健康的な生活習慣づくり

豊かな心
〇規律ある学校生活

・安心安全な学習環境

・あいさつ運動

〇人権・道徳教育の推進

・互いの良さを見つける学習活動

・命を大切にする

教育

・互いを認め合う

集団づくり

〇防災・減災教育の推進

〇感受性をはぐくむ専門家による特別授業

充実したPTA活動
ベルマーク活動、子どもの安全見

守り、スポーツクラブなど日々の活動

に加えて、子どもたちが喜ぶイベント

が開催されています。

学校や地域と協力し合って、子ども

たちのためにと熱心です。

地域を学習のフィールドとして
大東商店街や淀川河川敷など地域を学習の場として学
習をすすめたり、地域の公園を一緒に清掃したり、敬老
会では、手作りうちわをみんなで作ってプレゼントし、地
域への愛着心を養う活動を進めています。
また、作品展や学習参観に
地域の方々を招待するなど、地
域に根ざした学校づくりに努め
ています。

学校・保護者・地域で
子どもを守る

地域の子どもは、地域で守る。

朝の児童の登校時には、ＰＴＡが順

番に通学路に立って子どもたちの安全

を見守り、下校時には、大東地域の

見守りボランティアの皆さんが、子ど

もたちの通学路に立って見守りをして

くださっています。

児童は、安全に学校への登下校が

できています。
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