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○卒業後の主な進路
【国公立】旭（８）、桜宮（５）、大手前（４）、天王寺（３）、柴島（３）、守口東、寝屋川、清水谷、汎愛、夕陽丘、池田、市岡、芦間、福井、成城、住吉、今宮工科、都島工業、大塚、淀商業、鶴見商業、
工芸、港南造形、四條畷、桜和、いちりつ、とりかい高等支援、むらの高等支援、光陽支援

【私立】四條畷学園（７）、大阪産業大学付属（４）、好文学園女子（３）、追手門学院大手前（３）、大阪電気通信大学付属（３）、大阪成蹊女子、金蘭会、薫英女学院、藍野、上宮、英真学園、
大阪学芸、大阪信愛学院、大阪桐蔭、関西大倉、関西大学第一、関西大学北陽、近畿大学附属、金光藤蔭、常翔学園、常翔啓光学園、初芝立命館、立命館、鹿児島城西、N高、
大阪つくば開成、ルネサンス大阪、大阪スクールオブミュージック、英風、天王寺学館、東朋、東洋学園、近畿情報

本校は、昭和23年４月に大阪市立都島第二中学校として開校し、昭和24年５月１日に校名を「大阪市立桜宮中学校」と改称、現在の地へは昭和27年
10月28日に移転し、今年度で75年目となります。また、ＪＲ、京阪電車、大阪メトロの京橋駅を中心とした交通至便な商業地に位置しており、校区には、
桜宮小学校校区と東都島小学校校区の２校区があります。この４月に新入生105名を迎え、全校生徒は313名です。
本校では、３章からなる９つの教育目標を掲げ、激動する社会の中で、志を高く持ち、自ら学び、自ら考え、自ら責任をはたす人になる、自分の未
来を考え計画的に行動・思考する人になる、心豊かな人間性と強くたくましい意志をもち、心身ともに健康な人になることを目ざし、日々、教育活動に
取り組んでいます。
また、今年で39年目となる京橋駅周辺等の「地域クリーン活動」など、地域と密接に連携した活動に取り組み、「地域を愛する生徒」「地域に貢献
する生徒」「地域と生きる生徒」の育成をめざし、地域とともに歩む、そのような学校づくりを推進しています。
一人ひとりの生徒にとって本校が「明るく、楽しく、元気な学校」であることをめざし、日々教職員が一丸となって教育活動をさらに進めてまいりま
すので、地域、保護者の皆様、ご支援ご協力をよろしくお願いいたします。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 校長　　向井　秀俊

【安心・安全な教育の推進】
○年度末の校内調査における「もし、いじめがあっても、先生たちは適切に対応してくれる」の項目について、
肯定的に回答する生徒の割合を94％以上にする。

○年度末の校内調査における「学校生活を楽しみにしている」の項目について、肯定的に回答する生徒の
割合を80％以上にする。

○年度末の校内調査における「夢や希望、目標をもって、学習やその他の活動に取り組んでいる」の項目
について、肯定的に回答する生徒の割合を87％以上にする。

○年度末の校内調査における「学校や地域でしっかりあいさつをしている」の項目について、肯定的に回
答する生徒の割合を94％以上にする。

【未来を切り拓く学力・体力の向上】
○年度末の授業アンケートにおける「学習内容の習得」の平均得点を、前年度より向上させる。
○年度末の校内調査における「先生たちは、授業をわかりやすくするための工夫をしている」の項目について、
肯定的に回答する生徒の割合を90％以上にする。

○中学校チャレンジテストにおける得点が府平均の７割に満たない生徒の割合を同一母集団で比較し、いず
れの学年も前年度より0.5ポイント減少させる。

○中学校チャレンジテストにおける得点が府平均を２割以上上回る生徒の割合を同一母集団で比較し、いず
れの学年も前年度より0.5ポイント増加させる。

○全国体力・運動能力、運動習慣等調査において、特に課題がある長座体前屈の記録を男女ともに前年
度の本校結果より向上させる。

○年度末の校内調査における「朝食を毎日とる習慣が身についている」の項目について、肯定的に回答す
る生徒の割合を前年度より向上させる。

○年度末の校内調査における「体育大会・文化祭などの行事で、わたしが力を発揮し活躍する場がある」
の項目について、肯定的に回答する生徒の割合を前年度より向上させる。

○年度末の校内調査において、生徒の一か月当たりの読書量を年度当初より増加させ、読む力を向上させる。
【学びを支える教育環境の充実】
〇年度末の校内調査において「授業では、コンピューター (タブレット含む)やインターネットなどを活用して
いる」の項目について、肯定的に回答する生徒の割合を94％以上にする。

〇年度末の校内調査において「デジタルドリルを日ごろから活用している」の項目について、肯定的に回答
する生徒の割合を50％以上にする。

〇教職員の働き方改革に関して、学期に１度のノー残業デーの設定を行う。

９月１７日 ( 土 ) 実施予定

○結果の概要
国語で2.4ポイント、数学で0.8ポイント全国平均を上回りました。また、
平均無回答率においても、国語で1.8ポイント、数学で1.8ポイント全国
平均を下回ることができました。国語の領域別での平均正答率では、「書
くこと」「読むこと」において全国平均を上回り、数学の領域別での平

均正答率では、「図形」において全国平均を上回りました。
取組の成果と課題、アクションプラン
国語では「場面の展開や登場人物などの描写に注意して読み、内容を理解しているかどうか」の問題におい

ては生徒数全体の半分程度しか正答することができませんでした。授業の中での読み取りを強化し読解力を向
上させ、改善していきます。
数学では現在、各都道府県の入試問題に取り組んでいます。あらゆる分野の問題を解きつつ基本・用語の確

認を行い、生徒の全体的な学力を向上させるとともに、与えられたデータの活用など応用力についても改善し
ていきます。

令和３年度「全国学力・学習状況調査」結果
○平均正答率

※カッコ内は進学者数。（令和３年度）

令和３年度「全国体力・運動能力、運動習慣等調査」結果
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・令和3年度大阪市中学校春季総合体育大会 1回戦負け
・第61回大阪中学校軟式野球大会  2回戦負け
・令和3年度大阪市中学校秋季総合体育大会 1回戦負け
・大阪中学校水泳競技大会  男子 400m個人メドレー ３位
・近畿中学校水泳競技大会  男子 400m個人メドレー ５位
・大阪市学年別水泳競技大会  ３年女子 200m 自由形 ３位
   ３年女子 400m 自由形 ３位
   ３年女子 200m 背泳ぎ ２位
   １年女子 200m フリーリレー ３位
   １年男子 200m フリーリレー ５位
・第２支部北地区水泳競技大会 ３年男子 100mバタフライ ３位
   ３年女子 100m背泳ぎ ３位
   全学年女子200mメドレーリレー ２位
   １年男子 50m背泳ぎ ２位
   １年男子 50mバタフライ ３位
   １年男子 100m個人メドレー 優勝
   ３年男子 100mバタフライ ３位
   全学年男子200mフリーリレー ２位
   １年女子 50m平泳ぎ ２位
   １年女子 50mバタフライ２位
・大阪市春季総合体育大会(女子) ３位
・２ブロック新人戦団体（女子） ベスト８
・大阪市秋季総合体育大会  ベスト８
・２ブロック １年生３人団体  (男子)２位 (女子)２位,３位
・大阪府体育大会  ベスト16
・大阪府選抜大会  コロナにより中止
・２ブロック春季大会（団体）  ベスト８
・２ブロック春季大会（個人）  ３位
・大阪市FMT大会(女子)  ２位男子バスケットボール部
・２ブロック大会  コロナにより中止
・大阪市春季総合体育大会  ２回戦進出
・大阪市秋季総合体育大会  ２回戦進出
・大阪選手権大会  ２回戦進出
・２ブロック大会  コロナにより中止
・大阪市春季総合体育大会  １回戦進出
・大阪市秋季総合体育大会  ２回戦進出
・大阪選手権大会  ２回戦進出
・大阪市春季総合体育大会  ３回戦進出
・大阪選手権大会  ３回戦進出
・大阪市秋季総合体育大会  ５回戦進出
・大阪市順位決定戦  出場
・大阪府新人戦  予選リーグ敗退
・２ブロック大会１年生大会  優勝
・２ブロック冬季大会  ベスト16
・大阪市春季大会  ベスト16
・大阪市春季総体  １回戦
・大阪府優勝大会  １回戦
・大阪市第２支部夏季大会  ベスト16
・大阪市秋季総体  ２回戦
・大阪市第２支部新人大会  ベスト８
・大阪府新人大会  ３回戦
・大阪府吹奏楽コンクール北地区大会 金賞代表
・大阪府吹奏楽コンクール府大会 銀賞
・大阪市アンサンブルフェスティバル 打楽器３重奏 金賞
・大阪市アンサンブルフェスティバル 金管６重奏 銀賞
・大阪市アンサンブルフェスティバル 木管６重奏 銀賞
・大阪府アンサンブルコンテスト 打楽器３重奏 金賞
・大阪市ソロコンテスト ユーフォニアム、アルトサックス 金賞
・大阪市ソロコンテスト テナーサックス、クラリネット 銀賞
　　その他、体育大会演奏、地域での演奏、本校定期演奏会 など
・３年生対象　校内公演「幽霊列車」
・都島区路上喫煙ポスター  30名応募
・天空美術館キッズ絵画コンクール １名応募
・大阪市総合文化祭 茶道部 お点前 参加
・網島の郷 国際交流 お点前  参加

〔軟式野球部〕

〔水泳部〕

〔卓球部〕

〔男子バスケットボール部〕

〔女子バスケットボール部〕

〔サッカー部〕

〔女子バレーボール部〕

〔吹奏楽部〕

〔演劇部〕
〔美術部〕

〔茶華道部〕

【学力と体力の状況調査については 18 ページに全国・大阪市平均を掲載。ご参照ください。】

国語 数学

67％ 58％

○結果の概要
体力合計点において、男子は3.58ポイント(対全国比109％ )、女子は6.42ポイント(対全国比113％ )全国平均を上回り
ました。また、男女ともに長座体前屈を除くすべての種目で、全国平均を上回る結果となりました。
取組の成果と課題、アクションプラン
ICTを用いた授業実践やダンススタジオの講師の先生を招いて「みんなが分かる・楽しいダンス授業」を行っ

てきました。今後の課題としては、男女とも柔軟性を高める運動に学校として取り組むことと、女子に多く見ら
れた1週間の総合運動時間が60分未満の生徒の割合を減らすことです。また、コロナ禍において活動が制限され
る中で「運動の日常化」をめざしていきます。

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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〇教職員の働き方改革に関して、学期に１度のノー残業デーの設定を行う。

９月１７日 ( 土 ) 実施予定

○結果の概要
国語で2.4ポイント、数学で0.8ポイント全国平均を上回りました。また、
平均無回答率においても、国語で1.8ポイント、数学で1.8ポイント全国
平均を下回ることができました。国語の領域別での平均正答率では、「書
くこと」「読むこと」において全国平均を上回り、数学の領域別での平

均正答率では、「図形」において全国平均を上回りました。
取組の成果と課題、アクションプラン
国語では「場面の展開や登場人物などの描写に注意して読み、内容を理解しているかどうか」の問題におい

ては生徒数全体の半分程度しか正答することができませんでした。授業の中での読み取りを強化し読解力を向
上させ、改善していきます。
数学では現在、各都道府県の入試問題に取り組んでいます。あらゆる分野の問題を解きつつ基本・用語の確

認を行い、生徒の全体的な学力を向上させるとともに、与えられたデータの活用など応用力についても改善し
ていきます。

令和３年度「全国学力・学習状況調査」結果
○平均正答率

※カッコ内は進学者数。（令和３年度）

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

32.00
26.73

28.25
24.15

38.08
44.39

54.38
51.55

89.64
60.67

7.63
8.71

198.03
180.73

23.44
14.49

44.76
54.98
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体　力
合計点

男子
女子

向井　秀俊

・令和3年度大阪市中学校春季総合体育大会 1回戦負け
・第61回大阪中学校軟式野球大会  2回戦負け
・令和3年度大阪市中学校秋季総合体育大会 1回戦負け
・大阪中学校水泳競技大会  男子 400m個人メドレー ３位
・近畿中学校水泳競技大会  男子 400m個人メドレー ５位
・大阪市学年別水泳競技大会  ３年女子 200m 自由形 ３位
   ３年女子 400m 自由形 ３位
   ３年女子 200m 背泳ぎ ２位
   １年女子 200m フリーリレー ３位
   １年男子 200m フリーリレー ５位
・第２支部北地区水泳競技大会 ３年男子 100mバタフライ ３位
   ３年女子 100m背泳ぎ ３位
   全学年女子200mメドレーリレー ２位
   １年男子 50m背泳ぎ ２位
   １年男子 50mバタフライ ３位
   １年男子 100m個人メドレー 優勝
   ３年男子 100mバタフライ ３位
   全学年男子200mフリーリレー ２位
   １年女子 50m平泳ぎ ２位
   １年女子 50mバタフライ２位
・大阪市春季総合体育大会(女子) ３位
・２ブロック新人戦団体（女子） ベスト８
・大阪市秋季総合体育大会  ベスト８
・２ブロック １年生３人団体  (男子)２位 (女子)２位,３位
・大阪府体育大会  ベスト16
・大阪府選抜大会  コロナにより中止
・２ブロック春季大会（団体）  ベスト８
・２ブロック春季大会（個人）  ３位
・大阪市FMT大会(女子)  ２位男子バスケットボール部
・２ブロック大会  コロナにより中止
・大阪市春季総合体育大会  ２回戦進出
・大阪市秋季総合体育大会  ２回戦進出
・大阪選手権大会  ２回戦進出
・２ブロック大会  コロナにより中止
・大阪市春季総合体育大会  １回戦進出
・大阪市秋季総合体育大会  ２回戦進出
・大阪選手権大会  ２回戦進出
・大阪市春季総合体育大会  ３回戦進出
・大阪選手権大会  ３回戦進出
・大阪市秋季総合体育大会  ５回戦進出
・大阪市順位決定戦  出場
・大阪府新人戦  予選リーグ敗退
・２ブロック大会１年生大会  優勝
・２ブロック冬季大会  ベスト16
・大阪市春季大会  ベスト16
・大阪市春季総体  １回戦
・大阪府優勝大会  １回戦
・大阪市第２支部夏季大会  ベスト16
・大阪市秋季総体  ２回戦
・大阪市第２支部新人大会  ベスト８
・大阪府新人大会  ３回戦
・大阪府吹奏楽コンクール北地区大会 金賞代表
・大阪府吹奏楽コンクール府大会 銀賞
・大阪市アンサンブルフェスティバル 打楽器３重奏 金賞
・大阪市アンサンブルフェスティバル 金管６重奏 銀賞
・大阪市アンサンブルフェスティバル 木管６重奏 銀賞
・大阪府アンサンブルコンテスト 打楽器３重奏 金賞
・大阪市ソロコンテスト ユーフォニアム、アルトサックス 金賞
・大阪市ソロコンテスト テナーサックス、クラリネット 銀賞
　　その他、体育大会演奏、地域での演奏、本校定期演奏会 など
・３年生対象　校内公演「幽霊列車」
・都島区路上喫煙ポスター  30名応募
・天空美術館キッズ絵画コンクール １名応募
・大阪市総合文化祭 茶道部 お点前 参加
・網島の郷 国際交流 お点前  参加

〔軟式野球部〕

〔水泳部〕

〔卓球部〕

〔男子バスケットボール部〕

〔女子バスケットボール部〕

〔サッカー部〕

〔女子バレーボール部〕

〔吹奏楽部〕

〔演劇部〕
〔美術部〕

〔茶華道部〕

【学力と体力の状況調査については 18 ページに全国・大阪市平均を掲載。ご参照ください。】

国語 数学

67％ 58％

○結果の概要
体力合計点において、男子は3.58ポイント(対全国比109％ )、女子は6.42ポイント(対全国比113％ )全国平均を上回り
ました。また、男女ともに長座体前屈を除くすべての種目で、全国平均を上回る結果となりました。
取組の成果と課題、アクションプラン
ICTを用いた授業実践やダンススタジオの講師の先生を招いて「みんなが分かる・楽しいダンス授業」を行っ

てきました。今後の課題としては、男女とも柔軟性を高める運動に学校として取り組むことと、女子に多く見ら
れた1週間の総合運動時間が60分未満の生徒の割合を減らすことです。また、コロナ禍において活動が制限され
る中で「運動の日常化」をめざしていきます。

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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