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令和３年度「全国体力・運動能力、運動習慣等調査」結果

　校区は、ＪＲ環状線桜ノ宮駅、大阪メトロ谷町線都島駅を含む都島区内の中心部分を占めるエリアにあります。中野連合振興町会と西都島連合振興町会の２
つの町会からなり、地域から大きな協力をいただいております。
　本校は、昭和33年４月に開校し、60年以上の歴史があります。また、令和２年10月に南館の建替え工事が完了し、新たに令和３年度より西館の建替え工事
が始まっています。新しい校舎を大切に使いながら、生徒たちは元気に明るく学校生活を送っています。
学校教育目標は、
（１）個性豊かで、心身ともに健康で明朗な生徒を育てる
（２）自主的に行動・努力し、協力と責任を果たす生徒を育てる
（３）正義と平和を愛する生徒を育てる
　以上、三点を掲げています。また、本校の伝統である『あいさつと掃除』も、生徒会の重点目標として実践しています。教職員一同、新入生の皆さんの入学
を心待ちにしています。

校長　渡邊　進司

現状と課題
「大阪府中学生チャレンジテスト」において、全国や大阪府・大阪市の、平均ある
いはそれ以上の結果を残しています。令和５年度中には、２期工事が終わります。そ
れまでの間は、仮設校舎と第２グランドの使用となっています。「共に学び・共に育ち・
共に生きる」方針のもと、地域の学校の役割として、すべての生徒の学びの場を保障
します。
令和７年度に向けてＩＣＴを活用しSociety5.0における「学び」の時代への対応が急
がれます。多様な学習の方法として新しい時代の質の高い学びの場となるよう計画を
立案し、更なる学習意欲の向上が必要となります。新しい時代に向き合い自ら考え抜
く自立した学びにより、未知なる課題も解決できる能力を育成するための授業力・指
導力を高め、より一層の学力の向上に努める必要があります。

中期目標
【安全・安心な教育の推進】
 ・令和７年度の全国学力・学習状況調査の「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」と回答をする生徒の割合
を90％以上にします。
 ・年度末の校内調査において、不登校生徒の在籍比率を前年度より減少させます。
 ・毎年度末の校内調査において、前年度不登校生徒の改善の割合を、毎年増加させ
ます。

【未来を切り拓く学力・体力の向上】
 ・年度末の校内調査における「学級の生徒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」
と回答をする生徒の割合を70％以上にします。
 ・中学生チャレンジテストにおける国語および数学の平均点の対府比を、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ポイント向上させます。
 ・大阪市英語力調査におけるCEFR A1レベル相当以上の英語力を有する中学校3年生
の割合（４技能）を56％以上にします。
 ・年度末の校内調査における「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」と回答をする生徒の割合を70％以
上にします。

【学びを支える教育環境の充実】
 ・ＩＣＴの活用に関する目標について、令和７年度には一人一台パソコンを配備し、デ
ジタル教材または協働学習支援ツールなどを毎日活用します。

【その他・教育コミュニティづくりの推進（家庭・地域等と連携・協働した教育）】
 ・特別支援教育の充実に伴う学校安全体制を構築し、人権尊重の意識の高い生徒の
育成に努めます。
 ・日常生活の中で、自他の生命と尊厳を互いに尊重し合う態度や自他の人権を守る実
践行動へとつなげることのできる生徒を育成します。

音楽部 関西大会出場

○結果の概要
男女ともに全国平均に対して平均的な項目が多いですが、跳躍力、全身持久力が平
均を下回っています。今後は、基礎体力を向上させ、必要な体力を向上させます。

取組の成果と課題、アクションプラン
令和３年度より、西校舎建て替えによって運動場が無い状況が続いています。南校
舎の建て替えのときの経験を活かし、第２グラウンドを使用しての体育活動や、室内
でも運動量を確保できるよう指導の工夫改善を進めていきます。これからも校区小と
連携し、体力の向上に向けた小中一貫の取組を進めていきます。

○種目別平均値

○結果の概要
 ＜国語＞全国平均と比べると2.6ポイント下回り、大阪市平均と比べると１ポイント上
回っています。
領域の平均正答率は『話す聞く』『書く』『読む』『言語と国語特質』の全てで平均を
下回りました。平均無回答率は全国よりも１ポイント多い結果でした。
＜数学＞全国平均と比べると1.2ポイント下回り、大阪市平均と比べると１ポイント上
回っています。
領域の平均正答率は『図形』『関数』は平均を上回り、『数と式』『資料の活用』では
平均を下回っています。平均無回答率は全国よりも1.3ポイント低く、粘り強く最後ま
で考えることができる生徒が多いことがわかります。

取組の成果と課題、アクションプラン
例年、全国・大阪府・大阪市と同等もしくは上回る結果です。近年、校内ＬＡＮの
環境整備や一人一台パソコンの導入など、ICT機器の更新が行われています。新南校
舎が完成し、西校舎の工事も始まっています。新しい環境の中で、これまで以上に積
極的な活用を進め、主体的・対話的で深い学びをめざした授業を展開していきます。
また、現在行っている朝の時間を活用した「新聞にチャレンジ」「朝読書」「絵本の読
み聞かせ」等の学習を継続・発展させ、より一層の学力の向上に努めます。

令和３年度「全国学力・学習状況調査」結果
○平均正答率

【国公立】夕陽丘（２）、港南造形、成城（３）、淀川清流（２）、西成、東淀川（３）、旭（３）、茨田、港（２）、寝屋川（２）、守口東、東（７）、桜宮、汎愛（２）、清水谷（５）、市岡（２）、
大手前（３）、高津（２）、天王寺、四條畷、桜和（５）咲くやこの花（２）、柴島、芦間、淀商、鶴見商、西野田工科（２）、城東工科（２）都島工業（４）徳島県立池田、公立大高専、
なにわ高等支援
【私立】興国、薫英女学院（２）、履正社、藍野、大阪青陵、大阪学院大学、関西大学第一、四條畷学園（２）、関西創価、四天王寺東、初芝立命館、大阪（３）、英真学園（２）、
常翔学園（６）、開明、大阪産業大学附属（４）、昇陽、上宮、神戸第一、立命館、山口桜ヶ丘、北照、寒川、鹿児島実業、大阪つくば開成（５）、飛鳥未来、屋久島おおぞら、
レコールバンタン、YMCA国際専門学校、天王寺学館

渡邊　進司
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※「大阪市立都島中学校」で検索してください。
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○卒業後の主な進路（令和３年度）※カッコ内は進学者数。

【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

62％ 56％

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

合唱コンクール

六稜祭

スポーツ大会

車いす体験 職業講話

※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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