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本校は淀川と大川が合流する地にあり、学校の西側には毛馬の閘門が見え、水の都大阪にふさわしい学校です。また、与謝蕪村の生誕の
地としても知られ、文化と歴史の地でもあります。
創立64年を迎え、開校当時より地域の皆様の期待とご支援を受けながら、地域とともに歩む学校として教育活動を続けてまいりました。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。
令和２年８月に西館校舎の建て替え工事が終わりました。令和３年度、冬より東館校舎の建て替え工事が始まり、令和６年度より東館新校舎
を使用する予定です。その間、運動場に建てた仮設校舎で学習します。工事中は運動場が使えなくなるなどご不便をおかけしますが、ご理解
のうえご協力をお願いいたします。

校長　堤　　宏

【安全・安心な教育の推進】
○令和４年度の校内調査で「自分には良いところがあると思いますか」の項目につい
て、「当てはまる（どちらかといえば、当てはまる）」と答える生徒の割合を令和３
年度より向上させる。
○令和４年度の生徒アンケートにおける「自分の将来やつきたい仕事など、自分の進
路について考えたことがある」に対して肯定的な回答をする生徒の割合を50％以上
にする。

【未来を切り拓く学力・体力の向上】
○中学生チャレンジテストにおける平均点の対府比を、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２ポイント向上させる。
〇令和４年度の生徒アンケートの「毎日朝食を食べている」の項目について「食べて
いない（あまり食べていない）」と答えた生徒の割合を10％以下にする。

【学びを支える教育環境の充実】
○令和４年末の保護者アンケートにおける「学校は家庭・地域との連携を密にとって
いる」に対して肯定的に回答する保護者の割合を70％以上にする。

○結果の概要
＜男子＞
体力合計点で全国平均を上回った。
特に握力・上体起こし・立ち幅跳び・ハンドボール投げにおいて優れた記録を残した。
＜女子＞
体力合計点で全国平均をわずかに下回った。
長座体前屈・立ち幅跳びにおいて優れた記録を残したが、持久力に課題が残った。

取組の成果と課題、アクションプラン
コロナ禍で運動の制限がかかる中、男女ともに一定の成果が見られた。
数値が低かった種目に取り組むだけでなく、高かった種目はさらに数値を伸ばせる
よう、総合的な運動能力の伸長を目指す。 

○結果の概要
＜国語＞
大阪市平均を２ポイント上回り、全国平均を1.6ポイント下回った。
「読むこと」についての平均正答率は大阪市平均・全国平均を上回った。
＜数学＞
大阪市平均から１ポイント、全国平均から3.2ポイントそれぞれ下回った。
「数と式」については全国平均を下回ったものの、大阪市平均を0.3ポイント上回った。

取組の成果と課題、アクションプラン
基礎・基本の定着に一定の成果が見られ、令和３年度の全国学力・学習状況調査に
おいて、国語は対府平均比－11（令和元年度）から＋１（令和３年度）へ、数学は対府平均
比－15.3（令和元年度）から－２（令和３年度）へと大幅に改善された。
今後、習熟度授業やティームティーチングを通じて、発展的な内容の定着を目指す。

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 18 ページに全国・大阪市平均を掲載。ご参照ください。】

【国公立】
旭（５）、桜宮（５）、都島工業（４）、市岡（４）、淀川清流（４）、淀川工科（３）、東淀川、大手前、芦間、東、寝屋川、北野、淀商業、鶴見商業、東淀工業、城東工科、西野田工科、
かわち野、港南造形、桜和、汎愛、千里、成城、咲くやこの花、OBF、中央、思斉支援
【私立】
大阪（５）、大産大付属（５）、ルネサンス（５）、電通大（３）、四條畷学園（３）、興国、清風、薫英女学院、好文学園、大商大、大阪信愛、大阪国際、常翔、近大附属、太成学院、
夕陽丘学園、東大阪敬愛、静岡学園、鹿島学園、和歌山南陵、立正大淞南、東朋、つくば開成、N高等学校
【その他】
就職

〈主な年間行事〉
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入学式　始業式　部活動紹介　家庭訪問（希望者）　身体測定　各種健診

一泊移住（１年）　中間テスト

体育大会　修学旅行（３年）　体力テスト（２年）　期末テスト　避難訓練　進路保護者説明会

薬物乱用防止教室（１年）　期末懇談　終業式　高校出前授業（３年）

学力補充・質問日　学年登校日　始業式　実力テスト（３年）課題テスト（1・2年）

土曜授業（地域防災学習）

中間テスト　土曜授業　生徒会役員選挙　文化祭　実力テスト（３年）

進路懇談（３年）　教育相談（1・2年）　職業講話（１年）　職場体験学習（２年）　校外学習（１・２年）　期末テスト

実力テスト（３年）　進路懇談（３年）　期末懇談（1・2年）　終業式

始業式　実力テスト（３年）　土曜授業　　歯と口の健康教室（１年）

進路懇談（３年）学年末テスト（３年）　百人一首大会（１年）

私学入試　公立特別入学者選抜（３年）　学年末テスト（1・2年）

卒業式　公立一般入学者選抜　修了式

体育大会 吹奏楽部「たそがれコンサート」 修学旅行

一泊移住 球技大会 百人一首大会 職場体験学習

○卒業後の主な進路（令和３年度）※カッコ内は進学者数。

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

30.53
21.44

26.86
22.96

41.49
49.16

51.44
46.92

73.57
48.32

8.28
9.25

201.63
170.83

21.73
12.08

41.59
47.38

握力 50m走上　体
起こし

長　座
体前屈

反　復
横とび

20m
シャトルラン

－
－

持久走 立　ち
幅とび

ハンドボール
投　げ

体　力
合計点

男子
女子

９月３日（土）に、地域防災の取り組みを行う予定である。
（新型コロナウイルス感染拡大の状況により、変更あり）

野球部：2B大会準優勝、大阪府秋季大会ベスト16
陸上部：第２回記録会100ｍ男子２位
　　　　春季総体200ｍ男子３位 100ｍ女子４位
　　　　大阪市秋季総体400ｍ男子２位 100ｍ女子３位
　　　　大阪府秋季総体400ｍ男子３位

堤　　宏

国語 数学

63％ 54％

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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