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１ 附属平野中学校の現況

(１) 学校名

(２) 所在地

(３) 学級数・収容定員

(４) 幼児・児童・生徒数

(５) 教職員数

２ 附属平野中学校の特徴

３ 附属平野中学校の役割

４ 附属平野中学校の学校教育目標

大阪教育大学附属平野中学校

大阪市平野区流町２－１－２４

３５８人(男子１５９人・女子１９９人)

（１）大学と一体となって、教育の理論と実際に関する研究並びにその実証を行う任務

（２）大学学生の教育の実地研究を行う任務

（３）他の学校との研究の交流を行い、提携して教育の振興に努める

９学級(１学年３学級) 収容定員３６０人(１学級４０人)

校長(併任) １人、副校長 １人、主幹教諭 １人、指導教諭 １人、教諭 １６人 非常勤講師 １０人

事務職員 ４人(事務補佐員３人、＜図書館司書１人＞）、用務員２人（うち併任１人)

伝統的に「行事で育つ附中生」と言われている。たとえば伝統行事の一つとして、昭和22年から、毎

年、臨海学舎を実施しており、現在は岡山県倉敷市（六口島）で、１㎞と３㎞の遠泳を行っている。また、

大阪教育大学、附幼・附小・附高・附特別支援学校と連携・共同を基盤とした教育研究を推進している。

生徒一人ひとりの個性を尊重し、すべての素質を可能な限り最大限に発達させるために周到かつ

細心な指導を徹底する。とくに教員と生徒、保護者、生徒相互との緊密な人間関係を確立し、自主

的な生活態度と学習意欲を育成しながら、質実剛健な人間教育を期している。

(1)物事を合理的、科学的に探究し、豊かな創造性をもつ人間

①真理を追求し、そのことのすばらしさを理解することができる。

②物事を正しく判断することができる

③知識・技能を整理し、活用することができる

④創造性を高めるために、たえず努めることができる

(2)集団の規律を育て、情操豊かで、実践的意志力をもつ人間

①寛容の心をはぐくみ、互いに敬愛し、友情を育てることができる

②集団の意義を理解し、協力しあって集団生活の向上に努めることができる

③自然や芸術に親しみ、そのすばらしさに深く感動する心をもつことができる

④清らかな心を持ち、礼儀正しく、品位ある行動をとることができる

⑤物事に積極的に取り組み、計画を立て、着実にやり抜く強い意志を持つことができる

(3)自他の生命を尊重し、心身を鍛え、健康の維持増進に努める人間

①自他の生命を大切にすることができる

②質実剛健の精神を大切にすることができる

③健康でたくましい心身の鍛錬につとめることができる

④心身の健康に関する知識を身につけ、明るく豊かな生活を営むことができる



５ 附属平野中学校の学校教育計画

(1) 学校努力目標 「考え、確かめ、発動する力を育む」

平成 29年度も引き続き「考え、確かめ、発動する力を育む」を学校努力目標とする。昨
年一年間、常に学校努力目標を確認しながら学校運営に努めてきた。その甲斐あって、生徒

の頭の中に「考える」「確かめる」「発動する」という三つの動詞をしっかりとインプットさ

せることができた。生徒がさまざまな活動場面で、少し立ち止まって思いを巡らせている場

面も見られるようになり、その姿にうれしさとともに、たのもしさも感じる。

そこで、今年度は、さらにレベルアップめざすこととする。知識基盤社会の 21 世紀を生
き抜く上で、我々には「思考力」「判断力」「表現力」が求められている。この「思考力」「判

断力」「表現力」を、少し噛み砕いた言葉で表したものが「考える力」「確かめる力」「発動

する力」である。今年度はその一つひとつの営みに、「客観的に自分を見つめながら」とい

う修飾部を付け加えることにチャレンジさせたい。「客観的に自分を見つめる」ということ

は、換言すれば「自己を認識する」ということになる。「自己認識」ということは、ある意

味では人間の究極の課題であり、大人の目標としても十分成り立つものである。中学生の段

階で、やすやすと達成できるものではないが、だからといって、最初からあきらめてしまっ

てはいけない。達成困難なものに向かっていく気持ち、姿勢というものは、人間を一回りも

二回りも大きく成長させる重要な因子となる。“高い 志 ”と“高望み”とは意味が異なる。
こころざし

高い志を持ち、よりよい人間となることをめざし、今年度の学校努力目標として設定する。

(2) 平成 29年度 重点努力目標 「『生きる力』の育成と『確かな学力』の保障」

「考え、確かめ、発動する力を育む」ために、引き続き、「『生きる力』の育成と『確かな学力』

の保障」を学校づくりの重点努力目標に設定した。

子どもたちは、今後、社会で生活していく中で、さまざまな壁にぶつかることがあると考える。そ

の壁にぶつかったとき、壁を乗り越えよりよく生きていくために必要となる力として、「思考力」「判

断力」「表現力」「創造力」「発想力」など、さまざまな力をあげることができると考える。上述のよう

に、「考える力」「確かめる力」「発動する力」もその一部である。

これらの力の総体は、とりもなおさず「生きる力」と「確かな学力」といいかえることができる。「安

心・安全・信頼される」学校において「健やかな身体と豊かなこころを育む」教育活動を行い、「考え、

確かめ、発動する力」を育むことで、「生きる力」と「確かな学力」が醸成できると考えている。

支援・指導の目標は以下のとおりである。

① 安全で、安心して過ごせる教育環境の整備

☆組織的な対応を通じて、どの子も支える

○教職員全員で危機管理・危機対応に向かう

○子どもの変化を見取り、子どもの悩みに答える

○安全で清潔な学習環境を整える

② 健やかな身体と豊かなこころを育む教育活動の充実

☆３年間の見通しをもって、どの子も育む

○臨海学舎・体育的行事・学校保健・保健体育教育を通じて健やかな身体の基礎を育てる

○学校行事・生徒会活動・係り活動を通じて社会性を育てる

○道徳教育・進路学習を充実し、豊かなこころを育み自分の生き方を考える

③ 「考え、確かめ、発動する力」を育む

☆授業改善をとおして、どの子も伸ばす

○「考える力」「確かめる力」「発動する力」の本質を見極め、三つの力を相互に働かせる機会を

明確に位置づけた授業づくり

○｢基礎学力の定着」と「創造性の伸張」のバランスのとれた授業づくり

○ＩＣＴ機器の活用やアクティブ･ラーニングを取り入れた授業づくり



６ 附属平野中学校の平成29年度 重点目標(評価項目)、具体的な取組内容(評価指標)・評価結果 評価の基準

学校関係者評価自己評価

とても適切であるＡ高いレベルで達成できたＡ

おおむね適切であるＢ達成できたＢ

あまり適切でないＣ一部達成できなかったＣ

適切でないＤほとんど達成できなかったＤ

判定できないＥ

「自分自身の未来を切り拓く力を育む学校」
学校教育目標

(1)「安全で、安心して過ごせる教育環境の整備」 (2)「健やかな身体と豊かなこころを育む教育活動の充実」 (3)「『生きる力』の育成と『確かな学力』の保障」
学校教育計画

学校関係者評価を

踏まえた改善策

学校関係者評価自己点検評価
具体的な取組内容

(評価指標)

本年度の重点目標

(評価項目)

評価意見・理由評価改善点達成状況

・気を緩めることなく、引き

続き効果的な訓練を模索し

続けたい。消防署との新た

な連携方法を試行するつも

りである。

A

・昨年より一層工夫を凝らし

た訓練を実施しているこ

とは評価できる。学校安

全は教育の基本なので、

油断することなく、引き

続き万全の備えをしてほ

しい。

A

・訓練の総括を入念に行い、有

事の時に役立つ訓練へとさら

にブラッシュアップしたい。

・緊急放送回線などを確認し、有

事の際に混乱しないように整

備を行う。

・消防や警察と連携し、防犯・防災・

防火訓練および、水泳事故緊急

通報訓練(救助を含む)を実施し

た。

・防火訓練に際して、火災発生時

刻を休み時間に設定し、よりリア

ルな訓練となるよう工夫した。

①教職員全員で危機管

理・危機対応に向か

う。

(１)

安心・安全・信頼

される学校

☆組織的な対応

を通じて、ど

の子も支える ・「いじめ」に関する研修会に

参加したり、資料を集める

などして、来年度の早い時

期に「学校いじめ防止基本

方針」を策定できるように

する。

B

・「いじめ防止対策委員会」

を立ち上げ、チームとし

て対処できたことはよか

った。

・「学校いじめ防止基本方針」

の見直しは、できるだけ

早く完成させてほしい。

B

・「いじめ防止対策委員会」を早

期に立ち上げ、よりいっそうチ

ームとして対処できるようにす

る。

・いじめの定義を再確認し、「学

校いじめ防止基本方針」の見

直しに着手する。

・教員間の生徒指導情報交換の機

会を増やし、早期発見、対処に

努めた。

・スクールカウンセラーの活用を積

極的に促すとともに、カウンセリン

グ週間以外にも実態に応じてカ

ウンセリングを実施した。

②子どもの変化を見取

り、子どもの悩みに答

える。



・校舎改修工事も本格的に始

まるので、外観に負けない

よう、中身を磨く努力を怠

らないようにしたい。

A

・学校がどんどん美しく整備

されていくのはたいへん

ありがたいことである。

維持管理をしっかりしな

ければならない。

B

・良い状態を保ち続けられるよう

入念に整備を行う。

・空気調査の結果を活かし、温

度管理や換気を意識的に行う

よう啓発する。

・70周年記念事業などを活用し、グ

ラウンドの一部改良工事を行っ

た。

・エアコンの大掃除を行い、熱中症

を防ぐ教室環境作りに努めた。

③安全で清潔な学習環

境を整える。

・「附中生は行事で育つ」とい

う伝統を継承するべく、引

き続き新しい視点から検証

を続けたい。

・感染症対策に一層力を入れ

る。

A

・質の高い学校行事が運営さ

れている。引き続き頑張

ってほしい。

・引継をきっちり行うこと

は、何につけても重要で

ある。

A

・変わらぬサポートができるよう、

後世への引き継ぎを念頭に置

いた記録作りを始める。

・熱中症対策や感染症対策な

ど、油断せず、引き続き努力を

続けたい。

・臨海学舎では、遠泳のサポート体

制について論議し、より質の高い

体制を考案できた。

・保健委員会における「ほけんだよ

り」の発行など、丈夫で健康なか

らだ作りへの啓発活動ができた。

①臨海学舎・体育的

行事・学校保健・

保健体育教育を通

じて健やかな身体

の基礎を育てる。

(２)

健やかな身体と豊

かなこころを育む

学校

☆３年間の見通

しをもって、

どの子も育む

・「カエルキャラバン」の成果

をよく検証し、地域連携型

防災訓練の在り方としてま

とめ、発信・提唱できるよ

うに頑張りたい。

A

・昨年度の反省の上に立ち、

意欲的に改善できている。

・地域との連携は課題も多い

が、平野五校園ならでは

の連携を模索してほしい。

A

・初開催の五校園共同防災訓

練「カエルキャラバン」へ

の参加体験を活かし、地域

との交流活動を一層深めて

いく。

・生徒会企画など、積極的に中

高の連携を進め、幅広い活動

を展開できた。

・行事に幼稚園児を招いたり、地域

の人々を招いたり、地域社会へ

の貢献に踏み出せた。

②学校行事・生徒会

活動・係り活動を

通じて社会性を育

てる。

・道徳の研究について、五校

園の共同研究や中学校独自

の研究とうまく関連付け、

無理なく、楽しく研究を進

められるよう、体制を工夫

したい。

A

・道徳の教科化に向け、研究

が進んできている様子が

見て取れる。引き続き精

進してほしい。

・進路学習の時期と方法につ

いて、さらに効果があが

るよう頑張ってほしい。

A

・研修での学びを共有しなが

ら、引き続き全員で道徳実

践に取り組む。

・進路指導主事を中心とした

指導体制を整備し、一過性

の指導にならないよう、計

画を検証する。

・研究発表会で道徳の授業を公

開し、たくさんの参会者を集

め、活発な意見交換を行った。

・進路学習の時期と内容を見直

し、より実際的なものとなる

ように改良した。

③道徳教育・進路学

習を充実し、豊かな

こころを育み自分の

生き方を考える。

・グロッサリーについては広

く意見を求め、不備や矛盾

点を発見し、より精度の高

いものに作り替えていける

よう、改良を重ねたい。

A

・「グロッサリー」という試み

は新鮮で期待できる。ぜ

ひとも広く世に問うてほし

い。３つの力との相関も

興味深い

A

・グロッサリーをさらに精査し、整

合性の確認を行う。

・教科間での意見交流などの機

会を増やし、視点を変えての

検証ができる場を設ける。

・各教科による「考える力」「確かめ

る力」「発動する力」とは何かをさ

らに突き詰め、グロッサリー（用語

集）を編み、明らかにした。

・３つの力をメタ的に振り返ることを

促す授業作りを行った。

①「考える力」「確かめる

力」「発動する力」の

本質を見極め、三つ

の力を相互に働かせ

る機会を明確に位置

づけた授業づくり。

(３)

「考え、確かめ、

発動する力」を育

む

☆授業改善を図



・高校の SGH で開発した
「平野メソッド」を下敷き

に、JOIN・STEPの活動を
見直し、「平野ジュニアメ

ソッド」にあたるものを開

発するべく、研究を焦点化

するようにしたい。

B

・高校の SGH との関連性に
ついて追求することで、

中高の有機的な連携が進

み、より深い学びを構築

できるであろう。
B

・JOINの活動方法について、今

年度の成果を活かし、定着を

図りたい。

・アドスタのありかたを検証し、模

範的な取り組み方の紹介や、

各教科の課題の精選に努めた

い。

・総合的学習JOINの内容を精査

し、２年生と３年生での活動方法

や発表方法を見直すことで、活

動の活性化を図った。

・全学年で学習診断テストを導入

し、基礎学力定着度を客観的に

測れるようにした。

②｢基礎学力の定着」と

「創造性の伸張」のバ

ランスのとれた授業づ

くり。

・「主体的」で「深い」学びに

ついて、特に道徳と総合を

中心に、教員間の共通理解

を図り、それをベースに各

教科の学習を構築したい。

B

・アクティブラーニングの本

質をよく理解し、これか

らも努力してほしい。

・ICTの適切な利用ができて
いる。

B

・特に「主体的」「深い」に焦点化

し、学びの深まりの様子を明ら

かにするよう試みる。

・機器の有無で内容が左右され

ない授業作りを心がける。

・全国規模の研修などにも積極的

に出向き、主体的・対話的で深い

学びについて、掘り下げた。

・ICTの功罪について考え、適切な

使用について認識を高めた。

③ＩＣＴ機器の活用やア

クティブ･ラーニング

（AL)を取り入れた授

業づくり。

り、どの子も

伸ばす




