
○ 子ども医療費助成制度の継続・充実

・平成２８年１０月から拡充した医療費の助成制度（入
院・・・中３まで 通院・・・小６まで）を継続し、子育て
世帯の負担軽減を図ります。

安全・安心まちづくり スポーツ・レクリエーション

青少年教育・家庭教育

人権・同和教育および男女共同参画子育て支援

平成２９年度 大野城市の教育

学校運営協議会推進大会

〒816－8510 大野城市曙町2丁目2番1号

ホームページ http://www.city.onojo.fukuoka.jp

大野城市教育委員会

大野城市の教育における今年度の重点目標などを掲げた「大野城市教育振興基本計画」
の中から、新たな取組を中心に紹介します。

○ 中学生被災地派遣研修
・中学生を東日本大震災の被災地である東北に派遣し、復
興が進みつつある東北とこれから復興を進める熊本の体
験や思いをつなぎ、研修生を地域の防災リーダーとして育
成し、活躍の機会を設けます。

○ 放課後総合学習「ランドセルクラブ」の推進
・放課後に特別教室で学習や体験活動などを行うランドセル

クラブの試行２年目に当たり、前年度の課題解決を行うとと
もに、実施日を週３日に増やし、モデル校３校以外の全校
実施に向けて、ランドセルクラブの形を作っていきます。

○ 歩きながら地域の自然・文化・歴史などを楽しめる散策路
「（仮称）大野城トレイル」の整備

・平成２８年度に実施したワークショップの結果等に基づき、上大利にあ
る小水城跡の整備を進めます。

○ 小・中学校の情報基盤整備の推進

・電子黒板の効果的な利用方法等に関する研修会を
筑紫地区全体で実施します。

○ 学力向上推進協議会・学力向上実行委員会
を中心とした取組の充実

・全国学力・学習状況調査の結果分析に基づき、国語科
及び算数科をテーマとして、小学校で授業研修を実施し
ます。

○ 授業研修などによる小・中学校の授業改善
及び少人数指導に特化した講師の配置の検
討
・「小学校学力向上支援員」を配置し、小学校中学年に
対する教科の個別指導を行います。

○ 早期からの就学相談体制の充実と児童・
生徒それぞれのニーズに応じた教育の推進

・「就学前から入学後までの学びの基礎づくり手引き」
の保護者版を作成し、就学前の基本的生活習慣の大
切さを啓発していきます。

○ 子どもを対象とした育児体験学習の実施
・中学生を対象に、保健師等による出前講座「赤ちゃん
とのふれあい体験学級」を実施し、講話や、妊婦体験
ジャケットの着用、赤ちゃん人形の抱っこ体験等の学
習機会を提供します。

大野城市PRキャラクター

○ コミュニティ単位の総合防災訓練および総合
避難訓練の継続的な実施

・災害発生時に学校・地域住民・行政がスムーズな連携
の下に活動できるよう、一体となって参加する大野城市
総合避難訓練の実施に向けて協議を進めます。

学校教育

文化財 ○ いじめ・不登校の解決に向けた児童・生徒
の心のケアの充実

・不登校総合支援予防プロジェクトとして、不登校専任
の指導主事を中心として専門的立場である臨床心理
士、学校社会福祉専門員のかかわりを増やします。

○ スポーツ・レクリエーション競技大会の実施と
周知促進

・いこいの森ロードレースや、まどかリンピック、ＭＡＤＯＫＡ

れくスポ祭などの、多くの市民が気軽に楽しく軽・ニュース
ポーツに親しむことができる事業を、関係機関との連携に
より実施します。また、広く市民が参加してもらえるよう周
知に努めます。

○ 教育サポートセンターを核とした「福祉」と
「教育」の連携による「０歳から義務教育課程
修了まで」一貫して支援する取組の充実・強
化

・保護者や保育所（園）、幼稚園の要請により、保育所
（園）や幼稚園を訪問して教育相談を実施します。

○ 家庭教育の推進を図るための、自分を
振り返る世代ごとチェックシート等の周知・
配布
・市独自の強調月間「大野ジョーくんの生活がんば

り月間」の実施、啓発チラシ等の配布をとおして、
親子がコミュニケーションを取りながら自身の生活
を見直すための取組を行っていきます。

○ 歴史・子ども・にぎわいをキーワードに、世代を超えた
交流や、市民活動が行える「大野城心のふるさと館」の
整備

・大野城心のふるさと館の建設工事を完成させるとともに、開館（平
成３０年７月予定）に向けての準備を進めます。

電子黒板

ランドセルクラブ

中学生被災地派遣研修

小水城跡

http://www.city.onojo.fukuoka.jp/


大野城市内の小学校や中学校を紹介します。

◆…今年度のテーマ：学校ホームページの取組
（平成２８年度に全小中学校のホームページを開
設しました）

★…各学校のアピール・ポイント
を記載しています。

※児童生徒数・学級数…平成29年5月１日現在

大野小学校 児童954人、32学級

◆臨時休校や学校行事の変更など
緊急情報を随時更新しています。

★重点目標
○日常の授業に「考えを書く活動」と
「考えを伝え合う活動」を位置付
けます。

○子どもが自分の問題として考え・
議論する道徳科学習を創造します。

○「参加」「貢献・参画」の視点から
CVT学習の充実を図ります。

★学校運営協議会で、子どもの活躍
や成長を話題にし、共に喜ぶ関係
を築きます。

大野北小学校 児童624人、23学級

◆「学校・家庭・地域で人とす
すんでかかわる児童」の姿
を中心に、日々の教育活動、
学校行事、ＰＴＡ行事等を紹
介します。
★生活科・社会科・総合的な
学習の時間の学習を中心に
地域の「ひと・もの・こと」から
学び、つながりを深めます。
★毎月末に国語・算数の復習
と定着を図るため、「知のオ
リンピック」に取り組みます。
地域・保護者の赤ペン先生
も参加し、鍛えて・ほめる取
組です。

大野南小学校 児童866人、27学級大野東小学校 児童692人、23学級

大利小学校 児童894人、28学級

平野小学校 児童612人、22学級

大城小学校 児童467人、18学級 下大利小学校 児童274人、14学級

御笠の森小学校 児童401人、16学級

月の浦小学校 児童513人、19学級

大野中学校 生徒490人、16学級

大野東中学校 生徒563人、19学級

大利中学校 生徒593人、18学級

平野中学校 生徒984人、29学級

御陵中学校
生徒267人、10学級

◆トップページ上部の「緊急おしらせ」のテロップにより、緊急の連絡等
を確認することができます。
◆給食を写真付きで紹介しています。特徴的な献立を、そのねらいな
ども含めていくつか紹介しています。
★「学び合う子ども育成部」 「支え合う子ども育成部」 「きたえ合う子ど

も育成部」の３部（育成３部）に分け、それぞれ力を入れた教育活動
に取り組んでいます。
★ 「外国語活動」を全学年で充実･
発展を図りながら取り組んでいます。

◆運動会等行事の開催、休校、
登校時刻の変更等の緊急時
には、その旨をホームページ
でもお知らせをします。
★あいさつ、立腰、黙想・黙々
掃除の徹底
★「アイラブふるさと」学習と地
域ボランティアの活用による
ふるさとへの愛着を深める子
どもを育成します。
★豊かに読み深める子どもを
育成（国語科の授業の充実）
します。

◆給食の献立を中心に記事をアッ
プしています。子どもたちの給食
を楽しみに見ていただいている
方が多いです。
★重点目標を「大城を自慢できる
子ども」を育てるとし、挨拶いっぱ
いの学校・地域を自慢できるよう
にしようと学校･地域・保護者が
連携して取組を始めています。
★開校以来「理科教育」の研究を
行っています。来年度、福岡県
の理科教育研究大会が本校で
開かれる予定です。

◆日々の教育活動について、
子どもたちの写真を交えなが
らこまめにお知らせしていき
ます。また、休校等の緊急時
には、ホームページでもお知
らせをします。
★道徳教育に力を入れ、自分
のよさを高めていきます。
★伝統的な取組
○「きらりカード」の推進
（年間） ○親子ふれ
あい読書（毎月)
○コスモスリレー（７月）

◆児童の様子や緊急情報など、こまめな更新を行っています。
★学校・地域が取り組んでいること
○あいさつ運動 ○寺小屋 ○夏祭り ○アンビシャス広場 ○ラ
ンドセルクラブ ○各種文化行事 ○グランドゴルフやユニカール等
のスポーツ大会
★重点目標「きそく」
き：きょしゅ（発表） そ：そとあそび
く：くん・さんづけ

★地域や保護者とともに、いじめ
防止集会を行っています。

◆毎月1回、WEB日記を更新し、行事の
最新の情報を流すように努めています。
★活発な挨拶・時間厳守・無言 清掃の徹
底に努め、徳育教育を充実させます。
★ぐんぐんのびるノートで学習の仕方を
学び、朝学習・夕学習・週末課題・自学
ノートをリンクさせたサイクルスタディ
（家庭教育の充実）を通して、学力の向
上を図ります。
★地域や小学校との連携として、夏祭り
やクリーンシティ大野城、ラジオ体操指
導、敬老会での吹奏楽部の演奏などに
積極的に参加し、小学校とは合同挨拶
運動などで交流を深めています。

◆学習活動、部活動など、学校
での子どもたちの生活が、垣間
見えるよう、定期的に更新して
います。（学校行事、部活動成
績、各学年行事の記録、毎日
のランチなど）
★「大東プライド」をキーワードに、
生徒たちの「自主運営」を具体
的目標として、いろいろな行事
活動に取り組んでいます。
★学習内容、朝夕学習、自学、
週テストを関連させたサイクル・
スタディの取り組みで、基礎学
力の向上を目指しています。

◆学校・家庭・地域をつなぐネット
ワークツール！
行事や日常の様子、ＰＴＡや同
窓会、学校運営協議会など活動
紹介、家庭への事務連絡など
★朝の５分間視写と朝読書・・・脳
の活性化、読解力と集中力を鍛
えます。
★チーム大利で取り組む学校行
事 ○歓迎遠足（４月） ○体育
祭（５月） ○いじめ根絶運動（６
月） ○文化祭・東雲祭（１０月）
○豚汁会（２月）

◆学校行事などでの生徒の様
子を、写真付きで随時更新し
ています。
★生徒自身による地域貢献活
動を推進 ○各地区で小学
生へのラジオ体操指導 ○
全校地域ボランティア活動（9
月） ○地域行事への積極
的な参加（吹奏楽部等）
★「しつけの３か条」の地域ぐ
るみの推進
★「まどかボランティア活動」
の発足

大野城市の小学校・中学校

◆台風の接近・大雪等による臨時休校や登下校時刻の変更など緊
急情報を随時更新しています。
★学校運営協議会を中心に「東っ子共育プラン」のもと、「あいさつ運
動」「公民館学習」「東っ子まつり」など、学校・家庭・地域が一体と
なった取組を進めます。特に、本年度、子どもの委員会活動に「コ
ミュニティ委員会」を新設し、子ども自らが地域に貢献していきます。
★ 「伝え合う力と規範意識を身に付けた子どもの育成」を重点目標と
し、ひ・・・人にやさしい子ども、が・・・がんばり続ける子ども、し・・・
しっかり学ぶ子どもの育成に努めます。

◆「豊かな心と行動力を身につけ
た子ども」の姿をお届けします。
今日の給食、コミュニティカレン
ダー、校長室便り、学校便りなど、
便利な情報も紹介しています。
★「道徳教育」を中心に、異学年・
縦割り活動等のふれ合う活動を
通して、豊かな心と行動力を身に
つけた子どもの育成に努めてい
ます。

◆地域の方に教えていただく米作りの学習を
中心に子どもたちの活動の様子を紹介して
います。

★開校以来「健康・体育教育」に取り組み
37年目を迎えます。子どもたちは年間
を通して、はだし・薄着で学校生活を過
ごしています。

◆積極的に情報発信していきます。
○体育祭や文化発表会などの感動的
な学校行事○自尊感情や学力・体力を
高める教育活動○郷土を愛する心を培
う地域貢献活動など
★重点目標：自他を大切にし、自信を
持って自分の「よさ」を発揮できる生徒
○教職員の［主体性」と［創造性」を存分
に発揮した教育活動の推進
○キャリアプロジェクト(職業調べ、職場
体験、高校体験など）
○ボランティアプロジェクト(地域貢献活
動・ＨＢＣクリーンシティ）
○地域に学ぶプロジェクト(地域に学び
隊の活動、地域人材の活用、心の教育）

納涼大会を企画・運営しているおやじの会の方達をゲストティー
チャーとして招き、ふるさとへの思いを聞くことで、地域行事に参
加・参画することが地域の役に立つこと、伝統を守ることの大切
さを学びました。

コスモスリレー

道徳科学習の創造

子どもたちは、考え、議論す
ることで自分の価値観を高
めています。

地域の名
人さんに教
えてもらい
ました。

「ひょうたん
クラブ（おや
じの会）」を
中心に保護
者・地域と取
り組みました。

ＨＢＣ小中連携あいさつ運動

大野南小と平野中が連携した朝の
あいさつ運動です。中学生が小学
校の校門に立ち、元気な声であい
さつを行ってくれます。（※ＨＢＣ：
平野中学校ブロックコミュニティ）

創立５０周年を記念し、子ども・地域・保
護者・教師が総参加で「大野城讃歌」を
踊りました。（運動会）

★祝★創立50周年

毎朝昇降口に立っている校
長先生に最高レベルの挨拶
をしている６年生。「掃除」
「発表」でも自慢できる姿を
目指していきます。

大城小の自慢：
立ち止まり挨拶

朝のさわやかタイム

ベーシック問題とパワーアップ
問題の２つを効果的に配置し、
活用する力を育てる算数科
学習指導を展開しています。

小中連携挨拶運動

地域貢献活動（草取り）

体育祭

生徒たちの手で作り上げ
る「自主運営」

体育祭

大利中生徒として「PRIDE」を

持って、生徒会リーダーを中心
に、大利中生徒一丸となって創り
上げた体育祭

地域での清掃活動

毎年９月の地域清掃活動のほか、
ラジオ体操や赤ペン先生、「まどか
ボランティア活動」で地区行事等
へ参加するなど、地域との連携を
図っています。

クラスみんなの合計距離で、
日本１周をめざすジョギング

公共施設や市民の方に、自分たちが
育てたコスモスの苗と手作りの「育て
方説明書」を渡して、地域を花いっぱ
いにしようと活動しています。

4年総合的な学習の時間

ぐんぐんのびるノートと
自学ノート

昔遊び交流学習

ビオトープ清掃

米作り

地域の方に教わりながらのみかさ
米づくり
（5月種まき～2月もちつき）

ふるさとの川牛頸川のホタルの生
態や保存会の活動、牛頸川の自然、
水源、水質などについて体験活動
を通して学習しています。（写真は、
ホタルの卵とホタルのえさであるカ
ワニナの観察をしているところです）

地域に学び隊

1000人で創る体育祭

6年道徳「ふるさとを愛する心」


