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大野城市教育委員会

平成31年３月、大野城市では市全体の施策の基本である「総合計画」および「総合
計画」の中から広く教育に関わる施策をまとめた「教育施策大綱」が新たに策定され
ました。一方、大野城市教育委員会では、「教育施策大綱」の中から教育委員会にお
ける重点目標などを掲げた「教育振興基本計画」を毎年策定しています。ここでは、
「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。（★：新事業）

文化財の調査・保護・啓発

○「牛頸須恵器窯跡」整備活用事業

★牛頸須恵器窯跡の価値を伝え地域の宝とするため
に、現地見学や講座等の学習を進めます。

○文化財啓発事業

★心のふるさと館運営課と連携しながら、「心のふる
さと館」での展示充実に努めます。

★善一田古墳群を地域に愛される史跡とするため、整
備後の活用を促進します。

大野城市PRキャラクター

児童生徒の総合的な
支援の充実

○小中連携教育推進事業

・各種学力テストの結果を早期に分析し、各学校の
学力向上プランの検証・改善を図るとともに、個に
応じた指導の充実を図ります。

○外国語指導助手派遣事業

・全小学校に外国語指導員を配置し、外国語科、外
国語活動の充実を図ります。

○中学生被災地派遣研修事業

・復興が進みつつある東北と、これから復興を進め
る熊本や朝倉市の方々の体験や思いを学びます。

○不登校支援事業

○いじめ防止対策等推進事業

・保育所（園）・幼稚園・小学校の合同の会議を年
２回実施し、就学前児童の小学校への円滑な入学を
支援します。

・小中学校の生徒指導担当指導主事が、いじめや生
徒指導に関する中学校ブロックごとの取組の情報共
有や本市スクールカウンセラーによる講話等の研修
会を実施し、積極的な生徒指導の充実を図ります。

教育政策の推進

○教育委員会委員活動事業
・教育の現状と課題を把握し、教育行政へ反映させる
ため、教育委員による学校訪問を全ての小中学校で実
施します。

○教職員勤務管理システム運用事業

・教職員の働き方改革を推進するため、昨年度、勤務
管理システムを導入し、今年度から本格的に運用を進
めていきます。また、教職員の勤務時間や勤務状況を
把握し、適正な労働安全衛生の管理、教職員の業務改
善に活かします。

教育支援の充実と施設の整備

○中学校ランチ給食サービス事業

・ランチ給食サービスを通し、「食」の大切さへの理解
を促進します。また、イベント食（卒業お祝いなど）に
よって「楽しさ」も演出するとともに地元産野菜や市商
工会推奨品などを使用し、地産地消を推進、郷土料理の
鶏ぼっかけを取り入れるなど献立・メニューの充実改善
に努めます。

○中学校ランチ給食サービス用保温カート買替
事業

★耐用年数の経過した保温カートの買い替えを行い、温
かく、安全で安心なランチ給食サービスを提供します。

○就学援助システム改修事業

★就学援助の令和２年度の新入学用品費の前年度支給
（入学準備金）に向けて、就学援助システムの改修等事
務を進めます。

学校教育環境の振興

○小中学校教育用コンピュータ整備事業

・小中学校のパソコン教室のＩＣＴ機器を更新し、
よりＩＣＴを活用しやすくします。

○小中学校教育管理事務事業

・児童生徒が効果的な学習を行えるよう、学校で使
用する教材・備品・消耗品等の購入を適宜進め、教
育環境の充実を図ります。

学校・家庭・地域・行政が
連携した共育の推進

○ＰＴＣＡ活動推進事業「（放課後総合学
習）ランドセルクラブ」

・学校を核としたスクール・コミュニティを目指した
ＰＴＣＡ活動や、学校・家庭・地域が連携したＣＶＴ
学習を推進し、子どもと大人が共に学び、共に育つ
「共育」を理念とした「学びの共同体」を推進します。

・「新・放課後子ども総合プラン」を推進するため
「ランドセルクラブ」と「留守家庭児童保育所」との
一体運営の実現を目指します。

○小学生読書リーダー養成事業

・受講児童が、学校や家庭での読書活動の充実に寄与
できるよう取り組みます。

生涯スポーツの推進

○スポーツ推進委員及び審議会運営事業

・「誰でも」「身近で」「気軽に」スポーツができ
る「総合型スポーツクラブ」を創設・支援するため、
組織づくりを進めます。

★スポーツ推進委員を中心としたオリジナル体操の
普及や学校体力テストへの支援を行います。

○ＭＡＤＯＫＡれくスポ祭開催支援事業

・多くの市民が気軽に楽しく軽・ニュースポーツ教
室に親しむことができる事業を、関係機関と連携し
実施します。また、広く市民に参加してもらえるよ
う周知に努めます。

ランドセルクラブ

ＭＡＤＯＫＡれくスポ祭

学校訪問

ＩＣＴを活用した授業史跡めぐり

中学校ランチ給食

中学生被災地派遣研修



大野城市内の小学校や中学校を紹介します。

◆…各学校の教育目標
★…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…令和元年5月１日現在

大野小学校 児童967人、32学級

◆社会力を身につけた自尊感情の
高い子どもの育成
★本年度の重点
■能動的(知的なアクティブ）な学習
活動の日常化を図ります。
■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。
★校内研究の推進

市の研究指定を受け、新学習指導
要領に対応した道徳科学習の研究
を進めています。

大野北小学校 児童653人、25学級

◆地域にかかわり、活きてはたらく
力を身につけた子どもの育成

★「学ぶ意欲の向上」と「自分の考
えをつくりあげる力の育成」を重点
目標とし、考える子（意欲をもって
自分の考えをつくり、学び合いに
よって高め合う子）・やさしい子（自
他のよさを認め、相手を慮って行動
する子）・たくましい子（心身共に健
康で、課題に向かって粘り強く取り
組む子）の育成に努めます。

★地域連携カリキュラムを作成し、
社会科・生活科・総合的な学習の
時間を中心に、地域の「ひと・もの・
こと」を学び、つながりを深めます。

大野南小学校 児童849人、29学級大野東小学校 児童742人、24学級

大利小学校 児童856人、28学級

平野小学校 児童624人、25学級

大城小学校 児童505人、19学級 下大利小学校 児童255人、13学級

御笠の森小学校 児童400人、16学級

月の浦小学校 児童550人、20学級

大野中学校 生徒484人、18学級

大野東中学校 生徒585人、19学級

大利中学校 生徒553人、17学級

平野中学校 生徒961人、30学級

御陵中学校 生徒294人、11学級

◆自他のよさを認め合い、
考え実践する子どもの育成

★重点目標 「考動する子
ども」の育成
★ 『考えよう！やってみよ

う！！』を合いことばに、
「伝え合う子、いじめをゆる
さない子、安全・安心をつく
る子」をめざして活動してい
ます。

◆地域を愛し、心豊かで実践力のある子どもの育成

★「ひかりかがやくひらのっこ」、「ひとにやさしいひらのっこ」を目指しま
す。★目標をもって挑戦する子どもを育てます。★「立ち止まりあいさ
つ」「立腰」「もくもく掃除」ができるひらのっこを育てます。★「アイラブ
ふるさと」学習と地域ボランティアによる、ふるさとへの愛着を深める子
どもを育てます。★「リズム・テンポ・キレ」を大切にした「平野タイム」を
通して、脳を活性化させ、学習意欲を高めます。★「対話」と「ふりかえ
り」を大切にした授業を通して、「深い学び」の授業を行います。

◆地域を愛し、確かな学力と豊かな心を
高め、たくましく生きぬく子どもの育成

★重点目標：気づき、考え、表現できる
子どもの育成
■考える子ども「学び合い・伝え合い」

■やさしい子ども「立ち止まり挨拶・校門
一礼・やさしい言葉」
■たくましい子ども「もくもく清掃・立腰」

「地域ぐるみの子育て会議」でめざす子
どもの姿を共有し、「登下校の見守り活
動」「大城ふれあいウォークラリー」「地
域の夏祭りへの出演」など、学校、家庭、
地域で連携・協力を進めています。

◆地域を愛し、社会をたくましく
共に生きぬく子どもの育成
★ＣＶＴ学習・コスモスリレー
（地域貢献活動）
★きらりタイム・発声タイム
（帯の時間を使った活動）

★習熟学習「こすもす学習」・辞
書引き学習

★授業改善による日常学習の
充実【学校】
★家庭学習の充実
（予習・復習への取組）【家庭】

★学習ボランティアによる習熟
学習【地域】

◆今も未来もしあわせな子供の育成
★「重点目標」を意識した全校の取組 ■応答■外遊び■Ｉ‘m OK！
★ 「３つの宝」を大切に子供の成長を促す取組
■ゆっくり歩く ■立ち止まりあいさつ ■もくもくそうじ

◆知・徳・体の調和のとれた、心身と
もに健康で、人間性豊かな生徒の育
成
★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
ディを通して、学力の向上を図ります。

★地域との連携において、夏祭り支
援やクリーンシティ大野城参加、ラジ
オ体操支援、敬老会での吹奏楽部の
演奏等に積極的に参加しています。
また、小学校と合同挨拶運動や合同
合唱鑑賞会、授業参観、部活動見学
等で交流を深めています。

◆豊かな人間性と自ら学ぶ意欲
をもち、実践力のあるたくましい
生徒の育成

★「大東ブランド」の進化を目指し
て生徒たちの「自主運営」、地域
行事への「参加から参画へ」を具
体的目標として、いろんな行事活
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。

◆志をもって学び、郷土を愛し、
21世紀をたくましく生きることので
きる生徒の育成

★「本物は続く、続ければ本物に
なる」ことを念頭に置き、「立ち止
まりあいさつ」「時間前行動」「自
問清掃」をひたむきに実践してい
ます。
★■ＯＢＣ小中連携による「いじ
め根絶運動」■保護者・地域を
巻き込んだ「大利の日」■地域

行事への生徒の積極的参加・協
力■ボランティア生徒による地域
貢献活動■おとなと子どものしゃ
べり場「トークフォークダンス」

★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

・全校での地域清掃活動 ・地域行事へ
の積極的な参加（吹奏楽部等）
★まどかボランティア活動の推進
★ 「しつけの３箇条」の地域ぐるみの推進
・自然にあいさつができる ・「はい」と返

事ができる ・はきものをそろえる、席を
立ったら椅子を入れる
★特色ある教育活動
・ふるさと学習（４月～11月） ・３年生を励
ます会（12月）・地域清掃活動（９月）
・GORYOマルシェ（９月）

大野城市の小学校・中学校

◆地域に愛着をもち、心豊かでたく
ましく生き抜く子どもの育成

★重点目標：「授業づくり」と「つなが
りづくり」を通して、気づき、考え、実
行する子どもの育成

★学校運営協議会を中心に「東っ子
教育プラン」のもと、「あいさつ運動」
「公民館学習」「東っ子まつり」など地
域・家庭・学校が一体となった取組
をしています。特に、校区安全対策
推進協議会と連携し、子どもの命を
守る校区づくりを進めています。

◆ふるさとを愛し、豊かな心で
自ら実践する子どもの育成

★「４つの宝」を全力で磨いてい
ます。

「進んであいさつ」「思いやりの
言葉遣い」「黙々そうじ」「進んで
発表」

★道徳科を中心とした「ふるさと
教育」に取り組んでいます。地
域の方々にも支えられた、愛校
セール・納涼大会・文化まつり
等の行事を通じて、「ふるさと大
野城」を愛する心を保護者の皆
様と一緒に育んでいます。

◆21世紀を生き抜く、心身共に健康で創造性豊かな子どもの育成
『み』ずから体力つくりにはげむ みかさっ子
『か』んがえを話し合い、ふり返る みかさっ子
『さ』きに元気なあいさつができる みかさっ子
★学校の伝統（健康教育）
はだし・薄着の生活・朝のジョギング・ボール体操

◆志をもって学び、郷土を愛し、
自ら生きる力を培うことのできる
生徒の育成
★「５つの愛のある学校」
①出あい ②認めあい
③教えあい ④励ましあい
⑤高めあい
★地区別生徒集会

学校と地域の連携を深め、生
徒たちに地域への愛着をもたせ
るために、１～３年生までの縦割
り集会である地区別生徒集会を
年間４回開催しています。

【文化まつり】子どもたちが全
力で表現する「文化まつり」は、
地域の方も含め、たくさんの保
護者の方々が参観されます。
子どもたちの「認め合い」「高
め合い」「学び合う」姿を披露し、
自尊感情も育てます。

【道徳科学習の創造】子ども
たちは、「今までの自分」を
振り返り、考え、議論するこ
とで自分の価値観を高め、
「これからの自分」を考えて
います。

■外国の方とも英語やジェスチャーを
駆使し、活動を楽しんでいます。
■ポイントは、伝わる声で（Big voice）、
目を見て（Eye contact）、笑顔で（Smile）、
伝えよう（Try）のＢ.Ｅ.Ｓ.Ｔです。

【「応答」による活発な集団思考】■「体＋言葉」による表現（認める・くわし
く・広げる・まとめる）■65デシベル以上の大きい声で
提示：「～を見てください」→事実：「～となっています」→→考え：「だから
～と考えます」

【４年生総合的な学習 ふる

さとの川「牛頸川」】牛頸川の
ホタルの生態や保存会の活
動、牛頸川の自然、水源等に
ついて体験活動を通して学習
しています。この学習を通し
て、郷土愛を育んでいきます。

【全校児童による朝のジョギング・
ボール体操】晴れの日は、運動場
で健康観察を行い、『はだし』によ
るジョギング（月・火･木）とボール
体操（金）を、１年間続けています。

■「地域にかかわり、活きてはた
らく力を身につけた子どもを育て
る生活科・社会科の学習」

■単元を見通した学習問題を設
定し、意欲的に学び合えるよう
授業づくりを行っています。

＜めざす子ども像＞

「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

【公民館学習】放課後に地域の公民館で宿題や自由勉強をしてい
ます。もっと参加しやすくなるように、学校運営協議会で具体的な
改善策を話し合っています。

【立ち止まり挨拶】昇降口
前で登校を見守る先生方
に気持ちのよい立ち止ま
り挨拶をしています。先
生と一緒に昇降口前で自
主的に挨拶運動をする子
どももいます。

コスモスリレーでは、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。

学力向上を中心として「大好
きな下大利小学校に参画」を
実践しています。

地域貢献
活動説明会

夏祭り支援

敬老会
演奏

まどかレク
スポ祭

【小中連携あいさつ運動】あい
さつの輪を広げるため、学期に
１回校区内３小学校で、あいさ
つ運動をしています。

【参加から参画へ】地域貢献活
動も自分たちで区長さんと打ち
合わせ、計画を立てています。

【相手意識をもって「立ち止まりあ
いさつ」】毎月、１日・15日を「大利

の日」と定め、保護者・地域の皆さ
んと協働し、「あいさつ運動」「ゴミ
ひろい登校」を行っています。あい
さつを通して、「大利の思いやり」を
育んでいます。

【地区別生徒集会】

地区別生徒集会では、区長に
参加していただき、地域ボラン
ティアに励む生徒たちに激励
の言葉をいただきました。

自分が居住する地区
で、地域の方と一緒に
清掃活動に取り組み
ました。

◆夢の実現に向けてやり抜く力と豊かな人間性を身につけ、地域・社
会に貢献する生徒の育成

★ＹＹストーリー

■ＰＤＣＹＹサイクル ■ＹＹ：Ｙ
（わーい！・喜び合い）＋Ｙ（よりよ
く） ■ＹＹ：わいわい（集団思考・熟
議） ■ストーリー：具現化する確
かな具体策


