
○ 留守家庭児童保育所施設の安全性と利
便性の確保

★施設改修等について、平成29年度に策定した公共
施設マネジメント計画に基づいた個別計画を策定
します。

★留守家庭児童保育所の更なる安全性を確保するた
めに機械警備等を導入します。

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

その他

平成３０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。（★：新事業）

○ 中学生被災地派遣研修
・中学校被災地派遣研修によって、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学んだ研
修生が、地域の防災リーダーとして活躍できる機会を設け
ます。

○ 放課後総合学習「ランドセルクラブ」の推進
・アンビシャス広場に代わる新しい「放課後子ども教室」とし

て、大野北小・大野東小・月の浦小の３つの小学校におい
て人材バンクのボランティアによる学習や体験活動等をし
ながら過ごす「ランドセルクラブ」を実施しており、状況を検
証しながら、全小学校に広げていきます。

○ 古代山城サミットに対する協力・支援、及び古代山城
所在自治体との交流・連携

★古代山城関連自治体の連携を深めながら、大野城跡をはじ
めとする大野城市の文化財を普及することを目的に、今年度
は大野城市で古代山城サミットを実施します。

○ 小・中学校の情報基盤整備の推進

・学校情報化基盤整備事業基本計画が計画期間満了
となることから、学習指導要領の改訂に向けた新た
な計画の策定を行ないます。

★教職員の業務改善、適正な労働安全衛生の管理の
ため、勤務時間や勤務状況を把握するシステムを構
築します。

○ 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
・「学力向上支援員」を学力テストの分析をもとに全小
学校に配置し、算数、国語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」
を配布し、就学前の基本的生活習慣の大切さを啓発
します。

○ 市民と市職員の企画による「人権・同和問
題研修会」の開催
・地域との連携により、コミュニティ別研修会の企画内
容の充実を図るとともに、市民・企業等の参加者数を
増やすため、広報活動に努めます。

大野城市PRキャラクター
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、不登校の要
因に応じて、不登校専門の指導主事、臨床心理士、
学校社会福祉専門員を派遣します。

・不登校対策サポートティーチャーを各中学校に１名
（計５名）配置し、校区内の小・中学校への支援を行
ないます。

○ 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」を定め、啓発チラシ等の配布を通して、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拡大します。

○ 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」を７月に開館します。

○ 小学校外国語活動及び中学校外国語科
の指導の充実

★英語教育推進員と全小学校１名ずつの外国語指導
員を対象とした英語教育連絡協議会を定期的に実施
し、外国語科、外国語活動の充実を図ります。

○ 市民が親しみやすい芸術文化を推進するための芸術文化振興計画の策定

★「芸術文化」の持つ意義の理解を促進するため、「（仮称）大野城市芸術文化振興プラ
ン」策定に向けた市民意識調査を実施します。

○ 善一田遺跡（古墳群）の保存整備（歴史公園化）と活用の推進

★善一田古墳の姿を分かりやすく伝えるため、善一田古墳公園の整備工事を実施します。

いこいの森ロードレース

コミュニティ別研修会

ランドセルクラブ



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…平成30年5月１日現在

大野小学校 児童952人、33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641人、24学級

◆地域を愛し、たくましく生きる
力を身につけた子どもの育成

★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。

★学習の中での「比べる場」
「意志決定場面」を通して、自分
の考えを持ち、進んで活動する
主体的・対話的で深い学びの
ある授業づくりを行っています。

大野南小学校 児童870人、30学級大野東小学校 児童713人、24学級

大利小学校 児童851人、28学級

平野小学校 児童608人、23学級

大城小学校 児童490人、19学級 下大利小学校 児童270人、13学級

御笠の森小学校 児童401人、16学級

月の浦小学校 児童550人、19学級

大野中学校 生徒487人、16学級

大野東中学校 生徒562人、19学級

大利中学校 生徒573人、17学級

平野中学校 生徒976人、31学級

御陵中学校 生徒270人、11学級

◆自他のよさを認め、支え、高め合う、心豊かで実践力のある子ども
の育成
★「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。

◆地域を愛し，心豊かで実践
力のある子どもの育成

★「ひとにやさしい平野小」を
めざします。

★「あいさつ」、「立腰」、「黙々
掃除」を徹底します。

★「アイラブふるさと」学習と地
域ボランティアの活によるふる
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。

◆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 － 学び方を身につ
け、自分の言葉で表現できる（進
んで発表）

■やさしい子 － 相手の気持ち
を考え、行動できる（立ち止まり挨
拶・やさしい言葉）

■たくましい子 － 心身共に健康
で、最後までやり抜く（もくもく清
掃・立腰）

◆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
知：考える子 徳：思いやりのあ
る子 体：たくましい子
★キラリタイム（帯の時間を使っ
た学習時間）
★辞書引き学習・習熟学習「こす
もす学習」
★【学校】授業改善による日常学
習の充実・【家庭】学習習慣の形
成・【地域】学習ボランティアによ
習熟学習

★学力向上を中心として「大好き!下大利小学校」を実践していき

ます

◆自ら学び、豊かな知性・感性・体力を身に付けた子供の育成
★学校・地域が連携して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 ○グランドゴルフやユニカール等スポーツ大会
○各種文化行事
★地域や保護者と共に行う、「いじめ
防止集会」

◆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
★活発な挨拶・時間厳守・無言清掃の
徹底に努め、規範意識を高め、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
庭学習の定着・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において、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や合同合唱鑑賞会で交流を
深めています。

。

◆豊かな人間性と自ら学ぶ意欲
をもち、実践力のなるたくましい
生徒の育成

★昨年度の「大東プライド」から
本年度は、「大東ブランド」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。

◆徳・知・体の調和のとれた、２１
世紀をたくましく生きることのでき
る生徒の育成

★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。

★定期考査前のアシストタイ
ム・・・定期考査への取組を徹底し
学力向上を目指します。

★チーム大利で取り組む学校行
事◯体育祭（５月）◯いじめ根絶
運動（６月）◯文化祭（１０月） ◯
東雲祭（１０月）◯豚汁会（２月）

◆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
★生徒自身による地域貢献活動を推
進
★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)
・地域ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ(6月～12月) ・御陵マルシェ(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
★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、
学校・家庭・地域が一体となった取組
を進めます。特に、校区地域安全対策
推進協議会と連携し、安全の総点検を
行い、子どもの命を守る校区づくりを進めていきます。
★学校の伝統的な行事や校内研究等
「規範意識と伝え合う力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。

◆ふるさとを愛し、豊かな心で
自ら実践する子どもの育成
★本年度の重点目標「ふれ合う活動
を通して，つながる心と判断力を身
につけた子どもの育成」達成のため
に、特に次の３つを頑張っています。
進んであいさつ
黙って掃除
相手を思いやる言葉遣い

★道徳科を核としたふるさと教育に
取り組んでいます。地域との繋がり
も深く、大利っ子文化まつりやおやじ
の会納涼大会などでふるさとを愛す
る心を育てます。

◆２１世紀を生き抜く、心身ともに健康で創造性豊かな子どもの育成
★本年度の重点目標
■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）
①はだし・薄着の生活 ②朝のジョギング ③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
★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：１学年：職業調べ、２学年：職場体験、３学年：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・
区夏祭り、運動会の準備・運営・協力・参加・区文化行事等への出演・餅
つき、どんど焼き等準備・協力・参加■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
★積極的な情報発信：ホームページ･メール･学校新聞・教育活動及び
家庭・地域と連携・協働した取組の発信

縦割り活動を通して「認め合う
子ども」を育てます！

ペア・小集団学習等を通して
「高めあう子とも」を育てます！

交流活動等の工夫を通して
「学びあう子とも」を育てます！

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。

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）

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

小中連携いじめ根絶運動

大利中学校生徒会と児童会が協
力していじめをなくす取組を行っ
ている様子です

4年総合的な学習の時間

昔遊び交流学習

ビオトープ清掃

「志」をもって「全力発揮」
（体育祭）

道徳科学習の創造

「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。

地域の名
人さんに教
えてもらい
ました。

公民館学習

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、
牛頸川の源流にたどりつき、確か
めているところです）

立ち止まり挨拶

すすんで発表

キラリタイム

入学して間もないけど、リズム・キ
レ・テンポを大事にして、音読した
り、計算したりしています。
どの学年も一斉に行っています

全校児童による「浅野ジョギング」

晴れている日は、運動場で
健康観察を行い、自分の目
標に向かって、はだしによる
ジョギングを１年間続けてい
ます。（週４日）

地域貢献活動

体育祭

餅つき大会での
まどかボランティア活動


