
牛久市立奥野小学校

１．国際理解教育
２．ESD教育
３．学習成果発表の場
４．地域との連携
５．牛久二中との連携
６．日々の学級経営重視



奥野小・牛久二中は，隣接型の強みを生かして一貫教育を目指します。
市内どこからでも通える小規模特認校の試行が始まります。

牛久二中には６年生の教室
もあり，中学校教師による
授業も行われます。

国際理解教育の推進

３年間かけて奥野の良さ
を学ぶ「歩く会」

・問い合わせ先：奥野小学校 ℡875－0024
（担当：教頭 豊田）

牛久第二中学校 ℡875－0055
（担当：教頭 油原）

イングリッシュルームで
英会話生活

ＮＰＯや大学と連携した地
域づくりを通して自然との共
生学習

二中では２人のＡＬＴに
よる少人数学習

オレンジ市の学校と
リアルタイムの交流

保小中合同体験学習

毎日放課後は，
イングリッシュタイム

保小中一貫教育
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学校教育活動を支えるカッパ塾

・無料で学べる土曜カッパ塾（英・国）

・ 〃 放課後カッパ塾（学力保障）

・地域主催の日曜奥野カッパ塾

地
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（折り紙，料理，スポーツ，茶道・・・）

※１ 奥野学園（仮称）とは，奥野さくらふれあい保育園・奥野小学校・牛久第二中学校・奥野生涯学習センターを合わせたものです。
※２ ユネスコスクールとは，ユネスコ憲章に示されたユネスコの理念を実現するため，平和や国際的な連携を実践する学校です。

（平成27年6月現在，世界182か国の国・地域で10,422校のユネスコスクールがあります。） ※写真提供：ブリティッシュヒルズ

福島県(British Hills)で
の英国宿泊体験

奥野学園（仮称）地図

国連のユネスコスクールへ※２

※１



１．国際理解教育
①英語教育資料

 English Time （英会話の時間）

地域の英会話ボランティアの
方〄も大活躍です。

イングリッシュタイムは，毎週３回１５分間
の活動です。ALT増員により，充実した
活動が行われています。



イングリッシュルーム
は，毎日昼休みに開
放しています。ＡＬＴ
が子ども達の相手を
してくれます。イング
リッシュルームでは，
日本語禁止です。

ＡＬＴ手作りのゲーム用テー
ブルで，英語を使ってゲーム
します。

アルファベットの練習コーナー
で，繰り返し練習できます。

壁には外国の写真が
いっぱい。天井から下
がっている切り絵細工
は児童の手作りです。

読書コーナー
には，英語の
本が並んでい
ます。

②English Room（英語だけの教室）

床には，「STOP」の表示とか

足形が一杯。いつでも英会話
でゲームが出来ます。



③オレンジ市との交流
Orange Anglican Grammar School 
（OAGS）は，オーストラリアのオレンジ市

にあります。オレンジ市は，シドニーから
内陸に入ったところにあり，日本との時差
は＋２時間。そのため，スカイプを使え
ば，リアルタイムで交流が出来ます。

１１月には，５年生がスカイプ
でOAGSの７年生と交流する

ことができました。第１回目の
この交流の成功が，第２回目
の交流につながりました。

２月には，6年生がスカイプでOAGS
の8年生と第２回目の交流をすること
ができました。

子ども達は自然体で進んで会話しよ
うとしました。身振り手振りで自分の
思いを表現することも出来ました。



２．ESD教育
地域づくりを通して，自然との共生学習

平成２８年度は，国際ユネスコスクール登録
を目指しています。

①NPOアサザ基金との授業

②大学の協力による授業

二中との９年間の学びを通して，
地域づくりを学習します。奥野の
良さ・課題を知り，学習したことを
地域内外に発信していきます。

大学との連携で，外国の情報も得られま
す。今後，大学の先生や留学生による授業
も定期的に行われる予定です。



３．学習成果発表の場
①奥野っ子ステージ 学習したことを地域の人〄へ発信

②全校イングリッシュタイム ２人のＡＬＴによるAll English Time

６年生が先生役の場面も。

６年生による英語劇「三匹の子豚」

土曜カッパ塾のメンバーによる合唱
「Over The Rainbow」

英語だけの指示でも理
解できました。

奥野の宝物（自然）について、
地域に発信

４年 奥野のたから
５年 わたしたちの宝物
２年 生き物とIt’s a small world
１年 大好き！世界の遊び歌
６年 英語劇「浦島太郎」「三匹の子豚」
３年 イーアイ イーアイ オー！３年のゆかいな教室



①懇話会
地域の人たちと校長・教頭との懇話

地域の方〄が自由に来ていただく懇話
会を定期的に開いています。

この懇話会から，日曜奥野カッパ塾も生
まれました。

４．地域との連携



②懇話会から生まれた日曜奥野カッパ塾

・地域の人が主催者となる質の高い体験活動

・保護者が主催するスポーツ教室

音楽コンサート

折り紙教室

料理教室

ドッジボール教室

毎月第３日曜日、保護
者が主催して、ドッジ
ボールの練習をしてい
ます。

合言葉は、「めざせ！
市優勝」

茶道教室

スポーツ教室



③土曜カッパ塾
漢検・英検合格を目指しての学習塾

・漢検

・英検
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④奥野サマーナイトフェスティバル
平成２６年度５０周年記念式典開
催をきっかけに，奥野サマーナイ
トフェスティバルが行われるように
なりました。

最後は夏の
夜らしく，花
火大会で盛
り上がりまし
た。

このイベントから
生まれた，地域
バンドWindBells

による演奏もあり
ました。牛久二中
吹奏楽部も参加
しての素晴らしい
演奏に大喝采！

地域のお年寄りの方〄
にもたくさん来ていただ
きました。



⑤奥野地区市民体育祭に小中児童生徒全
員参加

奥野地区市民体育祭当日は，全校登校
日にして児童全員が参加しました。



５．牛久二中との連携
 ６年生の中学校体験

 中学生による読み聞かせ

 小中合同職員研修

中学校に６年１組の教室が設置してあり
ます。５０分授業、中学生と合同授業、
清掃など中学校生活を送ることで、中
一ギャップへの丌安も解消されることで
しょう。

中学生が、年に６回、全学年に読み聞か
せをします。学年に応じて、工夫を凝ら
しているので、小学生が大好きな時間
になっています。

・子ども一人一人の名前を出しての合同研修

・國学院大学の斎藤先生による９年間の学びを保
障するための授業研修



６．日々の学級経営重視
～「分かった」「できた」と自信をもって言える
子の育成～
一人の子を地域で見守る。

一人一人の学びを保障する。

○丌登校０の学校

 校内研修で授業改善

 C&Sテストの実施

○人前でもノー原稿で発表できる子に

 詩の暗唱テスト

全児童が，校長室で暗唱のテストを行い
ます。時には英語の詩だったり，歌だった
り・・・。全員合格するまで頑張っています。



６年生の授業
～学び合い～



「小規模校を生かした特色ある学校づくり」第１版

監 修 牛久市教育委員会教育長 染谷 郁夫

企 画 牛久市立奥野小学校長 鈴木 利子

制 作 牛久市立奥野小学校教頭 豊田 雅之

発行日 平成２８年３月１１日


