魅力いっぱい！
！
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●第１弾！平成 28 年 11 月 18 日（金）おくのふれあいまつり
●第 2 弾！平成 28 年 11 月 21 日（月）～ 25 日（金）
奥野小・牛久二中オープンキャンパス
●第 3 弾！平成 28 年 12 月 3 日（土）・12 月 4 日（日）
土曜・日曜カッパ塾オープンキャンパス
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地域ととも

奥野さくらふれあい保育園
牛久市立奥野小学校
牛久市立牛久第二中学校

おくのキャンパスでは、

恵まれた「自然環境」と「地域人材」を生かして

子どものグローバルな人間形成を目指します！
ここが魅力！

１
point

充実した
英語教育

・保育園と小学校で週３回のイングリッ
シュタイム
・英語で過ごすイングリッシュルーム
・リアルタイムにスカイプでオレンジ
市の学校と交流（H29 はオーストラ
リアの生徒の受け入れ）
・中 1 から 15 名程度の少人数英語学習
・中 2 ブリティッシュヒルズで英語宿泊研修

point２

奥野から世界へ
ユネスコスクール
（申請中）

・９年間続く奥野学習（環境学習・
地域学習）を通して自然との

共生学習

・ＮＰＯと大学の協力による授業

・ユネスコスクールで世界の友達
と知識の共有

５つのポイント
point３

point４

point５

充実したカッパ塾
小学校は放課後・
土曜・日曜も

充実したカッパ塾
中学校は部活終了後
夜７時まで

・週 2 回の放課後カッパ塾は、個別指導で

・週３回（月・火・木）の放課後

・一貫した指導方針で学力の向上

・木曜は英語学習で英語力アップ

調性の育成、小 1 プロブレム、中

ーで、軽食をたべてから、さら

・地域とともに創るお祭りの開催

わからないところをわかるまで

・月 3 回の土曜カッパ塾で、漢字検定・
英語検定合格を！

・月 2 回の日曜奥野カッパ塾では、スポ
ーツ教室と普段できない体験学習

カッパ塾で学力アップ

・部活終了後奥野生涯学習センタ
に学習を！

小中一貫教育
の推進

・異年齢交流学習で、社会性や協
1 ギャップの解消

小さな奥野から大きな世界へ羽ばたく子を目指しています！
英語をコミュニケーション
手段の一つとして
○英会話を学ぶ「イングリッシュタイム」
全学年ネイティブ英語を学んでいます。
小学校では、「全校イングリッシュタイム」
を年２回開催。
○昼休みは英語だけの教室「イングリッシュ
ルーム」で遊べます
英語のアニメや英会話レッスンの DVD 視聴。
スペルで単語を作りアルファベット練習。
○オーストラリア オレンジ市 Orange Anglican
Grammar School と交流
スカイプを使って英語でリアルタイム交流。
平成 29 年 10 月にはオーストラリアから 15 人
の生徒が来日し奥野にホームステイします。
○発達段階を考えた、英語学習。
中学英語は、15 名程度の少人数に分け、それ
ぞれＡＬＴと日本人英語教師が教えます。
中２で、今まで学習してきた英語を生かし、
ブリティッシュヒルズで英会話を中心に英国
生活体験をしてきます。

奥野を知り、世界を知り、
奥野を愛する子どもを育てます。
ユネスコスクールの友達と。

奥野小と牛久二中は、保育園と
連携しながら保小中一貫教育を
目指しています。

○中学３年間で奥野全域を歩く「歩く
会」を実施
９年間続く奥野学習を通して、自然豊

○小中学校の先生たちの合同研修
小中学生一人一人の学習・生活両面を

かな奥野・長い歴史のある奥野につい

見守っています。

て学びます。地域に出て学習し、たく

○中学校に常時６年生の教室があり、

さんの地域の方と触れ合います。
○奥野学習で、ＮＰＯや大学の先生に
よる専門性の高い授業を開催
○平成 28 年度からユネスコスクール
に登録
世界の友達との情報交換や意見交換を
通して、奥野学習をより深め、広げる
などして、楽しく学習する予定です。

１日中学校生活を体験
中学校の先生による５０分授業や中学
生と一緒に、部活や清掃活動等を体験
することにより、中１ギャップはあり
ません。
○保育園、小学校、中学校の校種を越
えた異年齢交流学習
異年齢交流学習を通して、社会性や協
調性が育っています。

point

地域の人の協力で、
無料のカッパ塾が充実しています。
（希望者全員が入れます）
奥野小【放課後カッパ塾】
（4 年～ 6 年対象）
5 時 30 分迄。授業や宿題等でわからな
かった学習を、わかるまで先生に教えて
もらうことができます。
奥野小【土曜カッパ塾】
（全学年対象）
英語・漢字検定の合格を目指した学習。
奥野小【日曜奥野カッパ塾】
（全学年対象）
月１回の体験教室とドッジボール・ドッ
ジビー教室を開催。「折り紙教室」「料理
教室」「音楽教室」「スポーツ教室」「茶
道教室」等、全て地域の人が講師。
牛久二中【放課後カッパ塾】
（全学年対象）
学力向上を目指し週 3 回。部活終了後か
ら実施。部活を引退した３年生は、授業
後からスタート。希望があれば軽食（有
料）を食べ夜７時迄実施（奥野生涯学習
センター）。木曜日は英語学習に力を入
れています。

【おくのキャンパスとは】
牛久市では、奥野さくらふれあい保育園・奥野小学校・牛久第二中学校を「おくのキャ
ンパス」とし、小規模校としての特性を生かし、教育の質を高めています。この「おくのキャ
ンパス」では、市内のお子さんが希望すれば就学できる特認校制度がスタートしました。
【就学の手続き等】
○下記のホームページをご覧ください。
教育委員会教育総務課
URL:http://www.city.ushiku.lg.jp/page/page005857.html
○申請受付期間
奥野地区地図
奥野さくら
ふれあい保育園
奥野小学校
平成 28 年 12 月５日（月）～
３４
平成 29 年１月 13 日（金）
牛久第二中学校
教育総務課へ
奥野生涯学習
センター
※通学手段につきましては、引き続き
奥野運動広場
奥野地区
検討してまいります。
社会福祉協議会
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/18
（金）

みんな の声
た くさんの子どもたちに来てもらいたい。
すばらしい取組です。保護者の皆様にも、ＰＴＡ
活動に参加してもらっています。
地域の
保護者

２クラス制になってほしいです。

英 語教育が、特にすばらしい！
子どもは、リスニングが楽しいと言っています。
今は日曜カッパ塾のドッジビーにはまってい
小学校へ て毎回楽しみにしています。
転入学された 英語を学ばせたくて転校しましたが、子ども
保護者 は英語以外にも楽しさを感じているようです。

奥野小・牛久二中は２つの文部科学省の指定を受けています！
１．コミュニティスクール導入等促進事業研究校
2. 少子化・人口減少に対応した活力ある学校教育推進事業委託

イ

ングリッシュタイムや英語の授業
があるから、すごく楽しい。
休み時間に、みんなで校庭で遊べるから
いいなあと思う。もっと、英語を勉強し
転入した
たいな。
児童

全

学年の顔が見える体制はとてもよいと思います。

給食がおいしいそうです。
（食は、生きていく上で、とても大切です。子ども

中学校へ は、とても満足しているようで、親として安心し
転入学された
ています。）
保護者

おくの
ふれあいまつり

平成 28 年度は
試行期間でしたが
10 人の転入が
ありました！

11
12
/21 ～ 25 /3・4
（月） （金）

（土）（日）

奥野小・
牛久二中

土曜・日曜
カッパ塾

場所：奥野小体育館・校庭

場所：奥野小・牛久二中

12 月 3 日（土）

内容：保育園生・小学生・

※25 日 16：00 ～奥野小放課後カッ
パ塾も見学できます。

時間：9：15 ～ 11：45

時間：12：10 ～ 16：10

中学生による学習発表会
や地域の人たちと楽しく
過ごすお祭りです。

※24 日 17：15 ～二中放課後カッ
パ塾も見学できます。
（奥野生涯学習センター）
※25 日は 6 年生の中学校体験日に
なっています。6 年生は、それ
に参加できます。
※見学したい時は、事前に各学校
へ連絡をお願いします。

場所：奥野小学校
内容：英語・国語
12 月 4 日（日）

場所：奥野生涯学習センター
時間：9：15 ～ 11：45
内容：料理教室

※見学したい時は、事前に奥野
小へ連絡をお願いします。

問い合わせ先
おくのキャンパスへの
入学、転学の手続きについては

おくのキャンパスの
カリキュラムについては

牛久市教育委員会（教育総務課）
〒300-1292 茨城県牛久市中央 3-15-1
☎029-873-2111 内線（3010 ～ 3012）

牛久市立奥野小学校
〒300-1288 茨城県牛久市久野町 725
☎029-875-0024
牛久市立牛久第二中学校
〒300-1288 茨城県牛久市久野町 670-1
☎029-875-0055

