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沿 革 

明治 

６年１０月１３日 

後屋敷，日下部の二か村と七里村のうち下塩後を所属とし，本地域の

清白寺を仮校舎にあて，「後屋敷学校」を開設した。神内川学校を光

明寺内に創立する｡ 

１４年３月 
所属のうち，日下部は独立し一校を設けたので，本校は，校舎を円通寺

に移した。 

２０年４月 

小学校令改正により，後屋敷，日下部両校合併して，「小原尋常小学

校」と称し，４月８日 開校式を行い，校舎を分け，第二教場を後屋敷

においた。 

２２年７月 
県令により，「小原尋常小学校」を分離し，「後屋敷尋常小学校」として

独立した。 

３２年９月 校舎が落成し，円通寺より現在地に移った。 

４０年２月 四学級編成とする。 

４０年３月 生徒増加により，円通寺に一教室を移転した。 

４３年１０月 
義務教育延長に伴い，校舎の狭隘をきたしたため，二階建て一棟を増

築した。 

大正 ８年４月 高等科を併置し，「後屋敷尋常高等小学校」と改称した。 

昭和 

１３年４月 校舎ならびに講堂が完成した。 

１６年４月 国民学校令により，「後屋敷国民学校」と改称した。 

２２年４月 新学制実施により，「後屋敷小学校」と改称した。 

２５年１２月 校歌を制定した。 

２８年１２月 創立八十周年記念式を挙行した。 

２９年７月 山梨市発足に伴い，「山梨市立後屋敷小学校」となった。 

３３年６月 東校庭を拡張した。 

３５年１１月 給食室が完成した。 

３６年１月 完全給食を開始した。 

３７年９月 プールが竣工した。 

４０年１月 校旗を樹立した。 

４８年１０月 創立百周年記念事業を実施した。 

５１年５月 校舎新築及び給食室改築落成式を挙行した。 

５１年１１月 「岩石園」が完成した。 

５２年３月 校地環境整備のため，芝植え・植樹を実施した。 

５３年１月 「学校給食優良校」として，県教育委員会より表彰された。 

５４年１月 「花を育てる運動・学校花壇コンクール優良校」として，県表彰された。 

５４年６月 新プールの起工式をした。  

５４年８月 新プールが完成した。 



５５年２月 「山梨県学校保健体育指導優良校」として，表彰された。 

５５年５月 屋内体育館が落成した。 

５７年８月 校庭東入口通路舗装工事完了。およびバックネットが完成した。 

６２年８月 校庭散水施設が完成した。 

６３年３月 校庭に遊具・的当て壁を設置した。 

６３年９月 体育庫を改修した。 

平成 

２年１１月 「学校給食文部大臣賞」を受賞した。 

３年１０月 「後小音頭」を作成し，秋季大運動会にて披露した。 

４年１１月 「日本ＰＴＡ全国協議会会長賞」を受賞した。 

５年５月 青少年赤十字に加盟した。 

５年８月 教室床塗装工事が完了した。 

６年６月 はん登棒工事が完了した。 

７年８月 
校庭に遊具・ブランコを設置した。 

給食室回転釜を改修した。 

８年６月 校庭にジャングルジムを設置した。 

９年８月 給食室の天井を改修した。 

９年９月 グローブジャングルを設置した。 

１１年８月 
校内放送機器全面取り替えた。 

保健室にエアコンを設置した。 

１２年２月 
校舎北側へ資料室を設置した。 

２階資料室を特殊学級へ改修した。 

１４年３月 新校舎(特別教室棟)が完成した。 

１４年１０月 
「地域ふれあい道徳教育推進校」として地域，保護者等へ道徳授業を

公開した。 

１６年９月 正門・公民館側・西側に門扉を設置した。 

１８年２月 耐震補強大規模改修及び校舎・学童クラブ室増改築の竣工式をした。 

１８年１０月 「山梨市学校図書館支援センター協力校」に指定された。 

１９年４月 
「小学校における英語教育の在り方に関する調査研究校」に指定され

た。 

２２年３月 
太陽光発電装置をプールサイドに設置。 

電子黒板・地デジテレビ設置 

２２年６月 宇宙アサガオ栽培。人権教育協力校指定。 

２２年１０月 体育館耐震及び改築工事完成。 

２３年１１月 ペレットストーブ設置 

２４年１１月 平成 24 年度優良 PTA 文部科学大臣表彰受賞 

２５年８月 創立百四十周年記念航空写真撮影 

２６年１１月 日本赤十字社金色有功賞受賞 



経営の概要・特色 

 

本校は，山梨県北東部の山梨市三カ所（字名）に位置し，市の東隣りの甲

州市勝沼とは，重川を挟んで隣接する，周囲を桃畑やブドウ畑に囲まれた小

学校である。 

本校では，人と人との関わりを重視し，児童会の集会や休み時間に「後小

タイム」として縦割り班での遊びや清掃活動に取り組んでおり，児童会の「後

小祭り」では園児を招いたり，生活科等で老人を招いたりして交流をしてい

る。運動会も縦割り班で行い，異年齢の交流を深め，児童相互が認め合う機

会としている。その他，ゴミの分別やリサイクル活動にも長きに渡って継続

的に取り組んできている。 

                                                              

 

 

１ 学校教育目標 

 

『 心身ともに健康で 人間性豊かな たくましい子どもの育成 』 

 

（めざす児童像） 「正しく 強く はつらつと 」 

                   ○ よく考え 進んで学ぶ子（知育） 

                   ○ 心豊かな 思いやりのある子（徳育） 

             ○ 健康で たくましい子（体育） 

２ 学校経営の方針 

〈 生きがいを創造する学校づくり 〉 

  

 （１）職員の創意・工夫により，開かれた特色ある学校づくりに努める。 

 （２）児童理解を深め，一人ひとりの良さや可能性を生かすように努める。 

 （３）教職員としての資質能力の向上を図り，信頼される教育活動の展開に

努める。 

 （４）家庭・地域との連携により，望ましい教育環境づくりに努める。 

 

 



３ 教師の努力目標 

    〈  社会に貢献できる人，生き甲斐を持って生活のできる人を育成 〉 

  （１）教育の原点を見つめ続ける教師（情熱と協調性の持続） 

  （２）子どもを語れる教師（子どもが好き） 

  （３）子どもの良さを認める教師（ほめて感性を伸ばす） 

  （４）自らの意志で行動する教師（決断力を磨く） 

  （５）自らの資質・能力の向上を求める教師（専門性を高める） 

 

４ 児童の努力目標 

      〈  賢く，仲良く，たくましく 〉 

  （１）自ら創る授業                      （自分で考え解決する） 

  （２）さわやかな返事と挨拶               （誰にでも明るく振る舞う） 

  （３）相手を思う心                       （もし自分だったら，と考える） 

  （４）さわやかな汗と感動                 （元気に，仲良く遊ぶ） 

 

５ 経営の努力点と具体策 

  （１）学習指導要領の趣旨を生かし，調和のとれた人間関係の育成を図る適

切な教育課程の編成と実施に努める。 

①学校や地域の実態，児童の発達段階や特性に応じた内容と適切な時数 

配当の編成に努める。 

②学習指導要領の内容理解に努め，指導計画の改善と充実に努める。 

③学校評価結果を生かし，指導方法を改善工夫して内容の充実に努め 

る。 

④環境教育・福祉教育・国際理解教育・情報教育・キャリア教育の推進 

に努める。 

   

（２）自ら学び，自ら考える学習指導に努め，確かな学力の向上を図る。 

   （考え抜く力とやる気を育む「確かな学力の育成」） 

①指導のねらいを明確にし，基礎的・基本的な知識や技能を定着させ， 

それらを活用して思考力・判断力・表現力の育成を図る授業実践に努 

める。 

②児童理解を図り，個に応じたきめ細やかな指導を工夫し，良さを伸ば 

し，自信を持つことができるように努める。 



③体験的・問題解決的な学習やＰＩＳＡ型読解力の育成を意識しなが 

ら，学校生活全体を通して学びの基本となる『国語力』向上に資す 

る言語活動を重視した学習指導に努める。 

④学習活動と評価の一体化をねらった指導方法の工夫改善に努め，自ら 

学ぶ意欲を引き出すことを通じて，学習習慣の確立を図る。 

⑤特別な支援を要する児童の実態に応じた個別の指導計画・支援計画を 

継続的に改善し，一人ひとりのニーズに応じた指導方法や学習環境 

を工夫するとともに，特別支援コーディネーターを中心に相互の連 

携を図りながら全校体制で取り組む。 

 

  （３）豊かな人間性を育み，心の安定を図る生徒指導に努める。 

（自他への思いやりや情操を育む「豊かな心の育成」） 

①望ましい集団活動を通して，互いに認め合う，楽しい学校づくりに努 

める。 

②情操豊かな，潤いのある心を育てる指導の充実に努める。 

③児童理解を深め，個に応じた指導方法を工夫し，いじめや不登校等の 

発生要因となるような心身の問題の早期発見・早期対応に努める。 

④読書活動や山梨の自然や文化を活用した体験活動，文化芸術活動を通 

して，豊かな感性を育てる。 

⑤家庭や地域と連携した道徳教育等により生命を大切にする心や自他 

を思いやる心，社会貢献の精神，規範意識，自己肯定感等を，発達段 

階に応じて育む。 

        

  （４）体力・健康・安全に関する指導の充実に努める。 

（健康でたくましく生きる基盤を培う「健やかな体の育成」） 

①学校教育活動の全体をとおして，一人ひとりの興味や能力に応じた体 

力・健康・食に関する指導の充実に努める。特に今年度も「体力強 

化」の指導の充実に努める。 

②生活安全・交通安全・災害安全について計画的に指導し，自らの身の 

安全は自らの力で守ろうとする安全意識の高揚と実践力を育てる。 

③児童の登下校時や校舎内外の安全管理体制の充実を図る。不審者侵入 

対策ならびに不審者への対応対策に留意する。 

 

 

 

 



  （５）地域との連携を深め，開かれた学校づくりに努める。 

（みんなで子どもを見守り育む「地域全体で取り組む教育の推進」） 

①保護者・地域・関係各機関と連携し児童の健全育成に努めるとともに， 

地域活動への子どもの参加促進を図る。 

②学校開放日や地区懇談会，学校評議員会等を活用し，情報交換に努め 

る。 

③地域素材の教材化及び家庭や地域社会の人材活用を積極的に図る。 

 

  （６）教職員としての力量を高め，信頼される学校づくりに努める。 

①「教育は人なり 教育とは愛なり」を自覚し，実践的指導力の向上に 

努める。 

②教職員個々の特性を活かしながら，共通理解を図り，協働体制で学校 

運営の一翼を担うよう努める。 

③自己点検，自己評価及び学校関係者評価を活用し，教育内容や教育活 

動・学校運営 の工夫改善を図り，説明責任の体制確立に努める。 

④進んで研究と修養を重ね，自己の資質及び能力の向上に努める。 

⑤保護者や地域，幼保小中校種間，及び各種教育関係機関との連携に努 

め，相互に協力し合い児童の育成に努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



研究の概要 

 

（１）校内研究の主題・副主題について 

   『思考力，判断力，表現力の育成』 

  ～言語活動の充実をめざして～ 

 

（２）主題設定の理由 

 

① 本校の児童の実態から 

      本校の児童は，日頃の様子から見ると明るく素直で，学習その他の活動

で与えられたことには前向きによく取り組める。また，子どもらしい面も

持ち合わせ，友達と元気に活動したり，上級生が下級生の面倒を見たりす

る姿もよく見られる。反面，課題解決の方法を見通しを持って，自ら考え

たり，必要な情報を探したりすることに課題がある。さらに，休み時間の

おしゃべりや他愛もない会話はできるが，自分の考えや調べたことを文章

にまとめたり，分かりやすく皆の前で説明したり，発表するといったこと

には苦手意識を持っていて，そのことに抵抗感を感じている児童が多い。 

 

    ② 本年度の研究について 

     小学校では，新学習指導要領が全面実施されており，既に各教科におい

て言語活動が取り組まれているところである。しかし，言語活動を行うこ

と自体が目的となってしまい，話し合い活動イコール言語活動という誤解

も生じているという話も聞かれる。昨年，本校でも研究に先駆け，「言語

活動は，あくまでも各教科等の目標を達成するために，最も効果的で意図

的，計画的に設定された学習活動の具体的な手だてである」と再確認をし

た。 

本研究においては，「思考力・判断力・表現力」との関連において，「知

識・技能の活用を図る学習活動」及び「言語活動の充実」について，次のよ

うに捉えた。 

まず，「思考力・判断力・表現力」については，思考→判断→表現という

順序を固定するものではない。思考や判断したことを表現する場合もある

が，表現することにより思考が整理されたり，より適切に判断したりできる

場合もあると考えた。このような考え方に立ち，本研究では，思考力・判断



力・表現力を一体的なものとして捉えた。 

   「知識・技能の活用を図る学習活動」については，国（中央教育審議会答

申）において，「１．体験から感じ取ったことを表現する」「２．事実を

正確に理解し伝達する」といった６つの「思考力・判断力・表現力等を育

むために不可欠な学習活動例」が示されている。しかしながら，昨年度ま

での研究実践の中では，６つの学習活動例が，十分生かしきれていないと

いう状況であった。この学習活動を，各教科等の単元，あるいは１単位時

間の授業の中でどのように取り入れていくか，課題が残っている。 

    「言語活動の充実」については，前述の中教審の答申の中で，各教科等の

授業の中で言語活動に取り組む必要性が示されている。本研究では，言語

とは，図式や数式，身体表現などを含めた言語活動を充実させる要素であ

るという捉え方をした。これらの言語を使った活動を充実させながら, 効

果的に取り入れていきたい。 

昨年度本校では県の指導重点である，学習段階における「見通し」と「問

題の提示」を意識した授業づくりに取り組んだ。問題提示の仕方を工夫した

り，児童側の視点に立ったねらいを明確化したりすることで，めあてに基づ

いたふり返りができる児童が増えてきた。今後「見通し」をもたせた授業づ

くりにも力を入れていきたい。さらに，山梨市学力向上の着眼点である，「活

用学習」や学力の基盤となる「学級力の向上」も合わせ取り入れていくこと

で，よりいっそう効果が高まると考える。 

これらのことから，言語活動の充実を図ることが，思考力・判断力・表現

力の育成に有効であることを授業実践を通して明らかにすることにした。以

上のことから今年度も，昨年までの研究主題を引き続き継続していくことと

した。 

 



学校行事 
 

主な学校行事 

１ 

学 

期 

 

新任式 

始業式 

入学式 

定期健康診断 

家庭訪問 

避難訓練 

１年生を迎える会 

交通安全教室 

自転車教室 

児童総会 

修学旅行 

東京旅行 

校外指導 

土曜参観 

自然教室 

終業式 

 

２ 

学 

期 

 

夏休み作品展 

避難訓練（地震） 

運動会 

秋季休業始業式 

校外学習 

授業参観 

芸術鑑賞教室 

マラソン大会 

後小祭り 

避難訓練 

個別懇談 

冬季休業 

終業式 

冬季休業 

 

３ 

学 

期 

 

就学時健診 

書き初め 

スキー教室 

授業参観 

縄跳び大会 

児童会役員選挙 

入学児保護者説明会 

児童総会 

６年生を送る会 

卒業証書授与式 

修了式 

離任式 

学年末休業 

 

年 間 を と お し て 

後小タイム  あいさつ運動  学校開放日  読書活動  動物ふれ合い活動



学年・全校児童数 
 

平成２７年度学年・学級児童数一覧 

学級 男子 女子 合計 

１の１ １１ ７ １８ 

１の２ １２ ７ １９ 

１年合計 ２３ １４ ３７ 

２の１ １２ ８ ２０ 

２の２ １２ ９ ２１ 

２年合計 ２４ １７ ４１ 

３年 １９ ２１ ４０ 

３年合計 １９ ２１ ４０ 

４年 ２１ １３ ３４ 

４年合計 ２１ １３ ３４ 

５年 １８ ２２ ４０ 

５年合計 １８ ２２ ４０ 

６年 １１ ２９ ４０ 

６年合計 １１ ２９ ４０ 

すみれ ３ ２ ５ 

たんぽぽ ２ ０ ２ 

特別支援 ５ ２ ７ 

全校合計 １２１ １１８ ２３９ 

 


