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沿 革 

昭和 

４６年 
山梨市立日下部中学校と同八幡中学校が統合し，山梨北中学校 

創立  （創立記念日９月３０日） 

４８年 実質統合 

４９年 校舎，体育館，プール落成式，校歌制定, 校章制定，校旗樹立式 

５３年 
校訓「自律」の碑 建立（第７回卒業記念） 

文部省指定体力づくり研究発表（５１年度～） 

５４年 校庭スタンド３段新設完了  １～３階廊下補修完了 

５６年 創立１０周年記念式典 記念講演会，記念誌「展けゆく№１」発刊 

５７年 
校庭自動散水施設竣工 

体育館校歌大額設置（第１１回卒業記念） 

５８年 ロダン「考える人」（日下部中卒業生寄贈） 

５９年 格技場  落成式 

６０年 体育館改修工事   プール補修工事    テニスコート散水施設設置 

６１年 第４１回国民体育大会 「かいじ国体」 バレーボール会場 

６２年 優良ＰＴＡ文部大臣表彰 

６３年 体育館緞帳新調工事 完成 

平成 

元年 給食室改修工事 

２年 ＬＬ機器設置 

３年 

３階大規模改造工事・屋上防水工事          

文部省機器利用英語教育研究指定公開発表        

創立２０周年記念式典  記念誌「展けゆく№２」発刊 

４年 ２階大規模改造工事完了 

５年 
１階大規模改造工事 コンピュータ教室設置 コンピュータ２１台設置 

校舎全面外面塗装工事 

６年 全国学校給食優良校文部大臣表彰 

８年 文部省中学校教育課程研究公開研究発表 

１０年 コンピュータ４１台新規設置 

１１年 プール温水シャワー設置  体育館ステージ照明新規設置 

１２年 

校舎北側校門設置（平成１１年度卒業記念）  

学校教育目標（やまきた）に改定  

インターネット接続 

プレハブ物置設置（プール・校舎北側）          

体育館屋根葺き替え工事 

１３年 

校庭防砂生垣・指揮台（平成１２年度卒業記念）  

ベランダ手摺塗装・プールサイド防水�３階扇風機設置   

図書室へコンピュータ設置                      

創立３０周年記念式典 記念講演会，記念誌「展けゆく No.3」発刊 

１４年 

校内ＬＡＮ設置 

テント４張 （平成１３年度卒業記念） 

文科省「学力向上フロンティアスクール」指定校  

電話型インターフォン設置工事完了 



１５年 

テント３張  （平成１４年度卒業記念）          

地域ふれあい道徳推進事業実施     

放送室設備入れ替え          

コンピュータ室パソコン入れ替え      

職員一人一台パソコン導入 

１６年 
耐火金庫１台（平成１５年度卒業記念）          

「学力向上フロンティアスクール」研究発表会 

１７年 
屋上に風力発電装置とソーラー・パネルを設置    

紅白幕一式・長机１６脚 （平成１６年度卒業記念） 

１８年 
スロープ設置、体育館緞帳の新調 

デジタルアップライトピアノ１台(平成１７年度卒業記念) 

１９年 電波時計２台（平成１８年度卒業記念） 

２０年 

職員コンピュータ改修                          

テント２張  移動用台車２台（平成１９年度卒業記念） 

校舎西館耐震大規模改修工事 

２１年 

優勝旗・カップ飾り棚（平成２０年度卒業記念） 

敷地内禁煙 

校舎東館耐震大規模改修工事 

２２年 
太陽光発電屋上設置 

体育館耐震大規模改修工事 

２３年 

地デジ対応テレビ設置（音楽室・体育館・梨の葉） 

体育館耐震・大規模改修工事 完成 

校庭防球ネット改修工事 完成 

創立４０周年記念式典・記念芸術鑑賞会 

記念誌「展けゆく No.4」発刊 

２４年 
換気扇設置（普通教室） 

正面玄関スロープ改修 他 

２５年 

給食調理民間委託 

体育館倉庫雪害による破損修理 

校舎トイレブースパネル修理 

 
２６年 

自転車置き場の樋，体育館屋根雪害による破損修理 

校庭･テニスコートの大石除去と整地 

 



経営の概要・特色 
 

                  校校校校    訓訓訓訓                『『『『    自自自自    律律律律        』』』』 

                             

１１１１    学校教育目標学校教育目標学校教育目標学校教育目標 

『知・徳・体の調和のとれた生徒の育成』 

 

２２２２    本校本校本校本校のめざすのめざすのめざすのめざす生徒像生徒像生徒像生徒像 

  （１）自ら考え学習する生徒         （知） 

  （２）心豊かで思いやりのある生徒      （徳）  

  （３）心身ともにたくましい生徒         （体） 

   
３３３３    学校経営学校経営学校経営学校経営のののの基本方針基本方針基本方針基本方針 

  （１）個に応じた指導方法や学ぶ意欲を育てる評価の工夫・改善を図り，自ら学び自ら考える

力を育成する学習指導に務める。 

  （２）心豊かな生徒の育成を目指し，規範意識を育てるとともに，思いやりの心や命を大切に

する教育の充実に務める。 

  （３）健康安全教育の充実と体力向上の基盤づくりに務めるとともに，教育環境の保全に務め

る。 

  （４）安全・安心を基盤とし，家庭や地域に開かれ，信頼される学校づくりに努める。 

  
４４４４    経営経営経営経営のののの努力点努力点努力点努力点とととと具体策具体策具体策具体策 
  （（（（１１１１））））知知知知・・・・徳徳徳徳・・・・体体体体のののの調和調和調和調和をををを重視重視重視重視しししし，「，「，「，「生生生生きるきるきるきる力力力力」」」」をををを育育育育むむむむ適切適切適切適切なななな教育課程教育課程教育課程教育課程のののの編成編成編成編成とととと実施実施実施実施 

    ①地域や学校，生徒の実態に即した教育を施し，「特色ある学校づくり」を行う。 

    ②学年相互間の関連と調和を図り，学習指導要領に則った｢指導計画の改善・充実｣を行

う。 

    ③「情報(ICT)教育・環境教育・郷土学習」を，教育活動の中に適切に位置付け実施する。 

    ④教育活動全体を通して，体系的・系統的な「キャリア教育」の推進に努める。 

⑤家庭や関係機関と連携し，適切な「特別支援教育」を行う。 

・障害のある生徒の実態を的確に把握し，「個」に応じた教育と「環境」づくりを行う。 

（（（（２２２２））））生涯生涯生涯生涯にわたりにわたりにわたりにわたり学習学習学習学習するするするする基盤基盤基盤基盤がががが培培培培われるわれるわれるわれる，「，「，「，「確確確確かなかなかなかな学力学力学力学力」」」」をををを育育育育むむむむ指導指導指導指導とととと評価評価評価評価 

①確かな学力の向上に向け，学校全体として組織的・「計画的」な取組の推進を行う。 

・授業時数を確保し，１時間１時間の授業を大切にして，「分かる授業」を行う。 

      ・朝学習・山北サポートタイムや自学ノートを効果的に活用し，基礎学力の定着を図る。 

②個に応じた指導方法の工夫・改善を行う。 



      ・「指導形態」の工夫を行い，状況に応じてＴＴ指導，少人数指導を実施する。 

③「体験的な学習」と「言語活動」を重視し，基礎的・基本的な知識・技能を活用して，   

思考力・判断力・表現力等を育むための授業改善を行う。 

④生徒の良さや可能性を積極的に伸ばすとともに，主体的に学習に取り組む態度を養う。 

     ・学びのための，教室等の学習環境や｢掲示｣を工夫し，学期や季節ごとに改善を施す。 

⑤県教委指定「授業改善授業改善授業改善授業改善プランプランプランプラン実践事業実践事業実践事業実践事業」(H26H26H26H26----28282828)の取組を実践する。 

     ・各種学力調査結果の適切な分析を行い，生徒の学習実態を把握する。 

      ・校内研を活性化し，授業改善のための「山北スタイル」づくりと定着を図る。 

     ・様々な授業実践を通して研究を深め，｢教材教具の工夫｣等日常の授業の改善を図る。 

    ⑥家庭学習の充実を図り，「学習習慣」の確立を行う。 

    ⑦授業に地域教材や地域人材の導入，活用を図り，地域に根ざした教育実践を行う。 

     ・総合的な学習の時間などを利用し，各学年ごと，発達に応じ計画的に実施する。 

（（（（３３３３））））よりよいよりよいよりよいよりよい「「「「人間関係人間関係人間関係人間関係」」」」をををを育成育成育成育成しししし，，，，生生生生きききき方方方方のののの考考考考えをえをえをえを深深深深めめめめ，「，「，「，「豊豊豊豊かなかなかなかな心心心心」」」」をををを育育育育てるてるてるてる生徒指導生徒指導生徒指導生徒指導 

①適切な生徒理解や「心の居場所づくり」に努める。 

・「いじめ」や「不登校」が起きないよう，学級づくり・仲間づくりに取り組む。 

②「道徳」的価値の自覚と道徳的実践力を育成するために，中身の深い授業を行う。 

     ③適切な校外行事を計画し，豊かな体験活動を通して，「豊かな心」を育てる。 

     ④「読書」活動や文化芸術活動を通して，豊かな感性を育てる。 

      ・図書館を中心に豊かな読書環境をつくり，積極的に芸術に関わる実践を取り入れる。 

     ⑤学校，家庭，地域との連携を深め，「しなやかな心」と健全な生活態度を育てる。 

⑥「生徒会活動」を通し，「主体的」に考え，行動できる生徒の育成を行う。 

     ⑦「自分を大切にし，他人を大切にする」心（自他敬愛）を育てる。 

（（（（４４４４））））「「「「健健健健やかなやかなやかなやかな体体体体」」」」をつくるためをつくるためをつくるためをつくるためのののの，，，，健康健康健康健康・・・・安全安全安全安全にににに関関関関するするするする基礎基礎基礎基礎・・・・基本的基本的基本的基本的なななな資質資質資質資質やややや能力能力能力能力のののの育成育成育成育成 

①運動の日常化を図り，体力向上の基礎を培う。 

・年間を通じて，計画的に「体力づくり」を実施する。  

     ②健康・安全及び「食」に関する基本的な指導と理解を通して，必要な実践力を育てる 

      ・基本的な「生活習慣」の定着を図るため，適切な指導を発達段階に応じて授業で行

う。 

（（（（５５５５））））「「「「安全安全安全安全・・・・安心安心安心安心」」」」のののの基盤基盤基盤基盤とととと，，，，家庭家庭家庭家庭やややや地域地域地域地域にににに「「「「開開開開かれたかれたかれたかれた，，，，信頼信頼信頼信頼されるされるされるされる学校学校学校学校」」」」づくりのづくりのづくりのづくりの推進推進推進推進 

                ①危機管理マニュアルの改善・充実と，それに基づく「安全管理体制」の整備に努める。 

     ・登下校の「交通安全」を適切に指導し，保護者や地域との協力体制をつくる。 

     ・災害に備え，年間を通して防災教育や具体的訓練，安全教育等を行う。(自助・共助) 

     ・学校事故を未然に防ぐための，「施設・設備」の安全管理をきちんと行う。 

    ②「学校評価」を「ＰＤＣＡ」で行い，結果の公表と意見を回答し，説明責任を果たす。 

③家庭や地域社会との積極的な「交流，協力体制」の促進や，ボランティア活動を行う。 

      ・各種「たより」等を通し，積極的に学校の現状を保護者や地域に提供する。 



研究の概要 

 

 

１１１１ 研究主題研究主題研究主題研究主題 

 

確かな学力の向上をめざす学習指導に関する研究 

～思考活動の充実による授業改善～ 

 

 

２２２２        研究研究研究研究でめざすでめざすでめざすでめざす生徒像生徒像生徒像生徒像 

    様々な状況や場面に応じて，適切に思考・判断し，表現することができる生徒 

 

３３３３ 研究内容研究内容研究内容研究内容 

  ◎全教科・領域を通して言語活動の充実に取り組み，思考力・判断力・表現力等を

育てる。 

 

  ◎具体的な手だて 

(1) 授業形態の改善と統一 「山北スタイル」づくり 

(2) 基礎学力定着の取組 

(3) 教材教具の開発・工夫 

(4) 教科に関わる掲示物の工夫 

 

 ☆☆☆☆    山梨山梨山梨山梨県教育委員会県教育委員会県教育委員会県教育委員会 

H26H26H26H26－－－－H28 H28 H28 H28 「「「「授業改善授業改善授業改善授業改善プランプランプランプラン実践事業実践事業実践事業実践事業」」」」指定校指定校指定校指定校 

    

    

    

    

    

    

    



学校行事 

 

主な学校行事 

１ 

学 

期 

・始業式 

・入学式      

・家庭訪問     

・修学旅行   

・避難訓練 

・交通安全教室 

・授業参観① 

・PTA 総会 

・宿泊学習 

・校外学習   

・校内陸技会  

・第１回生徒総会 

・第１回定期試験 

・プール開き 

・PTA 球技大会 

・第２回定期試験 

・到達度検査 

・授業参観② 

・職場体験（２年） 

・三者懇談  

・古紙回収  

・終業式 

２ 

学 

期 

・始業式     

・避難訓練 

・PTA 奉仕作業 

・光輝祭     

・創立記念日 

・第３回定期試験 

・一斉読書週間 

・強歩大会 

・教育相談 

・三者懇談(３年) 

・第４回定期試験 

・日曜参観③ 

芸術鑑賞 

・到達度検査 

・生徒会選挙   

・三者懇談 

・古紙回収 

・終業式    

３ 

学 

期 

・始業式   

・避難訓練 

・スキー教室 

・授業参観④ 

・第５回定期試験 

・第２回生徒総会 

・３年生を送る会 

・卒業式 

・修了式 

 



学年・全校生徒数 

 

平成２７年度学年・学級生徒数一覧 

学年・学級 男子 女子 合 計 

１年１組 １６ １８ ３４ 

１年２組 １６ １８ ３４ 

１年３組 １７ １７ ３４ 

１年４組 １７ １８ ３５ 

１学年計 ６６ ７１ １３７ 

２年１組 １８ １３ ３１ 

２年２組 １７ １５ ３２ 

２年３組 １８ １５ ３３ 

２年４組 １９ １４ ３３ 

梨 の 葉 ３ ２ ５ 

２学年計 ７５ ５９ １３４ 

３年１組 １３ １８ ３１ 

３年２組 １３ １７ ３０ 

３年３組 １３ １８ ３１ 

３年４組 １３ １７ ３０ 

３年５組 １２ １７ ２９ 

梨 の 葉 ２ １ ３ 

３学年計 ６６ ８８ １５４ 

合 計 ２０７ ２１８ ４２５ 

 


