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１１１１    校訓・校歌校訓・校歌校訓・校歌校訓・校歌    

 

山梨南中学校 校歌 

                                               

                             秋山 時子  作詞 

                             南中音楽部  作曲 

    １ うるわしき 富士に真向かい 

         重川の 清きほとりに 

            学びやの 窓開かれぬ 

              肩よせて 日々に新たに 

                進みゆく 山梨南中学校 

 

                                   ２ 新しき 文化の園に 

                                        花と咲け ひとりひとりが 

                                           こぞりては 友垣つくり 

                                             鍛えなん 身をも心も 

                                               栄えあれ 山梨南中学校 

校 訓 

 

日 新 「日に新たに」 

 

 この言葉は，中国古典「四書五経」の一つである「大学（傳二章）」の「苟日新，日日新，又日新」

（まことに日に新たに，日日に新たに，また，日に新たなれ）によるものです。 

 中国古代の殷王朝を樹立したとされる湯王は，自分が顔を洗う盤に「苟日新，日日新，又日新」

の九つの文字を刻印し，毎朝，洗面するたびにその言葉を心に刻み，国政に臨む覚悟を新たにした

といいます。 

何事においても，日々の仕事や勉強などは同じことの繰り返しが多くなると，惰性に流れ，むな

しく時間を費やし，何も身に付かずに終わりがちです。物事は，日々新たに気持ちを引き締め，意

欲的に取り組むべきです。それによって，仕事も勉強もはかどり，自己の進歩や向上が図れるので

す。                                                                               

 昨日の自分より，今日の自分の方が，少しでも新たに進むように，勉学に励み，心をみがき，一

日一日を新たにし，間断あってはならないことをこの言葉は表しています。 

 



 

２２２２    学校経営の概要学校経営の概要学校経営の概要学校経営の概要    
 

校訓校訓校訓校訓    日新「日に新たに」日新「日に新たに」日新「日に新たに」日新「日に新たに」    
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    

    
「日々に新たな心で，真理を求め，自ら考え，正しく判断し，進んで行動する生徒の育成」    

《目指す生徒像》「心身共にバイタリティのある生徒」 

（１）自ら学び，自ら考え，主体的に行動できる生徒の育成 

（２）自らを律し，他人を思いやる豊かな心をもつ生徒の育成 

（３）たくましく生きるための健やかな身体をもつ生徒の育成 

 

２２２２    学校経営の具体的努力点と具体策学校経営の具体的努力点と具体策学校経営の具体的努力点と具体策学校経営の具体的努力点と具体策    

    
（１）「生きる力」の育成を目指した，知・徳・体の調和ある教育課程の編成と実施 

①社会的課題に対する意識を醸成し，生きる力を見つめさせる。 

・情報教育・環境教育等に関する教育講演会の年次サイクルでの実施 

・生徒の発達段階に応じた学年課題に対して，外部講師を招聘しての学習会の開催  

１年：情報教育 ２年：薬物乱用防止教育 ３年：エイズ教育 

②社会的な自立力の育成を目指し，生徒指導計画に沿った体系的なキャリア教育の充実 

・「総合的な学習の時間」「学活」「道徳」を中心にした計画的なキャリア教育の充実 

③特別な課題を抱えた生徒へのニーズに合った特別支援教育を充実する。 

・特別支援教育コーディネーターを中心とした校内支援体制の充実 

（２）生きて働く確かな学力の育成 

①基礎的・基本的な学習内容の確実な定着を図る。 

・教科の継続的指導による基礎的事項の確実な習得（漢字力・英単語力・基本的計算力など） 

・学習意欲の向上（個に応じた学習指導の充実と，分かる・楽しい授業実践による魅力ある授業の創造） 

②知識・技能の活用力を高め，思考力・判断力・表現力の育成を図る。 

・言語能力の育成を目指した，授業の工夫・改善（新聞等の積極的な活用など） 

・体験・作業的な学習活動を生かした授業改善 

③主体的な学習態度の育成を図る。 

・授業規律の確立（チャイム席，忘れ物ゼロ，授業中の集中力アップ等） 

・自学学習時間，夏季休業中の補習時間，質問タイムの充実 

・家庭との連携強化を図った家庭学習の定着化 

～家庭学習シラバス『家庭学習の手引き』の作成と利用 

～学習状況実態把握（生活実態調査結果より） 

 

（３）「豊かな心・しなやかな心」を育み，生徒の自己肯定感の育成を目指した指導の充実 

①「豊かな心・しなやかな心」を育む道徳教育を充実する。 

・「道徳の時間」を要とした，道徳教育の充実 

      （「やまなし」道徳教育推進指定校として，道徳教育の充実を目指した諸計画の策定， 

「道徳の時間」の指導の充実，道徳教育推進体制の確立等を進める。） 

・社会生活上のルールや基本的モラルなどの倫理観の醸成 

（交通ルールの徹底と遵守，日常生活でのあいさつ・言葉遣い，地域での生活等） 

②読書活動や文化芸術活動を充実し，「豊かな心・しなやかな心」の育成を図る。 

 ・読書活動の充実（朝読書・一斉読書の充実と，学校推薦図書の選定） 

・文化芸術活動の充実（芸術鑑賞会の開催等） 

③「生徒の自主・自立」を尊重した生徒会活動を充実する。 

・部活動に積極的に取り組む姿勢の育成 

④適切な生徒理解や心の居場所づくりに努め，生徒との信頼関係を築く。 

・原則，月曜日を部活動休止の「ふれあいの日」に設定 

・不登校生徒や課題を抱える生徒へのきめ細かな対応 

⑤いじめや暴力行為のない，明るく楽しい学校生活の実現を目指す。 



 

⑥体験学習活動の充実を図り，人・文化・自然との関わりを深める中で，豊かな人間性を育成する。 

１年：スキー教室，２年：宿泊学習，職場体験学習，３年：修学旅行， 

全校：有価物回収，愛校作業 

 

（４）健康でたくましい体の育成 

①生徒の健康・安全に関する意識を高め，健康的な規律ある生活習慣の確立を図る。 

・生活実態調査の実施と，その結果の活用 

②体育・スポーツ活動に積極的に参加する態度を育成し，体力の向上を図る。 

 

（５）家庭・地域に信頼される学校づくりの推進 

①学校改善に繋がる学校評価を充実する。 

・年２回の学校評価（保護者・生徒へのアンケートも含む）と学校関係者評価の実施と結果公表 

②防災訓練等の実施により，生徒への危機管理意識を高め，安全管理体制の拡充に努める。 

③学校・家庭・地域との連携を強化し，健全な生徒の育成を目指す。 

・地域と一体となった，あいさつ運動の推進 

・生徒の地域行事への積極的な参加 

④各種たより等による情報発信を行う。 

⑤日常の教育実践に結び付く校内研修に努め，専門職としての資質向上を目指す。 

   ・道徳教育推進校として研究の充実  ・山梨市学力向上の具体的実践 

 

３３３３    年間計画の概要年間計画の概要年間計画の概要年間計画の概要    
 

 年年年年    間間間間    計計計計    画画画画    のののの    概概概概    要要要要    

 一学期 二学期 三学期 年間を通して 

主 

   

な 

 

行 

 

事 

新任式・始業式 

入学式 
生徒会オリエンテーション 

修学旅行 
授業参観・ＰＴＡ総会 

生徒総会 

東山選手権大会 

宿泊学習 

校内陸上記録会 

第一回定期試験 

東山総体 

東山陸上 

第二回定期試験 

三者懇談 

終業式 

始業式 

防災訓練 

ＰＴＡ奉仕作業 

学園祭（友輝祭） 

東山新人大会 

第三回定期試験 

有価物回収作業 

校内強歩大会 
授業参観・ＰＴＡ講演会 

ＰＴＡ親睦球技会 

芸術鑑賞 

第四回定期試験 

三者懇談 

終業式 

始業式 

書き初め大会 

一年スキー教室 

公立高校前期入試 

授業参観（１・２年） 

第五回定期試験 

生徒総会 

公立高校後期入試 

三年生を送る会 

卒業式 

高校合格発表 

修了式 

離任式 

あいさつ運動 

朝読書・朝学習 

節電・節水活動 

自学の時間 

愛校作業 

職員会議 

校内研修 

生徒指導部会 

教育相談部会 

専門委員会 

    

        



 

３３３３    校内研修計画校内研修計画校内研修計画校内研修計画 

１  学校課題 

(1) 地域の概要  

    本学区は，都市的性格の強い加納岩地区と農業的性格の強い山梨地区・日川地区の三地区から成り立っている。

また，近年は他学区からの生徒も多数いる。保護者の職業は，会社員・公務員などが多く，かつては多数を占め

た専業農家は２割程度へと減少している。日川地区・山梨地区での農業は，ぶどうや桃などの果樹栽培が中心で，

ビニールハウス栽培なども盛んである。また，国道沿いの立地条件を生かした観光ぶどう園も多い。 

   こうした中，地域の教育に対する関心は高く，学校教育に対しても期待をもちながら，理解と協力を惜しまな

い。また，ＰＴＡ活動も活発で，関連行事への参加率も極めて高い。しかし，地域外に勤務する父母の増加は，

他の地区との人的交流を活発にする反面，住居地における住民のまとまりや地域で子供を育てるといった面で難

しい問題も抱えており，地域や家庭における教育の充実が一層望まれる。 

(2) 本校の生徒の実態から 

   挨拶ができ，素直な生徒が多い。学習面において，意欲的な生徒が多いが，思考力・判断力・表現力・問題解

決能力について十分に発揮できていない面がある。一方、学習活動の基盤となる基本的生活習慣等や，基礎学力

が身についていない等の課題が見られる。 

 

２ 研究主題（研究の目的と内容） 

   「豊かな心で未来に向かって生きる生徒の育成」 

  研究副主題（研究の手だて） 

   ～しなやかな心を育成する道徳教育の充実～ 

 

３ 主題設定の理由 

   ４年前の東日本大震災に際しては，被災地の子どもたち，特に多くの中学生が，自分の命を守り抜いただけで

なく，地域の避難所運営の手伝いや清掃などのボランティア活動に進んで取り組むなど，様々な困難を乗り越え，

大きな力を発揮しました。こうした力こそ，新学習指導要領の目指す「生きる力」にほかならなず，多様な人々

との関わりや様々な経験を重ねていく中でこそ豊かに育まれるものだと思います。 

   県教育委員会では，平成２４年度より「しなやかな心の育成プロジェクト」を実施し，学校，家庭，地域が一

体となった道徳教育を推進しています。自分や他人の生き方・存在を認め合い自他を敬愛するしなやかな心を育

む取り組みが各学校において進められている最中です。このような「しなやかな心」を育成させることこそ，先

述した東日本大震災の子どもたちのように，困難や挫折に直面しても，粘り強く最後まで諦めない子どもを育む

ことに直結していくことと思います。 

   新学習指導要領には道徳の目標について「学校の教育活動全体を通じて，道徳的な心情，判断力，実践意欲と

態度などの道徳性を養うこととする。」とあります。道徳性を養うためには，要となる道徳の授業で「道徳的実

践力（実践できるための内面的資質）」を育み，各教科や総合的な学習の時間，日常の生活指導などを通して「道

徳的実践（道徳的行為）」を促すことができるのだと思います。このようなことから，道徳性の育成は週1 回の

５０分の道徳の時間では十分とは言えないと考えます。各教育活動での道徳教育が，その特質に応じて効果的に

推進され，相互に関連が図られる必要があると思います。さらに，道徳の時間において，各教育活動での道徳教

育が調和的に生かされ，道徳の時間としての特質がおさえられ た学習が計画的，発展的に行われることによっ

て，生徒の道徳性は一層育まれていくことになるはずです。これらのことから，本校の生徒の道徳性をより身に

つけさせるために，道徳の時間を要としながら，各教育活動との関連を図ること，家庭や地域社会との相互理解

と連携を推進することの研究を行うことと考えました。 

  



 

４ 研究の具体的内容と方法 

    教科研究部会と道徳教育研究部会の２部会制とし道徳研究部会には３つの分科会を設定し研究を深める。 

  (1) 研究部会  

○教科研究部会 

   ・生きる力を育むために必要な思考力・判断力・表現力を養い、確かな学力を育成する授業づくりの研究 

    ・道徳教育と各教科の目標，内容及び教材を関連付けた授業研究 

   ○道徳教育部会 

    第１分科会「授業研究」 

    ・道徳の時間の授業改善，教材の開発などを研究 

    第２分科会「学校生活」 

    ・授業以外の学校生活の中での道徳教育について研究 

    ・生徒に道徳的価値を意識させる環境づくりの研究 

    ・道徳教育と各月の生活目標を関連付けた授業研究 

    第３分科会「家庭・地域との連携」 

    ・家庭・地域の方の参加による授業研究（道徳授業地区公開講座） 

    ・学校・家庭・地域が一体となって行う道徳教育の発信方法の研究 

  (2) 生徒の実態を把握するアンケートの実施 

    学校における道徳教育の充実を図れるよう，学級・学年全体，ならびに生徒一人一人の道徳性の実態や傾向を

客観的に把握するために実施。「ＨＵＭＡＮⅢ」の活用。 

                           年間校内研修計画       

研究 テーマ  教科領域等  担当者  学年 授業の時期 Ｔ・Ｃ要請 

 

主題 

「豊かな心で未

来に向かって生

きる生徒の育成」 

 

副主題 

～しなやかな心

を育成する道徳

教育の充実～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈教科研究部会〉 各教科  各学年 ６月～１１月  

〈道徳研究部会〉     

○第１分科会 

「授業研究」 

・道徳の時間の授業改善、教

材の開発などの研究 

・校内研修 

・公開授業 

 

 

 

 

研究主任 

第１分科会 

全学年 

 

 

 

 

全学年 

全学年 

（2クラスずつ） 

 

 

 

 

５月１３日 

１１月１６日 

 

 

 

 

 

有り 

有り 

○第２分科会 

「学校生活」 

・授業以外の学校生活の中で

の道徳教育について研究 

・生徒に道徳的価値を意識さ

せる環境づくりの研究 

・道徳教育と各月の生活目標

を関連づけた授業研究 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

通年で研究 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○第３分科会 

「家庭・地域との連携」 

・家庭、地域の方の参加によ

る授業研究 

・学校・家庭・地域が一体と

なって行う道徳教育の発信

方法の研究 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

通年で研究 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

４４４４    学級・学年別生徒数等一覧学級・学年別生徒数等一覧学級・学年別生徒数等一覧学級・学年別生徒数等一覧    

                                                                       平成２平成２平成２平成２７７７７年５月１日現在年５月１日現在年５月１日現在年５月１日現在            

    

    

１１１１    年年年年    ２２２２    年年年年    ３３３３    年年年年    

男男男男    女女女女    計計計計    家庭数家庭数家庭数家庭数    男男男男    女女女女    計計計計    家庭数家庭数家庭数家庭数    男男男男    女女女女    計計計計    家庭数家庭数家庭数家庭数    

１１１１

組組組組    

生生生生    徒徒徒徒    数数数数    １５１５１５１５    １６１６１６１６    ３１３１３１３１    ２５２５２５２５    １５１５１５１５    １５１５１５１５    ３０３０３０３０    ２８２８２８２８    １８１８１８１８    １４１４１４１４    ３２３２３２３２    ３２３２３２３２    

特支数再掲特支数再掲特支数再掲特支数再掲                                                    

２２２２

組組組組    

生生生生    徒徒徒徒    数数数数    １５１５１５１５    １５１５１５１５    ３０３０３０３０    ２２２２２２２２    １５１５１５１５    １４１４１４１４    ２９２９２９２９    ２８２８２８２８    １９１９１９１９    １４１４１４１４    ３３３３３３３３    ３３３３３３３３    

特支数再掲特支数再掲特支数再掲特支数再掲                        １１１１    １１１１    １１１１                    

３３３３

組組組組    

生生生生    徒徒徒徒    数数数数    １５１５１５１５    １５１５１５１５    ３０３０３０３０    ２３２３２３２３    １５１５１５１５    １５１５１５１５    ３０３０３０３０    ２９２９２９２９    １８１８１８１８    １４１４１４１４    ３２３２３２３２    ３２３２３２３２    

特支数再掲特支数再掲特支数再掲特支数再掲                                                    

４４４４

組組組組    

生生生生    徒徒徒徒    数数数数    １５１５１５１５    １５１５１５１５    ３０３０３０３０    ２１２１２１２１    １５１５１５１５    １１１１6666    ３３３３1111    ２２２２9999    １９１９１９１９    １４１４１４１４    ３３３３３３３３    ３１３１３１３１    

特支数再掲特支数再掲特支数再掲特支数再掲                                                    

５５５５

組組組組    

生生生生    徒徒徒徒    数数数数    １６１６１６１６    １５１５１５１５    ３１３１３１３１    ２５２５２５２５    １５１５１５１５    １５１５１５１５    ３０３０３０３０    ２６２６２６２６    １８１８１８１８    １２１２１２１２    ３０３０３０３０    ２９２９２９２９    

特支数再掲特支数再掲特支数再掲特支数再掲                                    １１１１    １１１１    ２２２２    ２２２２    

計計計計    

生生生生    徒徒徒徒    数数数数    ７６７６７６７６    ７６７６７６７６    １５２１５２１５２１５２    １１６１１６１１６１１６    ７５７５７５７５    ７３７３７３７３    １４８１４８１４８１４８    １４０１４０１４０１４０    ９２９２９２９２    ６８６８６８６８    １６０１６０１６０１６０    １５７１５７１５７１５７    

特支数再掲特支数再掲特支数再掲特支数再掲                        1111    1111    1111    １１１１    １１１１    ２２２２    ２２２２    

総計総計総計総計    

全男子数全男子数全男子数全男子数    ２４４２４４２４４２４４    全女子数全女子数全女子数全女子数    ２２１２２１２２１２２１    特別支援学級在籍特別支援学級在籍特別支援学級在籍特別支援学級在籍生徒数生徒数生徒数生徒数            ３３３３    

全生徒数全生徒数全生徒数全生徒数    ４６５４６５４６５４６５    全家庭数全家庭数全家庭数全家庭数    ４１６４１６４１６４１６    

        



 

５５５５    沿革の概要沿革の概要沿革の概要沿革の概要    

 

昭和43. 5.21  加納岩・山梨・日川３中学校を統合して山梨南中学校とすることを山梨市議会で議決する。 
    9. 1  山梨市立山梨南中学校創立，開校。 
    12. 9  校地を山梨市下石森２８７番地に定め，校舎建築起工式。 
昭和44. 5. 1  女子夏の制服制定。９月２日冬の制服制定。 
       7.22  校舎立柱（上棟）式。 
昭和45. 2.11  公募により校歌・校章制定。 
       4.11  実質統合，新校舎において開校・入学・始業式挙行。生徒数６８６名（１９学級）教職員３２名ほか。 
    4.24  新校舎落成式。 
    5.16  ＰＴＡ創立総会。初代会長 矢崎利政会長。 
    6.12  生徒活動後援会創立。初代会長 中村太郎会長。 
    11. 7  第１回学園祭。（文化祭） 
    11.13  第１回強歩大会。（男子－戸市・女子－切差往復） 
昭和46. 3.13  校旗樹立，校章，校歌発表会。 
    4.12  体育館落成式。プ－ル・クラブ室等起工式。 
    4.24  学校創立記念日制定。（校舎落成の日） 
    8.13  ５０ｍ公認プ－ルおよび付属クラブ室（１５）等竣工式。 
    11.20  校舎・体育館前庭園造成。 
昭和47. 1.10  学校教育目標改定。 
    1.30  庭球コ－ト西側コンクリ－ト壁，東フェンス工事完了。 
    2. 9  校舎前土手造成，つつじ・さつき等および樹木園造成。（ＰＴＡ） 
昭和48. 3.16  卒業記念品として校歌碑除幕。 
    8.16  庭球コ－トフェンス工事完了。 
    9. 9  県吹奏楽コンク－ルにおいて最優秀賞をうける。 
昭和49. 3.13  卒業記念植樹（唐かえで２４本） 
    8.31  校舎裏庭舗装工事完了。 
    9. 8  県吹奏楽コンク－ルにおいて最優秀賞をうける。 
昭和50. 3. 3  卒業生寄贈石碑（校訓 日に新たに）施工完了。 
    3.31  学校教員統計優良校として文部大臣表彰をうける。 
昭和51. 1.20  グランドピアノ披露音楽会を開催。 
    6.27  女子バスケット部県代表として関東大会へ出場。 
    8.21  男，女庭球部県代表として関東大会へ出場。 
    10.12  山梨南中学校ＰＴＡ文部大臣表彰をうける。 
昭和52. 2.16  国連ポスターコンクールにおいて知事賞，優秀校賞をうける。 
    11.29  「山梨南中学校の創立」についての文章を銅板にきざみ，正面玄関に掲げる。 
昭和53. 2.16  県より体育優秀校として表彰をうける。 
昭和53. 4. 1  山梨県教育センタ－より総合協力校の委嘱を受ける。 
    7～8   女子バスケット，女子庭球，野球，卓球の各部全国，関東大会出場。 
    11.16  創立十周年記念式典，記念事業，記念誌発行。 
    11.27  石原校長文部大臣表彰をうける。 
昭和54. 4. 1  山梨県教育センタ－より前年度に引き続き総合協力校の委嘱を受ける。 
    6.14  愛鳥ポスターコンクールで最優秀賞を受ける。 
    6.24  県バスケット選手主権大会において優勝（女子）県代表として関東大会に出場。    
    10. 1  全国小・中学校つづり方コンク－ル山梨大会において知事賞，読売新聞社賞をうける。 
     11. 4  国際児童年記念少年の主張全国大会に関東代表として出場。 
昭和55. 2. 5  第２５回青少年読書感想文全国コンク－ルにおいて全国学校図書館賞をうける。 
        6.25  プ－ルろ過装置の修理工事。 
     8. 4  掲示板張り替え工事，体育館便所新設工事。 
     8.10  相撲，女子庭球，女子バスケット，水泳県代表として関東大会に出場。 
     10.18  読売つづり方コンク－ルで知事賞，読売新聞社賞を受賞。 
昭和56. 5. 1  文部省・県教委より教育課程研究指定校の委嘱を受ける。 
    8.11  男子庭球，陸上，水泳県代表として関東大会に出場。 
    9. 6  関東中学校吹奏楽コンテストに県代表として出場，銀賞。 
昭和57. 1. 9  車山スキ－場において２学年スキ－教室実施，一泊二日。 
    8.7～10 中学校関東大会（相撲，剣道，陸上部）出場。 
    8.   学校内補修工事，教室ビニ－ル張替工事。 
        廊下壁塗装工事，放送室設備工事，理科室机設置工事等。 
    8.21  山梨県学校合奏コンク－ル中学Ｂの部金賞。 
    10.26  昭和５６・５７年度文部省，県教委中学校教育課程研究指定校公開発表会。 
    11.14  郷土研究コンク－ル入賞，中学校の部 学校賞。 
        最優秀「加納岩のぶどう作りの歩み」２年生６名 
昭和58. 3･ 3  校庭の散水施設完成。 
    3.19  格技場落成式。 
    8.   廊下，階段，床，ロッカー上面張り替え・内塗装二次工事。 
    10.   県中学校新人大会ハンドボ－ル男子優勝。 



 

昭和59. 6.11  校庭の散水用受水槽回収工事。 
    6.21  相撲場屋根葺替え，塗装工事。 
    8. 4  バックネット塗装工事，校舎内インターホン工事。 
    8.6～11 中学校関東大会出場（水泳，ハンドボ－ル，剣道，相撲，体操） 
    9.26  運動会用優勝旗，トロフィー寄贈。（第１代～１５代歴代ＰＴＡ会長） 
    11.26  体育館改修工事，外便所工事等。 
    12. 1  昭和５９年度山火事予防ポスターコンクールにおいて消防庁長官賞をうける。 
昭和60年 5.20  吹奏学部第４１回国民体育大会式典音楽隊の委嘱をうける。 
    5.31  給食室落成。 
昭和61. 2. 8  県学校給食大会に於いて県教育委員会より「優良学校」受賞。 
    8.27  便所改修工事。 
    9.10  体育館音響設備改修。 
昭和62. 3.10  熱風食器消毒保管庫購入。 
    3.17  卒業生校歌額掲示。 
     7～8  普通教室大規模改修工事。 
     8.10  剣道部男子，女子関東大会出場。 
        野球部関東大会準優勝。 
    8.20  野球部全国大会３位。 
昭和63. 3.25  ソフト部全国選抜ソフトボ－ル大会出場。 
    4. 1  初任者研修試行対象校に指定される。 
    8.   関東大会出場（水泳，剣道男子，体操男子，ソフト女子） 
    8.   全国大会出場（水泳） 
    8.   屋体防火防災設備改修。 
    8.   屋体緞帳新調。 
    8.   校庭西側フェンス改修工事。 
    11.19  創立２０周年記念式典。 
平成 元年 4. 1  新規採用教員授業研究実習校に指定される。 
    8.   校舎手すり，プ－ル西側フェンスおよび部室外壁塗装。 
    8.   関東大会出場（体操男子，卓球女子，陸上，水泳，剣道女子） 
    8.   全国大会出場（水泳） 
    12.   山火事予防ポスター文部大臣賞受賞。 
平成 2. 1.   ハンドボール部男子新人関東大会出場。（第３位） 
    3.   ソフトボール部，庭球部男子新人全国大会出場。 
    8.   校庭散水施設，消火栓用ポンプ，防火壁改修工事。 
    8.   関東大会出場（庭球男子，体操男子，ハンド男子，柔道） 
平成 3.1～3.   関東大会出場（ラグビー，ハンド，ソフト） 
     5.   心身障害児理解推進校，文部省より指定。（２年間） 
     5.   ボランティア活動普及協力校，県福祉協議会の指定。（３年間） 
     5.   ろう学校との交流学習及び福祉講話等を実施。 
    8.   関東大会出場。（剣道，体操男子，陸上，庭球男子，柔道） 
    8.   全国大会出場（剣道男子・柔道男子・水泳女子・体操男子） 
    8.   校庭スタンド設置。 
平成 4. 4.   学校教育目標改定。 
    8.   コンピュータ教室設置。 
    8.   一階給水管取り替え工事及び体育館倉庫改修工事。 
平成 4. 8.   関東大会出場。（バレー女子，庭球女子，体操男子，水泳，柔道） 
     8.   全国大会出場。（柔道） 
    10.   文部省指定心身障害児理解推進校公開発表会。 
平成 5. 2.   スキ－教室１年も実施。 
    3.   校則抜本的見直しを図る。 
    7.   男子頭髪の自由化。 
    8.   校舎外壁，ベランダ手すりの塗装，テニスコート，防球ネットかさ上げ工事。 
    8.   プ－ル回りのコンクリ－ト，男子便所改修工事。 
    8.   関東大会出場。（テニス男女，水泳，陸上，体操男子） 
平成 6.     中間テスト復活。 
   7～8.   プ－ル回りのコンクリ－ト改修工事。 
     8.   １階廊下シート取り替え工事。 
    8.   関東大会出場。（体操男子，柔道，水泳，剣道男女） 
平成 7. 8.   公共下水道接続工事，保健室エアコン設置。 
    8.   関東大会出場。（水泳，陸上，剣道，バドミントン，ソフトテニス） 
    9.   生徒活動後援会・ＰＴＡによる有価物回収事業。 
    11.   放送機取り替え工事。（体育館，校舎内） 
    1.   スキ－全国大会出場。 
平成 8. 4.   進路指導研究推進校に県教育委員会より指定。（２年間） 
    4.   特殊学級設置。 
    6.   焼却炉取り替え工事。 
    7.   体育館カーテンレール取り替え工事。非常用スロ－ダウン設置。 
    8.   関東大会出場。（バスケット男子，ハンド男子，バドミントン個人） 
    10.   教室照明反射板取りつけ工事。 



 

    11.   東日本大会出場。（ラグビー） 
平成 9. 2.   保健室改修工事。 
    3.   関東大会出場。（ソフト） 
    4.   農業啓発事業若い芽を育てる運動推進のための勤労生涯学習推進校に指定。 
    8.   関東大会出場。（野球，ソフト，ハンド女子，水泳，陸上） 
    8.   校舎屋上の防水工事。音楽室床張り替え工事。ベランダ塗装。 
    8.   廊下教室のクロス張り替え工事。放送室・映像用配線工事。普通教室テレビ設置 
    11.   県教育委員会指定進路指導研究推進校公開研究発表会。 
平成10. 8.   関東大会出場。（バスケット男子，バドミントン，水泳） 
    11. 7  創立３０周年記念式典。ブロンズ像設置。 
平成11. 5.   心豊かにする図書館教育推進校に県教委より指定。 
     8.   関東大会（バスケット男子・ハンド女子・ソフトテニス男子・水泳・バドミントン） 
    8.   校内電話設置。 
    11.   東日本大会出場（ラグビー） 
平成12. 7.   職員室床張り替え・コンセント増設工事。 
     8.   関東大会出場（テニス・ハンド・剣道・水泳・陸上・バド・体操） 
平成13. 3.   蛍光灯取り替え工事。 
        8.1～13 関東大会出場（野球・バスケ男・テニス女・水泳・陸上・剣道女・バドミントン・体操） 
        8.20～23全国大会出場（野球・水泳） 
平成14. 1.      体育館屋根ふき替え工事，体育館外壁塗装工事 
    4.      四期制教育課程実施，絶対評価による評価実施 
    8．     関東大会出場（野球・ハンド女子・柔道・新体操・体操・水泳・剣道女） 
    8.      全国大会(剣道男個人戦)   9.    吹奏楽部西関東大会出場。        
    11.      ラグビー東日本大会出場。 
平成15. 4．    二学期制実施 
                地域ふれあい道徳教育推進指定校（市・県） 
        8．    関東大会出場（ハンド男女・水泳・体操・剣道男女） 
               吹奏楽（県金賞）年金ポスター（局長賞）省エネルギーポスター（最優秀賞） 
平成16. 8.    関東大会出場（ハンド女子・バドミントン・体操・陸上・ソフトテニス女子・柔道・水泳・剣道男） 
    8.    全国大会出場（剣道男〔個人〕） 
    12.    正門等門扉・フェンス新設，屋上高架水槽取替ほか 
平成17. 2.    県中学新人ラグビー大会（優勝） 
     4.    文部科学省並びに山梨県教育委員会・学力向上拠点形成事業・拠点校指定 
        8.      印刷室拡張工事 
             関東大会出場（柔道，ソフトテニス男・女，ハンドボール女，バトミントン，新体操             

体操，バレーボール女，陸上，水泳） 
       11.      東日本大会出場(ラグビー） 
平成18. 2.      県中学新人ラグビー大会（優勝） 
        3.      春の全国中学生ハンドボール選手権大会出場(富山） 
        8.      関東大会出場（ハンドボール男子〔準優勝〕，ソフトテニス男・女，バレーボール女子， 
        柔道，バトミントン女子，新体操，体操） 
        8.      全国大会出場（ハンドボール男子、柔道〔個人戦〕） 
       11.      県中学新人野球大会〔優勝〕 
       11.      東日本大会出場（ラグビー） 
       11.      関東少年新人（中学）軟式野球大会〔準優勝〕 
平成19. 5.      県中学校選抜野球大会（優勝） 
        6.      学力向上拠点形成事業公開研究発表会 
        6.      耐震・大規模改修工事開始（10月終了） 
        8.      関東大会出場（新体操，体操，陸上，バレーボール女子，ハンドバール女子，柔道，   
                バドミントン女子，ソフトテニス女子） 
        8.     全国大会出場（相撲） 
        8.     関東近県中学生選抜野球大会参加 
       11.     関東少年新人（中学）軟式野球大会出場 
平成20  3.     全国中学生ハンドボール選手権大会出場 
        8.     関東大会出場（水泳，体操，Ｓテニス女，剣道，柔道，陸上） 
        8.     全国大会出場（柔道〔団体〕，体操〔個人〕） 
平成21  3.     創立４０周年記念誌発行。 屋外用太陽電池電波時計設置 
    8.   関東大会（ハンドボール男子,体操,水泳,ソフトテニス男子,ソフトテニス女子,柔道,陸上, 

剣道,駅伝） 
    8.   全国大会（陸上,柔道） 
平成22 3.   太陽光発電施設稼働、デジタル対応テレビ設置 
    8.    関東大会出場（柔道,剣道,体操,新体操,水泳,陸上,ソフトテニス男子） 
    8.    全国大会出場（柔道） 
    9.    西関東吹奏楽コンクール銀賞 
平成23  3.     体育館耐震補強工事竣工 
    8.     関東大会出場（新体操,剣道,ソフトテニス男子,水泳,柔道,） 
    9.     西関東吹奏楽コンクール金賞 

10.    東日本吹奏楽コンクール金賞 
 



 

平成24 8.  関東大会（ソフトテニス男子,ソフトテニス女子,体操,新体操,柔道,陸上）  
    8.  全国大会（陸上,相撲） 

9.   西関東吹奏楽コンクール金賞 
10.   東日本吹奏楽コンクール銅賞 

平成25 7.    県中学校総合体育大会野球の部優勝 
8.   関東大会（野球,ハンドボール男子,ハンドボール女子，バレーボール女子，体操,新体操,陸 

上，水泳）  
    8.  全国大会（体操） 

9.  西関東吹奏楽コンクール金賞 
10.   東日本吹奏楽コンクール金賞 
1.    魅力ある道徳授業づくりの公開 
3.  春の全国中学生ハンドボール選手権大会出場ハンドボール男子(富山） 

平成26 7.  県中学校総合体育大会バレーボール女子優勝 
     8.    関東大会出場（ハンドボール女子３位，バレーボール女子，ソフトテニス個人，陸上，水泳， 
       体操，新体操） 
     8.  全国大会出場（ハンドボール女子） 
    1.  魅力ある道徳授業づくりの公開 
    1.  駐輪場屋根、樋全面改修工事竣工 

 

    


