
北方学園の教育 【基本理念】 誰もが安心して学び合える学園

【北方学園の教育目標】 ９年間を通して、「たくましい北方の子」を育む

深い学び 安心・安全 誇り・自信

共に生きる姿勢

【学習意欲の向上】

◆教科担任制の拡充
・専門性の高い授業の実施

◆小中一貫した学習計画の実施
・先取りと学び直しの効果的な設定

◆ICTの活用
・興味・関心を高める教材提示

【落ち着いた生活】

◆９年間を通した児童生徒理解
・安心して学び合える集団づくり

◆異学年交流の充実
・多様な交流による豊かな心の育成

◆家庭や地域と共に育む取組
・コミュニティ学園の活動推進

【特色ある教育】

◆英語教育の充実
・コミュニケーション能力の向上

◆平和・ふるさと学習の推進
・９年間の系統的な学習の実施

◆学校間、校種間の交流
・視野を広め、自ら高まる姿勢づくり

主体的な姿勢 やり抜く姿勢



児童生徒の発達の段階を考慮した
北方学園におけるブロック分け

【北方学園の教育目標】
９年間を通して、「たくましい北方の子」を育む

低学年ブロック

１年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年

高学年ブロック

７年 ９年８年

前期課程
（小学校学習指導要領を準用）

後期課程
（中学校学習指導要領を準用）

時期

学び

生活

立場

実体験から学ぶ

楽しむ時期

子ども時代を満喫

早寝・早起き・朝ごはん

筋道立てて考える

汗する時期

健康な生活リズム

導き・導かれる存在

総合的に考察・判断する

鍛える時期

みずからつくる健康

導き・支える兄弟として

集団 同調（そろって活動できる段階） 協力（仲間相互で進んで教え合いや励まし合いができる段階） 連帯（お互いに必要な要求を出し合い成果を求め合う段階）

中学年ブロック



北方学園における４つの特色ある教育

低学年ブロック

１年 ２年 ３年 ４年

町の自然や人と遊ぶ

５年 ６年

一部教科担任制

高学年ブロック

７年 ９年８年

教科担任制

前期課程
（小学校学習指導要領を準用）

後期課程
（中学校学習指導要領を準用）

中学年ブロック

基礎基本を確実に身に付ける 思考力・表現力を伸ばす
①小中一貫
教科

②ＩＣＴ教育

③英語教育

④北方科

学級担任制（一部教科担任制）

英語で会話する

個性を伸ばす

調べ学習に活用する プログラミング的思考を伸ばす 問題解決に生かす

英語を楽しむ 英語で伝える

アプリに慣れる

聞く、読む、書く、話す力を伸ばす

町のよさを学ぶ 町の歴史や現状を理解する 町の将来を考える



北方学園における家庭や地域と共に育む取組
（コミュニティスクール）

北方コミュニティ学園協議会
【設置趣旨】
地域、家庭、学校が目標「たくましい子を育てる」を共有し、一緒に子どもたちを育てていくた

めに、学園の方針などを話し合うために設置

学 校

地 域 家 庭

北方地域学校協働活動本部
【設置趣旨】
地域と学校が相互にパートナーとして連携・協働して行うこと

によって、地域全体で子ども達の学びや成長を支える。
そのことを通じて、学校を核とした地域づくりをめざす。

「たくましい北方の子」を育む



北方学園開校当時における校務分掌 （案）

校 長

主 幹 養護教諭

教 頭教 頭

教 務教 務

副校長

学年部
主任

学年主任

学級担任

中学年部

フリー

学年部
主任

学年主任

学級担任

低学年部

フリー

生 指 生 指

特支部
主任

特支コーディ
ネーター

学級担任

特支部

通級担任

運営支援室

事 務

支援室長

学年部
主任

学年主任

学級担任

高学年部

フリー

教 頭

ＡＬＴ・ＧＳＡ

栄養教諭

ＳＨＳ・
ＳＣ・Ｓ相

学校司書

校務員

支援員

※児童生徒数の関係
で、北学園と南学園と
で、多少の違いはある。
※あくまで予定なので、
変更の可能性がある。



北方学園の日課表について

後期課程（７～９年生） 前期課程（１～６年生）

８：１０ ～ ８：２０ 読書 ８：１０ ～ ８：２０

８：２０ ～ ８：３０ 朝の会 ８：２０ ～ ８：３０

８：４０ ～ ９：３０ ① ８：４０ ～ ９：２５

９：４０ ～ １０：３０ ② ９：３５ ～ １０：２０

中休み １０：２０ ～ １０：３５

１０：４０ ～ １１：３０ ③ １０：４０ ～ １１：２５

１１：４０ ～ １２：３０ ④ １１：３５ ～ １２：２０

１２：３０ ～ １３：０５ 給食 １２：２０ ～ １３：００

１３：０５ ～ １３：２５ 昼休み １３：００ ～ １３：２５

１３：３０ ～ １３：４５ 掃除 １３：３０ ～ １３：４５

１３：５５ ～ １４：４５ ⑤ １３：５５ ～ １４：４０

１４：５５ ～ １５：４５ ⑥ １４：５０ ～ １５：３５

１５：５５ ～ １６：１０ 帰りの会 １５：４０ ～ １５：５５

日課表（通常日課）

後期課程（７～９年生） 前期課程（１～６年生）

８：１０ ～ ８：２０ 読書 ８：１０ ～ ８：２０

８：２０ ～ ８：３０ 朝の会 ８：２０ ～ ８：３０

８：４０ ～ ９：２５ ① ８：４０ ～ ９：２０

９：３５ ～ １０：２０ ② ９：３０ ～ １０：１０

中休み １０：１０ ～ １０：２５

１０：３０ ～ １１：１５ ③ １０：３０ ～ １１：１０

１１：２５ ～ １２：１０ ④ １１：２０ ～ １２：００

１２：１０ ～ １２：４５ 給食 １２：００ ～ １２：４０

１２：４５ ～ １２：５５ 片付け １２：４０ ～ １２：５５

１３：００ ～ １３：１０ 掃除 １３：００ ～ １３：１０

１３：２０ ～ １４：０５ ⑤ １３：２０ ～ １４：００

１４：１５ ～ １５：００ ⑥ １４：１０ ～ １４：５０

１５：１０ ～ １５：２５ 帰りの会 １４：５０ ～ １５：０５

・北学園は、バス通学の児童がいるため、バスの時間(１５：２０)に間に合うように、６時間目後、すぐに帰りの会とし、時間を調整した。
そのため、前期課程の６時間目は、担任授業としたい。

・前期課程中休みの終わりに、通常と違うチャイムまたは音楽を流す。

日課表（短縮日課）



北方学園の閉校式について

午後 閉校式の流れ 備 考

・閉校式 １ 開式の辞
２ 国家斉唱
３ 町長・教育長式辞
４ 校長挨拶
５ 生徒代表感謝の言葉
６ 校歌斉唱
７ 校旗返納
８ 閉校宣言
９ 閉式の辞

＜主催＞
・学校運営協議会
＜来賓＞
・町長
・議員
・ＯＢ会会長
＜卒業生の参加＞
・卒業生は希望者のみ
※卒業式は３月初旬

２４日（金）午前 備 考

・修了式
・学活
・離任式

・給食なし
・午後は引越し作業
・離任式は卒業生参加

１ 閉校式（案）
（１）中学校…令和５年３月２３日（木）午後

※この日の午前中は、小学校ごとに卒業式を実施予定。



北方学園の閉校式について

午前 閉校式の流れ 備 考

・修了式
・学活
・閉校式
・離任式

１．開式の辞
２．国家斉唱
３．町長・教育長式辞
４．校長挨拶
５．児童生徒代表感謝の言葉
６．校歌斉唱
７．校旗返納
８．閉校宣言
９．閉式の辞

＜主催＞
・学校運営協議会
＜来賓＞
・町長
・議員
＜卒業生の参加＞
・卒業生は原則参加
※卒業式は前日

午後 ※午後は引越し作業

（２）小学校…令和５年３月２４日（金）午前 ※それぞれの学校にて実施。
◆（案）に基づき、来年度各校で「閉校式準備委員会」を各学校の
学校運営協議会の中で、計画立案していく。
◆日程は、翌週の３月２７日（月）となる可能性もあり。
◆「地域の方をどの程度招待するのか」…各校にて検討
「日程はどうするのか」…各校にて検討（要調整）



北方学園の入学式と卒業式について

◆各小学校にて６年生を卒業させているため、
令和５年度だけは７年生（現中１）の入学式が必要。

◆開校以降、６年生終了時に卒業式は実施しない。
ただし、けじめをつけるため「前期課程修了証（仮称）」を渡

す儀式が必要ではないか。
→開校後に各校長が決定
※ただし、できれば両校でそろえていく。



北方学園の開校式について
（１）北学園（全校児童生徒１０４０人程度の予定）
令和５年４月７日（金）の予定

時刻 流 れ 前期課程 後期課程

8:10 ・後期課程学級発表、机椅子移動、会場等準備 ・机椅子移動は新８、９年生生徒全員
・会場準備はボランティア生徒にて

9:00 １．開校式 ・新８、９年生参加
・新７年生登校→教室にて待機

9:40 ２．新７年生入学式
兼始業式

・新７年生入場
・新入生は終了後、アリーナにて学級写真撮影

10:40 ３．学活 ・担任の第一声

11:45 ・下校

・職員昼食 ・ボランティア生徒は弁当持参

13:00 ・前期課程学級発表、机椅子移動 ・登校・入学式準備
・新２～６年生は机椅子移動
・新1年生登校

・入学式会場準備はボランティア生徒

13:30 １．新１年生入学式
兼始業式

・新２～６年生参加
・新1年生入場

・ボランティア生徒は参加
・新入生は終了後、アリーナにて学級写真撮影

14:30 ２．学活 ・担任の第一声 ・ボランティア生徒によりアリーナ片付け→下校

15:30 ・下校

16:00 ・職員打合せ

★北学園体育館（現北中アリーナ）７５０人まで収容可能（コロナ禍は別）
・体育館に全校児童生徒が入場できない。
・前期課程と後期課程の２部に分かれて実施する。



北方学園の開校式について
（２）南学園（全校児童生徒５１５人程度の予定）
令和５年４月７日（金）の予定
時刻 行 事 低学年ブロック 中学年ブロック 高学年ブロック

8:10 ・学級発表、机椅子移
動、会場等準備

・新２～４年生登校
・机椅子移動は生徒全員

・新５～６年生登校
・机椅子移動は生徒全員
・新６年生は、新１年生の
机椅子の準備

・新８～９年生登校
・机椅子移動は生徒全員
・会場準備は新９年生、
７年生の机椅子移動は
８年生

8:50 ・新1・７年生登校 ・新1年生学級発表 ・新７年生学級発表

9:00 ・開校式 ・新１・７年生以外全員参加

9:40 ・入学式兼始業式 ・新１年生入場 ・新７年生入場

10:40 ・学活 ・担任の第一声 ・担任の第一声 ・担任の第一声

11:40 ・体育館の椅子片付け ・下校 ・下校 ・体育館の椅子片付け

12:00 ・下校

★南学園体育館（現南小体育館）全児童生徒収容可能（コロナ禍は別）
★ただし、コロナ禍が継続した場合、北学園方式となり、終日にて実施する。



北方学園の入学式と開校式の式辞（案）について

【開校式 式辞】

１ 開式の辞
２ 国家斉唱
３ 式辞
４ 校長式辞
５ 来賓式辞
６ 来賓紹介
７ 児童生徒代表の言葉
８ 閉式の辞

【入学式 式辞】

１ 新１年生・新７年生入場
２ 開式の辞
３ 国歌斉唱
４ 校長式辞
５ 児童生徒代表歓迎の言葉
６ 閉式の辞

◆開校式準備委員会について
令和３年度北方学園開校準備委員会の学校運営部会において、各校の学校運営協議会地
域代表を招き、更に細かな内容を検討していく。
その中で、開校式の主催者や来賓等も検討し、決定していく。



３ 来年度以降のスケジュールについて（案）
会議等の流れ

令和３年度 ・各校の学校運営協議会にて、閉校式（案）をもとに、具体的な方法
について議論する。
・北方学園開校準備委員会学校運営部会に各校の学校運営協議
会地域代表を招き、開校式の具体的な内容等について議論する。
・年度末のコミュニティ学園協議会において、開校式・閉校式につい
て議論した内容を報告する。

令和４年度 ・各校の学校運営協議会にて、閉校式の実施に向け具体的な準備
と当日の運営をする。
・年度末に、各学園の学校運営協議会を招集し、委任状を渡すとと
もに、開校式の具体的な内容について議論する。

令和５年度
開校の年

・各学園の学校運営協議会にて、開校式当日の準備と運営をする。


