
北方学園構想の進捗状況

R4.3.1 教職員向け資料4



建設(新校舎・管理棟)

北学園
１～４年生教室棟 完成
(R5：北方小1,2,3,4,6年生)



建設(教室)

北学園
新築校舎：通常教室



建設(職員室)

北学園
新築校舎：職員室(小中)



建設(校長室)

北学園
管理棟：校長室



建設(廊下)

北学園
新築校舎：廊下



建設(多目的トイレ)



外構工事

クスノキ周り
運動場拡張外構工事



建設(南学園)

南学園
特別教室棟建築現場



建設(南学園・新多目的室)

南学園
多目的教室建築現場



一貫校のよさを生かした

「だれもが安心して学び合える学園」

１年生 2年生 3年生 4年生 5年生 6年生 7年生 8年生 9年生

① 小中一貫カ
リキュラム

基礎基本を確実に身に付ける 思考力・表現力を伸ばす 個性を伸ばす

② ICT教育
タブレットに

慣れる
学習に活用する

文房具として活用し
学習の理解を深める

問題解決力
を伸ばす

③ 英語教育 英語に出会う
英語に

慣れ親しむ
英語で

理解し合う
英語で意見を伝え合う

４つの特色ある教育

④ 北方科
町の自然や人

と遊ぶ
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

～ 一人ひとりが十分に学力を伸ばせるようにする ～

教育方針 (１)



小中一貫カリキュラムマップ



ICT教育

令和４年２月１５日（火） 中日新聞



英語教育

□英語フェスティバルの開催
→楽しく英語に慣れ親しむ

□「English Friend」の配置
→日常の学校生活の中で英語で会話する

□英語デジタル教科書
→テキストの英語を聴く

□英語IBA
→自分の英語の力を知り学習に役立てる

□英語教育アドバイザー
→教員の英語指導力を高める

□小中一貫カリキュラム
→９年間を見通した指導



北方科

□教科書印刷中（３月完成予定）
□プレ授業実施



町の学校教育は一つ

交流

ネット、行事、部活動
などを通した交流

教育方針 (２)



小中一貫校の教育

・急激に環境の変わる中１ギャップがない。
・小中の教員が１つになって指導できる。
（「小さい時から知っている」「小学校

の時の先生にも相談できる」 など）
・９年間の見通しが立つ。

より安心

より楽しく
・より専門的な授業が受けられる。
・より多くの先生から学べる。
・９年間を見通した学習ができる。
・ICTや英語教育が充実する。

より地域と共に
・９年間同じ組織で学校支援ができる。
（学校運営協議会、ＰＴＡ など）

・身近な教材を通して学ぶ新たな教科「北
方科」を設ける。

（学校運営の効率化を図り、学習環境を整備する。）



スラックス、スカート、ネクタイ、リボンなど、男女と
も組み合わせは自由とする。（コートは指定しない。）

新しい学園の服装

□ 服装について

【１～６年生】

規定は
設けない

【７～９年生】

冬 服 夏 服

前倒しで制服を
着用してもよい。



様々な制服などの選択

冬服

夏服



現在のランバックを使用 現在の鞄を使用（校章を替えて）

新しい学園の靴、鞄等

□ 鞄について

【１～６年生】 【７～９年生】

□ 靴、靴下について

下靴と靴下の指定は設けな
いが、体育のできるものと
する。上靴はバレーシュー
ズとする。

靴と靴下の指定は設けないが、上下の区別を
つける。また、靴は体育のできるものとする。

【１～６年生】 【７～９年生】

鞄 サブバック



□ 寒い時は、ジャージを着用
（後期課程指定のジャージ着用も可）

□ 運動シャツには、名前を書いた白い
布を縫い付ける

新しい学園の体操服

□ 体操服について

【１～６年生】 【７～９年生】

白色の運動シャツ 黒色の
ハーフパンツ

白色の運動シャツ 黒色の
ハーフパンツ

現在指定しているジャージ



学校で保管し、着脱する
（プラスチック、フェルト）

ブレザーの襟
に右のバッチを
付ける。

名札、帽子

□ 名札について

【１～６年生】 【７～９年生】

□ 帽子について

登下校等：規定は設けない
体育の授業：赤白帽子

規定は設けない

【１～６年生】 【７～９年生】

□ 校歌について
現校歌を初期設定とする。



応援や見学を
する。

体験入部がで
きる。

入部し、中体連等の大会、そ
の他各種の大会や行事に出場
や参加等をする。

部活動

□ 部活動について

【１～４年生】 【７～９年生】５,６年生】

〇開校時、現有の部活動を両学園に開設する。
野球、バスケットボール（男・女）、サッカー、剣道、陸上、
バレーボール（男・女）、ソフトボール、ソフトテニス、
卓球、空手、合唱、英会話、コンピュータ、家庭科、美術
（両学園の合同チームによる出場も可。）

〇北方学園クラブが運営する。
学校（町教委）、スポーツ少年団、保護者が共同で北方学園
クラブを運営する。（指導者や場所の調整等を行う。）



北方中学校から北学園と南学園に別れることとなる、令和
５年度の８,９年生の進学や友達関係などへの不安を解消し、
自信をもって進学できるようにするために塾を設立する。

○内容
・国語、社会、数学、理科、英語の試験
問題が解けるようにする。

・進路相談や生活相談に応じる。

○講師
・町費の講師（教員経験者、大学生 等）

○開設期間と対象生徒
・令和５年度～６年度（２年間）

→令和５年度（８,９年生対象）
令和６年度（９年生対象）

※北学園、南学園共に対象

【開設方法】

○開設日時と場所
・毎週土曜日 9:30～11:30
・実施回数 1回2時間×40週
・教室数 6教室×2講師×2学年

（令和６年度は１学年）
・北学園と南学園の教室

○受講料
・無料 自由参加

○昼食
・昼食を用意する。

（談笑したり、午後
の部活につなげた
りする。）

町立進学塾の設立



各学年の行事 全校的な行事

１年生 入学式 ４月：１年生を迎える会

２年生 生活科発表会 ５月：家庭訪問

３年生 水泳教室 ７月：個人懇談 中体連大会

４年生 1/2成人式 １部修了式 ９月：児生会選挙 定期テスト

５年生 自然の家研修 ２部進級式 10月：運動会 社会見学

６年生 京都奈良研修 前期修了式 11月：英語フェスティバル

７年生 後期進級式 県内魅力研修 ２部修了式 ２月：９年生を送る会

８年生 キャリア研修・講話 ３部進級式 立志式 ふれあい合唱集会

９年生 卒業式 平和旅行 三者懇談 ３月：児生会選挙

学校行事

□ 行事について



こども園

０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児 計

園児数（人） ６ １２ １８ ４８ ４８ ４８ １８０

学級数（学級） ３ ２ ２ ３歳児以上７

← 場所：北学園の西（一体施設）

↓ 概 観
（３階：学校）



こども園の仕組み

幼稚園コース
３～５歳児（１号認定）

幼保コース
３～５歳児（２号認定）

保育園コース
０～２歳児（３号認定）

標準時間児（7:30～18:30）随時登園
（未満児棟で異年齢保育）

随時登園〈バスなし〉
（各教室で持ち物整理）

保育短時間児（8:30～16:30）随時登園
（各部屋に移動・持ち物整理）

9:00～14:00：幼稚園教育
・自由遊び
・一斉保育
・給食、歯磨き、掃除（11:30～12:45）
・帰りの会など

保 育
（最長：7:30～19:00）
・遊び
・おやつ
・給食
・お昼寝 など

預かり保育
保育時間：お昼寝など

保 育：遊び など

7:30

8:30

9:00

14:00 降 園

17:00 預かり保育終了
・・・保育短時間終了

18:30 保育標準時間終了

19:00 延長保育終了

16:30



こども園の施設



教育保育方針

□ 教育保育方針

心身ともに健康でたくましい子を育む

［園の特色］

学びの基礎となる豊かな体験活動を展開する

□自由遊び
遊びを選択し体全体で楽しむことを通して、追究しやり切る力を育みます

□交流活動
地域の方々、各学校との交流などにより、人と関わる力や郷土愛を育みます

□自然や文化的体験活動
野菜の栽培、英語や音楽、運動などを通して、知的好奇心や表現力を育みます

□学校との連携
学校との連携を密にすることで、円滑な就学へつなげます

□保護者とともに進める子育て
保護者との日々の相談を大切にし、子育てを楽しめるように支援します



行 事

□ 行 事

［園の行事］

４月 新入園児歓迎会
５月 春の遠足
６月 プール開き
７月 七夕会

夏のお楽しみ会
１０月 運動会、秋の遠足
１２月 冬のお楽しみ会
２月 保育発表会
３月 お別れ会

［町の行事に参加］
１１月 町文化祭参加
１月 文化財防火デー
２月 町の合唱集会に参加

［年間を通した取組］
・誕生会（毎月）
・英語活動（４,５歳児）

［交流活動］
・なかよし広場

（０から５歳児の交流）
・中学生、高校生との交流
・地域の方々との交流



服装、鞄など

□ 服装、鞄など

物品 こども園のきまり

制服 右に示すスモック型

体操服
上：白色の運動シャツ
下：黒色のハーフパンツ

ゼッケン
（体操服）

左胸に名前の布を貼付

鞄 ショルダー型（色などは自由）

通園靴 規定を設けない

上履き 白色のバレーシューズ

帽子
登降園時：規定を設けない
外遊び時：カラー帽子

名札 ビニール製名札

令和４年度の入園生は、
令和７年３月の卒園まで、
入園時の制服、体操服な
どとする。


