
年　次 沿　　　　革　　　　概　　　　要

明治２１ ・９月１日與文尋常小学校として創立

　初代校長　野田　甚三郎（明治２１．９～２５．３）

〃２２

〃２４ ・９月　教室１棟（１５坪）を増築する。

〃２５ ・校長　森川　仁四郎（明治２５．４～４１．３）

〃３３ ・４月１日東与賀尋常小学校と改称する。

〃３５ ・東与賀村立東与賀農業補習学校を附設する。

〃３６ ・２１坪の教室を増築し実久分教場を建設する。

〃４１ ・校長　野田　甚三郎（明治４１．４～大正１１．３）

〃４４ ・７００坪の敷地に８５坪の校舎を増築する。

大正５ ・校長　宮崎　与一（大正１１．４～１３．３）

〃　８ ・本校創立３０周年記念祝典を行う。

・簡易図書館を設立する。

〃１３ ・校長　石丸　喜代次（大正１３．４～１４．３）

〃１４ ・校長　吉村　正一（大正１４．４～昭和４．３）

昭和３ ・特別教室（３１１坪）北棟１棟を新築する。

〃　４ ・校長　田中　秀次（昭和４．４～７．３）

・実久分教場を廃止する。

〃　５ ・校長　松尾　又六（昭和５．４～７．３）

〃　６ ・焼失校舎再築、武道場改築する。

〃　７ ・校長　池田　種三（昭和７．４～９．３）

〃　９ ・校長　中溝　作太（昭和９．４～１７．３）

〃１４ ・講堂（１９８坪）、校舎６教室、廊下、便所を新築する。

〃１６ ・４月　東与賀国民学校と改称する。

〃１７ ・校長　久留間　清次（昭和１７．４～２４．３）

〃２１ ・校長　伊藤　清平（昭和２１．４～２２．３）

〃２２ ・学制改革により東与賀小学校と改称し、

　東与賀中学校が同時に設置される。

・校長　田中　連蔵（昭和２２．４～２４．３）

〃２４ ・校長　北村　善雄（昭和２４．４～２５．３）

〃２５ ・校長　村岡　五郎（昭和２５．４～２６．３）

〃２６ ・校長　大坪　辰二（昭和２６．４～３０．３）

〃２８ ・６月　大洪水（校門で７００ｍｍ）のため３日間臨時休校。

・北棟東教室及び廊下１５０坪新築する。

・８月　旧校舎７５坪移転改築

〃３０ ・校長　鶴　清（昭和３０．４～３８．３）

・１０月　県委嘱発表「基礎能力向上の学習指導方法研究」

東　与　賀　小　学　校　沿　革

・大字田中の住吉校、大字飯盛の飯盛校、大字下古賀の実久校を合併し、
中央位置のに９２坪の平屋校舎を新築して発足する。

・学校の位置問題より実久校を分教場とした。新校舎７月落成し同月１５
日開校式。

・東与賀尋常高等小学校と改称。４５８坪の校舎と裁縫室、宿直室、使丁
室を新築する。

・７月　暴風雨のため校舎、中央廊下、農具舎倒壊する。同時に家事室よ
り火災を起こし、三教室焼失する。



〃３１ ・２月　校歌制定

・特殊学級設置

〃３２ ・創立７０周年記念式典並びに記念行事（音楽会・展覧会）開催

〃３４ ・学校緑化優良校として、県知事及び県緑化推進委員会より表彰

〃３５ ・１０月　給食開始

〃３８ ・校長　清水　清人（昭和３８．４～４２．３）

〃４０ ・算数（量と測定）自主研究発表

〃４１ ・プール完成

〃４２ ・校長　田中　清（昭和４２．４～４８．３）

・ＮＨＫより放送教育委嘱

・５月　ＪＲＣ全員加入

・学校給食優良校として表彰

〃４３ ・特殊学級を２学級に増設

・創立８０周年記念行事としてテレビ１１台設置（ＰＴＡ寄贈）

・１０月　放送教育研究大会第９回大会会場校

〃４４ ・校長　平方　末広（昭和４４．４～４８．３）

〃４５ ・２月　学童水泳優秀校として日本水泳連盟から表彰

・３月　屋内運動場落成　（１，１０３，５０㎡）

・３月　北運動場　拡張工事完了　（３，２７２㎡）

・１２月　全国花いっぱい運動佐賀地区最優秀校表彰

〃４５ ・標準服を漸次採用

〃４７ ・３月　学童水泳優秀校として県水泳連盟から表彰

〃４８ ・校長　黒田　幸四郎（昭和４８．４～５１．３）

〃４９ ・１月　図書館増築

・２月　県水泳優秀校として表彰

・３月　校旗制定

・１１月　優秀ＰＴＡとして県表彰

〃５０ ・佐賀県教育委員会より体育（保健）の研究委嘱（～５１年度まで）

〃５１ ・校長　石橋　正善（昭和５１．４～５２．３）

・７月　教育評価、読売教育賞を受ける。

・１２月　学校保健優良校県表彰

〃５２

・校長　鹿村　大心（昭和５２．４～５６．３）

・５月　日本赤十字社百周年記念全国大会で表彰を受ける。

〃５４ ・校長　宮崎　敬祐（昭和５４．４～５６．３）

〃５５ ・南校舎改築（一期工事）竣工、移転する。

・少年消防クラブ発足

〃５６ ・３月　北校舎竣工、落成式

・校長　光武　武一（昭和５６．４～５９．３）

・１１月　放送教育研究佐賀県大会会場校

〃５７ ・２月　教育工学研究大会会場校

・校長　岡　正敏（昭和５７．４～５９．３）

・６月　「人権の花運動」モデル校として佐賀地方法務局より委嘱

・８月　少年消防クラブ全国大会表彰

・１１月　学校保健優良校として県表彰

〃５８ ・６月　校歌額板設置

・１０月　学校安全優良校として県表彰

・２月　体育（保健）研究発表会「ひとりひとりの子どもを伸ばす保健教
育」開催



〃５９ ・３月　少年消防クラブ消防庁長官より表彰

・校長　本告　公男（昭和５９．４～６１．３）

〃６１ ・校長　百崎　清次（昭和６１．４～６２．３）

・東与賀緑の少年団結団式（団旗授与）

・「豊かな心」を育てる教育の協力校として３ヵ年県委嘱

〃６２ ・校長　徳丸　正俊（昭和６２．４～平成４・３）

・優良ＰＴＡとして九州地区ＰＴＡ協議会より表彰

〃６３ ・創立百周年記念大運動会（９月２５日）

　　　　　　　　式典祝賀会（１１月２６日）

　　　　　　　　記念カプセル埋設（２月２８日）

平成元 ・全国交通安全優良校として全日本交通安全協会より表彰

・日本赤十字県支部より学校賞を受ける。

〃　２ ・県新春読書感想文優良学校賞を受ける。

・故　鶴　清氏遺族より自動演奏システム付ピアノ一式寄贈

〃　４ ・校長　井手　志朗（平成４．４～６．３）

・飼育舎「わくわく動物ランド」落成

〃　５ ・東西昇降口側に足洗い場増設

・故　木原　勝美氏遺族より、小川　泰彦氏染色「天山と有明」寄贈

〃　６ ・校長　東島　正典（平成６．４～９．３）

・パソコン室新設（２２台設置）

〃　７ ・北運動場築山改修工事完成

・校内放送設備新設、運動場放送設備完了

・水遊び場新設工事完了

〃　８ ・給食室起工式（９．１．７落成式）

・文部省指定・佐賀県教育委員会委嘱「体力づくり」推進研究発表会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１０月１８日）

〃　９ ・校長　鶴　哲朗（平成９．４～１２．３）

・学校保健優良校として県学校保健会より表彰

・豊かな学校給食献立調理発表会で最優秀ＰＴＡ賞を受ける。

〃１０ ・文部省地域指定「登校拒否に関する実践研究」を受ける。

〃１１ ・有明海干潟海岸にシチメンソウ種蒔き

・学校給食献立調理発表大会で、優秀賞を受ける。

・新春読書感想文優良学校賞を受ける。

〃１２ ・校長　本村　剛三郎（平成１２．４～１４．３）

・パソコン更新

〃１３ ・佐賀県教育委員会委嘱「学校給食研究実践校」（～１４年度まで）

〃１４ ・３月　全国小学生ドッジボール選手権九州ブロック大会に出場

　（鹿児島市）ベスト１６となる。

・校長　瀬戸口　悟（平成１４．４～１９．３）

・佐賀県教育委員会委嘱「学校給食」研究発表会（１１月１日）

〃１５ ・１０月　学校給食優良校として「学校給食文部科学大臣表彰」

〃１６ ・１月　佐賀県自作視聴覚教材コンクール奨励賞受賞

〃１７ ・２月　佐賀県社会福祉協議会表彰

〃１８ ・３月　読書チャレンジ実践賞表彰

・８月　東昇降口北にバリアフリートイレ新設

・文部省指定・県教育委員会及び町教育委員会委嘱「国語」研究発表会
（１１月２６日）



〃１９ ・３月　プラズマテレビ２０台各教室に設置

・校長　西村　貞美（平成１９．４～２０．３）

・８月　南校舎・体育館耐震工事完了

・１０月　佐賀市に合併し佐賀市立東与賀小学校となる。

〃２０ ・校長　吉原　敏郎（平成２０．４～２２．３）

・佐賀市教育委員会委嘱「『学び合い』の考え方についての指導法研究」（平成
２０・２１年度）

〃２１ ・４月　普通教室に扇風機設置

・８月　各学年トイレに洋式トイレ増設

・１１月　パソコン２０台増設。（パソコン室）

・佐賀市教育委員会委嘱「学び合い」研究発表会（１．２９）

・２月　学校版環境ISO認定授与式

〃２２ ・校長　道田　正博（平成２２．４～２４．３）

〃２３ ・６月　プール浄化槽取り替え工事

・８月　体育館照明取り替え工事

・１２月　体育館暗幕取り替え工事

〃２４ ・３月　放送室調整卓一式取り替え工事

・校長　北村　勢津子（平成２４．４～２８．３）

･４月　通級指導教室（ことばの教室）、東与賀支所３階に１教室開設

　　　 特別支援学級（病弱）開設

･５月　初めての親子集団下校実施（ＰＴＡ総会時）

･７月　防犯功労団体賞　受賞（「よかっ子見まわり隊」）

・８月　北門扉改修工事、石灰小屋改修工事

･１１月「まなざしコンサート」第1回目開催(東与賀教育課との合同開催)

・１２月　「ありがとう集会」（地域への感謝の会）第1回目実施

〃２５ ･２月　東部教育事務所長表彰（「音楽隊」）

・３月　グランドピアノ（体育館）　統合する富士小学校より譲り受ける

･４月　特別支援学級（弱視）開設　特別支援学級（肢体不自由）閉鎖

・４月　全校一斉「立腰タイム」実施　（始業開始1分間）

・５月　「小中連携研修会」開催　本格的に小中で連携した取組を始める

・８月　児童会室改修工事、印刷室・更衣室並びにスタジオ改修工事

・１０月　電子黒板(4年以上各学級・全特別支援教室・特別教室)の設置

・文部科学省指定「道徳教育総合支援事業」中間発表会（11月21日）
〃２６ ・２月　第10回全国タグラグビー選手権大会九州ブロック大会

　　　　　「東与賀TRC」（6年生）チーム出場、ナイスラン賞受賞

・６月　「いじめ防止対策委員会」の設置

・８月　電子黒板（１～３年各学級）の設置

・文部科学省指定「道徳教育の抜本的改善・充実に係る支援事業」研究発表会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（11月18日）

・１２月　道徳教育推進協議会　事例発表　於　文部科学省（12月25日）

　　　　　学校給食献立調理発表会　課題部門　最優秀賞受賞（12月25日）

〃２７ ・１月　佐賀県道徳教育推進協議会　実践発表（１月６日）

・２月　学校訪問(岡山県教育委員会;指導主事１名、東脊振小;校長・研究主任)

　　　　全国小学校道徳教育研究会　事例発表　於　東京都(２月２０日）

　　　　東部教育事務所長表彰　　(３年　山田怜太)

・３月　ラムサール条約登録に向けての発表会（東与賀支所との合同開催）

　　　　「伝えよう！東よか干潟と大地のすばらしさ」　全学年参加　(３月８日）



〃２７ ・４月　特別支援学級（自閉・情緒）増設し、　２学級

　　　　６の３教室　可動式黒板設置　(上町;副島様　寄贈）

　　　　「あさひさんの日」(交通安全とヘルメット着用を誓う日)の制定　(４月１４日)

・６月　ＰＴＡ新聞「はばたけ」　優秀賞受賞

・８月　学習室の改修工事(教育相談室との分離)完了

・１０月　学校訪問(広島市立深川小学校;研究主任)　　(１０月２６日)

・１１月　九州地区小学校道徳教育研究大会鹿児島大会　実践発表(１１月２７日)　

〃２８ ・１月　大雪による臨時休校（１月２５日）

・２月　東部教育事務所長表彰 (６年納富茜里・詫摩菜々美)（観光ジュニアガイド）

　　　　学校版環境ISO　「最優秀賞」受賞

・３月　道徳性育成のためのメッセージ作成　懸垂幕・横断幕の設置
　　　　　『 輝ける　子どもの未来につなぐため　見せる大人の　清らかな心 』

・校長　梶原紳一（平成２８．４～）

・５月　「東よか干潟」ラムサール条約湿地登録１周年記念イベントに児童が参加

・６月　土曜授業開始

・８月　ラムサールクラブ北海道研修（児童３名）

　　　　学校訪問（宮崎県都井中学校）干潟学習関係

・９月　台風により小中合同バザーを１０月に延期

　　　　台風による臨時休校（９月５日）

・１０月台風による臨時休校（９月５日）

・１１月佐賀県更正保護事業佐賀保護観察所長感謝状（４年生合唱）

　　　　佐賀市人権・同和教育研究会授業実践交流会（１１月１７日）

〃２９ ・２月　特別支援学級にiPad導入（５台）

　　　　青少年健全育成推進大会における表彰

　　　　　　　　・青少年健全育成推進大会における表彰（５年児童）

　　　　　　　　・まなざしキラリ賞（東与賀おはなしボランティア「大きなかぶ」)

　　　　第１２回佐賀市社会福祉大会表彰

　　　　　　　　・ボランティア団体表彰（東与賀よかっ子みまわり隊）

・３月　北村勢津子前校長より図書寄贈

・４月　学校給食調理の一部民営化開始

　　　　特別支援学級（難聴）開設

・７月　台風による臨時休校（７月４日）

　　　　大雨による臨時休校（７月６日）

・１１月佐賀市教育委員会委嘱道徳教育研究発表会

         ラムサールクラブ、アジア湿地シンポジウム2017で活動発表

         小中学校相互交流によるあいさつ運動

〃３０ ・2月   東与賀おはなしボランティア「大きなかぶ」による読み聞かせ終了

         北村勢津子前校長より図書寄贈

・３月   普通教室、特別教室にエアコン設置

・４月　外国語活動の時間確保のため水曜日隔週６時間授業開始

・４月　児童の負担軽減及び教職員の業務改善のため、朝の活動時間を廃止

・６月　緊急引き渡し訓練を初めて実施（土曜授業）

・６月　大規模校舎改修設計開始

・７月　普通教室及び特別教室にエアコン設置

・７月　豪雨により土曜授業（佐賀市学校フリー参観デー）中止（臨時休校）

・８月　給食室改修及び備品更新

・９月　台風により運動会延期（臨時休校）、１０月２日に実施

〃３1 ・３月　食育推進優良校の認定証交付


