
年　　　　　月 事　　　　　　　　　　　　項

１８９２　明治２５年　７月
村内各所に至る下記の学校を一括して能込尋常小学校と改称。之を以て同校の創立とす
る。面して何れも当分仮教場とする。
１尋常知心学校　２尋常勿謂小学校　３本城簡易小学校
４山浦簡易小学校　５平原簡易小学校

１８９８　明治３１年　４月 大字山浦の地を選びて、本校新築に着手し明治３１年４月竣工(元中学校跡地）

旧知新、勿謂の２教室を合併し、児童を新校舎に収容

浅浦・本城・山浦・広平・平原校を何れも分校とする。

本校・浅浦２教室は尋常４年迄を、その他は尋常２年迄を修業年限とする。

但し、広平校は新設分教室とする。

１９０８　明治４１年　４月 校名（能込尋常小学校）の村名と一致せざるを不便として能古見尋常小学校と改称

１９０９　明治４２年　４月 高等科を併置　依って能古見尋常高等小学校と改称

従来高等生は能古見村、南鹿島村、北鹿島村、八本木村、古枝村の５か村組合立鹿島高
等小学校に通学したりも同校は明治４２年３月迄にて解散

１９１２　明治４５年　７月 大正と改元

１９１２　大正　元年１０月 校舎の裏手に運動場を開く

１９２６　大正１５年１２月 昭和と改元

１９２８　昭和　３年　９月 本校敷地の下手に新校舎移転、敷地開拓着手

１９２９　昭和　４年　５月 新校舎二棟新築完成につき移転す

１９３０　昭和　５年 校舎一棟及び宿直室小使い室・養護室の一棟を新築

１９３５　昭和１０年　４月 講堂一棟を新築

１９４７　昭和２２年　５月 新制中学校開校

１９４９　昭和２４年　５月 本城分教場増築落成（１教室）

　　　　　　　　　　　９月 週五日制実施　昭和２５年９月１日廃止

１９５１　昭和２６年　７月 山浦分校新築落成

１９５４　昭和２９年１１月 ４分校共電話開通

１９５５　昭和３０年　３月 早ノ瀬分校を中川内に移転し、新校舎落成　中川内分校と改称

１９５５　昭和３０年１１月 校歌制定　作詞　橋本野酔　作曲小山章二

１９５６　昭和３１年　３月 浅浦分校新築落成

１９７０　昭和４５年　４月
中川内分校４年生及び山浦分校４年生を本校に吸収し、４年生までの分校は本城分校の
みとする（浅浦分校４年生の本校吸収は昭和１９年４月１日から）

１９７２　昭和４７年　６月 カラーテレビ購入

１９７５　昭和５０年　４月 本城分校４年生を本校に吸収

　　　　　　　　　　１１月 県小さな学校教育研究大会開催（山浦分校）

１９７６　昭和５１年　８月 放送機取り付け

　　　　　　　　　　　９月 台風１７号により本城分校被害甚大

１９７７　昭和５２年　４月 県教委委嘱研究指定（教育機器）

１９７８　昭和５３年　４月 市教委委嘱研究指定（教育機器）

１９７９　昭和５４年　３月 屋内運動場新築落成

１９８０　昭和５５年　２月 校舎建築　第１期工事完成

１９８１　昭和５６年　２月 校舎建築　第２期工事完成

１９８１　昭和５６年　３月 百周年記念式典　山浦分校、中川内分校、本城分校の３分校廃校

　　　　　　　　　　　５月 百周年記念庭園完成

１９８１　昭和５６年　７月 総合遊具竣工祭

　　　　　　　　　　　８月 新倉庫建設（体育用具）

 １　学　校　沿　革

   (1)　沿　革



年　　　　　月 事　　　　　　　　　　　　項

１９８２　昭和５７年　４月 浅浦分校の３年生は本校に統合

 　　　　　　　　　 １１月 市教育研究発表会（特別活動）

１９８３　昭和５８年１１月 県書写書道教育研究研究発表会開催

１９８４　昭和５９年  ４月 勤労生産学習についての文部省指定　県・市の研究委嘱を受ける。

 　　　　　　　　　　 ４月 梅林６㌃開墾、実習畑にする。

                      ９月 みかん園４７㌃を市に返還

                    １１月 市教育研究発表会、収穫祭、種子おくりの式（勤労生産学習）

１９８５　昭和６０年  ７月 市内水泳大会優勝（能古見小プール）

                    １１月 勤労生産学習研究発表会（収穫祭、種おくり式、発表）

１９８６　昭和６１年  １月 能古見みどりの少年団結成

                      ３月 能古見小学校みかん園解散式（能古見公民館、農協支所）

１９８７　昭和６２年  ３月 相撲場新設（昭和６２年３月１４日完成）

１９８７　昭和６２年  ４月 佐賀県愛鳥モデル校指定を受ける

                    １０月 ソニー教育資金優良校授賞（学校会員加入）

１９８８　昭和６３年  ４月 学校保健統計実施校に指定を受ける（文部省）

                    １０月 花いっぱい運動優良授賞

１９８９　平成　元年　８月 校舎北側全面舗装

　　　　　　　　　　１１月 人権花の運動協力校として感謝状を受ける（法務局）

１９９０　平成　２年　３月 体育館暗幕新装　ＰＴＡ会員等によるシャクナゲ園作成・寄贈

　　　　　　　　　　　８月 浅浦分校、トイレ及び倉庫改修工事完成

１９９１　平成　３年　２月 分校校歌制定　作詞　石井正憲　作曲　伊東直樹

　　　　　　　　　　　３月 観察池完成

　　　　　　　　　　　８月 運動場側溝完成　プールシャワー、便所、更衣室竣工（木下建設）

　　　　　　　　　　　９月 分校室内塗装完成

１９９２　平成　４年　９月 浅浦分校体育倉庫解体新築完成

　　　　　　　　　　　９月 上掲用校旗２枚完成　能古見小同窓会より

　　　　　　　　　　１０月 浅浦分校門柱建立　浅浦分校ＰＴＡ

　　　　　　　　　　１１月 県僻地教育並びに小さな学校研究大会開催

　　　　　　　　　　１１月 当校出身童話作家・西沢杏子さんより児童用図書１００冊寄贈

　　　　　　　　　　１２月 校門前アスファルト舗装

１９９２　平成　４年　８月 パソコン３台導入設定

　　　　　　　　　　１１月 西校舎外壁工事

１９９４　平成　６年　６月 体育館放送設備改修

　　　　　　　　　　１１月 校門前池完成（同窓会寄贈）給食室シャッター取り替え工事

　　　　　　　　　　１２月 文部省指定佐賀県教育委員会・鹿島市教育委員会委嘱道徳教育研究発表会

１９９５　平成　７年　８月 ファックス設置（パソコン通信兼用）飼育小屋・百葉箱設置

　　　　　　　　　　　９月 公衆電話体育館前移転

１９９５　平成　７年１０月 体育館前通路人工芝取り付け　観察池改修

　　　　　　　　　　１１月 鹿島市教育研究大会（道徳教育）



年　　　　　月 事　　　　　　　　　　　　項

１９９６　平成　８年　１月 ６年生記念植樹　梅３５本　栗８本（農園）

　　　　　　　　　　　３月 職員植樹　もみじ２０本　（運動場上山林）

　　　　　　　　　　　４月 特別支援学級開設（２年２名、６年１名）

　　　　　　　　　　　５月 学校医納富信茂氏より油絵寄贈

　　　　　　　　　　　６月 プール排水口蓋補強工事　東側金網フェンス補修工事

　　　　　　　　　　　６月 愛鳥モデル校指定（５ヶ年）

　　　　　　　　　　　７月 空調設備竣工（校長室・職員室・事務室・図書室・保健室・分校職員室）

　　　　　　　　　　　９月 ミニ牧場完成

１９９６　平成　８年１１月 桜の木１０本寄贈（本校卒還暦同窓会記念：代表　中村宗平）

　　　　　　　　　　１１月 愛鳥モデル校記念植樹

１９９７　平成　９年　２月 ４年生　ドングリの種まき（森林育成事業、３ヶ年計画）

　　　　　　　　　　　３月 ごみステーション完成

　　　　　　　　　　　６月 プール改装竣工

　　　　　　　　　　　９月 分校玄関改装

１９９８　平成１０年　８月 分校窓サッシに改装

　　　　　　　　　　　９月 観察池への水引き工事（塩ビパイプ）

　　　　　　　　　　１０月 ミニ牧場柵拡張工事（職員作業）

　　　　　　　　　　１１月 鹿島市教育研究大会（国語科：音声言語）

　　　　　　　　　　１２月 親子観劇会（民話芸術座「火の鳥」）

１９９９　平成１１年　４月 東玄関付近舗装完了

　　　　　　　　　　　８月 保健室浴槽設置　分校校舎屋根瓦全面改修

　　　　　　　　　　　９月 台風１８号のため臨時休校

　　　　　　　　　　１１月 能古見ふれあい祭りスタート年

　　　　　　　　　　１２月 県立宇宙科学館見学（４年～６年）

２０００　平成１２年　２月 中木庭ダムの夢を語る会（６年）　映画鑑賞会（人権教育）

　　　　　　　　　　　４月 グランド改修竣工

　　　　　　　　　　　５月 鹿島療育園との交流学習（１０月、１２月）五年生・６年生）

　　　　　　　　　　　６月 童話作家西沢杏子先生（浅浦分校出身）課外授業

２００１　平成１３年　５月 環境教育（ＷＷＦ）現地研修４・５年生

　　　　　　　　　　　８月 パソコン室設置２０台導入

　　　　　　　　　　１１月 校内緊急用送信機設置

２００２　平成１４年　２月 記念植樹６年　記念植樹１年分校

２００２　平成１４年　５月 環境教育（ＷＷＦ）４･５年生

　　　　　　　　　　　９月 花と緑を広める環境美化活動　花の定植式

　　　　　　　　　　１０月 学校適応等支援事業開始～３／２０

　　　　　　　　　　１１月 花の贈呈式　６年生ダービースクールとの交流会

　　　　　　　　　　１１月 音楽観賞会（県警音楽隊）

２００３　平成１５年　１月 運動場砂流失防止工事開始

　　　　　　　　　　　２月 西沢杏子講演（本校・分校）　運動場砂流失防止工事竣工検査

　　　　　　　　　　　４月 ケーブルテレビ設置



年　　　　　月 事　　　　　　　　　　　　項

２００３　平成１５年　５月 総合遊具補修工事

　　　　　　　　　　　５月 県子ども芸術劇場「祭り太鼓がやってきた」

　　　　　　　　　　１２月 南側バイパス全面開通に伴う通学路変更

２００４　平成１６年　４月 市政５０周年記念航空写真撮影

２００５　平成１７年　３月 体育館西側フェンス補習完了

　　　　　　　　　　１１月 本物の舞台芸術体験（広島交響楽団）

２００６　平成１８年　３月 中木庭ダム完成記念植樹６年生

　　　　　　　　　　１２月 国際交流学習（アメリカ在住６年生来校）

２００７　平成１９年　２月 百周年記念碑庭補修完了

　　　　　　　　　　　７月 教室棟大規模改修工事（第１期）

　　　　　　　　　　１１月 鹿島市教育研究大会発表（総合的な学習）

２００８　平成２０年　６月 県子ども芸術劇場「人形劇：手袋を買いに」「くるみ割り人形」

　　　　　　　　　　　７月 管理棟大規模改修工事（第２期）

２００９　平成２１年１０月 鹿島市子どもの映画鑑賞普及事業　映画鑑賞会「ぞう列車がやってきた」飼育小屋増築

２０１０　平成２２年　３月 学校緑化環境モデル事業　完成式典　「みんなの森」完成

　　　　　　　　　　　９月 第１回能古見ふれあい大運動会（地区との合同運動会）

　　　　　　　　　　１１月 人形劇鑑賞会　人形劇団「ひとみ座来校実演」

２０１１　平成２３年１１月 佐賀県先進的ＩＣＴ利活用教育推進事業により「電子黒板３台」（うち分校１台）導入

　　　　　　　　　　１１月 次代を担う子どもの文化芸術体験事業　日本奇術協会来校実演「マジックショー」

２０１２　平成２４年１１月 鹿島市教育研究大会発表（算数）

２０１３  平成２５年　２月 開校１２０周年・体育館耐震工事完了に伴う落成記念式典

　　　　  　　　　　　８月 浅浦分校運動場改修工事

２０１４  平成２６年　６月 ふれあい囲碁教室（４年生以上）

　　　　　　　　　　１１月 文化芸術による子供の育成事業　オーケストラ音楽鑑賞会

　　　　 　　　　　 １２月 文化芸術による子供の育成事業　邦楽グループ「玉手箱」公演

２０１５　平成２７年　４月 「生きる力をはぐくむ歯・口の健康づくり推進事業」の推進学校委嘱

　　　　　　　　　　１１月 文化芸術による子どもの育成事業　人形劇「ピノキオ」

２０１６　平成２８年　２月 校舎北側駐車場整備（ライン引き・車止め設置）

                    １１月 「生きる力をはぐくむ歯・口の健康づくり推進事業」研究発表会及び鹿島市教育研究大会開催

                    １２月    文化芸術による子供の育成事業　伝統芸能：能楽「囃子堂」

２０１７　平成２９年　９月 文化芸術による子供の育成事業　児童劇「三枚のおふだ」

２０１８　平成３０年　３月 浅浦分校　閉校

　　　　　　　　　　　７月 能古見小学校同窓会より「能古見ふれあい大運動会」のリレー優勝旗寄贈

　　　　　　　　　　　７月 幕末維新博覧会　体験

　　　　　　　　　　１０月 文化芸術による子どもの育成事業　日本奇術協会来校実演「マジックショー」

２０１９　平成３１年　２月 全国健康づくり推進学校優良校として日本学校保健会より表彰

　　　　　　　　　　　４月 空調設備工事

　　　５月１日から令和元年


