
学校の概要 

（１） 沿 革 

 昭和５６年  ４月 １日  三郷市立丹後小学校創立  
 ４月 １日  三郷市立丹後小学校 初代校長 深谷隆康 就任 

        ６月２６日  プール竣工 
       １０月２０日  緑化計画に基づき樹木の植樹 
 昭和５７年  ２月 １日  飼育舎・記念樹植樹 
        ２月１０日  校章・校歌を制定し、開校記念日と定める 
        ３月２８日  児童数増加に伴いプレハブ教室増築 
 昭和５８年  ３月 ５日  アスレチック完成 
        ４月 ４日  児童数増加に伴い３教室プレハブ教室増築 
 昭和５９年  ３月３１日  観察池設置・散水栓２箇所増設 
        ４月 １日  三郷市立前間小学校開設に伴い学区変更、前間小学校へ分離２年生～ 

５年生 ３５６名転出 
        ４月     プレハブ教室解体（前間小変更分離により） 
 昭和６０年  ８月     散水栓１箇所増設 
 昭和６１年  ２月     県よい歯のコンクール優良校 
        ３月 ６日  築山・校庭一部芝生の植込み緑化 
        ４月     昭和６１年度学校研修課題 
               「子どもが生き生きと取り組む楽しい授業の工夫」（国語科） 
 昭和６２年  ２月     県よい歯のコンクール優良校 
        ４月 １日  二代目校長 菅谷貞夫 就任 
        ４月 １日  市教育委員会委嘱６２・６３年度算数科研究指定校 
               昭和６２年度学校研修課題 
               「個人差にこたえる授業の創造を目指して」（算数科） 
 昭和６３年  ２月１６日  市教育委員会委嘱 算数科研究発表（中間） 
        ２月１８日  県よい歯のコンクール優良校 
        ４月     昭和６３年度学校研修課題 
               「個人差にこたえる授業の創造を目指して」（算数科） 
       １２月 ２日  市教育委員会委嘱 算数科研究発表 
 平成 元年  ２月     県よい歯のコンクール努力校 
        ４月     平成元年度学校研修課題 
               「個人差にこたえる授業の創造を目指して」（算数科） 
 平成 ２年  ４月     平成２年度学校研修課題 
               「児童一人一人に運動の楽しさや喜びを味わわせる授業」（体育科） 
       １１月１１日  開校１０周年式典並びに歌唱祭 
       １１月２０日  市教育委員会委嘱 体力向上推進発表 
 平成 ３年  ４月 １日  三代目校長 清水 久 就任 
        ４月     平成３年度学校研修課題 
               「個に応じた授業の創設をめざして」（体育科） 
       １１月１４日  関東地区学校図書館研究大会分科会場 
 平成 ５年  ４月 １日  四代目校長 岩谷征昭 就任 
        ４月     平成５年度学校研修課題 
               「個に応じた授業の創設をめざして」（体育科） 
 平成 ６年  ２月１０日  プール全面塗装及びフェンス改修 
        ４月     平成６年度学校研修課題 
               「自ら考え主体的に行動できる児童の育成をめざして」（特別活動） 
 平成 ６年  ８月     校庭改修 
 平成 ７年  ４月     平成７年度学校研修課題 
               「自ら考え主体的に行動できる児童の育成をめざして」（特別活動） 
 平成 ８年  ４月 １日  五代目校長 宇田川 勝 就任 
        ４月     平成８年度学校研修課題 
               「自ら考え主体的に行動できる児童の育成をめざして」（特別活動） 
               県社会福祉協議会 社会福祉協力校の指定校 
 平成 ９年  ４月     平成９年度学校研修課題 

「たくましい体と豊かな心の育成」（体育科） 
１０月３１日  市教育委員会委嘱 体力向上推進研究発表 



 平成１０年  ４月     平成１０年度学校研修課題 
               「たくましい体と豊かな心の育成」（体育科・特別活動） 

県社会福祉協議会 社会福祉協力校の指定校 
 平成１１年  ２月     埼葛南部地区よい歯のコンクール優秀校 
               県よい歯のコンクール努力校 
        ４月     六代目校長 佐々木 六男 就任 
               平成１１年度学校研修課題 
              「たくましい体と豊かな心の育成」（体育科・特別活動） 
               市社会福祉協議会 社会福祉協力校の指定校 
        ８月     屋外運動場フェンス改修工事 
       １１月     アスレチック（ジャンボ滑り台）老朽化に伴い撤去 
 平成１２年  ２月     埼葛南部地区よい歯のコンクール優秀校    
        ３月     アスレチック（回旋塔）老朽化に伴い撤去 

４月 １日  平成１２年度学校研修課題 
              「心豊かに、たくましく生きる力の育成をめざして」（総合的な学習の時間） 

        三郷市教育委員会研究委嘱校 教科等（総合的な学習の時間） 
               市社会福祉協議会 社会福祉協力校の指定校 
               文部大臣 中曽根 弘文 より「学校保健統計調査実施校」の指定 
        ８月     フェンス（北側）改修工事 
       １１月１５日  埼葛南部地区よい歯のコンクール優秀校 
       １１月１８日  創立２０周年記念式典並びに祝賀会開催 
 平成１３年  ４月 １日  七代目校長 高際 正晴 就任 

        平成１３年度学校研修課題 三郷市教育委員会研究委嘱 
               「心豊かに、たくましく生きる力の育成をめざして」（総合的な学習の時間） 
               市社会福祉協議会 社会福祉協力校の指定校  

１１月２７日  三郷市教育委員会研究委嘱研究発表 
               「心豊かに、たくましく生きる力の育成をめざして」（総合的な学習の時間） 
平成１４年  ４月 １日  三郷市教育委員会研究委嘱 

               「心豊かに、たくましく生きる力の育成」（体力向上） 
市社会福祉協議会 社会福祉協力校の指定校 

１０月１８日  三郷市教育委員会研究委嘱研究発表 
               「心豊かに、たくましく生きる力の育成」（体力向上） 
平成１５年  ４月 １日  三郷市教育委員会研究委嘱 

               「心豊かに、たくましく生きる力の育成」（教育課題） 
市社会福祉協議会 社会福祉協力校の指定校 

平成１６年  ４月 １日  三郷市教育委員会研究委嘱 
               「心豊かに、たくましく生きる力の育成」（教育課題） 

市社会福祉協議会 社会福祉協力校の指定校 
      １１月１７日  埼葛国語教育研究会発表校 
平成１７年  ２月１６日  三郷市教育委員会研究委嘱研究発表 

               「基礎学力の向上をめざして」（教育課題） 
        ４月 １日  八代目校長 鈴木 博 就任 
              平成１７年度学校研修課題 
              「聞く力を育て、基礎学力の向上をめざして」 

市社会福祉協議会 社会福祉協力校の指定校 
平成１８年  ４月 １日  平成１８年度学校研修課題 
              「聞く力を育て、基礎学力の向上をめざして」 

市社会福祉協議会 社会福祉協力校の指定校 
平成１９年  ４月 １日  平成１９年度学校研修課題 
              「聞く力を育て、基礎学力の向上をめざして」 

市社会福祉協議会 社会福祉協力校の指定校 
               三郷市パイオニアスクール委嘱校 
 平成２０年  ４月 １日  九代目校長 石井 哲也 就任 
              平成２０年度学校研修課題 
              「聞く力を育て、基礎学力の向上をめざして」 

 平成２１年  ２月１３日  埼葛南部地区よい歯のコンクール努力校 
市社会福祉協議会 社会福祉協力校の指定校 

  ４月 １日  平成２１年度学校研修課題 
              「確かな学力を高める算数指導～意欲、思考力、表現力の育成～」 

                          読書のまち三郷推進事業研究協力校の指定校 



       ７月     県硬筆展覧会会場 
平成２２年  ２月     埼葛南部地区よい歯のコンクール優秀校  

     埼玉県学校歯科保健コンクール入選 
       ４月 １日  平成２２年度学校研修課題 
              「確かな学力を高める算数指導～意欲、思考力、表現力の育成～」              

                読書のまち三郷推進事業研究協力校の指定校 
              三郷市教育委員会研究委嘱 早稲田中学校区小中連携 

             ９月２５日  創立３０周年記念式典並びに祝賀会開催 
平成２３年  ２月     学校歯科保健埼葛南部地区審査会優秀校 
              埼玉県学校歯科保健コンクール入選 

４月 １日  十代目校長 小林 文雄 就任 
平成２３年度学校研修課題 

              「確かな学力を高める算数指導～意欲、思考力、表現力の育成～」              
平成２４年  １月２５日  三郷市教育委員会研究委嘱 「早稲田中学校区小中連携」教育発表会 
       ４月  １日  平成２４年度学校研修課題 
              「確かな学力を高める算数指導～意欲、思考力・表現力の育成～」 
       ７月２１日  校舎耐震補強工事開始  ８月３１日完了 
       ２月     埼玉県学校歯科保健コンクール入選 

  平成２５年  ４月 １日  平成２５年度学校研修課題 
               「思考力を高める指導方法の追求」 
               三郷市教育委員会研究委嘱 学力向上推進校 
       ５月２４日  屋内運動場耐震補強工事開始 １０月１５日完了 

 平成２６年  ４月 １日  平成２６年度学校研修課題 
               「思考力をはぐくむ指導方法の追求」 
               三郷市教育委員会研究委嘱 学力向上推進校 
       １１月 ６日  三郷市教育委員会研究委嘱 「学力向上推進研究」発表会 
 平成２７年  ４月 １日  十一代目校長 河田 嘉春 就任 
               特別支援学級「なかよし学級」新設 
       １１月 ４日  トイレ改修工事開始  ３月１５日完了 
 平成２８年  ６月３０日  空調設置工事開始  １０月２８日完了 
 平成２９年  ４月 １日  平成２９年度学校研修課題 
               「主体的に取り組み、学び合う児童の育成」 
               文部科学省委託 道徳教育の抜本的改善・充実に係る支援事業 
               埼玉県道徳教育研究推進モデル校 
               三郷市教育委員会委嘱 道徳教育推進研究 
       １０月２７日  散水設備設置工事開始  １月２６日完了 

２月 ９日  文部科学省委託 道徳教育の抜本的改善・充実に係る支援事業 
埼玉県道徳教育研究推進モデル校 
三郷市教育委員会委嘱 道徳教育推進研究 「道徳教育研究」発表会 

 平成３０年  ４月 １日  十二代目校長 菅原 成之 就任 
               平成３０年度学校研修課題 
               「主体的に取り組み、学び合う児童の育成」 
               三郷市教育委員会研究委嘱 小中連携教育推進校 
               三郷市教育委員会研究委嘱 英語活動・英語教育推進校 
        ２月 ６日  三郷市教育委員会研究委嘱 英語活動・英語教育推進研究 
               「英語活動・英語教育推進授業研究会」 
平成３１年  4月 １日  平成３１年度学校研修課題 

               「主体的に取り組み、学び合う児童の育成」 
               三郷市教育委員会研究委嘱 小中連携教育推進校 
 
 
 
 


