
学校沿革史 

 

年号 年度 特筆事項 歴代校長 児童数 

明治 ６ 田深西林寺で授業開始   

１２ 田深校が現市役所地に落成 岡  健太 ９９ 

２０ 郡高等小学校校舎落成 岡  健太 １６２ 

２１ 高等小学校寄宿舎落成 岡  健太 １６８ 

２３ 御真影・勅語下賜 神尾 金弥 １７２ 

２４ 教育費９２０円８９銭９厘 前田 寛次 １７８ 

２５ 高等小学校分教場設置 前田 寛次 ２２８ 

２６ 校舎増築落成 佐藤 惣吉 ２２８ 

２７ 郡中等高等小学校となる 佐藤 惣吉 ３１６ 

２９ 南北分校を独立となす 菅沼 幾太 ３９０ 

３０ 国東尋常小学校と改名 菅沼 幾太 ３９０ 

３４ 小原村と合併 国東町へ 後藤 文吾 ５６２ 

３６ 飯塚城址に校舎改築落成 後藤 文吾 ６３８ 

３９ 国東高等尋常小学校となる 河野 甚吉 ７２９ 

４０ 山吹分校開校 滝口 寿一 ７１９ 

４２ 補習科設置 校舎増築 小野 柄一 ７３３ 

４４ 運動場拡張 小野 柄一 ８０２ 

大正 ４ 御即位大典式 小山田精一 ９１９ 

８ 校旗披露式 河野 甚吉 １０１６ 

１１ 国東町役場落成式 今城亀治郎 １００６ 

昭和 元 青年訓練所設置 宮本 金六 ９１８ 

３ 講堂落成式 宮本 金六 ９１８ 

５ 大分県知事来校 宮崎  晋 １０３５ 

６ 乃木大将遺品展覧会  宮崎  晋 １０７１ 

７ 中部国語研究会 渡邉 吾郎 １０８９ 

９ 校舎改築 青年学校設置 野田  守 １１８５ 

１０ ラジオ・蓄音機設置 野田  守 １２０３ 

１１ 野田校長御親覧 野田  守 １２６５ 

１２ ピアノ設置 野田  守 １２９７ 

１３ 中部連絡運動会で優勝 野田  守 １２０４ 

１５ 第２回校旗制定 野田  守 １２４０ 

１６ 国東国民学校となる 平塚 春東 １２４６ 

２０ 終戦 御真影奉還 平塚 春東 １４０１ 

２１ 保護者会設置 仲村  勇 １４６７ 



 ２２ 小・中学校分離す 国東町立国東小学校と改名 西田小一郎 １２１６ 

２４ 国旗掲揚自由となる 西田小一郎 １２０３ 

２５ 県指定研究会開催 西田小一郎 １１９５ 

２６ 理科、家庭科教室新設 見初 義次 １１９６ 

２７ 創立８０周年記念 見初 義次 １１５１ 

２８ ８０周年記念誌発行 藤本  壽 １１４０ 

２９ 防火用水池施工 藤本  壽 １１９３ 

３０ 道徳教育研究会開催 末綱 元治 １１９８ 

３１ 国東小学校校歌制定 末綱 元治 １１２５ 

３２ 郡連ＰＴＡ研究会開催 池田 利次 １２４０ 

３３ 九州音楽コンクール出場 池田 利次 １２４９ 

３４ 県指定音楽研究発表会 池田 利次 １２１７ 

３５ 鼓笛隊発足 池田 利次 １１０３ 

３６ 創立９０周年記念行事 池田 利次 １０２３ 

３７ 山吹分校廃止統合 池田 利次 ９７５ 

３９ 特殊教育研究会開催 池田 利次 ９１３ 

４０ 県器楽合奏大会出場 池田 利次 ８９０ 

４１ 県指定書写研究会開催 尾崎勇太郎 ８７０ 

４２ 文部省主催林研究会開催 尾崎勇太郎 ８１４ 

４３ ＪＲＣ優良校表彰 尾崎勇太郎 ８０２ 

４４ プール完成 尾崎勇太郎 ７７９ 

４５ プール開き 尾崎勇太郎 ７６７ 

４６ 給食センターによる給食開始 鹿野 圓治 ７５０ 

４７ 創立１００周年記念行事 鹿野 圓治 ７３２ 

４８ 東西登校道舗装工事 鹿野 圓治 ６９７ 

４９ 県造形教育研究大会 宮園 勝視 ６６５ 

５０ 信仰者建設へ取り壊し 宮園 勝視 ６５９ 

５１ 校舎等建設工事 萱島 末男 ６４５ 

５２ 管理棟建設工事 萱島 末男 ６２０ 

５３ 体育館新設 造園工事 萱島 末男 ６２０ 

５４ 仲良し動物園完成 吉武 正行 ６１９ 

５５ ＰＴＡによる小山構築 吉武 正行 ６０５ 

５６ ロータリー完成 山本 師章 ５９８ 

５７ プール塗装 ピアノ寄贈 山本 師章 ６２５ 

５８ ゴミ物置小屋新設 時枝 高義 ６０４ 

５９ 警報装置新設 洗体漕設置 時枝 高義 ５８９ 

６０ 文部省指定同和教育研究 岡安 昭二 ５８６ 

６１ 同和教育研究発表会 岡安 昭二 ５５３ 



 ６２ 焼却炉改築 図書室改修 金澤 繁典 ５２４ 

６３ 体育館への渡り廊下改修 金澤 繁典 ４８０ 

平成 元 運動場排水工事 校旗新調 小野 宗範 ４７９ 

２ 運動場北側土手修理 小野 宗範 ４７４ 

３ 日赤より銀色有効賞受賞 小野  寶 ４３６ 

４ 校舎大規模改修工事 小野  寶 ４２５ 

５ 県指定ＰＴＡ研究校 福田 正巳 ４２５ 

６ ＰＴＡ研究公開発表 福田 正巳 ４２１ 

７ プール男子更衣室改修 清広 佳伸 ３９９ 

８ コンピューター七台購入 清広 佳伸 ３９２ 

９ 優良ＰＴＡ文部大臣表彰 福田 芳郎 ３５８ 

１０ 花いっぱいコンクール優秀賞 藤原 敏郎 ３５６ 

１１ 保健室温水シャワー設置 藤原 敏郎 ３６６ 

１２ プールサイド舗装 藤原 敏郎 ３５１ 

１３ 県ボランティア協力校 郷司 信義 ３３４ 

１４ 放課後児童クラブ開設 徳丸 宣英 ３３３ 

１５ 創立１３０周年記念行事 徳丸 宣英 ３４１ 

１６ 学力向上フロンティア校発表 山本 泰光 ３２４ 

１７ 国東市立国東小学校となる 山本 泰光 ３２９ 

１８ 児童安全ボランティア発足 山本 泰光 ３１４ 

１９ 創立１３５周年記念行事 山本 泰光 ３００ 

２０ ホームページ開設 重吉喜一郎 ２７９ 

２１ 上国崎小学校と統合 校舎耐震工事 重吉喜一郎 ２７２ 

２２ 太陽光発電システム設置 重吉喜一郎 ２６６ 

２３ 心を育てる体験活動推進事業 岡原 詔浩 ２５３ 

２４ 豊崎小学校と統合 創立１４０周年記念行事 岡原 詔浩 ２６３ 

２５ 県指定図書館活用推進教育研究発表 岡松  寛 ２５３ 

２６ 「単元を貫く言語活動」授業公開 岡松  寛 ２３５ 

２７ 「ちょボラ活動」開始 銅版表札設置 岡松  寛 ２４１ 

２８ 人権の花運動指定校 体育倉庫改修 岩光 一郎 ２２７ 

２９ 子ども読書実践優秀校文部科学大臣表彰受賞 岩光 一郎 ２０７ 

 


