３

学校の沿革

（１）
期日

本校の沿革
あ

ゆ み

校 長 名

期日

あ ゆ み

〈明治〉
〈昭和〉
45.４.２ 鹿児島市立清水尋常小学校として創立 １ 池 田 武 吉 39.11.10 文部省指定道徳教育研究公開
児童数 1,040 人 学級数 21 学級
(45.４.１～)
職員数 26 人
42.６.17 優良ＰＴＡとして県ＰＴＡから表彰を受
〈大正〉
.
ける。
２.２.11 校旗及び徽章の制定。
44.12.３ 北校舎東側８教室を焼失
６.７.29 第１回錦江湾横断遠泳
45.１.25 郷土誌｢わたしたちの清水校区｣発刊
10.11.20 創立１０周年記念祝賀大運動会実施
45.４.１ 龍水小学校廃校により同地区海岸地区
終了後１０周年記念唱歌を合唱し，校区
(花倉～平松)を統合
内を旗行列して巡る。
45.８.５ 校舎焼失場所に鉄筋三階建８教室新築
〈昭和〉
46.12.16 鉄筋校舎に接続して４教室と水洗便所増
４.４.23 校歌制定
築
作詞 佐々木信香(第七高等学校教授)
47.３.16 南校舎東側６教室解体工事終了
作曲 山 田 耕 筰
47.11.４ 創立６０周年記念行事(祝賀パレード，
山田耕筰先生校歌指導のため来校
慰霊祭，記念式，祝賀会)挙行
５.６. 旧敷地に隣接し東側に校地拡張
47.11.４ 郷土誌｢わたしたちの清水校区｣改訂版発
２ 伊集院兼祥
行
(７.11.８～) 48.３.５ 東・北側ブロック塀，フェンス工事完了
14.６.３ 高等科併置が認可され清水尋常高等小学 ３ 寺 師 宗 吾 50.３.20 講堂内放送設備新設，理科準備室設置
校と校名変更
(14.４.10 ～) 51.３.10 全教室カラーテレビ設置
15.６.１ 国旗掲揚台竣工式及び掲揚始式挙行
16.４.１ 国民学校令により清水国民学校と改称
52.11.20 ＰＴＡバザー開催
16.11.16 創立３０周年記念式典挙行
52.11.22 市教育研究集会公開(社会科)
同窓会により亡師亡友の碑建立
53.２.27 南側フェンス工事完成
20.７.30 戦災により全校舎焼失
４ 盛 岡 昌 大 53.４.１ 標準服制定
21.６
バラック建１７教室完成
(18.４.１～) 53.10.28 九州音楽教育研究会公開発表(音楽科)
22.４.１ 文部省令により清水小学校と校名改称
53.11.16 ＰＴＡバザー開催
53.12.20 郷土誌｢わたしたちの清水校区｣再訂版発
23.５.27 運動場西側稲荷河畔沿い本建築二階建４ ５ 福 元 実 徳
行
教室新築(第１期)
(23.４.１～) 54.４.６ 仲良し学級開設
25.３.７ 第１期工事に隣接し，６教室増築(第２
54.11.３ 西郷どん遠行，妙円寺遠行
期)
54.11.28 市教育研究集会公開(音楽科)
26.６.28 校舎西側に二階建普通教室４，養護室， ６ 中村盛之助 55.３.31 新校舎落成(鉄筋 787.63 ㎡)
職員室，校長室，事務室の本館新築 (第 (26.４.１～) 55.６.14 新校舎落成祝賀行事(ＰＴＡ主催)
３期)
55.７.29 校門新設工事完成
27.５.23 校舎北側に二階建６教室，渡り廊下，
55.８.19 アナライザー設置(視聴覚室)
玄関竣工(第４期)
55.10.７ ソニー理科教育賞受賞
27.６.10 上記校舎に接続し，普通教室２，使丁室，
55.10.15 体育倉庫竣工
宿直室，西側便所完成(第５期)
56.２.２ 学級園フェンス取付完了
27.10.20 北側校舎接続し，中央土間，ベランダ付
56.３.23 渡り廊下，造形砂場工事完了
６教室，本館前便所，正門完成(第６期)
56.４.17 半円形日時計設置(ソニー理科教育賞受
27.10.26 創立４０周年記念式典挙行
賞記念)
28.４.13 北側校舎に接続し，二階建４教室増築
56.10.22 新校舎(鉄筋四階建特別教室)着工
(第７期)
56.11.27 南日本花だんコンクール特選受賞
29.５.25 東側に木造平屋建２教室，体育倉庫新築
56.11.27 美術館子どもの絵画展学校賞受賞
(第８期)
57.１.19 市教育研究集会公開(理科)
29.11.３ 校舎落成記念式典挙行
57.６.14 新校舎(鉄筋四階建特別教室)竣工
31.５.２ 木造平屋建２教室増築(第９期)
７ 会 田 強 57.７.27 錦江湾横断遠泳復活
32.７.31 東校舎二階建４教室増築(第 10 期)
(30.９.１～) 57.10.１ ソニー理科教育賞優秀賞受賞
33.４.30 校庭拡張(稲荷川沿い)約２５０坪
57.11.20 創立７０周年記念式典挙行
37.11.３ 創立５０周年記念式典挙行
８ 柊 元 良 男 57.12.20 体育施設完成
38.４.１ 道徳教育研究校として文部省より指定を (35.４.１～) 58.２.22 創立７０周年記念造園築山完成
受ける。
58.６.23 アメリカ合衆国カリフォルニア州サリナ
38.６.４ 講堂落成
ス地区教員研修者一行来校
58.６.29 市教育研究会授業公開（図画工作科）

校 長 名

９ 野村秀三
(39.４.１～)
10 岩 切 正 行
(42.４.１～)

11 西 村 義 雄
(45.４.１～)

12 大内山喜三郎
(47.４.１～)

13 藤 善 照 矩
(50.４.１～)
14 津 崎 邦 博
(52.４.１～)
15 濱 里 正 治
(53.１.１～)

16 中 村 利 廣
(55.４.１～)

17 前 村 義 巳
(58.４.１～)

期日

あ

ゆ み

校 長 名

期日

あ ゆ み

校 長 名

〈昭和〉
〈平成〉
58.８.２ 錦江湾横断遠泳
５.８.６ 集中豪雨で稲荷川氾濫， 校内１５０㎝
58.11.10 県図画工作教育研究大会研究授業公開
浸水 全棟一階，屋内運動場全面改装
58.11.28 給食室竣工
５.９.３ 台風１３号襲来のため臨時休校
59.１.19 日本交通安全協会より交通安全指導表彰
５.10.25 公立学校施設災害復旧費査定のため文部
59.３.31 プール竣工
省，建設省来校
59.６.26 市教育研究大会公開(社会科)
６.３.17 被災校舎完全復旧
59.８.３ 錦江湾横断遠泳
６.５.10 堀之内健志教諭他界
59.11.23 全国同和教育研究大会会場校
６.５.21 鹿大留学生との交歓会
60. 3.15 郷土誌｢わたしたちの清水校区｣改訂版発
６.６.13 豪雨により臨時休校
行
６.７.30 錦江湾横断遠泳
60.７.13 鹿大留学生との交歓会
６.10.30 市教育委員会学校訪問
60.７.25 錦江湾横断遠泳
７.３.28 飼育舎完成
60. 8. 1 郷土室設置
７.５.20 鹿大留学生との交歓会
21 上 田 順 作
60.10.31 県研究協力校｢郷土教育｣公開研究
７.６.29 市教育研究会道徳部会(会場)
(７.４.１～)
60.11.２ 九州音楽研究大会(授業提供)
７.８.３ 錦江湾横断遠泳（116 人，１時間 50 分）
60.11.17 「亡師亡友の碑」正門前の築山に移転
７.10.２ あいさつ通り設定
61.３.20 郷土カルタ発刊
７.11.14 校長室，音楽室にクーラー設置
61.５.14 プール上屋着工
８.３.１ プール全面塗装完了，上屋の再設置
61.５.21 ニュージーランドの児童との交歓会
８.６.27 市教育研究会国語部会(会場)
61.５.26 講堂解体工事
８.７.22 錦江湾横断遠泳(第１５回)
61.６.12 プール上屋完成
（99 人，１時間 40 分）
61.７.26 錦江湾横断遠泳
８.９.11 堆肥舎完成
61.11.９ ＰＴＡバザー
８.12
裏庭塀の改築工事(稲荷川増水時の配水
62.３.１ ｢清水の自然｣発刊
管設置のため ９年３月工事完了)
62.３.９ 校内テレビ放送開始
９.２.25 稲荷川の魚観察用ステージ完成
62.３.16 屋内運動場竣工
９.５.17 鹿大留学生との交歓会
62.３.25 温室，観察池，砂場完成
９.６.６ 県巡回芸術劇場｢クラシックバレエ｣鑑賞
62.８.３ 錦江湾横断遠泳
18 藏満規司男 ９.６.26 鹿児島養護学校との交流教育(５年生)
62.11.10 ｢山坂達者｣研究公開
(62.４.１～) ９.７.28 錦江湾横断遠泳（87 人，２時間 29 分）
63.２.20 校区公民館竣工
10.２.13 Ｂ・Ｃ棟の三階渡り廊下の屋根工事完成
63.５.17 ニュージーランドの児童との交歓会
10.３.６ 農具舎，楽焼釜横に設置
63.８.４ 錦江湾横断遠泳
10.７.30 錦江湾横断遠泳（81 人，１時間 26 分） 22 浦 口 英 樹
63.11.９ 鹿大留学生との交歓会
10.８.１ 飼育舎の移転工事完了
(10.４.１～)
〈平成〉
10.10.１ 購買部の業者委託開始
１.２.２ 防球ネット完成
10.11.30 理科室，職員室５教室にクーラー設置
１.３.25 校庭排水工事完了
11.３.19 校舎増築本体工事(鉄筋四階建便所)竣工
１.５.16 ウィロパークとの交歓会
11.３.26 鹿児島市環境衛生大会で表彰される。
１.７.24 錦江湾横断遠泳
11.３.31 Ｃ棟に卒業記念の時計５台設置
２.２.７ 特別活動研究公開
11.７.20 錦江湾横断遠泳(63 人，１時間 30 分)
２.６.29 市教育研究会特別活動部会(会場校)
11.10.23 県地方法務局長・県人権擁護連合会長よ
２.７.28 錦江湾横断遠泳
り感謝状受賞
２.11.８ 地区同和教育指導者研究会(会場校)
11.11.16 上町地区学校保健研究会公開
３.８.３ 錦江湾横断遠泳
19 松 村 睦 朗 12.２.１ ブランコ等設置
３.11.９ 鹿大留学生との交歓会
(３.４.１～) 12.２.10 体育館横フェンス工事完了
３.11.21 全国音楽教育研究大会(１の４授業)
12.６.20 市教育研究会小中連携部会(会場)
４.７.23 錦江湾横断遠泳
12.７.24 錦江湾横断遠泳(63 人，２時間 06 分)
４.９.12 学校週５日制実施
12.９.16 水泳同好会 県社会体育優良団体表彰
４.11.７ 鹿大留学生との交歓会
12.11.13 市教委計画学校訪問(１１名来校)
４.11.21 創立８０周年記念式典挙行 校旗新調
12.11.24 市教育研究会生活科社会科部会(会場)
管理棟屋上に看板設置
12.12.16 パソコンの入替工事完了(２１台)
５.１.27 市教育研究会算数部会(会場)
13.７.21 Ｂ棟校舎大改造工事開始
23 石 塚 修 身
５.３.７ タイムカプセル収納庫設置
13.７.27 錦江湾横断遠泳第 20 回記念大会
(13.４.１～)
５.５.22 鹿大留学生との交歓会(１０名来校)
20 羽 生 昌 弘
（35 人，１時間 37 分）
５.７.27 錦江湾横断遠泳中止
(５.４.１～) 13.10.22 鹿児島聾学校との交流(４年生)
(台風５号，８･６水害のため)
13.11.12 芸術鑑賞劇場(東京金管五重奏団)鑑賞

期日

あ

ゆ み

校 長 名

期日

あ ゆ み

校 長 名

〈平成〉
〈平成〉
13.11.20 市教育研究会(基礎基本，算数部会)会場
21.３.10 劇団四季鑑賞会(６年）「人間になりたが
14.１.28 プール飛び込み台撤去
った猫」
14.３.13 Ｂ棟校舎大改造工事完了
21.３.23 校庭タイル貼り舗装工事完了
14.４.１ ひまわり学級開設
21.７.27 第５５回(復活28回)錦江湾横断遠泳
14.７.31 錦江湾横断遠泳(65 人，１時間 39 分)
(児童 74 人，１時間 28 分)
14.10.13 校内ＬＡＮ工事(光ファイバー通信)完了
21.８.27 第６０回鹿児島県図画作品展優秀学校賞
14.10.14 清水小水泳同好会 文部科学省より社会
受賞
体育優良団体として表彰される。
21. 11 新型インフルエンザにより学級・学年閉
14.11.24 創立９０周年記念式典挙行
鎖
15.１.25 体育館屋根の工事
22.１.26 Ｃ棟外壁補修工事完了
15.２.11 給食室前渡り廊下設置
22.２.18 ちんどん屋パフォーマンス
15.３.20 郷土誌｢わたしたちの清水校区｣４訂版
22.４.１ 特別支援教育支援員配置
26 海老原祐次
発行
22.７.16 第 59 回読売教育賞地域社会教育活動
(22.４.１～)
15.５.28 プールサイドテント完成（２張)
最優秀賞受賞「錦江湾横断遠泳」
15.７.23 錦江湾横断遠泳(69 人，１時間 38 分)
22.８.４ 第５６回(復活29回)錦江湾横断遠泳
15.８.28 Ａ棟２・３階廊下壁面塗装完了
(児童 100 人，１時間 41 分)
15.10.３ 校庭トイレ完成
23.３.18 東日本大震災による募金活動
15.11.27 市研究協力校(基礎学力定着)研究公開
23.４.30 屋外プール目隠しシート取付
15.12.５ 市小中学校芸術鑑賞劇場(混声四重唱マ
23.６.８ 普通教室冷房設備工事完了
ーシャル７２７演奏会)
23.７.23 第５７回(復活30回)錦江湾横断遠泳
16.１.22 県学校給食準優良校表彰
(児童 99 人，１時間 25 分)
16.７.24 錦江湾横断遠泳(73 人，１時間 34 分)
24 津之地清憲 23.８.１ 校訓・清水魂看板設置
16.９.６ 校庭整地工事完了
(16.４.１～) 23.９.１ 学校ボランティア事業開始
16.11.24 船上環境教室(６年生)
24.２.３ 体育館外壁補修工事完了
17.１.13 県学校給食準優良校表彰
24.３.18 第４８回ＭＢＣラジオ私たちの作文コン
17.２.７ 上町地区五校あいさつ運動開始
クール奨励賞受賞
17 ４.６ １年 ３０人学級制度開始(４学級編制)
24.４.３ 市スクールカウンセラー（１名）配置 27 寺 師 千 歳
17.５.20 元標看板，管楽器，図書，刈払機等寄贈
24.５.16 創立 100 周年記念「航空写真撮影」
(24.４.１～)
17.５.29 学校評議員制度導入
24.７.24 創立 100 周年記念
17.７.27 錦江湾横断遠泳（67 人，1 時間 38 分）
第５８回(復活31回)錦江湾横断遠泳
18.１.23 水泳同好会，読売新聞社から「きらめき
(児童 111 人，１時間 44 分)
っ子」大賞選考委員特別賞を受賞
24.11.18 創立 100 周年記念
18.３.13 運動場南側水飲み場全面改修
「学習発表会・式典・講演会」
18.３.20 児童クラブ春日保育園敷地よりＣ棟１階
25.２.15 市教育委員会研究協力校「確かな学力」
に移転
の育成（言語活動）研究公開
18.４.１ すみれ学級開設
25.２.24 創立 100 周年記念
18.７.31 錦江湾横断遠泳復活２５回記念大会
「校庭百周リレーマラソン大会」
(児童 72 人，OB30 人，１時間 34 分)
25.３.17 第４９回ＭＢＣラジオ私たちの作文コン
19.１.31 Ａ棟外壁補修工事完了
クール奨励賞受賞
19.３.２ 薬物乱用防止キャラバンカー体験学習
25.３.21 創立 100 周年記念
19.７.21 第２６回(通算53回)錦江湾横断遠泳実施 25 池 田 昭 夫
「ビオトープ及び井戸設置」
(児童 60 人，１時間 26 分)
(19.４.１～) 25.７.28 第５９回（復活３２回）錦江湾横断遠泳
19.11.１ 第５８回南日本文化賞受賞
25.９
Ｂ棟外壁補修工事完了
「錦江湾横断遠泳」
26.８.５ 第６０回錦江湾横断遠泳
20.２.17 清水校区あいご会研究公開
（児童 77 人，１時間 29 分）
20.５.26 市教委計画学校訪問
26.９.10 体育館トイレ改修工事完了
20.５.26 第２７回(通算54 回)錦江湾横断遠泳
27.３.９ プールトイレ改修工事完了
(児童 76 人，１時間 25 分)
27.７.22 第６１回錦江湾横断遠泳
28 室屋賢三
20.８.31 第５９回鹿児島県図画作品展最優秀学校
（児童 78 人，２時間 23 分）
(27.４.１～)
賞受賞
27.10.10 第１回土曜授業開始
20.10.18 明るく楽しい学校づくり市民大会実践発
27.10.29 市教育委員会計画学校訪問
表
27.11.17 市教育委員訪問（外国語活動授業参観）
20.10.26 「絵で伝えよう！わたしの町のたからも
の」絵画展学校賞受賞
21.２.９ 鹿児島市学校版環境ＩＳＯ認定

