本校の沿革（略年表）
年度

主

要

事

項

昭和
２８

仮称「代陽西校」と決定（7.8）
設計計画書提出（12.15 角田重善千熊大教授設計）

２９

一期工事着工（コンクリート３階西半分 3.8）

３０

二期工事着工（1.10）一期工事竣工（3.28）
○山田実代陽校校長着任 ○八代市立八代小学校として開校 入学式（4.8 代陽校講堂）
始業式（4.9）４年以上授業開始（4.12）児童数 1241 名 学級数 24 職員数 30 大築島分
校を編入（6.1）校歌制定（8.31） 二期工事竣工（9.16）

３１

給食開始（ＰＴＡ寄贈による仮給食調理室竣工 1.13
それまでは代陽校へ委託） 第１
回卒業式（3.26） ○澤田憲治校長着任（２代）１～３年生西の丸校舎より移転（4.10）
トラックで 1400 台分土盛作業（寄贈）
三期工事竣工、全児童が本校で勉強できるようになった(7.19)。仮設プール設置（三楽寄
贈） 専用給食室竣工・火入れ式（9.1） ＰＴＡ整地・植樹作業（９月・12 月） 校舎校
地落成竣工式並びに祝賀旗行列（9.20）
横綱栃錦 栃光等春日野一門力士本校土俵で相撲指導（12.15）

３２

校内家庭生活指導研究会（福岡学芸大小野テル助教授指導 3.13） 文部省施設視察（4.26）
プール建設のため第一回廃品回収（6.9） ＰＴＡ体育保健委員会表彰 ＰＴＡ全国表彰
優良子ども銀行として県知事賞受賞

３３

県指定家庭生活指導研発表会（3.4） 学校図書館表彰（努力賞）
プール開き（6.23）テレビ取り付け（５台 10.17）

３４

○野口春生校長着任（３代）
造（11.1）

３５

優良図書館として表彰（熊日 3.14） きれいな言葉推進運動開始
臣賞、日銀総裁賞（10.17） 市内学校園コンクール２位

３６

大築島分校廃止（4.3）
察長官賞受賞（10.11）

給食優良校として文部大臣賞受賞（9.26） 子ども会交通委員会警

３７

全国教育美術展奨励賞

図書館コンクール優秀賞（九州地区）

３８

ガールスカウト全国大会８名参加（長野県）

３９

全国学校図書館協議会長賞受賞 制服制定
市教委研究委嘱校発表会（図工）

４０

体育館落成式（7.17） ＰＴＡ県表彰 全国美術展学校賞（８月）
クール学校奨励賞 記念碑「敬愛」竣工

４１

交通事故をなくすため集団登校班編成（5.14） 図書館コンクール文部大臣賞（1.17）
ＰＴＡＯＢ白鳥会誕生（2.27） 岩石園竣工（3.24）全国ＰＴＡ表彰市交通安全協会表彰

４２

○粟谷武彦校長着任（４代）
良賞

４３

体育館渡り廊下落成（３月） 校歌碑除幕式 TV・オルガンを全学級に設置（５月）
ＲＫＫ器楽コンクール優良賞 むし歯半減運動優良校

４４

新年競書大会最優良賞(１月)○富田貴之校長着任（５代）投擲板設置
え PTA 回収による国旗掲揚台落成 RKK 器楽コンクール優良賞

４５

体育館付属便所竣工 宿直廃止（9.1） 交通安全県民会議表彰 耐火書庫
二基設置 非常ベル・水銀灯取り付け 岩石園設置 市教委研究委嘱校発表

４６

子ども銀行中央表彰（文部大臣賞・日銀総裁賞）
○脇坂寅雄校長着任（６代） ナイター施設設置

上水道ポンプ設置

４７

小鳥舎設置 はばたけ白鳥像修復（林田三男作）
１位受賞 熊大附小と合同研究発表

ＰＴＡだより県コンクール

第三校舎竣工（階上図書館）

いちょうの庭、白鳥の池築
優良子ども銀行大蔵大

県生活画コンクール学校賞・会長賞（９月）

交通安全宣言校
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プール竣工（5.3）

宣言塔除幕式

ＮＨＫ全国図画コン

ＲＫＫ器楽コンクール優

体育館床面張り替

年度

主

要

事

項

４８

○本村繁雄校長着任（７代） 白鳥交通公園竣工（林田三男作） ＰＴＡだよりコンクー
ル２位 創立２０周年記念中庭瓢箪池・記念碑「信頼」竣工（2.27） 同 校門横掲示板設
置 創立２０周年記念式典（S49.3.3）

４９

PTA だより県優秀校

５０

中央便所修理（８月）本館北側半分窓取り替え

洗口場設置

５１

楽焼き小屋新設
り主席入賞

本館北側東半分窓取り替え

５２

水泳クラブ風呂設置 ステレオ・タイムカプセル設置
ＰＴＡだより１位入賞 運動場排水工事

５３

防球ネット取り付け
付け

５４

テレビ据え付け（１，２年教室に６台） 集中豪雨による水浸しのため給食中止（7.11）
全国花いっぱいコンクール優良校 プール循環装置竣工

５５

縦割り清掃班編制（６月）
（11.27）

５６

○金橋良治校長着任（９代）

５７

第一校舎屋上雨漏り防止工事

５８

○石川卓弥校長着任（１０代）

５９

用務員住宅・楽焼き舎解体

６０

○伊藤徹郎校長着任（１１代）管理特別教室棟竣工（2.20）
創立３０周年記念式典 第一運動場改装 前庭造園 遊具新設

６１

国旗掲揚台・体育館倉庫竣工

６２

市教委研究委嘱校研究発表（11.4）
レの塗装、修理

６３

○江島昭典校長着任（１２代） 小牧場建設
グランドピアノ購入 上水道施設設置

平１
成
２

交通安全子ども自転車大会２位

PTA 文部大臣賞表彰

西門プロック壁 50 ｍ完成（10 月）

プール北側緑地造園工事完了

給水タンク取り替え

学校歯科保健委嘱研究発表
ＰＴＡだよ

○橋本洗心校長着任（８代）

北門横ブロック壁一部完成

県生徒指導事例研究校事例報告

火災報知器取り

市教委研究委嘱校研究発表

警備保障開始
体育館屋根塗装（2.16）

既設校舎改修工事

水道施設設置

校舎改築起工式（8.16）

校地南側溝改修
掲示板改築

市下水道施設設置

印刷機購入

教室棟転落防止柵設置

トイ

校庭樹木移植

焼却炉改築スクールコンサート（11.25）飼育舎新築移転

○沖村好運校長着任（１３代） 体育館屋根補修工事（８月竣工検査）
工事（10 月工事開始３月完成）

プール解体新築

３

○下川浩哉校長着任（１４代） 新プール完工 台風 19 号襲来による被害大（9.27）
A ブロック「同和」教育研究会開催 八代市単Ｐ学校訪問

４

校舎１階出入口改修（8.25） 教室カーテン設置（8.27）
（9.7） 前庭車止め設置（1.26

５

プール修理工事（5.21） 運動場土砂流出止め芝生植え込み工事（6.8） 本館より校舎東側
通路の屋根工事（8.12） 教室・廊下等床修理（8.31） 台風 13 号による被害大 校舎西
側トイレ竣工検査・屋上防水工事完了（11.9） 校舎屋根復旧工事竣工検査（12.3）体育館
窓アルミサッシに取り替え工事完了（1.12）体育館掲示用「校歌」完成（3.19）

６

○宮田孝之校長着任（１５代） 校舎屋上防水工事竣工（8.26） 陸上部６年女子 400 ｍ
リレー全国大会出場（8.26） 校舎東側トイレ改修工事完了（10.25）
A ブロック「同和」教育授業研究会開催（11.2）

７

学校週５日制に伴う説明会実施

児童数男子 216 名 女子 227 名 計 443 名
交通安全子ども自転車市大会優勝（6.4） 演劇
(オズの魔法使い) 鑑賞（6.20） 教室等各室腰板補修(２月)
ＰＴＡだよりコンクール優良賞（３月）
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要

事

項

８

○澤田一誠校長着任（１６代） 児童数男子 215 名 女子 210 名 計 425 名
市教委研究委嘱校指定 体育館改修工事完了（2.28）

９

児童数男子 207 名 女子 206 名 計 413 名 交通安全子ども自転車市大会優勝（6.24） 木
造校舎解体 給食室トイレ工事完了（8.28） 市教委研究委嘱同和教育研究発表会（11.7）
体育館屋外トイレ工事完了（3.20）

１０

○中村智校長着任（１７代） 児童数男子 219 名 女子 199 名 計 418 名 交通安全子ども
自転車市大会優勝（5.23） ナイター施設改修工事完了（9.29） A ブロック「同和」教育授
業研究会（11.27） 教室棟中央階段天井補修工事（12.25）

１１

児童数男子 203 名 女子 184 名 計 387 名
特殊学級（ひまわり学級）開設（4.1）交通安
全子ども自転車市大会優勝（5.22） 校舎改築についての懇談会（7.22）台風による臨時休
業日（9.24）

１２

児童数男子 190 名 女子 174 名 計 364 名 交通安全子ども自転車大会市大会優勝（5.27）
旧校舎解体（7.24 開始） プレハブ仮設教室運動場南側半分に建築（7.14 教室引き渡し）
市童話発表会優勝（６年川崎有希）

１３

○小林博校長着任（１８代） 児童数男子 194 名 女子 178 名 計 372 名
新校舎引渡し式
（8.24） プレハブ教室から新校舎への移転作業 ９月１日から新校舎（教室棟、図書室、
パソコン室）使用
落成式記念式典（10.6）新校舎落成式実行委員会から図書（200 万円
相当額） 寄贈 校舎周りフェンス完成（2.14）

１４

児童数男子 199 名 女子 186 名 計 385 名
交通安全子ども自転車大会市大会団体４位入賞
グランドピアノＰＴＡより寄贈(7.19)
正門～職員玄関までの舗装(8.28) 「あいさつ
通り」看板設置（総社教とともに 12.22） 県放送教育研究大会（会場提供 公開授業；園
田教諭 H15.1.28） 八代一中より廃棄パソコン貰受け(1.30) 管理棟東側から児童昇降口ま
で舗装(3.31)

１５

○宮田陽一校長着任（１９代）児童数男子 195 名 女子 179 名 計 374 名
管理棟２階雨漏
り補修工事 台風による臨時休業日(6.19) 第１回創立 50 周年行事準備委員会(12.25) 創
立 50 周年について総社教・PTA・学校代表臨時会(1.13)

１６

児童数男子 192 名 女子 180 名 計 372 名
校門の門扉(S36 年作成)修復(7.21) 台風による
臨時休業日(9.7, 9.29, 10.20)
ひまわり教室を２教室に改築
Ａ棟２階の普通教室増
設竣工(3.2)
創立 50 周年記念事業実行委員会(12.13)創立 50 周年記念式典(H17.3.13)

１７

○米村昌展校長着任（２０代）児童数男子 216 名 女子 176 名 計 392 名
文科省指定「学力向上拠点形成事業」(１年目) 体育館緞帳、西門案内板、正門前掲示板、
水泳救急処置板設置、 創立 50 周年第２回総会(8.23) 台風による臨時休業日(9.6) Ｂ棟
東側から北門まで舗装(11.6)

１８

児童数男子 214 名 女子 184 名 計 398 名
文科省指定「学力向上拠点形成事業」(２年目)
本物の芸術体験事業 12.11

１９

児童数男子 217 名 女子 173 名 計 390 名
文科省指定「学力向上拠点形成事業」(３年目)
人 31 脚全国大会優勝 11.11

２０

○福田秀俊校長着任（２１代） 児童数 男子 209 名
サマースクール 8.22~29（６回実施）

２１

児童数 男子 193 名 女子 177 名
芸術体験事業 10.19

２２

○奥村留美子校長着任（２２代）
児童数 男子１８４名 女子１７５名

計 370 名

サマースクール 8.21~29（７回実施）

サマースクール 8.21~29（７回実施）
計 389 名

サマースクール 8.24 ～ 28

計３５９名

２３

児童数 男子１７２名

女子１８２名

計３５４名

２４

児童数 男子１７０名

女子１７７名

計３４７名
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女子 180 名

30

本物の舞台

