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中田小学校の紹介

１ 中田小学校のあゆみ

旧中田小学校 般若野小学校

1964年（昭和39年）

統合

統合後の中田小学校（スキー山が完成した1969年（昭和44年）撮影）

1964 昭39. 4 ・中田小学校と般若野小学校が統合し、中田町立中田小学校開校。

児童数：503名。

7 ・中田町営プール（現小学校プール）完成。

1965 昭40. 9 ・現校舎完成。

1966 昭41. 2 ・中田町が高岡市へ合併し、高岡市立中田小学校と改称。

3 ・中田、般若野教場にいた児童が統合校舎の使用を開始。

3 ・現在の体育館完成。（鉄筋コンクリート一部２階建て）

4 ・新校舎での初めての入学式挙行。

8 ・現在の運動場完成。

11 ・中田小学校校歌制定。

この年はどんどん新しい施設・設備が完成した。まさに新生中田小学校の始ま

りだった。

1969 昭44. 8 ・スキー山（築山）完成。

1973 昭48. 8 ・相撲場完成。

1976 昭51. 1 ・下麻生伸町で中田住宅団地の造成開始。（昭和53年、入居開始）

統合当時、503名だった児童数は昭和53年には365名まで減少していたが、住宅

団地ができたことで児童が増え、ピーク時の昭和61年には538名になった。

1987 昭62. 2 ・校内テレビ放送設備完成。

各教室でテレビ放送を受信できるほか、放送室から各教室にテレビで校内放送

ができるようになった。現在もこのシステムで校内放送を行っている。

8 ・校舎大規模改修（窓枠、外装塗装）

この写真ではまだ相撲

場はない。現在のランチ

ルームの場所は交通教室

（自転車練習場）だった。



- 2 -

11 ・中田小学校ＰＴＡが日本ＰＴＡ全国協議会より表彰。

1990 平 2. 2 ・特別教室棟、配膳室棟完成

・全国少年消防クラブ消防庁長官表彰受賞。

3 昭和63～平成元年度は県小学校教育研究会の研究指定校（音楽科）となった。

入学式や卒業式で歌われる元気な合唱はこれが原点となっている。

8 ・給食室棟を増築。

9 ・情報学習室完成。コンピュータ20台設置。

コンピュータの時代がやってきた。学校で

もコンピュータを使った学習が始まり、平成4

～6年度は市教委や県教委の研究委嘱校となっ

た。家では、ファミコンで遊ぶ子供が増えて

きた。

10 ・校舎大規模改修完了。（屋上防水、便所、

暖房、配線、配管等）

・大規模改修に伴い、多目的スペース（現在のたんぽぽ広場、なのはな

広場、ひまわり広場）増築。郷土資料室設置。

新館が増築され、特別教室が充実した。また、長い廊下の真ん中にゆとりがで

きた。学年での集会や縄跳び、竹馬、鉄棒等の練習ができるようになり、子供た

ちがのびのびと過ごせるようになった。特に冬場はグラウンドに出ることができ

ないので、子供たちにとってうれしい場所になっている。

1992 平 4. 3 ・前庭にあしつき池造成。

その後改修され、現在の姿になっている。トミヨが生育している。

3 ・常国住宅団地造成開始。

昭和61年がピークだった児童数は徐々に減少し、平成12年に385名となった。し

かし常国住宅団地ができたことで、平成14～

19年まで400名以上の児童数を保った。

4 ・高岡市立中田小学校同窓会発足。

10 ・体育館改修。

1993 平 5. 9 ・統合30周年記念式典挙行。

この頃、相撲が盛んに行われた。平成5年～

平成13年の9年間に7回、県民体育大会団体優

勝の栄誉に輝いた。また、平成8年と9年の2年

連続、高岡市陸上競技記録会で総合優勝とい

う快挙を成し遂げた。

その他、花壇コンクール、交通安全こども

自転車県大会、県版造 形教育展、才能開発実
はんぞうけい

践教育、県火災予防研究発表会等で数々の受

賞がある。

1996 平 8.11 ・中田小学校ＰＴＡが県教委表彰（優良社会教育団体）

1997 平 9.11 ・中田小学校ＰＴＡが文部大臣表彰

1998 平10. 7 ・ＰＴＡ広報誌「おが美可和」が全国ＰＴＡ広報コンクール佳作

平成10～11年度は県小学校教育研究会の研究指定校（道徳）だった。また、平

成11～12年度は文部省研究委託校となり、「地域の人材を活用した道徳教育推進事

業」を行った。

2000 平12.10 ・2000年国体でボクシング競技、サッカー競技を観戦。

2001 平13. 6 ・アメリカの高校生が本校訪問。

2002 平14.11 ・ランチルーム新設。

2004 平16. 6 ・「全国ホタル研究大会」高岡大会参加。研究発表。

平成17～19年の３年間、「理科大好きモデル地域事業推進校」となり、理科教育

が充実した。
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2006 平18. 1 ・中田小学校安全パトロール隊発足。

この頃、全国で登下校中の児童が被害にあう事件が話題となり、児童の通学時

の安全確保が大きな課題となった。以来、安全パトロール隊のおかげで児童の安

全が保たれている。

4 ・「ものづくり・デザイン科」授業開始。

高岡市特産の高岡銅器、高岡漆器等、地元

のものづくりに関する授業が始まった。５、

６年生が行っている。平成26年度は、５年生

がスズを素材としたプレート、６年生は青貝

を使った丸盆を制作した。

2006 平19. 9 ・「こども110番の家」安全マップ完成

2009 平21. 7 ・中田校下児童育成クラブが学校内に移転。（平成22年9月まで）

2010 平22. 2 ・体育館の耐震補強工事完了。

4 ・創意工夫育成功労学校賞（文部科学大

臣表彰）受賞

2011 平23.10 ・校舎の耐震補強工事完了。

2013 平25. 9 ・統合50周年記念式典挙行。

平成24～25年度は県小学校教育研究会の研

究指定校（体育科）となった。授業研究とと

もに、体力向上に取り組んだ。

11 ・県民愛唱歌のど自慢コンクールで、中田っ子歌うたい隊（児童10名）

が審査員特別賞(第３席)受賞（73組出場）。

平成26年5月10日(土)の県民ふるさとの日記念式典に27名で出演し、会場の皆さ

んと一緒に県民愛唱歌「ふるさとの空」を歌った。

2015 平27. 6 ・グラウンド改修工事開始。

下麻生伸町造成（S53入居開始） 常国住宅団地造成（H4造成開始）

２ 小学校教育の変遷
(1) 教育課程

昭和36年度～ 実施教科：国語,社会,算数,理科,音楽,図画工作,家庭,体育,道徳

(昭39統合時) が行われていた。今も家庭科は５、６年生で学んでいる。

昭和55年度～ 学校行事や学級活動を行う「特別活動」の時間が位置づけられ、社

会と理科の授業時間数（以下「時数」と略）が減った。

平成 4年度～ １、２年生の教科として生活科ができた。社会と理科がなくなり、
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１、２年生の国語の時数が増えた。

平成14年度～ ３年生以上で「総合的な学習の時間」が新設され、教科の時数が減

った。

平成18年度～ 高岡市独自に「ものづくり・デザイン科」ができた。５、６年生が

ものづくりの素晴らしさを学んでいる。

平成23年度～ ５、６年生で外国語活動（英語）が始まった。学力低下が問題とな

り、国,社,算,理,体の時数と学習内容が増えた。

(2) 学校週５日制

土曜日、日曜日を学校の休業日とする、世界的に広く実施されている制度だが、日本で

は長年実施されなかった。1987年(昭和61年)、臨時教育審議会第二次答申で学校週５日制

への移行が提言され、以下のように制度が変化してきた。

・ 1992年(平成 4年) 9月12日から毎月第2土曜日が休業日になった。

・ 1995年(平成 7年) 4月22日から第2土曜日に加え第4土曜日も休業日となった。

・ 2002年(平成14年) 4月 6日から完全な学校週5日制となった。

最近は、学力向上や地域との連携を図ることを目的に、土曜日の授業（土曜授業）や地

域での学習（土曜学習）が行われるようになってきた。平成26年度、高岡市内ではモデル

的に小学校２校で土曜学習が行われた。

３ 中田小学校の現在（平成26年度）
(1) 学校教育目標 自ら学びつづける力を育み、心豊かに生活する子どもを育てる。

・なかよし中田っ子 ・かんがえる中田っ子 ・たくましい中田っ子

(2) 在籍児童数 308名。

(3) 常勤教職員数 23名(内、教員数 18名)。

(4) 学級数 14学級(内、特別支援学級 2学級)。

(5) 平成26年度の主な行事

4月 4 始業式 7 入学式 10,11 県小教研学力調査 9 交通安全教室

14 身体計測 16 歯科検診 19 学習参観、ＰＴＡ総会

22 全国学力学習状況調査 22～25 家庭訪問

30 避難訓練、ＢＦＣ結団式、内科検診

5月 2 入学おめでとう集会 7 内科検診

9 団結ランチ 14,15 耳鼻科検診

19 心臓検診 24 運動会 29 ２年校外学習

6月 2 学校評議員会 3 おはなしの会（年間を

通して全学級で実施） 13 救命救急講習

14 市体陸上 21 学習参観、親子芸能鑑賞

24～26 さわやかあいさつ運動 26 プール開き 27 ３年校外学習

7月 1,2 そろばん教室 2～講師による水泳教室（計５回） 18 地区児童会

23 保護者会 24 終業式、小中連絡会

8月 3 中田地区防災訓練 5,6 ６年立山登山

21,22 ５年宿泊学習

9月 1 始業式 3 ６年校外学習

4,5 ４年宿泊学習 7 資源回収

8 統合を祝う会 9 身体計測

10 連合運動会参加(６年)

16 市小教研教科別研（家庭科）18 避難訓練

19 １年校外学習、２年校外学習

21 かかし祭参加(４年)

10月 3 ４年校外学習

4 万葉集朗誦の会３名参加
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19 学習発表会 22 連合音楽会参加(５年) 30 学校訪問研修会

31 心の劇場参加(６年)

11月 2 中田ヒストリックウォーク 3 中田文化祭参加(５年) 6 就学時検診

7 さわやかランニング大会 8 かたかご祭参加(２年)

13 学習参観、給食試食会、学校保健委員会 18 ４年木工体験

20 地域の方ありがとう集会 30 資源回収

12月 11 ５年校外学習、小中連絡会 15 地区児童会 19,22 保護者会 24 終業式

1月 8 始業式、書き初め大会 13～15 身体計測

20 避難訓練

2月 2～4 ３年そろばん教室

3 ５、６年校外学習(スキー) 5 半日入学

18 学習参観 20 交通少年団引継式

3月 1 資源回収 3 卒業を祝う会

5 同窓会入会式、感謝の集い 10 地区児童会 18 卒業証書授与式

20 小中連絡会 24 修了式

４ 歴代校長
昭和39～42年度 平井 寿春 55～56年度 前田 前 9～10年度 開發 順子

43～44年度 宮下 武夫 57～58年度 黒越 勇 11～14年度 荒井 君代

45年度 大坪 政勝 59～60年度 佐野 善雄 15～17年度 長原 正和

46～47年度 松本 善次 61～平成元年度 早苗 俊枝 18～20年度 高田 裕法

48～49年度 嶋 義男 2～ 3年度 田中 博 21～22年度 林 克彦

50～52年度 島木 恵二 4～ 5年度 轟 唯雄 23～25年度 藤田 高豊

53～54年度 安藤 登 6～ 8年度 岡田 卓男 26年度～ 川辺 勝治

５ 中田小学校ＰＴＡ
(1) ＰＴＡ活動の重点目標

生きる力をはぐくみ、心豊かに学び育つ子供の姿を願い、教職員と保護者の協力のもと、

積極的な実践活動を推進する。

・ 時代に即した活力あるＰＴＡ活動の創造と推進

・ 学校、家庭、地域の連携で子供の心を育てる「あしつき運動」の推進

・ 会員の奉仕活動を通して目指す、教育環境の整備と充実

・ 家庭や地域の教育力を生かす創造的なＰＴＡ活動の工夫

・ すべての会員が参加しやすい活動環境の実現と、各事業の見直し･効率化

(2) 平成26年度 各委員会の活動

① 事業委員会

・資源回収の推進 ・学習発表会バザーの運営 ・親子奉仕活動の企画、運営

② 広報委員会

・ＰＴＡ機関誌「おが美可和」の発行 ・市Ｐ連との連携による広報活動

③ 文化教養委員会

・親学び活動等の推進 ・芸術鑑賞会の実施 ・中田ヒストリックウォークの企画等

④ 保健体育委員会

・スポーツ大会の企画、運営 ・中田ヒストリックウォークの企画等

⑤ 学級委員会

・学年ごとの親子活動の企画、運営 ・学級担任との連携 ・奉仕活動等への協力

⑥ 地区委員会

・資源回収の推進 ・学習発表会バザーへの協力

(3) 平成26年度の事業

4月 4 企画委員会 19 ＰＴＡ総会、歓送迎会
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5月 8 企画委員会 15 第１回全体委員会 24 運動会バザー（事）

29 企画委員会 広報第137号発行（広）

6月 7 １年親子活動 13 救命救急講習（保）21 親子芸能鑑賞（文）

7月 6 スポーツ大会（保） 17 企画委員会 広報第138号発行（広）

7月～8月 プール監視

8月 24 親子奉仕活動、親子竹細工づくり（文）

9月 4 企画委員会 7 第１回資源回収

21～23 かかし祭に協力

25 第２回全体委員会

10月 9 企画委員会

19 学習発表会バザー（事）、即売会（文）

27 中田中学校区ＰＴＡブロック研修会協力 30 企画委員会

11月 2 中田ヒストリックウォーク（文、保） 2,3 中田文化祭協力

30 第２回資源回収

12月 広報第139号発行（広）

1月 あしつき標語募集

2月 12 企画委員会 18 あしつき標語表彰 27 役員選考委員会

3月 1 第３回資源回収 5 企画委員会

広報第140号発行（広） あしつき標語看板書換 会計監査

(4) 特色ある活動

① 中田ヒストリックウォーク（史跡めぐり）

地域の協力を得て実施する地域を学ぶ活動である。

平成2年に「史跡めぐり歩こう会」として始まり、17回

実施。以後、「史跡めぐりオリエンテーリング」27回、

「中田ヒストリックウォーク」31回実施。平成17年に

現在の「中田ヒストリックウォーク（史跡めぐり）」と

なり、11月に行っている。毎年、担当者が現地視察の上、コースを決めており、大まか

に、野上コース、野下コースの２コースがある。平成26年度は中田の善興寺、鎮守の森

を見学。平成25年度は下山田の混放洞、浅野鉱山跡を見学。過去には、弓の清水、あし

つき公園なども見学した。

② あしつき運動

昭和63年度より、あ「挨拶」、し「親切」、つ「強い心と体」、き「勤勉」のいずれか

を課題として、ＰＴＡと児童による標語を募集し、道徳心を養っている。

○ 平成27年度 あしつき標語

★ 強いとは やる気守る気 続ける気

★ あきらめず 夢に向かって 突き進め

★ 本当の 強さは優しさ 思いやり

③ ＰＴＡ親子活動

単に親子で楽しむだけでなく、地域の皆様の協力を得て地域について学ぶ機会となる

よう、体験活動や奉仕活動を行っている。

１学年 親子のふれあい活動（親子deダンス）

２学年 ３世代交流カルタ大会（婦人会主催）

３学年 自転車安全教室（交通安全母親部会主催）

４学年 かかし祭町流し練習、参加(婦人会,華の会)

５学年 米ニュケーション田、お寿司作り（JA高岡）

６学年 卒業記念の活動（コサージュ作り）

④ 資源回収

9月、11月、3月の年３回行っている。地域の協力を得て、ＰＴＡ、教職員が力を合わ

せ、昭和43年から継続して行っている。収益金はＰＴＡ活動、学校教育の充実のために

活用している。
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近年、児童数および保護者数の減少により、回収方法等について検討が必要になって

きた。

(5) 統合50周年記念事業（平成25年度）

① 井波彫刻校歌額寄贈

幅3.2m、高さ1.4m。ヒバを使用。本

校卒業生、高池慶麿氏が清書。
よしまろ

② 来賓・職員下足箱寄贈

③ 児童下足箱リニューアル

(6) 歴代PTA会長

昭和39年度 小松 宏 58～59年度 高田 正美 15年度 林 誠

39～40年度 桃井 俊夫 60～61年度 平尾 保 16年度 佐々木 均

40～41年度 青江 外男 62～63年度 押川 竹弘 17年度 南 正志

42～44年度 畝 政弘 平成元～2年度 岡野 徹朗 18年度 高田 誠二

45年度 吉田 喜一 3～ 4年度 松原 明秀 19年度 窪田 忠行

46年度 三屋 周一 5～ 6年度 三屋 恒雄 20年度 中島 正貴

47年度 寺腰 重信 7年度 田所 制 21年度 川中 健一

48～50年度 大和昌束一 8年度 酒井 俊之 22年度 押川 宗成

51年度 長森 弘 9年度 松原 定則 23年度 安ヵ川武憲

52～53年度 吉田 一郎 10年度 吉田 信夫 24年度 山口 貴之

54年度 形川 一郎 11～12年度 森田 光男 25～26年度 島崎 直樹

55～56年度 柳清 利勝 13年度 高田 浩平 27年度 窪田 豪

57年度 安田 義夫 14年度 黒越 久夫

６ 中田小学校同窓会
中田小学校同窓会は、統合30周年を迎える前年の1994年（平成4年）４

月に発足して以来、学校の記念事業や施設・設備の充実に寄与してきた。

(1) 統合50周年記念事業（平成25年度）

① 同窓会記念誌「きずな」発刊

卒業生の集合写真を中心に、中田小学校の沿革、同窓会会則、組

織、歴代職員、PTA会長の紹介等を載せた。また、在校生からは一人

ずつメッセージを集め、収録した。

統合50周年を記念するにふさわしい冊子となった。

② 統合50周年記念モニュメント「はばたけ中田っ子2013」の制作

６月上旬から制作を始め、７月末に

完成。児童、教職員、同窓会役員の手

形約350枚をクジャクが羽を広げたよ

うにデザインした。幅4.5m、高さ1.8m。

体育館壁面に展示し、９月８日の「統

合50周年記念式典」で除幕した。

③ 郷土資料室の改修

従来からあった２階の郷土資料室をリニューアルし

た。新たに様々な資料を収集し、児童が彩色した木曾義

仲像も展示した。

④ 体育館ステージ照明の更新、LED化

⑤ 航空写真撮影

(2) 歴代同窓会長

平成 4～22年度 中村 康雄 平成23年度～ 大島 一成


