４．沿革の概略

昭和 29 年度 国語科・算数科能力別指導

越智小学校

昭和 30 年度 市教研総会・修学旅行（大分・別府）

明治 12 年度 4 月 3 日「越智学校」として設立

昭和 32 年度 文部省主催 6 年学力検査・仙水小へき地大会・小

明治 20 年度 大分県北海部郡越智簡易学校と改称

1 年小松君海中に転落胸部強打、全校喪に服す。

明治 25 年度 大分県北海部郡越智尋常小学校と改称

昭和 33 年度 校舎裏防壁、運動場防壁工事開始

狩床分教場設置

全国学力テスト（6 年）・校歌「越智の子」制定

明治 34 年度 高浜分校場の開校式（在籍児童数 65 名）

式

明治 44 年度 本校校舎落成

昭和 34 年度 修学旅行（宮崎方面）高浜分校職員室改造・

大正 3 年度 「自学自習主義を採り活知識の養成」
大正 7 年度

上運動場施行

四浦村越智尋常高等小学校高等科を併置

昭和 35 年度 発明展入賞者授与式

教育の発展を図る。

4 年 甲斐千代子さん 県教育長賞「改良鍋ぶた」

尋 1・2 年（47 名）尋 3・4 年（55 名）尋 5 年（56 名）尋

6 年 神田扶紀江さん 毎日新聞社賞「目盛り付け鉛筆」

6 年高 1 年（59 名）207 名

PTA 市連総会・運動場の裏山の粘土岩採掘問題

大正 7 年度

3 月 7 日 11:00 本校火災（全焼）

大正 8 年度

4 月から大正 9 年 7 月まで、落ノ浦天神社拝殿

昭和 36 年度 校舎起工式（鉄筋 3 階建）

及び本教寺・観音堂を仮教場とする。

昭和 38 年度 高浜分校独立 津久見市立高浜小学校として開校

8 月新校舎落成式・校旗制完式

昭和 38 年度 三校合同大運動会

大正 9 年度

PTA 臨時総会で否決

大正 12 年度 関東大震災義捐金の発送

昭和 41 年度 秋の国体開会式、競技見学

大正 14 年度 児童家庭訪問開始

昭和 43 年度 創立 90 周年開校記念日（4/3）

大正 15 年度 優勝旗の寄贈により紅白に分け運動会

津久見市市小中音楽祭（5・6 年生参加）

昭和 7 年度

学童水泳大会・学童陸上記録会参加

赤八幡奉納角力大会高等科優勝

昭和 11 年度 防空予行演習・防護総合演習

昭和 45 年度 県音研津久見大会に 4・5・6 年生参加

昭和 12 年度 6 年以上修学旅行（別府博覧会）

6 年神田亮佑君人命救助市所長より表彰

たびたび出兵軍人の見送りを行う。

昭和 46 年度 台風 19 号のため狩床分校全壊

昭和 13 年度 出兵軍人の家族慰問・家加勢

大蔵・文部両省より狩床分校被害状況調査

昭和 16 年度 国民学校令発令「四浦村東国民学校」と呼称

昭和 47 年度 狩床分校落成式

昭和 17 年度 10 月秋季体練大会・郷土出兵兵士慰問状発送

昭和 48 年度 創立 95 周年開校記念日

昭和 18 年度 学校経営の綱領

昭和 49 年度 高浜地区赤痢発生のため臨休

1．教育道の精進

大雪のため 2 校時まで授業

2．歩行訓練 3．錬成の強化 4．教育勅語の奉
載方 5．教室の整備

昭和 51 年度 市教研 2 年次、県助成指定研究発表会

昭和 19 年度 沿革不明

昭和 52 年度 裏山防災工事開始・尐年剣道クラブ九州大会出場

昭和 20 年度 全校児童動員（甘藷植え付け）

昭和 53 年度 越智小学校開校 100 年祭

昭和 21 年度 「終戦後の放心状態から浮かび上がらんと各

昭和 54 年度 市内小中学校音楽会 6 年生臼杵黒島キャンプ

方面に努力しましたが、殆ど未完成のまま来年度

台風 11 号接近

の出発をまつこととなる。」

昭和 55 年度 ピッシュロ人形劇公演 修学旅行（宮崎）

昭和 22 年度 4 月学制の大改革「四浦村立越智小学校」6・

分校休校

3 制の発足、高等科なくなる。

昭和 56 年度 高浜荷物搬入・校舎落成式

昭和 24 年度 PTA 発足・植林参加

昭和 57 年度 社会見学（臼杵）学級園増成 市保健大会

昭和 26 年度 津久見市に編入「津久見市立越智小学校」と改称

昭和 58 年度 人形劇上演（大分大）市教研二年次発表会（56

1

人参加）

議会 特認校体験入学

昭和 59 年度 松山市校長会へき地部会来校

平成 17 年度 基礎基本定着状況調査（5 年）社会見学（新

昭和 60 年度 幼小中合同運動会 金銭教育研究発表会（香々地

日鐵）特認校体験入学 ソイヤつくみ参加

小）へ参加 学力テスト

無垢島小中交流 豊後水道絶景ウオーク

昭和 61 年度 四校合同学習会（5・6 年）金銭教育発表会

平成 18 年度

昭和 62 年度 子ども銀行受賞 農園づくり

特認校体験入学 基礎基本定着状況調査 学力診
断テスト 無垢島小交流 ソイヤつくみ参加

昭和 63 年度 バス開通式 牛乳給食開始 大喪の礼

平成 19 年度

第 110 回卒業式

特認校体験入学 無垢島小交流

豊後水道絶景

ウオーク

平成２年度 親子社会見学（別府りんご園）

平成 20 年度

新入児一日入学

特認校体験入学

無垢島小交流

豊後水道絶景

ウオーク

平成 3 年度 全校社会見学 自転車教室 台風 19 号の為臨時休
校
平成 4 年度 消防署立入検査 流感のため臨時休校

平成 21 年度 特認校体験入学

無垢島小交流

平成 22 年度 特認校体験入学

無垢島小交流

平成 23 年度 特認校体験入学 デザイン展 4 年成松推奨 千怒

平成 5 年度 消防署立入検査 皇太子ご成婚 国際交流学

小交流

習（中国胡夫妻）貝掘り大会

平成 24 年度 市内音楽会出場 市教研研究発表

四浦東中学校

平成 6 年度 交通安全教室 へき地複式部会 人形劇鑑賞
植樹作業 水道ポンプ設置

昭和 22 年度

平成 7 年度 四浦地区親善ソフトボール大会 子ども芸術

四浦村立四浦中学校 開校式 5 月 2 日
1 年 36 名 2 年 18 名 3 年 1 名

劇場 越智小「収穫祭」 国際交流（カナダ スザ

昭和 23 年度 独立校新築落成 1 年 57 名 2 年 72 名 3 年 32 名

ンヌさん）

昭和 25 年度 東中学校・西中学校は独立の学校で

平成 8 年度 東側落石防止フェンス設置 宮崎県松葉小中

あっ

たが、4 月 1 日を期し合併、四浦村立四浦中学校

ＰＴＡ来校

となる。（東校舎・西校舎の時代が続く）

平成 9 年度 職員現地研修（田浦養殖場） 熊本県泗水小

昭和 36 年度 四浦東中学校として独立

校庭キャンプ（56 名）台風 19 号襲来の為休校 越

1 年 68 名・2 年 57 名・3 年 46 名

智小砂祭り 3．4 年ふるさと学習（ケイ石鉱山）

台風 18 号護岸の一部決壊（500 人の苦役を出して

全校スケート教室

拡張工事を行う）

平成 10 年度 創立 120 年 子ども芸術劇場 地域ふれあい花壇

昭和 37 年度 校舎一棟完成 保戸島簡易水道引き入れ完了職員

発令式 子ども貯金九州郵便貯金表彰式

住宅完成

平成 11 年度 浜清掃 PTA 夏季懇談会 十一面観音参拝

昭和 39 年度 市指定研究会 排水溝完工

平成 12 年度 三校親善ソフトボール大会 吉四六劇団公演鑑賞

昭和 42 年度 努力点「校舎内の態度・共通語の使用・学習の計

修学旅行（北九州・佐賀）四浦連合社会見学 中

画化と実践」新聞掲載

国雑技団鑑賞

昭和 43 年度 校旗購入制定 研究発表（学校経営研究）

平成 13 年度 臼津・関の豊かな海づくり大会 おもしろ理科実

昭和 45 年度 漁港関連道路開通（車で津久見に行けるように）

験教室

昭和 47 年度 沖縄返還の日（午前中授業）台風 9 号のため被害

平成 14 年度 体験交流学習（津小へ）第 1 回特認校見学会子ど

甚大 相撲部県体出場 全県数学テスト

も芸術劇場 修学旅行（熊本・長崎）

昭和 48 年度 相撲県体出場

平成 15 年度 創立 125 年 特認校体験入学 全国一斉基礎・基

昭和 49 年度 相撲・卓球県体出場 赤痢発生（休校）大雪のた

本定着状況調査

め職員一部出勤不能

平成 16 年度 学力診断テスト 巡回子ども公演 子ども市

昭和 50 年度
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相撲県体出場 卓球 3 名県体出場

昭和 51 年度

卓球 1 名・陸上 1 名県体出場

四浦東中と四浦幼稚園が越智小学校校舎へ移転

昭和 52 年度

卓球 1 名・陸上 2 名県体出場

平成 18 年度

水産教室

昭和 53 年度

全国へき地研大分大会

平成 19 年度

水産教室 無垢島中交流

昭和 54 年度

卓球・陸上各 1 名県体出場

平成 20 年度

水産教室

無垢島中交流

昭和 55 年度

陸上 3 名県体出場

平成 21 年度 水産教室

無垢島中交流

昭和 56 年度

旧校舎取り壊し 市内中体連新人戦卓球優勝帆

平成 22 年度 水産教室

無垢島中交流

船日本丸見学

平成 23 年度 市英語弁論大会１位柴山(県大会出場)

無垢島中交流

昭和 57 年度

スクールバス開始

四浦島太郎プロジェクト開始(半島清掃)

昭和 60 年度

市内県体予選バスケット優勝 市内春季大会卓

髙山辰雄展推奨

球男子優勝 中学県体バスケット準優勝

平成 24 年度

中３柴山

市教研助成研究発表会を行う

昭和 62 年度

県体出場（卓球・陸上）

市英語弁論大会 1 位後藤(県入賞)、2 位成松、3 位兒玉

昭和 63 年度

県体出場（卓球・陸上）

県体 3 年砲丸投げ６位、県体 3 年卓球成松・兒玉

平成元年度

高校定員増陳情 市教研発表会（越智小）

管

高山辰雄展推奨

内生徒指導発表会（臼杵）
平成 2 年度

管内生徒指導発表会（津久見）

平成 3 年度

青尐年芸術劇場 市連 P 東中交流会

平成 4 年度

県総体卓球ベスト 8 学校週 5 日制の休日（9
月）西中助成発表会 通学バスの車庫完成

平成 5 年度

県中学総体卓球 3 位 県立高校入試大綱決定

平成 6 年度

青尐年芸術劇場参加 市教研助成研究発表会

平成 7 年度

大友宗麟祭参加 白梅荘訪問

平成 8 年度

市内総体予選卓球女子優勝 3 校親善ソフトボー
ル大会 白梅荘訪問

平成 9 年度

県体出場（卓球・陸上）租税教育研究発表会

平成 10 年度 租税作文受賞授与式（国税長官賞・県教育長賞）
中学生の文化講演会
平成 11 年度 カサデギターラ演奏会 敬老の日ボランティア活
動
平成 12 年度 四浦ディサービス訪問 市内中学生韓国交流（2
名参加） 本校研究発表会
平成 13 年度 魚漁入り教室・稚魚放流 ウニの産卵・受精実験
みどりを大切にする植樹祭
平成 14 年度 稚ウニの放流体験 アワビの標識うち 保戸島中
学校へ交流体験学習 英語暗唱・弁論大会へ亀川
君出場 県警音楽隊によるクリスマス演奏会
平成 15 年度 県総体 1 年 100m 成松君優勝 九州大会 3 位
福祉優秀校合同新聞社表彰 水産教室
平成 16 年度 県体 2 年 100m2 位・九州大会出場 水産教室
平成 17 年度 基礎・基本定着状況調査始まる
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