
年度．月 歴代校長名 概　　要 人数（学級数，特支学級）

明6.3 ・藩の学制発布により外城第４２郷校と称し，地頭仮屋に設置　東郷小学校と改称

明12 ・鶴岡小学校と改称
明16 ・学校分離「鶴岡小学校　秀英小学校」
明20 ・再び合併（現在地付近）

明21.2 ・東郷尋常高等小学校と改称
明23 川畑　佐吉 148人
明26 ・学制改革　東郷尋常小学校と改称

・東郷高等小学校併設
明32 橋口　磯吉 ・平木場学林地設置 305人(5)
明33 ・校旗制定
明40 三島　栄助 ・東郷尋常高等小学校と併設 321人(7)

.3 ・東郷女子実業補修学校を併設
明43 天辰　栄熊 392人(8)
大6 ・校地拡張並びに校舎新築

大10 宮内　友丸 468人(12)
大13 松山　為徳 506人(15)
大14 愛甲　静彦 510人(16)
昭2 堀之内貞義 ・東郷女子実業補修学校を東郷実践女学校と改称 522人(15)
昭3 533人
昭5 田代善兵衛 576人(13)
昭6 末永　　 清 585人(14)

昭11.2 ・ピアノ購入
昭12.3 ・東郷実践女学校を東郷村立青年学校として分離独立 522人

昭14 岩切　宗高 ・家事室新築落成 527人(16)
昭16 肱岡　　 繁 ・国民学校制実施（東郷国民学校と改称） 531人(16)
昭17 532人
昭19 ・校歌制定 610人
昭20 高浜　　 哲 677人(16)
昭21 691人

昭22.5 ・新学制による教育発足　東郷小学校と改称 684人
.3 ・県指定給食校となる 711人

昭23.4 ・鹿児島師範学校実習校に指定
昭24 田代　文治 693人(16)

.2 ・学林地植林実施（２町５反） 679人
昭25.4 685人
昭26.7 ・鹿児島大学教育学部実習指定校

昭27.12 ・町制施行により東郷町立東郷小学校と改称 638人
昭28 610人
昭29 603人

.1 ・二宮金次郎銅像建立

.2 ・県主催学校給食研究会開催
昭30.4 今村　信一 617人(15)

.8 ・第１号動力水道施設完成

.1 ・子供交通班，交通協会より表彰

.2 ・県ＰＴＡ研究公開
昭31.4 634人(15)

.12 ・県教育委員会よりＰＴＡ表彰
昭32.4 619人

.8 ・教室電源装置完備
昭33.4 646人

.11 ・学校創立８５周年記念式挙行
昭34.4 新留　敏海 641人(14)

.12 ・県放送教育研究公開
昭35.4 ・第２号動力水道完成 582人(13)

.1 ・二宮金次郎石像建立
昭36.4 539人(12)

.10 ・給食室新築落成に伴い完全給食実施
昭37.4 497人(12)

.10 ・ブランコ，遊動円木，横梯シーソー，回旋塔設置完了
昭38.4 466人(12)

.12 ・校門を現在の位置に移転改築並びに緑化整備
.2 ・体育中心校公開

昭39.4 428人(12)
昭40.4 392人(12)

.1 ・地区道徳公開　校門入口像完成
昭41.4 ・特殊学級開設 371人(12,1)
昭42.4 359人(12,1)

.3 ・地形園兼岩石園造成
昭43.4 341人(10,1)

.5 ・明治百年記念　学校創立９５周年事業としてプール建設推進委員会発足

１　学校の沿革



年度．月 歴代校長名 概　　要 人数（学級数，特支学級）

昭43.5 ・教育費調査文部省委嘱指定校
.10 ・町主催明治百周年記念式典町内一周駅伝大会
.11 ・岩石教材園施行（４４年３月卒業記念品）

・町教育研究大会開催（国語科小学部授業公開）
.3 ・西便所改修

・文部大臣官房長官（教育費調査実施協力感謝状）受く
・明治百年記念，学校創立９５周年事業

昭44.4 寺園　愛吉 ・県統計教育研究加盟校 308人(12,1)
.8 ・プール完成

.10 ・大運動会用優勝旗制定（斧渕区より寄贈）
.3 ・川内市体協主催サッカー大会優勝

・小鳥舎設置（４５年３月卒業記念）
昭45.4 ・幼児母親学級開設 286人(12,1)

・校長住宅新築
・滑り台，回旋塔改修，移動式低鉄棒設置

昭46.4 ・百葉箱改修 285人(12,1)
・掲示板設置（４６年３月卒業記念）
・県統計教育研究指定校
・家庭教育学級開設

.5 ・校庭開放事業
.12 ・校庭周辺金網設置
.2 ・ティフトン芝育苗（町費５，０００円ＰＴＡ会費５，０００円）
.3 ・川内市体協主催少年サッカー大会優勝

・日時計設置（卒業記念）
昭47.4 ・東郷小スクールゾーン設置 285人(11,1)

11 ・川薩地区統計教育研究会
.3 ・東郷小学校創立百周年記念式典

昭48.4 西尾　仁三 266人(10,1)
.6 ・芝生植付（初年度）
.7 ・県ちびっ子サッカー優勝

.10 ・第１次学校建築着工

.11 ・県統計教育指定校公開
.2 ・地区ちびっ子サッカー優勝
.3 ・新校舎第１期工事竣工

昭49.4 272人(11,1)
.3 ・新校舎第２期工事竣工

昭50.4 271人(10,1)
.3 ・新屋内体育館竣工

昭51.4 的場　邦人 264人(9,1)
.3 ・校訓碑「若鮎」（５２年３月卒業記念）

昭52.4 261人(8,1)
.12 ・体力づくり施設（ｱｽﾚﾁｯｸ）完成
.2 ・県スポーツ少年団大会サッカー優勝

昭53.4 247人(7,1）
.8 ・県スポーツ競技大会交換大会バレー準優勝

.11 ・地区研究協力校研究公開(体育)
.2 ・県青少年スポーツ競技大会交換大会バレー準優勝

昭54.4 236人(7.1)
.2 ・校名碑建立（校門）戸木田芳和氏寄贈

昭55.4 金藤　世界 241人(7,1)
.11 ・アスレチック修理

56.4 246人(8,1)
.5 ・「山坂達者」指定

.11 ・県道徳教育研究推進地区研究公開
昭57.4 山口 　　寔 254人(8,1)

.11 ・校舎増築（３階２階）
昭58.4 ・教育方法改善研究地区委嘱校 260人(8,1)
昭59.4 269人(9,1)

.12 ・教育方法改善研究公開
.2 ・県ＰＴＡ委嘱研究公開 278人(11,1)

昭60.4 ・教育方法改善研究町委嘱
.6 ・図工室改築完成（旧給食室）

昭61.4 289人(12,1)
.8 ・教材園（旧幼稚園跡）完成

.12 ・教育方法改善研究町委嘱公開
昭62.4 池山　千秋 ・県研究協力校「音楽科」指定 299人(12,1)

.9 ・農具庫新築
昭63.4 310人(12,1)

.6 ・タイヤ塔建て替え

.7 ・鹿島との第１回交流（東郷へ）
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昭63.9 ・校舎前面に指標設置
.12 ・県研究協力校「音楽」研究公開
.2 ・学林地境界調査

・屋体周辺側溝設置
平元.4 319人(11,1)

.8 ・鹿島との交流（鹿島へ）

.3 ・校旗新調（ＰＴＡ正･準会員，歴代ＰＴＡ会長，有志，卒業生による寄贈）
平2.4 336人(11,1)

.6 ・体育館舞台袖幕４張新調

.8 ・校旗格納庫設置（校旗新調寄附金より）

.1 ・各学級ＴＶ台設置図書購入（校旗新調寄附金より）
平3.4 324人(12,1)

.5 ・全日本学童軟式野球大会県大会優勝

.8 ・全日本学童軟式野球全国大会出場（茨城大会二回戦惜敗）
・第４２回県図画作品展知事賞受賞

.1 ・プールフェンス改修工事（体育館側）
平4.4 池上　成年 323人(12,1)

.9 ・学校名看板　バイパス側に設置
.11 ・地区同和教育指導者研究会
.1 ・家庭科室床下かさ上げ

平5.4 306人(12,1)
.6 ・若あゆ公園うさぎ小屋設置
.8 ・体育館正面入口靴箱設置
.9 ・パソコン12台設置

.10 ・地区初任者研修（特別活動授業研究公開）
平6.4 岸園　久則 312人(11)

.2 ・体育館屋根補修

.3 ・給食コンテナ置場新築
平7.4 299人(12)

.6 ・教育事務所学校訪問
.10 ・町学校保健安全研究公開
.3 ・校門門柱設置（卒業記念）

平8.4 ・地区研究協力校「算数科」指定 282人(11)
・こども貯金表彰

.8 ・冷暖房装置設置（保健室）
.10 ・「小さな親切運動」実行章受賞
.3 ・河川浄化運動県知事賞受賞

平9.4 篠原　繁文 284人(11)
.8 ・ジャングルジム設置

・南日本硬筆展学校賞受賞
・地震災害復旧工事

.10 ・北薩地区研究協力校研究公開「算数科」
.2 ・東郷町花だんコンクール入選
.3 ・屋外用掲示板設置（卒業記念）

平10.4 285人(11)
平11.4 勝田　俊治 284人(10)

.7 ・アスレチック修理

.8 ・教室床張替
.10 ・全国花いっぱいコンクール入選
.11 ・北薩地区研究協力校指導法改善「算数科」研究公開

・県教育公務員弘済会募集論文優秀賞受賞「ティームティーチング」
・放送施設工事

平12.4 269人(10)
.6 ・パソコン設置（２２台）
.7 ・もみじ橋かけかえ

.10 ・全国花いっぱいコンクール優良賞
・小規模校特別認可制度説明会

.11 ・県教育公務員弘済会募集論文優秀賞受賞「ボランティア教育」
.2 ・学校環境緑化コンクール優良賞

平13.4 260人(10)
.6 ・プール浄化ポンプ修理完了
.7 ・からいも交流生１日交流

・学校前の山木の伐採作業
.8 ・ＩＴ光ファイバー施設設置

.11 ・黒木小学校とのＴＶ公開研究授業

.12 ・ろく木，雲梯，ジャンプ板設置
.2 ・県教育公務員弘済会募集論文「教育賞」受賞

平14.4 床次　正彦 ・児童用玄関の靴箱改修工事終了 232人(10)
.5 ・校庭松と杉，毛虫発生で切る
.6 ・黒木小とのＴＶ会議授業（６年）
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平14.8 ・校庭南側フェンス金網張り替え
.12 ・町ＰＴＡ研究公開発表
.2 ・地区学校環境緑化コンクール優秀校

・世界「水フォーラム」車体験試乗
.3 ・特殊教育教室設置工事（１階）

・ひまわり学級（特殊学級）設置
平15.4 ・東郷町「教育の日」（毎月１５日）の学習活動開始 240人(8,1)

.9 ・南日本硬筆展学校賞受賞
.10 ・県表現図画工作美術教育研究大会（研究授業提供）
.2 ・地区学校緑化コンクール優秀校

平16.4 299人(8,1)
.8 ・南日本硬筆展学校賞受賞

.10 ・市町村合併により薩摩川内市立東郷小学校と改称
.2 ・地区学校緑化コンクール優秀校

平17.4 239人(8,1)
.6 ・地区道徳教育研究会会場校（授業提供２年，６年）
.9 ・南日本硬筆展学校賞受賞

.10 ・市民運動会一輪車集団演技発表（東郷地域５小学校合同）

.11 ・県学校環境緑化コンクール優良校受賞
平18.4 平野　輝久 ・地区研究協力校（学力向上算数）指定 247人(9,1)

.9 ・南日本硬筆展学校賞受賞
・各教室非常押ボタン設置

.11 ・県学校環境緑化コンクール優良校受賞
.1 ・薩摩川内元気塾，児玉泰介氏による陸上教室開催

平19.4 267人(10,1)
.7 ・教育事務所訪問
.8 ・教室床張替

.12 ・林地（校庭横の山）荒廃防止事業完了
.2 ・県学校保健準優良校受賞

・地区「学力向上」研究指定校公開研究会
・薩摩川内元気塾，前園真聖氏による「夢の教室」開催

平20.4 232人(11,1)
.2 ・県学校保健準優良校

・地区学校緑化コンクール優秀賞
平21.4 坂本愼一郎 275人(11,1)

.12 ・学校図書館完成
平22.4 277人(12,1)

.10 ・東郷中学校区小中一貫教育研究発表会
平23.4 261人(11,1)

.11 ・校舎屋上外壁落下に伴う補修工事
・はんやジュニア大会「特別賞」受賞

平24.4 坂口　照明 257人(10,1)
.11 ・はんやジュニア大会「教育長賞」受賞

平25.4 243人(10,1)
平26.4 229人(8,1)

.12 ・東郷中学校区小中一貫教育実践発表会
平27.4 鮫島　恵子

.11 ・はんやジュニア大会「努力賞」受賞
平28.4 244人(10,1)

.11 ・薩摩川内市及びさつま町「夢絵画コンクール」　「学校賞」受賞
平29.4 森薗　智子 ・東郷地域５小学校統合 318人(12,3)

.6 ・薩摩川内市小学校綱引競技大会　Ａブロック３位（６年１組）
.11 ・薩摩川内市及びさつま町「夢絵画コンクール」　「学校賞」受賞
.1 ・九州オープン綱引大会ジュニア女子の部　第３位

平30.4 302人(12,3)


	沿革史（要覧用）

