
年度 児童数 学級数 職員数 歴代校長 研究委嘱・主な受賞・施設の充実等

明治８年 ・下無田小学校創立・江上小学校創立

　　１７年 ・下無田小学校を水哉小学校と改称

　　３３年 ・水哉小学校を画図南部尋常小学校と改称、江上小学校を画図北部尋常小学校と改称

　　３６年 ・２校が合併し画図尋常小学校となる

大正２年

　　　５年 ・新校舎落成

　　　９年 第2代 有住昌雄

　　１３年 第3代 松下新吉

　　１５年 第4代 柳井良人

昭和２年 第5代 藤本朝晴

　　　４年 第6代 仲田市郎

　　　６年 第7代 黒田運記

　　　７年 ・画図村は熊本市に合併、熊本市立画図尋常高等小学校となる

　　１０年 ・第９回体育協会主催学童水泳大会において優勝

　　１１年 ・第１０回体育協会主催学童水泳大会において優勝

　　１３年

　　１６年 ・熊本市立画図国民学校と改称

　　１８年 第10代 山田 実

　　２０年

　　２２年 ・熊本市画図小学校と改称

　　２３年 ・画図小学校父母と教師の会（PTA）結成・子ども銀行開始

　　２４年 ・熊本市立画図小学校と改称

　　２５年 ・電話架設される

　　２６年 ・校内放送の設備をする

　　２７年 ・熊本市画図青年学級の開設

　　２８年 ・６．２６水害により４日間臨時休校

　　３０年 ・子ども銀行全国表彰（大蔵大臣賞、日銀総裁賞）

　　３１年

　　３４年 ・完全給食開始（C型）

　　３５年 第16代宮崎長一郎

　　３６年

　　３９年 ・校舎改築竣工

　　４０年

　　４１年 ・「学校・学級経営」研究発表（熊本市教委委嘱）

　　４２年 ・熊本市学校美化コンクール入賞（努力賞）

　　４３年 ・熊本市学校美化コンクール入賞（優賞）

　　４４年
・熊本市学校美化コンクール入賞（秀賞）
・日本水泳連盟より学校水泳優秀校として全国表彰

　　４５年 ・特別教育活動研究発表（熊本市教委委嘱）熊本市学校美化コンクール入賞（優賞）

　　４６年 ・熊本市学校美化コンクール入賞（特別賞）

　　４７年 ・鉄筋校舎完成

　　４８年

　　４９年
・創立１００周年記念式典（祝賀会、体育祭、展覧会、音楽会）校跡記念碑、希望の像建
立（１００周年記念）

　　５０年

　　５１年

　　５２年 871 22 33 ・体育館完成、特別教室（家庭科室、理科室、音楽室）落成

　　５３年 875 23 34

　　５４年 928 24 36 ・ナイター施設、防球ネット完成

　　５５年 936 24 37 ・給食室完成

　　５６年 928 24 38 ・鉄筋校舎完成、管理棟完成

１　学校の沿革

第8代 吉村運蔵

第9代 徳永寅雄

第11代 藤枝 操

第12代 上田宝常

第1代 遠山八郎

第24代 石村俊明

第19代 松本 弘

第20代 甲斐幸雄

第21代 堀江 満

第22代加賀山興隆

第23代 真佐喜親

第13代 河上貞喜

第14代 沖村三朗

第15代 渡辺 正

第17代 安永忠義

第18代 中林誠一



　　５７年 896 23 37 ・汀女園移設完成、国旗掲揚台完成

　　５８年 895 22 36 ・プールサイド、目洗い、シャワー、腰洗い完成

　　５９年 901 22 34 ・プール循環装置完成

　　６０年 879 22 36
・環境保護教育実践校指定（～平成５年度）
・愛鳥教育実践校指定 開発途上国（１０ヶ国）視察団来校（授業参観及び交歓）

　　６１年

　　６２年 787 21 34
・熊本ライオンズクラブ第１５回少年少女俳句大会学校賞入賞（～第17回）
・体育館増改築竣工

　　６３年 763 21 34 ・熊本ライオンズクラブ第１６回少年少女俳句大会学校賞入賞

平成元年 756 21 37
・熊本ライオンズクラブ第１７回少年少女俳句大会学校賞入賞
・児童育成クラブ創設

　　　２年 736 20 33

　　　３年 726 21 35 ・熊本ライオンズクラブ第１９回少年少女俳句大会学校賞入賞（～第31回）

　　　４年 721 20 36
・熊本ライオンズクラブ第２０回少年少女俳句大会学校賞入賞
・牛乳パック回収活動モデル指定校
・用水路改修工事完成

　　　５年 737 21 35 ・熊本ライオンズクラブ第２１回少年少女俳句大会学校賞入賞、汀女顕彰俳句大会

　　　６年 781 23 37
・熊本ライオンズクラブ第２２回少年少女俳句大会学校賞入賞、汀女顕彰俳句大会
・環境教育実践校指定（～７年度）
・遊具施設（ジャングルジム、滑り台）完成、水車小屋完成

　　　７年 820 24 39 ・熊本ライオンズクラブ第２３回少年少女俳句大会学校賞入賞、汀女顕彰俳句大会

　　　８年 802 23 40
・熊本ライオンズクラブ第２４回少年少女俳句大会学校賞入賞、汀女顕彰俳句大会
・新プール完成

　　　９年 779 22 39
・熊本ライオンズクラブ第２５回少年少女俳句大会学校賞入賞、汀女顕彰俳句大会
・国旗掲揚台新設

　　１０年 770 22 38 ・熊本ライオンズクラブ第２６回少年少女俳句大会学校賞入賞、汀女顕彰俳句大会

　　１１年 743 22 36 第31代 大槻 英

・熊本ライオンズクラブ第２７回少年少女俳句大会学校賞入賞、汀女顕彰俳句大会
・台風１８号による被害（ガラス破損 ９０枚、倒木 ３０本、他）、ＰＴＡによる奉仕
作業（台風被害の後片付け２７日～２９日）

　　１２年 716 20 34

・熊本ライオンズクラブ第２８回少年少女俳句大会学校賞入賞、汀女顕彰俳句大会
・パソコン室整備、パソコン搬入
・人権の花集会
・21世紀記念植樹(ハナミズキ)
・熊本市青少年善行表彰
・和太鼓及び児童用図書贈呈式（旧職員島村寿ヱ様）

　　１３年 655 20 34

・熊本ライオンズクラブ第２９回少年少女俳句大会学校賞入賞、汀女顕彰俳句大会
・画図地域コミュニティーセンター開所式、児童育成クラブ移設
・県器楽合奏コンクール銀賞
・肥後の水資源愛護賞受賞
・読み聞かせボランティア(朝自習時間)開始
・ソニー教育科学賞（努力校）受賞　パソコン贈呈式

　　１４年 603 20 34

・熊本ライオンズクラブ第３０回少年少女俳句大会学校賞入賞、汀女顕彰俳句大会
・ユニセフアフリカの日交流会
・えずっ子安全ネットワーク会議発足
・熊本市学校環境緑化コンクール熊日賞受賞
・中村汀女物語放送
・学校図書館資源共有型モデル地域事業図書移動開始
・ランチルーム設置
・熊本市道徳実践発表会（あったかハートフェスティバル）６年参加

　　１５年 604 20 35

・熊本ライオンズクラブ第３１回少年少女俳句大会学校賞入賞、汀女顕彰俳句大会
・中校舎屋上天井工事
・俳句活動取材（ＫＡＢ）
・親父の会（ウォーターボーイズ）結成
・汀女園改良工事
・さわやかフェスティバル参加
・運動場改良工事

　　１６年 560 19 35

・水車改修工事
・台風１８号による被害（教室窓ガラス106枚破損、農具倉庫倒壊他）
・東門完成
・汀女顕彰俳句大会

　　１７年 554 20 36

・知的学級、情緒学級新設
・熊本県科学研究物展示会学校賞受賞
・本館（南校舎）外壁全面塗り替え塗装工事、消火・給水ポンプ室新設工事
・南側外柵フェンス工事
・汀女園改修工事、汀女顕彰俳句大会

　　１８年 580 21 37 ・汀女顕彰俳句大会

　　１９年 606 21 37
・「きてきて先輩」片岡安祐美講演会
・汀女園改修工事、汀女顕彰俳句大会

第34代 兼田義昭

第25代 坂田彰一

第26代 宮崎 悟

第27代 水上 武

第28代 福山隆一

第29代 岩田祐次

第30代 坂口弘己

第32代 村上京子

第33代 古川知行



　　２０年 654 22 38
・熊本ライオンズクラブ第３６回少年少女俳句大会学校賞入賞、汀女顕彰俳句大会
・音楽室アスベスト除去工事

　　２１年 714 25 42

・熊本ライオンズクラブ第３７回少年少女俳句大会学校賞入賞、汀女顕彰俳句大会
・熊本市教育委員会より「授業改善協力校」の指定を受ける
・画図小学校下水道工事完了及び浄化槽撤去

　　２２年 788 28 46

・熊本ライオンズクラブ第３８回少年少女俳句大会学校賞入賞、汀女顕彰俳句大会
・熊本市教育委員会より「体力向上実践校」の指定を受ける
・中庭２階建て仮設校舎完成
・「トタン屋根のケーキ屋」新本高志さん人権教育後援会
・北校舎外壁補修工事・地デジ化工事完了
・第二図工室改修工事（普通教室へ）・体育館玄関スロープ完成

　　２３年 833 30 50

・教頭２人配置校となる
・熊本ライオンズクラブ第３９回少年少女俳句大会学校賞入賞、汀女顕彰俳句大会
・職員室拡張工事・中庭仮設校舎２棟目建設・北校舎外壁補修工
・事職員室拡張終了・中庭仮設校舎（２棟目）完成
・第１回校区「収穫祭」開催・地域団体への感謝の集い・タイムカプセル埋設（親父の
会）
・地域団体への感謝の集い

　　２４年 866 31

・養護教諭２人配置となる
・熊本ライオンズクラブ第４０回少年少女俳句大会学校賞入賞、汀女顕彰俳句大会
・北側職員駐車場に仮設校舎（３棟目）完成
・大綱引き大会

　　２５年 917 31 56

・熊本市教育委員会より研究委嘱（～２６年度）「教育課程」
・熊本ライオンズクラブ第４１回少年少女俳句大会学校賞入賞、汀女顕彰俳句大会
・デジタル通知表優秀賞受賞
・江津画子体験隊（画図小エコ活動）ＴＶ放映（ＴＫＵくまもとわくわく探偵団）

　　２６年 961 31 56

・熊本ライオンズクラブ第４２回少年少女俳句大会学校賞入賞、汀女顕彰俳句大会
・熊本市みどりの月間植樹の集い
・テレビ熊本　水の国　環境学習・田植え体験等取材
・｢熊本県学校版環境ISOコンクール｣優秀賞受賞
・｢熊本県わくわく節水実践コンクール｣優秀賞受賞

　　２７年 982 34 56

・第４３回少年少女俳句大会小学校の部学校賞受賞、汀女顕彰俳句大会
・汀女園清掃活動
・ＰＴＡ主催どんどや実施（バザー）
・「熊本の心」県民大会６年生実践発表（熊本テルサ）
・研究論文団体の部入選

　　２８年 996 35 59

・4.14・4.16熊本地震発生、4/45～5/9臨時休業
・熊本ライオンズクラブ第４４回少年少女俳句大会学校賞入賞
・熊本市緑化コンクール「市地域みどり推進協議会賞」受賞
・環境美化教育優良校受賞
・東校舎完成(１３教室、集中昇降口)
・通学路信号機点灯式
・PTA新聞コンクール「みずうみ」「運営委員会だより」優秀賞受賞

    ２９年 1016 36 61

・体育館天井落下防止対策工事
・冷暖房設備(エアコン)工事
・熊本ライオンズクラブ第４５回少年少女俳句大会学校賞入賞
・文化庁巡回公演「星の王子様｣
・地震災害復旧工事
・農具倉庫、砂場完成
・PTA新聞コンクール「みずうみ」「運営委員会だより」熊本市教育委員会賞受賞

    ３０年 1016 36 63

・エアコン普通教室に全室配備
・美しい日本語教室（劇団四季）
・熊本ライオンズクラブ第４６回少年少女俳句会学校賞入賞
・赤十字いのちと献血俳句コンテスト学校賞入賞

    ３1年
令和元年

1020 35 59

・熊本市教育委員会より研究委嘱「生徒指導」（～令和２年度）
・文化芸術による子供の育成事業（大阪交響楽団）
・感性をみがく教育の推進（伝統芸能鑑賞　落語）
・熊本ライオンズクラブ第４７回少年少女俳句会学校賞入賞
・公益財団法人東京海上日動教育振興基金より助成（教育実践研究論文 入賞）
・災害対応型自動販売機の設置

令和２年 1015 34 59

・新型コロナウイルス感染拡大防止の為休校（４月９日～５月２９日）
・人吉豪雨被災地へ支援物資協力　「小さな親切」運動実行賞
・熊本ライオンズクラブ主催「第４８回少年少女俳句大会」学校賞受賞
・文化庁巡回公演（山本能楽堂）
・全児童へタブレット配付
・熊本市教育委員会主催「熊本市わくわくチャレンジ長縄跳びフェスタ」奨励賞受賞

令和３年 1013 37 61

・書籍寄贈（兵庫県神戸市　赤木睦子様）
・熊本ライオンズクラブ主催「第４９回少年少女俳句大会」学校賞受賞
・第５７回熊本市学校環境緑化コンクール　東区賞（ＫＫＴ賞）
・運動会（コロナウイルス感染症拡大防止のため5月予定を延期して実施）
・卒業証書授与式（卒業生１６９人）

令和４年 999 38 60

第40代　大江 剛

第35代 山下英一

第36代 古閑憲一 

第37代 塩津昭弘

第38代 上妻 薫

第39代 清田浩文


