
Ⅱ 学校の実態   

１ 学 校 沿 革 史 

                                                             熊本市立本荘小学校  
 

年  代  事            項  
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大正  ４年  

   ５  
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昭和  ２年  

     ３  

 

 

   ５  

８  

 第１代  茂見直次郎校長就任 (11)  

 託麻郡本荘村８２番地に小学校を設立し､ 公立中荘小学校と称し､  

 同村７番地に中間  分校、５７番地に南分校の２分校を置く。  

 西南戦争の影響を受け、２月から６月まで休校。  

 第２代  荒木直校長就任 (3)  

 両分校を廃止し、本校に合併。  

 第３代  伊藤和太熊校長就任 (4)  

 第４代  本田時茂校長就任 (2)  

 隣村春竹小学校と合併、尋常竹荘小学校と称し、本校を北部教場、  

 春竹校を南部教場と称す。  

 市町村制の実施に伴い分離して本荘尋常小学校と改称。  

 第５代  山口岩太郎校長就任 (6)  

 校舎改築落成式挙行（２階建校舎）  

 第６代  城敬重校長就任 (10)  

 飽託郡本荘尋常小学校となる。  

 敷地２９８坪購入、更に二階建て校舎一棟を増築 (6)  

 学級増加により１６坪の教室を増築。  

 修業年限２ヶ年の高等科を併置し、本荘尋常高等小学校と改称。  

 義務年限延長に伴い、高等科を廃止し、本荘尋常小学校と改称。  

 本荘中原 (現在地 )に校舎新築落成  建坪 217坪  工費 7,800円  

 第７代  有住昌雄校長就任  (1)  

 第８代  末岡基弥太校長就任 (9)  

 第９代  安富武二校長就任 (5)  

 敷地２１２坪拡張。教室９９坪を増築 (11)  

 第１０代  藤垣儀一郎校長就任 (4)  

 ２ヶ年課程の高等科を併置し、本荘尋常小学校と改称。運動場３３０坪拡張。 

 熊本市に合併され、熊本市立本荘尋常高等小学校となる。  

 学級増加のため教室二階建て２５坪増築。  

 第１１代  伊牟田尚敏校長就任（８）  

 「本荘校報」第１号発行。  

 教室二階建６０坪増築 (4)  

 二階建２５坪の校舎を解き、校舎二階建１８０坪、便所１６坪増築(6) 

 敷地  ９２坪拡張 (11)  

 敷地２０５.５坪、通路４７.７坪拡張。北及び西の旧校舎を解き、本館二階建 

 １２０坪、使丁室１２坪、便所１４坪、新築落成。  

 学童オリンピック･全九州野球大会などで優勝し、スポーツの名門校となる。 

 第１２代  兼丸哲平校長就任 (4)  

 第１３代  高宗強校長就任 (3)  

 高等科を廃止し、本荘尋常小学校と改称する。  

 「個性教育」研究発表会開催。  
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 第１４代  甲斐健校長就任 (3)  

 校歌制定（松島慶三作詞作曲） 雨天体操場兼講堂新築竣工 工費14,250円 

 講堂新築落成並に創立６０周年記念式典挙行 (12)  

 本荘校校友会を改組し、本荘奨学会と改称 (10)  

 「国民学校令」により、本荘国民学校と改称。  

 本校に於て、放送教育研究会開催(2) 第１５代 高橋重博校長就任(4) 

 第１６代  緒方芳人校長就任 (4)  

 戦災により校舎全焼 (7)  分散教育実施 (10)鉄道学校外７カ所。  

 高松宮殿下戦災復旧状況御視察のため御来校 (10)。  

 仮校舎落成、建坪４２９坪 (11)。  

 熊本市立本荘小学校と改称。  

 第１７代  佐間野弘校長就任 (4)。  

 本館第１期工事 (西側校舎 )落成･建坪３３０坪  (3)  

 仮校舎解体。(1) 本館第２期工事(東側校舎)落成･建坪２８０坪(6) 

 第１８代  上村一喜校長就任 (4)   体育倉庫竣工 (11)  

 第１９代  山田龍蔵校長就任 (4)   同窓会設立 (12)  

 第２０代  石原信二校長就任 (4) 新館工事落成 (10)  

 第２１代 多田義郷校長就任(4)。 西側レンガ塀５０間完成｡プール工事着工。 

 創立８０周年記念式典挙行 (11)  

 創立８０周年記念事業としてのプール工事完成(4)。プール落成祝賀式挙行(7) 

 県選抜音楽会に出場し、入賞。  

 町内子ども会連合会結成。  

 第２２代  草野廣英校長就任。  

 国体の開会式のマスゲームに鼓笛隊が出場。  

 全日本交通安全協会より表彰 (1)。  算数研究発表会開催 (2)。  

 理科研究発表会開催(1)。 校区民の寄付により簡易信号機を２ヶ所に新設(9)。 

 給食室改築、総工費５８万円｡  

 全国保健大会の会場校となり、安全教育の部会で発表 (11)。  

 第２３代  平尾信行校長就任。  

 日本学校安全会の指定校として、安全教育について研究発表 (11)。  

 全国学校音楽コンクール（合唱）  県大会に３位入賞 (7)。  

 安全教育優秀校として、県教育委員会より表彰 (4)。  

 市教委教育研究委嘱校として図書館教育について研究発表 (11)  

 九州図書館コンクールで優秀賞、皆泳優秀校として表彰 (11)。  

 第２４代  林田致徳校長就任 (4)。  特殊学級１学級新設。  

 体育館落成式挙行。プール用脱衣場を設置 (7)。  

 むし歯半減運動優良校として表彰 (12)。  

 熊日学童スケッチ展優秀校として表彰 (1)。  

 教育研究論文（算数）佳作入選(3)。  防犯灯（５基）を設置(4)。  

 第２５代 真崎義雄校長就任(4)。 熊本県学校給食優良校として表彰(8) 

 市教委教育研究委嘱校として、給食研究を発表 (10)  

 渡り廊下コンクリート張り施工。特殊学級水道施設（手洗い）及び体育館へ 

 の通路（屋根）施設新設 (11)  
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 熊日学童スケッチ展優秀校として表彰(1) むし歯半減運動優良校として表彰。 

 学校給食の運営と指導の優秀校として文部大臣賞を受賞 (10)  

 全日本よい歯の学校表彰 (11)  

 楽焼窯（電気）設置 (1)  第２６代  永嶺節雄校長就任（ 4)  

 むし歯半減運動優良校として表彰 (2)  

 むし歯半減運動優良校として表彰(3)  第２７代 上村芳輔校長就任(4) 

 学校美化コンクール良賞受賞。 (7) 全九州硬筆展努力賞受賞 (7)  

 全日本よい歯の学校表彰 (10) 熊飽少年サッカー大会優勝 (12)  

 学校美化コンクール良賞 (6)  熊本市少年野球お別れ大会優勝 (11)  

 旧校舎解体作業完了 (11)  

 新校舎地鎮祭挙行 (1) 「本荘読本」発行 (3) 新校舎竣工（ 10)  

 創立百周年記念式典及び新校舎落成式挙行 (11)  

 防球ネット (2) 運動場整地作業完了 (4)  

 体育館照明・照度アップ。夜間開放 (7) 焼却炉設置 (8)  

 体育館屋根塗装 (5) 社会福祉協議会より運動場便所新設 (8)  

 創立百周年記念誌「本荘」発行 (3) 第２８代  坂田光人校長就任。  

 プール更衣室改築(3)  創立百周年記念事業として、「校旗・校訓板」 

 テレビ  カメラ等寄贈 (5) 学校緑化｢つばき賞｣ 受賞 (7)  

 外塀フェンスか第１期工事完了(1)  校内ＴＶ放送第１期工事完了(8) 

 市教委委嘱「体力つくり」研究発表 (11) プール浄化装置完成 (3)  

 第２９代 中村貞夫校長就任(4)情緒障害児学級併設。  校舎機械警備発足(5) 

 学校管理下による部活動開始。器楽部発足｡(7)  

 基礎学力研究市教委より委嘱(5) 市ＰＴＡ協議会より、ＰＴＡ表彰される。 

 県器楽コンクールにて、銀賞受賞 (11)  

 プールフロア（３台）市教委より設置。  

 外塀フェンス第２期工事完成 (3)  学校緑化｢ＴＫＵ賞｣受賞 (7)  

 県器楽銀賞受賞 (10)  

 学校緑化｢ＲＫＫ賞｣受賞 (7)  県器楽銀賞受賞 (10)  

 第３０代 胡麻鶴卓哉校長就任（4) 県器楽コンクール銀賞受賞(10) 

 市教委委嘱「基礎学力」研究発表 (12)  

 プレイルーム木製壁面完成｡ 教育論文準特選受賞（3)  屋上柵塗り替え(8) 

 器楽コンクール銀賞受賞 (11)  

 第３１代  宮崎悟校長就任 (4) 学校緑化「みどり賞」受賞 (8)  

 県器楽コンクール金賞受賞 (11)  

 太鼓部、総合体育部発足 (4)  

 第３２代  井芹忠夫校長就任 (4) 校舎外壁全面塗装。  

 小体連バドミントン大会団体男子準優勝 (9)  

 なかよし学級ハンドベルで熊本市青少年善行表彰を受ける (3)  

 篤志家より40ｲﾝﾁﾊﾟｲｵﾆｱテレビの寄贈(5)  飼育小屋完成｡(9)雲梯完成(10) 

 熊本市小体連バドミントン大会団体女子３位に入賞 (10)  

 ＰＴＡバザー益金より、優勝旗を寄贈。(2)卒業記念樹（紅梅）を植樹(3) 

 篤志家より赤白団旗の寄贈(9) 熊本市小体連バドミントン大会団体優勝(10) 

 ＰＴＡバザー益金より藤棚をつくる (3）熱帯魚及び水槽寄贈 (3)  

 卒業記念樹 (ゆずり葉 )植樹 (3) 回旋塔支柱交換 西側(3)  

 第３３代  野島幹夫校長就任 (4)  

 １年女子トイレ洋式化･仲よし用トイレシャワ－ガス釜交換 (8)  

 給食室改装･ボイラー交換･回転釜導入 (2)  回旋塔支柱交換 (3)  

 卒業記念樹(アメリカハナミズキ)植樹(3)  創立１２０周年記念式典及び記念誌 

 「本荘」発行並びに西生了氏より絵画「南国の静物」寄贈 (12)  
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 第３４代  植田正大校長就任 (4)  

 創立１２０周年記念「本荘読本」発行。「ふれあいル－ム」設置。  

 ランチルームのテーブル・椅子購入。飼育舎の改修。  

 小体連バドミントン大会団体男子優勝 (11)  

 第４９回全国同和教育研究大会会場校。ＰＴＡ「子ども避難の家」設置。  

 ＰＴＡバザー益金より長机１３台購入。  

 第３５代  野田孝昭校長就任 (4)。  

 小体連バドミントン大会団体男子準優勝(11)１・２年生教室前花壇整備。 

 ＰＴＡバザー益金よりパイプ椅子４０脚購入。 運動場東側鉄製フェンス撤去。 

 仲よし学級熊本市青少年善行表彰受賞。体育館雨樋改修。  

 体育館西側フェンス改修。  校舎中央通路南側入り口前整備。  

 ＰＴＡバザー益金より長机１０台購入。  

 パソコン室改造整備及びパソコン１０台設置。第１回学校保健委員会開催(1)。 

 運動場防球ネット支柱基礎改修。  ２１世紀記念植樹 (2)。  

 第３６代 金子允明校長就任(4)。トイレ改修(8)。すべり台設置(3) 

 平成１４年度熊本県教育委員会体験学習推進校  

 児童数１１１名(５月１日) 西側樹木剪定(5) １階職員トイレ改修(8) 

 ＰＴＡバザー益金よりパイプ椅子２５脚購入 (2)  

 かがやき学習発表会：パソコンを使った学習発表会 (2)  

 平成１５～１６年度熊本市教育委員会研究委嘱校  

 児童数１１１名(５月１日)。  東側（楠・サンゴジュ・欅）・南側（楠）の 

  樹木剪定 (5)  プール改修工事 (6)  

 かがやき学習発表会：パソコンを使った学習発表会 (2)  

 ＰＴＡバザー益金よりインターホン購入・設置 (3)  

 ふれあいルームに「テクニカルアートの世界（猪本義弘氏の作  

 品コーナー設営）」あったかハートフェスティバル出場（１）  

 第３７代  本田三洋校長就任 (4)。教室移動（４年・６年）  

 児童数１０３名（５月１日）  

 体育館・プール新築工事開始予定のため春季大運動会 (5)  

 代継橋の橋名板コーナーの設置 (ふれあいルーム )(5)  

 こどものポエムコンクール学校賞受賞（ 9）  

 市教委委嘱「教育課程一般」研究発表会  

  「夢に向かって」～かがやく子どもをめざして～（ 10）  

 熊本県健康教育推進校優良校受賞（ 1）  
あったかハートフェスティバル出場 :１･２年生公開授業（１）  

 熊本市健康推進校優良校受賞（ 2）人権フェスティバル出場（２） 

 熊本市教育論文準特選（ 3）  

 児童数９２名（５月１日）  

 体育館・プール新築工事ため春季大運動会 (6)  

 こどものポエムコンクール学校賞受賞（ 9）  

 アスベスト除去工事「階段」（９～ 10）  

 一行詩いのちのうた学校賞受賞（ 10）  

 体育館・プール落成式並びに創立１３０周年記念児童発表（ 11）  

 創立１３０周年記念俳句集「なかよく  かしこく  たくましく」発行（ 11）  

 熊本市健康推進校優良校受賞（ 11）  

 全国健康教育推進学校表彰現地審査（ 12）  

 防球ネット設置、体育館・プール解体工事 （１２～１）  

熊本県健康教育推進校優良校受賞（ 1）  

 日本学校保健会２１世紀新しい時代の健康教育推進学校  
最優秀校受賞（２）  

 全九州学校図書館協議会最優秀校受賞（１２）  
 文部科学大臣奨励賞受賞（２）  

人権フェスティバル出場（２）  
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第３８代  杉原哲郎校長就任 (4) 児童数８９名（５月１日）  

本荘校区コミュニティ－センター・育成クラブ新設（５） 

こどものポエムコンクール学校賞受賞（９） 

熊本市健康教育推進校優良校受賞（１） 

運動場整地・屋外トイレ新設・屋外体育倉庫新設（２） 

人権フェスティバル出場（２）西側・南側防球ネット設置（３） 

「命の献血俳句」学校賞受賞（３） 

児童数８４人（５月１日） 

楽しい給食作品展学校賞（作文の部）受賞（１１） 

熊本市教育委員会委嘱研究発表会（１１） 

「育てよう心かがやく本荘っ子」 

～一人一人の思いを生き生きと表現し合う 

道徳の時間を大切にして～ 

教育論文準特選受賞（３） 

第３９代 林 良助 校長就任（４）児童数７９人（５月１日） 

 いのちの献血俳句コンテスト団体賞（２）輝きプラン研究授業：国語（２） 

熊本県健康教育推進校優良校受賞（２）  

人権フェスティバル出場 (2)熊本市健康教育推進校優良校受賞(3) 

児童数７７人（５月１日）健康教育課学校訪問：全員授業（９） 

芸術鑑賞会：代継太鼓保存会による太鼓ワークショップ（１０） 

輝きプラン研究授業：道徳、音楽、理科（２） 

管理棟及び図書室エアコン工事（２）人権フェスティバル出場（２） 

第４０代  佐野昭二校長就任 (4) 児童数７７名（５月１日）  

 平成２２年度体力向上実践校、 

平成２２・２３年市教委指定「心の教育」  

大型液晶テレビ（４０型）３台設置、電子黒板（４０型）１台（６） 

教室に扇風機設置（各４台、計３４台）（１） 

児童数７６人（５月１日） 

大型液晶テレビ（４０型）１台設置（音楽室）、液晶テレビ（２６型）１台設

置（校長室）（５） 

１～４年教室に黒板用蛍光灯設置（６） 

太鼓部２７７８人和太鼓演奏会参加 ギネス認定（10） 

平成 22・23 年熊本市教育委員会指定「心の教育」研究発表会(11) 

～心を耕し ともによりよく生きようとする子どもの育成～ 

小体連バトミントン大会新人大会 

教師用ノート型パソコン５台導入 合計１２台 

第４１代 石井祐治校長 就任（４） 

児童数８６人（５月１日） 

九州北部豪雨による白川増水のため集団下校（７） 

西側校舎耐震工事終了（８）本荘小子どもフォーラム（１０） 

健康教育課学校訪問（１０） 

児童数８１人（５月１日）滑り台塗装(３) 人権フェスティバル出場（２） 

屋外遊具・運動器具類点検（２） 

第４２代 古閑順子校長 就任(４) 児童数７６人(５月１日) 

人権フェスティバル出場（２） サッカーゴール新設（８） 

非常階段フロア改修（１） 自転車置き場解体撤去（１） 

 



 平成２７年 

 

２８  

 

     

  

 

 

 

    ２９ 

 

 

 

  ３０ 

 

 

  ３１ 

（令和元年） 

 

 

令和２年 

 

 

 

  ３年 

児童数６１人（５月１日） 子どもフォーラム（１２） 創立１４０周年記念 

リーフレット配布（３） 六連鉄棒新設（１２） ろく木塗装（１２） 

第４３代 布 雅之校長 就任（４） 児童数５９人（５月１日） 

複式学級（２・３年） 

熊本地震発生（４月１４日前震、４月１６日本震） 

体育館、校舎に避難所開設（４月１４日） 

（４月１５日より５月９日まで地震による臨時休業） 

学校再開（５月１０日） 

健康教育課学校訪問（９） 

児童数５０人（５月１日） 複式学級（２・３年） 

学務課・教職員課学校訪問（９） 

空調工事開始（１） 校舎屋上漏水改修工事（１２） 

プールサイド一部改修工事（１２） 登り棒撤去（３） 

児童数５２人（５月１日） 複式学級（２・３年、４・５年） 

空調運用開始（６）  プール倉庫シャッター交換（７） 

愛知県より防災研修視察（８）  複式学級保護者説明会（３） 

第４４代 蓮本 恒知校長 就任（４） 児童数４８人（５月１日） 

複式学級（５・６年） 

学校訪問（総合訪問）（７） 

コロナウイルス感染拡大防止のため、臨時休校（3 月 2 日～3 月 24 日） 

児童数５２人（５月１日） 複式学級（２・３年、５・６年） 

コロナウイルス感染拡大防止のため、臨時休校（４月９日～５月 29 日） 

学校再開（６月１日） 

校舎屋上漏水改修工事（７） 

第４５代 西川 英臣校長 就任（４）児童数５９人（５月１日現在） 

複式学級（３・４年、５・６年） 

令和３年度市教委指定「小中一貫教育」、「不登校 ICT 支援事業」 

 



 


