
城山小学校 沿革史 
 

明治 6年 8月 西駒野、羽根、奥条の三ヶ村の組合で 
鴻漸南校を創立（西駒野南明寺堂宇にて） 

8年 習化学校と改称 
３０年 郡制により海津郡城山村立城山尋常小学校と改称 

その後、児童生徒数増加→役場 2階（１・2年） 
      山崎尋常小学校（分校）発足→独立→分校→統合 

３２年 城山に新校舎建築 
高等科を併設し城山尋常高等小学校と改称 

３５年 松平義生氏より本校敷地を寄付、校歌制定 
昭和 7年 新校舎竣工（長年の議論の末） 

２２年 学制改革により、城山村立城山小学校と改称 
高等科は廃止、城山中学校として独立 
石森延男氏、今井鑑三氏等の指導受け、「城山の 
教育」全国研究大会開催（国語科教育が盛ん） 

２３年 学校給食を実施（海津で一番早い、県下でもまれ） 
２９年 南濃町立城山小学校と改称 
３９年 山崎分校を本校に統合（１～４年はバス通学） 
４６年 第三期分校舎落成・全校舎完成（鉄筋３階） 
４８年 創立百周年記念式典挙行 

平成 元年 健康優良学校大規模校の部県「一位」受賞 
文部省「体力つくり推進校」受賞 

5年 岐阜県「体力優秀校」受賞（体力つくり教育盛ん） 

１５年 新校舎、体育館完成、ミニ環境ISO14001 認定校 
１７年 附属幼稚園園舎完成内覧会 

３町が合併し、海津市立城山小学校と改称 
１８年 海津市研究指定校２年次の発表 
２３年 海津市研究指定校２年次の発表（算数科） 
２７年 教室にエアコン設置 
２８年 併設する城山幼稚園閉園 

海津市研究指定校２年次発表（算数科） 
  ２９年 この年より国語科を研究教科と設定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

城小４つ星  ☆自分からあいさつ      ☆だまってぴかぴか掃除 

☆自分の手ではきものそろえ  ☆大きな声で発表 
 

先人たちのＤＮＡを受け継ぎ、いのちが輝く学校を  城山小学校長 坪井 秀憲 
 
 4月 6日、城山小学校 入学式で、

44名の新入生を迎え入れ、全校生徒

281名の児童と 30名の教職員とで、

平成 30年度が始まりました。 

 式辞の中で私は、今年で城山小学

校は創立 145 年目を迎え、今年入学

した１年生が６年生になる 2023 年

に、創立 150 周年を迎えることをお

話ししました。右にまとめた学校沿

革史からも、本校は教育令の改正や

時代の変遷、学校の統廃合等による

校名や校地の変更、校舎の建て替え

など、多くの変革の中で、先人たち

が、時代の最先端の教育を子どもた

ちのために尽くしてきたことが見て

とれます。 

 さらに、校区の庭田貝塚や羽沢貝

塚、圓満寺山古墳などの遺跡に思い

を馳せると、古より何世代にもわた

って命が引き継がれ、人々の生活が

営まれてきたことに、胸が熱くなり

ます。 

 海津市の教育は、世代・地域・心

をつなぐ「いのち」をつなぐ教育を

推進しています。これを受けるとと

もに、私たち教職員は、先人たちの

ＤＮＡも受け継いで、子どもたちの

一人ひとりを大切にした「いのちが

輝く学校」をめざしていきます。今

年度もよろしくお願いいたします。 

城山小学校   心ゆたかに のびゆく子  
なかよく かしこく 元気よく 

 
 
 
 

第１号 平成３０年 ４月１０日 
 

       

       

 

 

 学校の教育目標 「心ゆたかに のびゆく子 
なかよく かしこく 元気よく」 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      海津市立城山小学校 

 

 

 

 

めざす 

学校の姿 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成３０年度 学校経営の全体構想  

めざす家庭・地域連携 

めざす子どもの姿と指導の重点 

学校の教育目標    心ゆたかに のびゆく子 
～  なかよく   かしこく   元気よく  ～ 

＜海津市の学校教育方針と重点＞「いのち」をつなぐ教育 

【学校経営】人や地域のつながりを生かした開かれた活力ある学校経営 
（機能的な運営組織・勤務の適正化・特色ある教育課程・危機管理体制）  

【研修】課題を明確にし、主体的に進め、確かな指導力を身に付ける研修 
（現職教育・個人課題設定・主体的で計画的な研究推進）  

【指導】ねらいを明確にした指導による「生きる力」の育成 
（思いやり・コミュニケーション能力・自己指導能力・自立基盤・健康安全）  

＜学校の課題＞         

＊自他のよさを認め合い、他者を思いやる優しい言動 
＊自分で考え正しく判断して安易に追従しない規範意識 
＊めあてをもち、粘り強くやり抜き、共に高まり合う自治 
＊思考力・判断力・表現力を育成し、主体的で対話的で深い学びの実現 
＊食育・眠育をもとに基本的生活習慣の定着と体力向上 
＊校区の資源を開発し、地域に開かれた教育の推進 
 

めざす教師の姿 

＜人権同和教育＞ 人権感覚を磨き「認識力・自己啓発力・行動力」の育成、さん呼び・言葉遣いの即時・即場指導 

＜特別支援教育＞ 合意形成に基づく個別の支援・指導計画の推進、ＵＤによる授業や環境整備、通級でのスキルの適応 

＜総合的な学習＞ 付けたい３つの力を意識した指導の充実、地域の資源の開発と活用、指導計画の作成と改善 

＜外国語活動＞ スモールステップの設定と指導の仕方、「読み・書き」でのスモールトークの進め方、パフォーマンス評価 

 

◎家庭や地域と一体となったチーム城山 

◆地域の教育力の結集（学校支援ボランティア） 
・地域から学校へ（○付け先生・城小ふれあい広場・
クラブ活動・奉仕活動・わいわい会議） 

・学校から地域へ（イベントへの参加・学校だより） 
◆家庭の教育力の向上・ＰＴＡとの連携 
・ＰＴＡとの連携（家庭学習習慣・基本的な生活の
習慣・家庭教育学級・授業参観・学級懇談会） 

・家庭への啓発（学年だより・個人懇談・絆宣言） 

◆中学・園・教育相談機関との連携 
・小中連絡会・保小連携協議会･保小交流会 

・発達支援センター・消防署・警察署 



お世話になりました。新 しくお世 話になります。  

平成 29年度の定期人事異動で教職員の転出入がありました。転出した教

職員は、これまでお世話になりありがとうございました。転入した教職員

は、城山小学校に慣れ、新しい戦力として頑張っていきます。 

【転出職員】                    【転入職員】 

職 名 氏    名 新 所 属 先 職 名 氏    名 旧  所  属 先 

教 頭 西村  守史 瑞穂市立穂積北中学校 教 頭 渡邊満智子 養老町立養北小学校 

教 諭 森  春樹 海津市立東江小学校 教 諭 遠藤 志保 安八町立名森小学校 

教 諭 田中愛由菜 瑞穂市立穂積小学校 教 諭 寺倉 純子 再  採  用 

   教 諭 平岡史奈子 新 規 採 用 

   講 師 浅野 敬久 海津市立今尾小学校 

講 師 武山  睦 海津市立高須小学校 講 師 加藤 美奈 海津市立東江小学校 

拠点校指導教員 片野 敏行 海津市教育研究所 拠点校指導教員  杉野 孝正 高須小・西江小・石津小・城南中兼務  

非常勤講師 古川由美子 本校の学級支援員 学級支援員 古川由美子 本校で非常勤講師 

学級支援員 小野 美奈 本校の初任者研修後補充 初任者研修後補充 小野 美奈 本校で学級支援員 

英語活動 
インストラクター 篠田真由美 他校のインストラクターへ 

英語活動 
インストラクター 曽根 幸恵 東江小兼務 

 
平成 29年度 卒業生 38名の巣立ち 
3月 23日、卒業証書授与式が行われ、本校の卒業

生 38 名は、感謝の思いを抱いて、本校を巣立って

行きました。卒業生に対して多くの祝電や記念品を

頂戴しました。ありがとうございました。 

 

 

   
平成 30年度 入学式・始業式 

 4月 6日、44名の新入生を迎え、入学式・

始業式が行われました。式辞の中で、坪井

秀憲校長は、１年生や上級生に対し、「自分

のよいところを見付けて、それを伸ばして

ほしい。」と述べました。新入生に対しても

多くの祝電や記念品が贈られました。あり

がとうございました。 

 
表 彰（敬称は省略いたしました。） 
 
第 13回 しきなみ子 子供短歌コンクール 

【佳 作】２年 古川 柚花 「ふしぎだな たねのもようが 

かわいいハート ふうせんかずらが ぐんぐんのびた」 

６月の主な予定 

 
9日(土)  授業参観・親子芸術鑑賞会 ５時間授業 ※弁当持参、11日(月)振替休業日 
15日(金)・16日(土) ６年 修学旅行（京都・奈良）※18日(月)振替休業日 
28日(木)・29日(金) ５年 宿泊研修（鈴鹿の森） 

○市教育委員会より 英和辞典・卒業証書入れ筒 

○ＰＴＡより 国語辞典 

○同窓生 榊原啓純様より ボールペン 

○交通安全協会より ランドセルカバー・安全傘 

○その他多くの団体・企業からも頂戴しました。  


