I 学校の概要
１ 学校の沿革
・昭和５０年 ４月 １日

・昭和５１年 ３月 ７日
・昭和５１年 ５月 ４日
・昭和５１年 ５月１９日
・昭和５１年 ６月３０日
・昭和５２年 ５月１５日
・昭和５２年 ７月１３日
・昭和５３年 ２月 ３日
・昭和５３年 ９月２２日
・昭和５３年１１月２４日
・昭和５４年 ４月 ２日
・昭和５４年 ７月 １日
・昭和５５年 ４月 １日
・昭和５５年 ５月 ２日
・昭和５６年 ３月１０日
・昭和５７年 ３月 ２日
・昭和５７年 ４月 １日
・昭和５８年 ４月 １日
・昭和５９年１１月 ３日
・昭和５９年１１月１１日
・昭和６０年 ４月 １日
・昭和６０年１１月 ６日
・昭和６１年 ２月２８日
・昭和６２年１１月１１日
・昭和６２年 ４月 １日
・昭和６２年 ９月２２日
・昭和６３年 １月２７日
・昭和６３年１１月１６日
・平成 元年 ４月 １日
・平成 元年 ４月 １日
・平成 元年 ４月１１日
・平成 元年１１月１０日
・平成 元年１１月１７日
・平成 ２年 １月２５日
・平成 ３年 ３月 ７日
・平成 ４年 ２月 ５日
・平成 ４年 ４月 １日
・平成 ４年１１月１１日
・平成 ４年１１月２３日
・平成 ６年 １月２３日
・平成 ６年 ４月 １日
・平成 ６年 ４月 １日
・平成 ６年１２月 ４日
・平成 ６年１２月１４日
・平成 ７年 ３月 ４日
・平成 ７年 ４月 １日
・平成 ７年 ６月 ５日
・平成 ７年１０月１５日
・平成 ７年１１月１９日
・平成 ８年 １月２６日
・平成
・平成
・平成
・平成
・平成

８年
８年
８年
９年
９年

４月
４月
８月
２月
４月

１日
１日
１日
９日
１日

八潮第一小学校地内に八潮第七小学校を設置する
プレハブ校舎(8 教室)3 棟八潮第一小学校校舎借用(普通教室 6・特別教室 4)
初代校長 金子 光男着任
八潮市大字八条 1150 番地に新校舎落成普通教室 28 屋内運動場(808 ㎡)
開校式典を行い 5 月 4 日開校記念日とする
交通安全教育推進校の委嘱を受ける(埼玉県教育委員会他 4 団体)
プール完成
学校園花壇完成
交通安全教育研究発表会
学校安全優良校の表彰を受ける
学校安全の普及と向上により文部大臣より表彰を受ける
交通安全児童宣言発表会を開く(交通安全六つの約束)
学校給食開始
安全教育の推進・安全思想の普及により内閣総理大臣より表彰を受ける
第 2 代校長 斉藤 博道着任
国旗掲揚塔(4 基)立志の塔(1 基)を設置
第 1 回立志の塔収納式
管理棟落成，使用を始める
第 3 代校長 黒部 喜一着任
第 4 代校長 金子 義夫着任
八潮市緑化事業適用による学校緑化(山モモ，トチ，マテバシイ，ケヤキ，モクセイ)
開校十周年記念式典挙行
第 5 代校長 岡田 千代三着任
図工研究発表会(市教委委嘱)
交通安全教育中間発表会(日本学校健康会委嘱)
交通安全教育研究発表会(日本体育，学校健康センター委嘱，市教委委嘱)
統計教育研究委嘱を受ける
(埼玉県知事，県教育委員会，県統計協会，県統計教育研究協議会)
交通安全教育優良団体として埼玉県警察本部長賞を受ける
学校安全優良学校として埼玉県教育委員会教育長より表彰を受ける
統計教育研究発表会
第 6 代校長 米元 洋一着任
全国学校安全研究委嘱を受ける(全県・県安全教育研究協議会・市教委)
体力向上推進校の委嘱を受ける(市教委)
全国学校安全教育研究発表会
県統計協会より優良団体として県統計協会長賞を受ける
交通安全思想の普及高揚により埼玉県知事より表彰を受ける
新校舎落成の日を開校記念日と変更する
小・中学校生徒指導研究推進地域中間発表会
第 7 代校長 藤咲 友規着任
小・中学校生徒指導研究推進地域本発表
第 27 回全日本マーチングバンド・バトントワリング関東大会出場
マーチングバンド・バトントワリング全国大会出場
校名変更により八潮市立八條北小学校にかわる
生活科・理科研究委嘱(市教委)
第 29 回全日本マーチングバンド・バトントワリング関東大会出場
流域貯留浸透事業流出抑制施設設置工事完成
開校二十周年記念式典挙行
埼玉県社会福祉協力校指定（県社会福祉協議会）
放送機器及び校内放送設備設置
第 4 回生涯学習まちづくり特別賞受賞
第 30 回全日本マーチングバンド・バトントワリング関東大会出場
生活科・理科研究委嘱本発表会(市教委)
学校教育放送利用地区研究発表(県教委)
第 8 代校長 棚橋 清重着任
体力向上研究委嘱を受ける(市教委)
屋内運動場塗装工事
マーチングバンド全国小学校管楽器合奏フェスティバル東日本大会出場
算数科研究委嘱(市教委)

・平成 ９年１１月２２日
・平成１０年 ４月 １日
・平成１０年１１月２７日
・平成１０年１１月２８日
・平成１０年１１月２８日
・平成１１年１１月１３日
・平成１２年 ４月 １日
・平成１２年 ８月３０日
・平成１２年１１月１１日
・平成１２年１１月１５日
・平成１２年１１月２８日
・平成１３年 ８月２８日
・平成１３年 ８月２８日
・平成１３年１０月 ３日
・平成１３年１１月１０日
・平成１４年 ４月 １日
・平成１４年１１月 ９日
・平成１４年１１月２６日
・平成１５年 ４月 １日
・平成１５年 ４月 １日
・平成１５年１１月 ８日
・平成１６年 ４月 １日
・平成１６年１１月 ６日
・平成１６年１１月２６日
・平成１７年 ２月 ５日
・平成１７年 ４月 １日
・平成１７年１０月 １日
・平成１８年 ４月 １日
・平成１９年 ５月３０日
・平成１９年１１月１３日
・平成２０年 ８月２２日
・平成２１年 ６月 ９日
・平成２１年１１月１３日
・平成２２年 ４月 １日
・平成２２年 ６月 ５日
・平成２３年 ６月 ４日
・平成２３年 ８月 ２日
・平成２３年 ８月３１日
・平成２４年 ２月 ８日
・平成２４年 ４月 １日
・平成２４年 ５月２１日
・平成２４年 ６月 ２日
・平成２４年１１月 ９日
・平成２４年１１月２２日
・平成２５年 ２月２１日
・平 成２５年 ４月 １日
・平 成２５年 ５月 ８日
・平 成２５年 ５月２５日
・平 成２６年 ４月 １日
・平 成２６年 ５月３１日
・平 成２６年 ８月３１日
・平 成２６年１１月 １日
・平 成２６年１１月２５日
・平 成２７年
・平 成２７年
・平成２７年
・平成２７年
・平成２８年
・平成２８年

１月３０日
２月 ４日
５月３０日
７月 ８日
２月 ２日
６月 ４日

第 25 回記念マーチングバンド・バトントワリング全国大会出場(優秀賞)
第 9 代校長 阿部 佑二着任
算数・研究委嘱本発表会(市教委)
第 33 回全日本マーチングバンド・バトントワリング関東大会出場
コンピュータルーム完成
第 34 回全日本マーチングバンド・バトントワリング関東大会出場
第 10 代校長 仁賀田 豊着任
屋内運動場床改修工事完了
第 35 回全日本マーチングバンド・バトントワリング関東大会出場床改修
土俵完成
算数委嘱研究本発表(八潮市教育委員会)
屋内運動場改修工事完了
緊急通報ベル設置
体力向上研究委嘱本発表(市教委)
第 36 回全日本マーチングバンド・バトントワリング関東大会出場
第 11 代校長 熊倉 英夫着任
第３７回マーチングバンド・バトントワリング関東大会マーチングバンド部門出場
国語科研究委嘱発表(市教委)
平成１５・１６年度学力向上フロンティアスクール指定(文部科学省)
平成１５・１６年度年度スクーリングジョイントモデル校指定(県教委)
第３８回マーチングバンド・バトントワリング関東大会マーチングバンド部門出場
平成１６・１７年度学力向上プログラム実践協力校研究委嘱(県教委)
第３９回マーチングバンド・バトントワリング関東大会マーチングバンド部門出場
学力向上フロンティアスクール研究発表(文部科学省指定)
開校３０周年記念式典挙行
第 12 代校長 髙橋 芳秋着任
学力向上プログラム実践協力校研究委嘱発表（紙上発表）
「子どもと親の相談員」活用調整研究指定（市教委）
八潮市小中一貫教育推進事業研究委嘱指定校
国語科・算数科研究委嘱発表（市教委）
八潮市小中一貫教育推進事業 ３校合同研修会
八潮市小中一貫教育推進事業 第１回八條北小・八條中 合同運動会・体育祭
八潮市小中一貫教育推進事業 八條小・八條北小・八條中 合同研究発表会（市教委）
第 13 代校長 甲田 正樹着任
八潮市小中一貫教育推進事業 第２回八條北小・八條中 合同運動会・体育祭
八潮市小中一貫教育推進事業 第３回八條北小・八條中 合同運動会・体育祭
プール循環ろ過機修理工事（ろ材の全面入れ替え）
教室棟校舎耐震補強工事及び大規模改修（トイレ及び保健室）工事完了
携帯電話によるメール配信開始
第 14 代校長 大重 育三着任
金環日食観察会
八潮市小中一貫教育推進事業 第４回八條北小・八條中 合同運動会・体育祭
埼玉県教育委員会 前島 富雄教育長、小中一貫教育視察で来校
八潮市小中一貫教育推進事業 八條中ブロック研究発表会（於：八條中）
クレー射撃オリンピック日本代表 中山 由起枝選手とふれあう会
埼玉県教育委員会より体力課題解決研究指定（平成２５・２６年度）
八潮市教育委員会より小中一貫教育研究指定（平成２５～２９年度）
八潮市小中一貫教育推進事業 第５回八條北小・八條中 合同運動会・体育祭
第 15 代校長 會田 敏之着任
八潮市小中一貫教育推進事業 第６回八條北小・八條中 合同運動会・体育祭
教室棟・管理棟耐震補強工事及び大規模改修工事完了
開校４０周年記念劇観賞会
埼玉県教育委員会/学校体育協会指定・八潮市小中一貫教育研究指定
体力課題解決研究指定校研究発表会
開校４０周年記念式典挙行
体力向上優良学校として埼玉県教育委員会教育長より表彰を受ける
八潮市小中一貫教育推進事業 第７回八條北小・八條中 合同運動会・体育祭
ＮＩＥ実践指定校として認定
体力向上優良学校として埼玉県教育委員会教育長より表彰を受ける（平成２７年度）
八潮市小中一貫教育推進事業 第８回八條北小・八條中 合同運動会・体育祭

