
（２）学校紹介
所在地︓東松⼭市松葉町1-1-16
ＴＥＬ︓0493-22-0050

校　 ⻑︓鈴⽊　寿
　 教　 頭︓秋⼭　実

【学校の現況】
校地面積 27,630㎡ 児童数 364人
（うち運動場12,400㎡) 学級数 
校舎面積 5,189㎡
屋内運動場 1,037㎡ 教職員

【沿革】
城恩寺を校舎とし松⼭小学校開設 昭和57年  4⽉ ⻘⿃小学校を分離

明治41年  4⽉ 松⼭第一尋常高等小学校に改称 平成元年   8⽉ 新校舎３棟落成
昭和40年  7⽉ プール竣工 平成  9年11⽉ 桜並⽊を市（歩道）に割譲
昭和41年  4⽉ 学校給⾷共同調理場分場 平成12年10⽉ わくわくルーム完成
昭和43年  4⽉ 新明小学校を分離 平成17年  8⽉ 太陽光発電設備設置
昭和48年11⽉ 開校100周年 平成26年  3⽉ 防塵ネット・普通教室エアコン設置
昭和50年  4⽉ 市の川小学校を分離 平成30年11⽉
昭和53年  8⽉ 校庭に夜間照明設置 令和元年 　4⽉

所在地︓東松⼭市⼤字東平519-1
ＴＥＬ︓0493-22-0247

校 　⻑︓⼤⽊　聖⼦
　 教　 頭︓佐藤 英一

【学校の現況】
校地面積 25,080㎡ 児童数 335人
（うち運動場10,204㎡) 学級数 
校舎面積  5,435㎡ 教職員 38人
屋内運動場  1,132㎡

【沿革】
寺⼦屋として覚性寺内に開校 平成  3年  3⽉ 北校舎落成
第二松⼭尋常小学校開設 平成  5年  3⽉ 体育館落成

昭和43年  7⽉19⽇ プール竣工 平成16年  2⽉ 北⾨設置
昭和48年  3⽉  1⽇ 校歌制定 平成25年  3⽉ 体育館改築

開校百周年 平成25年11⽉
東校舎落成 平成29年  4⽉　　 
本校舎落成 令和  2年  1⽉ 本校舎トイレ改修昭和63年　3⽉20⽇

松山第一小学校

松山第二小学校

昭和53年12⽉31⽇

明治25年  9⽉  1⽇
明治  7年  7⽉  4⽇

昭和49年11⽉  3⽇
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【特⾊】本校は、商家と一般住宅が混在した市の中⼼にあり、明治6年に開校した歴史と伝統のある学校です。
また、国際的イベント⽇本スリーデーマーチのメイン会場でもあります。市内唯一の⿎笛隊は、４・5・6年⽣全員
による編制で、運動会やスリーデーマーチのパレードで活躍しています。
　学校教育目標に「なかよく かしこく たくましく」を掲げ、学校経営の基本「⼦供たちが『この学校で学べてよかっ
た』、保護者が『この学校に通わせてよかった』、教職員が『この学校で働けてよかった』と思える学校づくりを念頭に
置き、学校教育目標の実現に向け、教職員全員が一丸となって⽇々の教育活動に取り組んでいます。

16

【特⾊】本校は、明治7年の開校以来、148年の伝統を築き上げた学校です。「友達が好き、学校が好き、笑顔
輝く松二っ⼦」を合⾔葉とし、学校教育目標「ま︓まなぶ⼦　つ︓つよい⼦　に︓にこやかな⼦」の具現化のため
に、地域の皆様とともに全職員が熱意と創意をもって⽇々の教育活動に取り組んでいます。本年度は、ICTの指
導法の研究・学習評価の研究を通じて、基礎・基本の定着、思考・判断・表現⼒の育成を図り、「⾃⽴・貢献の
学校づくり」に邁進しています。地域の⽅々にも温かく⾒守っていただいており、⼦供たちは、素直に伸び伸びと勉
強や運動に励んでいます。

明治  6年  8⽉  6⽇

AIを活⽤した学びの実践研究協⼒校

県教委「道徳教育研究協⼒校」研究委嘱

通級指導(難聴⾔語)２
43人

⽂科省・埼特活研究会の開催

328

学校研究発表会開催



所在地︓東松⼭市御茶⼭町7-1
ＴＥＬ︓0493-22-0394

校 　⻑︓鷲巣　明喜
　 教 　頭︓内⽥　恵⼦

【学校の現況】
校地面積 35,495㎡ 児童数 454人
（うち運動場17,000㎡) 学級数 
校舎面積 7,509㎡ 教職員 51人
屋内運動場 999㎡

【沿革】
昭和43年 2⽉ 校名決定(2⽉2⽇:開校記念⽇） 平成　5年  2⽉ 25周年記念事業
昭和43年 4⽉ 開校(松⼭第一小学校に併設) 平成13年  3⽉ プール改築
昭和43年 9⽉ 校章制定 平成18年  7⽉ 新校舎竣工
昭和44年 2⽉ 校歌制定 平成19年  5⽉ 落成式典
昭和44年 4⽉ 新校舎にて授業開始 平成26年　3⽉ 普通教室エアコン設置
昭和45年 9⽉ 落成式 平成29年10⽉ 開校50周年式典

所在地︓東松⼭市⼤字⼤⾕3699
ＴＥＬ︓0493-39-0317

校 　⻑︓阿形　寿和
　 教　 頭︓新井　智⼦

【学校の現況】
校地面積 18,526㎡ 児童数 85人
（うち運動場8,782㎡) 学級数 
校舎面積 3,008㎡ 教職員 24人
屋内運動場  1,030㎡

【沿革】
明治 6年  ⼤⾥郡吉⾒村冑⼭小学校の組合に⼊る 平成14年  9⽉ 校庭整備
明治19年  4⽉ ⼤⾕小学校開設 平成16年  3⽉ 屋内運動場竣工
昭和43年  7⽉ プール竣工 平成22年  2⽉ 桜の植樹（10本)
昭和48年  3⽉ 屋内運動場竣工 平成23年  3⽉ 渡り廊下の塗装工事
昭和53年10⽉ 新校舎落成 平成26年  6⽉ プールの塗装工事
昭和61年12⽉ 管理棟落成 平成26年  9⽉ 普通特別教室棟⼤規模改造工事
平成11年11⽉ コンピュータ室竣工 平成28年  2⽉ 防犯カメラ設置
平成12年  3⽉ プール改築 令和 ２年 ２⽉　 　  　　　桜の植樹（10本)
平成13年  3⽉ 体育⽤具庫改築

【特⾊】明治時代に開校した歴史と伝統のある学校で、校庭には56年前に植栽した60本余りの桜の古⽊があ
り、桜と緑に囲まれた、すばらしい教育環境の学校です。今年度児童数の減少により2,3学年で複式学級が⽴
ち上がりました。本校では「ねばりとぬくもり　笑顔とありがとうあふれる　⼤岡小学校」を合い⾔葉に、「⼤岡小に
通ってよかった、通わせてよかったと思える学校づくり」に取り組んでいます。学校教育目標「なかよく　かしこく　たく
ましく」のもと、具体的な児童像を「仲良く助け合う⼦」「進んで学習する⼦」「最後までがんばる⼦」とし、知・徳・
体のバランスのとれた児童の育成を目指して、⽇々教育活動に取り組んでいます。また、保護者や地域の皆様、
学校応援団の皆様の協⼒のもと、地域に根ざした学校づくりを推進しています。

新明小学校

大岡小学校

19

【特⾊】本校は、昭和43年に開校し、本年度55年を迎えた歴史と伝統ある学校です。新明小学校の校章のデ
ザインは世界・埼玉・新明の頭⽂字3つのＳを幸福のシンボルであるクローバーに型どり、新明小学校から世界に
羽ばたく児童の育成を願って作られたものです。本校の⾃慢は広⼤な校地とよく整備された施設、⽊質化された
美しい校舎、活気あふれる⾏事、⼤きな声であいさつできる児童です。学校教育目標「やさしく・かしこく・げんきよ
く」のもと、「新明小でよかったと誰も（児童・保護者・職員等）が⾔える信頼される学校づくり」に取り組み、家庭
や地域と⼒を合わせて教育の質を高め、豊かな人間性・確かな学⼒・健康な⼼⾝を育成する教育活動を推進
しています。

7



所在地︓東松⼭市⼤字新郷642
ＴＥＬ︓0493-22-0675

校 　⻑︓稲村　浩之
　 教 　頭︓小笠原　泰代

【学校の現況】
校地面積 23,718㎡ 児童数 307人
（うち運動場13,200㎡) 学級数 
校舎面積 4,403㎡ 教職員 36人
屋内運動場 1,095㎡

【沿革】
明治 6年   7⽉  6⽇ 都幾小学校開設 昭和59年  3⽉ 神⼾分校廃校
昭和32年  4⽉ 神⼾小学校と合併、神⼾小 平成  4年  4⽉ プール改築

学校は 神⼾分校となる。 平成10年  3⽉ 体育館改築
昭和34年  6⽉ 校歌制定 平成16年  7⽉ 北校舎耐震全面改修
昭和43年  7⽉ プール竣工 平成19年  2⽉ ⻑崎被爆2世柿植樹
昭和47年  3⽉ 体育館竣工 平成26年  4⽉ 普通教室エアコン設置
昭和58年12⽉ 管理棟落成 平成26年  4⽉ 太陽光発電設備設置

平成30年  5⽉ プール改修

所在地︓東松⼭市⼤字高坂1179
ＴＥＬ︓0493-34-3127

　 教 　頭︓原⽥　千恵

【学校の現況】
校地面積 20,991㎡ 児童数 806人
（うち運動場7,371㎡) 学級数 
校舎面積 7,786㎡ 教職員 60人
屋内運動場  1,070㎡

【沿革】
高坂小学校開設 平成20年  2⽉ 体育館・プール竣工

⼤正  9年　 校歌制定 平成22年  7⽉ 新校舎竣工
昭和42年  2⽉ 校舎落成 平成23年  3⽉ 運動場整備完成
昭和43年  8⽉ プール竣工 平成26年  4⽉ 普通教室にエアコン設置
昭和47年  3⽉ 屋内運動場竣工 平成26年  8⽉ 多目的室の普通教室化改修工事
昭和48年  3⽉ 管理棟・特別教室落成 平成26年  8⽉ ３階デッキの普通教室化改修工事
昭和53年12⽉ 増築校舎竣工 平成28年12⽉ 通学区域変更の⽅針が決定
平成  6年  9⽉ 特別教室棟⼤規模改造 令和  2年  3⽉ 校地⻄側にプレハブ新校舎竣工
平成14年  8⽉ 体育館床改修工事 令和  3年  6⽉ 埼玉県体育授業研究会発表

唐子小学校

明治  6年  8⽉17⽇
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【特⾊】本校は、明治6年に開校した歴史と伝統ある学校です。本校では、一人一人の児童に⽣き抜く⼒を⾝に
付けさせることのできる、活気ある教育活動を通して、教育目標の「なかよく かしこく 元気よく」の達成を目指し
て、学校・家庭・地域が一致協⼒して⽇々の教育活動に取り組んでいます。特に、本校は児童⽂学「天の園」の
舞台であり、この豊かな教育環境を教材化して、図工や道徳・総合的な学習の時間で地域を学び、誇りをもって
地域とともに⽣きていくことのできる児童を育てています。

30

【特⾊】本校は、明治6年に開校した歴史と伝統のある学校です。校区は、都幾川と越辺川に挟まれた台地に位置し
ており、⾃然環境にも恵まれています。一⽅で、高坂駅周辺の都市化が進⾏し、近年はさらに駅から東側⽅面の区
画整理、新興住宅地や⼤型商業施設の建設が進んでいます。教育目標に「すすんで学ぶ⼦」「助け合う⼦」「体をき
たえる⼦」を掲げ、『夢・笑顔・元気にあふれ、ともに伸びゆく高坂小学校　〜⾃ら学ぶ意欲と豊かな⼼を持ち、主体的
に⾏動できるたくましい児童の育成〜』を目指し、多様な教育活動を展開しています。学校は地域のランドマーク的存
在であり、保護者や地域の⽅々の多くの協⼒や⽀援を受け、学校・家庭・地域が一体となり、明るく元気で、仲良く助
け合う⼦の育成に努めています。

高坂小学校
校 　⻑︓松本　誠



所在地︓東松⼭市⼤字下野本650-2
ＴＥＬ︓0493-22-0517

校　 ⻑︓澤⽥　貴雄
　 教　 頭︓⽊村　由⾹利

【学校の現況】
校地面積 17,188㎡ 児童数 376人
（うち運動場9,864㎡) 学級数 
校舎面積 3,908㎡ 教職員 38人
屋内運動場  1,053㎡

【沿革】
無量寿寺を仮校舎として開設 平成12年  3⽉
東松⼭市⽴野本小学校と改名 平成23年  8⽉ 校舎耐震・改修工事完了

昭和34年  2⽉ 現在の校歌を制定 平成27〜29年 市教委「学校特⾊化事業」研究委嘱
昭和43年  7⽉ 校地を野本市⺠活動センター敷地 平成28年  3⽉ 運動場改修工事竣工・外便所改築

より現在地に移転、新校舎落成 平成28年10⽉
昭和46年  3⽉ 低学年・管理棟落成 平成29年12⽉ 築⼭撤去・滑り台設置
昭和48年11⽉ 中庭理科実験観察園・体育築⼭ 平成30年 １⽉ 南⾨閉鎖及び北⾨の開設

完成（開校百年記念式典） 令和  2年12⽉
令和  3年  3⽉

所在地︓東松⼭市⼤字市ノ川30
ＴＥＬ︓0493-24-1025

校　 ⻑︓岩本　教裕
　 教　 頭︓吉野　知⼦

【学校の現況】
校地面積 25,226㎡ 児童数 479人
（うち運動場10,685㎡) 学級数 
校舎面積 5,521㎡ 教職員 44人
屋内運動場  858㎡

【沿革】
松⼭第一小学校に併設 平成22年11⽉ 体育館屋内・屋外トイレ改修工事完了

昭和51年  7⽉ プール竣工 平成25年  9⽉ 体育館⼤規模改修工事完成
昭和51年10⽉ 校歌制定 平成29年  4⽉ 学校家庭地域連携推進事業
昭和52年  2⽉ 体育館竣工 平成30年  3⽉ 家庭料理技能検定⽂部科学⼤⾂賞受賞
平成10年  3⽉ コンピュータ室竣工 平成31年  4⽉ 市教委「AIを活⽤した学びの実践研究」研究委嘱
平成11年  8⽉ 教室棟⼤規模改造工事完成 令和　2年  9⽉ 普通教室棟トイレ改修工事完了
平成14年  9⽉ 管理棟⼤規模改造工事完成 令和　4年　5⽉ 埼玉県特別活動研究会「特別活動の研究」研究委嘱

昭和50年  4⽉  1⽇

【特⾊】本校は、昭和50年に開校し今年で47年目を迎えます。学校の裏には市野川が流れ豊かな⾃然に恵ま
れた学校です。「いいあいさつ　いい笑顔」を合⾔葉とし、学校教育目標「いつも学ぶ⼦　ちからのかぎりがんばる⼦
小さなことに気づける⼦」の実現を目指し、全職員が一丸となり教育活動に取り組んでいます。学習面では、学習
規律の定着を図り学⼒向上を目指したきめ細やかな指導に努めています。特に、特別活動の研究に取り組み指
導法の工夫改善を⾏っています。また、本年度も昨年度に引き続き、希少⽣物「サワトラノオ」「トウキョウサンショ
ウウオ」の保護、増殖活動に取り組んでいます。

18

市の川小学校

1人1台学習⽤端末配備平成  6年  2⽉ 「野本のわれら」建⽴(120年記念式典)
県算数数学教育研究会委嘱　研究発表

梶⽥隆章先⽣ノーベル賞受賞記念碑建⽴

野本小学校

16

【特⾊】本校は、明治6年に隣接の無量寿寺を仮校舎とし設⽴された歴史豊かな伝統ある学校です。学校教育
目標に「ともに学び　こころも　からだも　じょうぶな⼦」を掲げ、豊かな⼼を持ち、主体的に⾏動できる人づくりを目
指しています。確かな学⼒の向上を図る取組と学校応援団を中⼼として地域の豊富な人材の活⽤の推進を重
点とし、特⾊ある学校づくり・地域に根ざした信頼される学校づくりを推進しています。この地域の⽅々は、学校応
援団として防犯ボランティアや環境整備に取り組んでくださり、愛着を持って地域の⼦供たち、学校を⾒守っていた
だいています。このような中で、⼦供たちは、⽇々明るく素直に勉強や運動に励み、⽣き⽣きと落ち着いた学校⽣
活を送っています。今年度は、国語科の指導を通じて、「⾃分の思いや考えを豊かに表現できる児童の育成」を
主題として研究に取り組みます。

明治  6年  5⽉  1⽇
昭和29年  7⽉  1⽇

体育館・プール竣工



所在地︓東松⼭市⼤字⽯橋1150-1
ＴＥＬ︓0493-22-2120

校 　⻑︓小暮　晴彦
　 教　 頭︓出⽯　勝貴

【学校の現況】
校地面積 26,990㎡ 児童数 402人
（うち運動場11,097㎡) 学級数 
校舎面積 5,814㎡ 教職員 39人
屋内運動場  910㎡

【沿革】
昭和57年  3⽉ 普通教室棟、管理・特別教室棟竣工 平成13年11⽉ 開校２０周年記念式典

⻘⿃小学校開校 平成22年12⽉ プール塗装工事
昭和57年  6⽉ プール竣工 平成23年11⽉ 開校３０周年記念式典
昭和57年10⽉ 屋内運動場竣工 平成28年10⽉ 「埼玉・教育ふれあい賞」受賞
昭和60年10⽉ すあし川完成 平成29年  8⽉ 校舎トイレ改修工事
平成11年  1⽉ コンピュータ室竣工 平成31年  4⽉

所在地︓東松⼭市新宿町14
ＴＥＬ︓0493-23-1225

校 　⻑︓原　真佐⺒
　 教　 頭︓小池　秋夫

【学校の現況】
校地面積 26,401㎡ 児童数 401人
（うち運動場15,034㎡) 学級数 
校舎面積  5,246㎡ 通級指導教室(情緒) 2
屋内運動場  928㎡ 教職員 51人

【沿革】
新宿小学校開校 平成20年　8⽉ ⾝障者⽤多目的トイレ・流し設置

昭和58年  7⽉ プール竣工 平成21年12⽉ 受変電設備修繕及び校内塗装工事
昭和58年11⽉ 屋内運動場竣工 平成23年12⽉ プール排水管工事及び塗装工事
昭和59年  1⽉ 高村光太郎記念碑除幕式 平成24年11⽉ 開校３０周年記念式典
昭和59年  3⽉ 校歌制定 平成26年  3⽉ 普通教室エアコン設置
平成12年  8⽉ コンピュータ室竣工 平成29年  3⽉ 体育館放送設備改修
平成14年11⽉ 開校２０周年記念式典 平成29年  9⽉ 校舎トイレ改修工事
平成16年  2⽉ 校庭散水栓（設置）竣工 令和　4年  4⽉ 学⼒向上研究校指定事業委嘱
平成16年12⽉ 東階段塗装工事、放送室床張替え 　　　　　　　　　（令和４・5年度）

⻘⿃小学校

昭和58年  4⽉  1⽇

昭和57年  4⽉  1⽇
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【特⾊】本校は、関越⾃動⾞道東松⼭インターチェンジの近くにある、水と緑に囲まれた、開校41年目を迎える
学校です。教育目標「（す）すんで学ぶ⼦　（あ）かるく健康な⼦　（し）んせつで優しい⼦」のもと、知・徳・
体のバランスのとれた児童の育成をめざして創意ある教育活動を⾏っています。
　本校の特⾊として、毎年5⽉から9⽉の「すあしの⽣活」があります。⼦供たちは登校するとすぐに素⾜になり元気
に外遊びをします。また前庭には、広い池とそこに流れ込むすあし川があり、休み時間には水遊びを楽しんでいま
す。環境に恵まれ、⼦供たちは明るく伸び伸びと学校⽣活を送っています。

【特⾊】本校は、開校40年目を迎えました。⾒守り隊、学校応援団などの活動が活発で地域の⽅々に⽀えられ
ています。また、様々な⾏事や集会活動などは、縦割活動を重視して、児童が主体的に取り組めるよう工夫して
います。⾏事などにおける⼦供たちの参加態度も⼤変素晴らしいものがあります。施設の特⾊として、中央昇降
口正面に縦3ｍ横8ｍの⼤壁画があり、⼦供たちが工夫を凝らした絵を描いています。また、校舎南側の⽯碑に
刻まれた高村光太郎先⽣の「正直・親切」は校訓となっています。⼦供たちは、「思いやりのある⼦、進んで考え
学び合う⼦、健康でたくましい⼦」をめざし、毎⽇元気に学校⽣活を送っています。

新宿小学校
AIを活⽤した学びの実践研究委嘱
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所在地︓東松⼭市桜⼭台5
ＴＥＬ︓0493-35-0160

校 　⻑︓細野　敦
　 教　 頭︓関口　由美⼦

【学校の現況】
校地面積 27,996㎡ 児童数 385人
（うち運動場16,540㎡) 学級数 
校舎面積 5,042㎡ 通級指導教室(情緒) 2
屋内運動場 850㎡ 教職員 37人

【沿革】
平成18年 4⽉  1⽇ 新桜⼭小学校開校 平成28年  4⽉  1⽇ 小中連携特認校制度開始
平成18年 4⽉28⽇ 開校記念⽇を制定（11⽉13⽇） 平成29年  8⽉31⽇ トイレの洋式化完了

新校歌、校章を制定 平成31年  　4⽉1⽇ 小中一貫教育特認校制度開始
平成27年11⽉13⽇ 創⽴10周年記念式典を挙⾏

所在地︓東松⼭市松葉町2-6-11
ＴＥＬ︓0493-22-0248

校 　⻑︓吉岡　武志
　 教　 頭︓⻑沢　正博

【学校の現況】
校地面積 28,891㎡ ⽣徒数 485人
（うち運動場15,118㎡) 学級数 
校舎面積  6,176㎡ 教職員 49人
屋内運動場 1,667㎡

[【沿革】
松⼭町⽴第一中学校開校 昭和55年12⽉ 管理特別教室棟落成

昭和25年  3⽉ 校歌制定 昭和58年  4⽉ 北中学校開設により分離
昭和26年  4⽉ 松⼭町⽴第二中学校と統合 平成  5年10⽉ ⽣徒棟⼤規模改修

開校記念⽇制定 平成15年  3⽉ 屋内運動場改築
昭和29年  7⽉ 東松⼭市⽴松⼭中学校に改称 平成16年  3⽉ プール及び武道場２階建竣工
昭和36年  4⽉ ⼤岡中学校と統合 平成20年11⽉ ⽣徒棟耐震補強工事
昭和47年  3⽉ 新校舎鉄筋４階落成 平成26年  3⽉ 普通教室エアコン設置
昭和53年  4⽉ 東中学校開設により分離 令和元年 　9⽉ 国土交通⼤⾂表彰受賞

昭和29年  5⽉14⽇

昭和22年  4⽉  1⽇

【特⾊】本校は、昭和22年の開校以来、多くの保護者や地域の⽅々に⽀えられ、輝かしい伝統と校⾵を築きあげてき
ました。幾多の卒業⽣が残した⽂武両面にわたる業績を受け継ぎながら「さすが松中⽣」「松中 one team」を合い
⾔葉に、学校教育目標である「思いやりのある⽣徒、⾃ら学習する⽣徒の育成、健康で明るい⽣徒」に家庭や地域と
一体となって取り組んでいます。本年度は、①「新学習指導要領の趣旨を踏まえ、⽣きる⼒を育む教育の推進」②
「働き⽅改革」③「⽣徒指導・教育活動の充実」④「道徳教育の充実」⑤「特別活動の充実」⑥「教育環境の整備
充実」⑦「学校・家庭・地域との連携」を重点課題として取り組んでいます。また、学校目標の具現化に向けては、教
職員一丸となって「すべての⽣徒のために・すべては⽣徒のために」教育活動を展開しています。今年度は県教育委員
会の指導の下、令和元年度より研究を続け最終年度となる「AIを活⽤した学びの実践」および「ICTを活⽤した教育
活動の実践」を学校課題研究としています。

桜山小学校

松山中学校

【特⾊】桜⼭小学校では、教育目標に「夢を持ち楽しく学ぶ⼦　⼼豊かに思いやる⼦　健康でたくましい⼦」を掲
げ、『学びたい（児童）・育みたい（教職員）・応援したい（地域・保護者）の学校』の創造のために、児童の
個性や⼒量を尊重し、最⼤限に伸張する魅⼒ある学校を目指して全職員が⼼一つにして、取り組んでいます。
個々の児童への指導を充実させることで、基礎基本の定着、思考・判断・表現⼒の育成、豊かな⼼の醸成、体
⼒の向上等を目指します。また、たてわり活動を様々な場面に取り⼊れ、学年を超えた児童の関わりを⼤切にす
ることで、『笑顔いっぱい桜⼭』のスローガンのもと、人間関係づくりにも⼒をいれています。小中一貫教育特認校と
して「小中(教職員・児童⽣徒）の積極的な交流を深め、系統的な指導を図る」ことを目指すとともに、「主体
的・対話的で深い学びを育てる指導法」の研究を進めます。
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平成19年 1⽉24⽇
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所在地︓東松⼭市⼤字⽯橋330
ＴＥＬ︓0493-22-0676

校 　⻑︓新井　克仁
　 教　 頭︓太⽥　千恵美

【学校の現況】
校地面積 40,072㎡ ⽣徒数 691人
（うち運動場18,199㎡) 学級数 
校舎面積 7,299㎡ 教職員 56人
屋内運動場  1,711㎡

【沿革】
昭和33年  9⽉30⽇ 南中学校開校 平成25年  2⽉ プール改築
昭和35年12⽉ 校歌、校旗制定 平成26年  3⽉ 普通教室空調設備設置
平成13年  3⽉ 体育館改築 平成28年10⽉ 梶⽥隆章先⽣ノーベル賞受賞記念碑建⽴
平成13年  8⽉ 校舎改築 令和元年　 9⽉ 特別教室空調設備設置(美術室・理科室)
平成14年  3⽉ 　　　 武道場改築 令和2年　  5⽉ 運動場・テニスコート改修工事
平成14年  5⽉ 校舎等改築落成記念式典 令和2年　  9⽉ トイレ改修工事
平成19年11⽉ 開校５０周年記念式典

所在地︓東松⼭市六反町4
ＴＥＬ︓0493-24-1235

校　 ⻑︓⽊村　博幸
　 教 　頭︓⾦⼦　佳正

【学校の現況】
校地面積 32,271㎡ ⽣徒数 475人
（うち運動場15,160㎡) 学級数 
校舎面積 6,550㎡ 教職員 52人
屋内運動場   1,644㎡

【沿革】
松⼭中学校より分離開校 平成16年  8⽉ 教室棟⼤規模改造

昭和59年  9⽉ 校歌制定 平成18年  7⽉ 図書室エアコン設置
平成  5年  3⽉ コンピューター室⼤規模改造 平成23年  8⽉ 体育館耐震補強工事
平成  6年  3⽉ 武道場竣工 平成25年  9⽉ 管理棟⼤規模改造
平成13年  9⽉ グランド全面改修 平成29年  3⽉ グランド全面改修
平成14年  8⽉ 体育館全面改修 令和　3年  8⽉ 普通教室棟トイレ改修工事

昭和53年  4⽉  1⽇

【特⾊】本校は、創⽴44年目を迎える⽣徒数478名、16学級の学校です。学校経営の基本理念として「学校
は⼦どもが幸せになるところ〜学校・保護者・地域　みんなでつくるみんなの学校〜」を掲げ、目指す学校像を「⽣
徒の夢を育み、笑顔と感動あふれ、地域に信頼される学校」として取り組んでいます。⽣活目標を①時を守る②
場を清める③礼を正すと定め、すべての⼦どもたちのために、学校全体で取り組んでいます。また、本年度の学校
研究課題を「⽣徒の『⾃ら学ぶ意欲』を引き出し、主体的に学ぶ効果的な授業の在り⽅〜埼玉県学⼒・学習
状況調査の結果を活⽤した学習意欲を向上させる授業の実現〜」とし、⾃⼰の考えを明確にするために「書く」
活動を意図的に取り⼊れ、話し合い活動に積極的に参加させながら、より一層学習内容を深めようと取り組んで
います。学校⾏事、部活動や⽣徒会活動などを通して、⽣徒一人一人のよさや可能性を伸ばすなど、挨拶・笑
顔・元気・優しさ・歌声いっぱいの充実した教育活動を推進しています。

東中学校

南中学校
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【特⾊】本校は、創⽴65年目を迎える緑豊かな伝統校です。⽣徒は明るく素直で、授業や⾏事に真剣に取り組
んでいます。また、部活動も活発でそれぞれが上位⼤会を目指して⽇々練習に励んでいます。
　目指す学校像は『感動・躍動・信頼』のある学校です。特⾊ある教育課程を確実に推進し、⽣徒一人一人が
存在感、成就感のもてる教育活動を展開します。教職員は、組織の一員としての⾃覚と責任をもち、協⼒体制
を確⽴した学校づくりを目指します。また、学びの場にふさわしい、潤いのある教育環境作りを推進します。家庭・
地域・小学校との連携を深め、地域に信頼される学校づくりを目指していきます。
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所在地︓東松⼭市⼤字松⼭1895-2
ＴＥＬ︓0493-23-1223

校 　⻑︓⼤野　喜裕
　 教 　頭︓加藤　将信

【学校の現況】
校地面積 34,843㎡ ⽣徒数 338人
（うち運動場25,166㎡) 学級数 
校舎面積 6,167㎡ 教職員 43人
屋内運動場  1,582㎡

【沿革】
昭和58年  4⽉ 松⼭中学校より分離開校 平成27年11⽉ エレベーター設置
昭和63年  6⽉ 南校舎落成 平成28年  2⽉ 屋内運動場照明LED化工事
平成  5年  3⽉ 武道場竣工 平成28年  4⽉ 市教委「学校の特⾊化事業」研究委嘱
平成13年  3⽉ 夜間照明施設設置 平成28年  9⽉ 校舎⻄側特別教室改修工事
平成14年  4⽉ ⽂部科学省「教育総合推進地域協⼒校」 平成29年10⽉ グラウンド散水設備設置
平成24年  4⽉ 平成30年  4⽉ 市教委「学校の特⾊化事業」研究委嘱
平成26年  3⽉ 普通教室エアコン設置 令和  2年  4⽉ 市教委「学校の特⾊化事業」研究委嘱
平成27年  4⽉ 市教委「学校の特⾊化事業」研究委嘱 令和  3年  4⽉ GIGAスクール構想による学習⽤端末1人
平成27年  8⽉ 校舎東側普通教室改修工事 1台導⼊

所在地︓東松⼭市⽩⼭台17番地
ＴＥＬ︓0493-35-2881

校 　⻑︓⽥嶋　直美
　 教　 頭︓小澤　伸久

【学校の現況】
校地面積 32,005㎡ ⽣徒数 200人
（うち運動場16,576㎡) 学級数 
校舎面積  5,392㎡ 教職員 30人
屋内運動場  1,349㎡

【沿革】
昭和60年  4⽉ ⽩⼭中学校開校 平成26年11⽉ 開校30周年記念式典
昭和60年11⽉ 校歌制定 平成28年  4⽉ 
平成元年 10⽉ 校舎増築 〜平成30年
平成  5年  2⽉ コンピュータ室竣工 平成30年  1⽉ 普通教室エアコン増設
平成  7年  3⽉ 武道場竣工
平成16年11⽉ 開校20周年記念式典 令和元年　6⽉
平成25年  4⽉
平成26年  3⽉ 普通教室エアコン設置 令和3年　 8⽉ ⽣徒棟外壁塗装

市教委｢学校の特⾊化事業｣研究委嘱

市教委｢小・中連携教育特認校｣推進事業委嘱

市教委｢小・中一貫教育特認校｣推進事業委嘱
県教委「⽂部科学省委託　⽣徒の発信⼒
強化に向けた英語指導⼒向上事業」指定

【特⾊】本校は、閑静な住宅街（高坂ニュータウン）に位置し、⼤変教育環境に恵まれた学校です。⽣徒達は、明
るく元気にあいさつし、ボランティア活動に積極的に取り組んでいます。また、保護者の教育への関⼼は高く、ＰＴＡ活
動も盛んです。小規模校のよさを⽣かし、⽣徒理解を深め、⽣き⽣きと活動できる場を設定し、「⾃ら学び、鍛え、共
感する⽣徒」の育成に努めています。特⾊としては、「桜⼭小学校との連携」「英語の学⼒向上」などがあげられます。
平成31年度からは、東松⼭市教育委員会より「小・中連携一貫教育特認校」推進事業の委嘱を受け、さらなる小
中一貫教育の充実に向けて取り組んでいます。

市教委「学校の特⾊化事業」研究委嘱

北中学校

白山中学校
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【特⾊】「⽣徒が学んで　教師が勤めて　保護者が通わせて　よかったと思える学校」を理想に、勉強・部活・⾏事に、
全⼒で取り組む⽣徒と教師集団の学校です。職員は、「情熱・誠意・協調性のある教師」を目指し、さまざまな教育
活動に全⼒で取り組んでいます。また、⽣徒は「⾃ら学び、鍛え磨き、瞳輝く⽣徒」をめざし、さまざまな教育活動で
「鍛え磨く」実践を重ねています。家庭・地域との連携を通して、さまざまな体験活動を実施し、社会性を高めるよう⼼
がけています。また、道徳教育の推進として、小学校と連携した研修や教材の充実に努めています。さらに、学ぶ意欲
や体⼒向上への関⼼を高め、知徳体の調和の取れた⽣徒を育成しています。
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