
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

校舎配置図 

令  和  4  年  度 

学校要覧 

原小学校の沿革

明治 ６年 ７月 原田弥三郎宅を借り，「垂桜館」と命名し，児童３０名教授する。

９年 春郷倉を修理し，移転後，原小学校と命名する。

１９年 ３月 原小学校は，上平良簡易小学校と合併し，同校の分校となる。

２２年 ４月 平良簡易小学校より分離，原簡易小学校と改称する。

大正 １０年 後畑分校の校舎が新築される。

１５年 ５月 運動場拡張工事が完了する。

昭和 １６年 ４月 原国民学校と校名を変更する。

２２年 ４月 原小学校と校名を変更する。

２６年 ９月 珠算で西日本１位となる。

３０年 ２月 ミルク給食が始まる。

３１年 １0月 町村合併により廿日市町立原小学校と改称する。

３３年 ３月 校歌を制定する。（作詞：土橋春人 作曲：藤尾謙吾）

３３年 ５月 養護学級を開設する。（広島県立養護学校原分校）

３３年 １１月 給食室が竣工する。

３４年 １月 完全給食開始となる。

４１年 ７月 講堂が新築落成する。（原公民館）

４３年 ３月 火災により木造校舎焼失し，鉄筋３階建ての現校舎が落成する。

４４年 ８月 後畑分校を本校に統合し，スクールバスの運行が始まる。

４８年 ６月 運動場に簡易夜間照明施設とプール用井戸及び水道が完成する。

５１年 ８月 低学年用の補助プールが完成する。

５３年 ７月 「たくましい原っ子」の地域指定を受ける。

５４年 ３月 運動場拡張工事が完成する。

５５年 １１月 「全日本よい歯」の学校表彰を，原小PTA文部大臣表彰を受ける。

５７年 ７月 プールが完成する。

５８年 １１月 「努力校」表彰を受ける。

（広島県教育委員会・広島県学校保健会）

５９年 ２月 屋内運動場が落成する。

６３年 ３月 校舎６教室を増築する。

平成 元年 ８月 運動場に防球ネットを設置する。

２年 ８月 廊下改修工事をする。

３年 ９月 飼育小屋が完成する。

６年 １０月 井戸ポンプを取り替える。

７年 ３月 図書室を改造する。

９年 ６月 プール自動循環装置を設置する。

１１年 １２月 旧校舎ドアサッシを改修する。

１２年 ２月 「図工科」自主公開研究会を開催する。

１３年 ４月 体育館・校舎工事（芸予地震による被害）

１３年 ８月 正門・コンテナ室フエンス及びパソコンルームが完成する。

１５年 １月 「生活科・総合的な学習の時間」教育実践発表会を開催する。

１５年 １０月 「道徳教育」研究発表会を開催する。

１６年 ７月 「道徳教育」研究発表会を開催する。

１６年 １０月 プール機械室・井戸水中等のポンプを交換する。

１７年 ７月 「道徳教育」研究発表会を開催する。

１８年 ７月 「道徳教育」研究発表会を開催する。伝承館が落成する。

１９年 １１月 平成１８･１９･２０年度文部科学省人権教育総合地域事業指定

「道徳教育」研究発表会を開催する。

２１年 １月 文部科学省人権教育総合地域事業指定原小学校教育研究会を開催する。

２１年 １１月 平成２１年度文部科学省人権教育開発事業原小学校教育研究会を開催する。

２２年 ８月 校舎の耐震補強工事をする。

２２年 １１月 平成２２年度文部科学省人権教育開発事業原小学校教育研究会を開催する。

２３年 ４月 廿日市市チャレンジ学校づくり支援事業を実施する。

２４年 １１月 「算数科」自主公開研究会を開催する。

２５年 １１月 七尾中学校区小中一貫教育研究会を開催する。

２６年 2月 原小学校区学校支援地域本部を設置する。

２７年 11月 原小学校地域公開研究会を実施する。

２８年 １月 七尾中学校区小中一貫教育合同研究会を開催する。

２８年 ８月 電子黒板６台が導入される。

２９年 11月 原小学校公開研究会を実施する。

３０年 ８月 タブレット１５台が導入される。

令和 元年 ５月 １日から元号が「平成」から「令和」に制定される

令和   ２年 ４月 新型コロナウイルス感染症対策における臨時休業（２７日間）が実施される。

令和   ３年 ５月 タブレットが全児童に配布される。

廿日市市立原小学校 

〒７３８-００３１  広島県廿日市市原４３３ 

ＴＥＬ  （０８２９）３８－１４１５ 

ＦＡＸ  （０８２９）３８－１５８４ 

E-mail  hara-e-soshiki@hatsu  kaichi-edu.jp 

ＵＲＬ   http://www.hatsukaichi-edu.jp/hara-e 



  

 

 

 

 

 

学年編制

１年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年
特別支援学級

（自閉・情緒）

わかば

計

男 1 2 5 5 6 7 2 28

女 8 4 3 4 6 5 0 30

計 9 6 8 9 12 12 2 58

学級数 1 1 1 1 1 1 1 7

（令和4年４月1日現在）
 

令和４年度 廿日市市立原小学校グランドデザイン 

ミッション（原小の使命） 
ふるさと原を誇りに思い，生き生きと輝いて２１世紀の社会に貢献できるよ

う，自分で考え自分で行動する子どもを育てることが私たちの使命です。 

 

                                                                                                                                        学校経営理念(めざすべき原小の姿) 

○自由と規律のある学校 

        明るさの中に節度があり，学ぶ活気を感じさせる学校 

○風通しのよい職場 

       目標を共有し，協働的に働くことのできる教職員集団 

○地域を大事にする学校 

       原小で学んで良かったと思える学校づくり 

学校教育目標 

 夢と希望と輝きをもつ児童の育成 

キャッチフレーズ 

原小だからできる

原小でないとでき

ない教育の創造 

廿日市市教育施策 
「子供たちが自ら進んで学ぶ

教育」 

「子供たちに寄り添い心を育

てる教育」 

「教職員が育つ職場づくり」 

「地域と学校の連携・協働」 

【めざす児童像】 

○か んがえる子・・・自分の考えを持ち友達と協力して問題解決する 

○が んばる子・・・・目標を持ちその実現に向け粘り強く取り組む 

○や さしい子・・・・思いやりを持ち相手のことを考えた言動ができる 

○き たえる子・・・・心も体もたくましく困難を生き抜いていける 

【めざす教職員像】 

◇ 目標を共有し，協働的に働くことが

できる 

◇ 自ら研鑽に励み，楽しく分かりやす

い授業づくりを目指す 

◇ 教育者としての自覚と責任を持つ 

課題発見・解決力 主体性・協働性 思考力・判断力・表現力 

★課題を発見し解決する過程を通し

た主体的な学びを促す授業づくり 

★少人数学級の良さと強みを生かし

た指導方法の工夫と個の表現力を

高める場づくり 

★七尾中校区共通テーマ「自分の考

えを持ち表現する力の育成」を意

識した授業づくり 

★原小学びのスタイルの確立と学習

リーダーの育成 

★自己学習能力を身につけ自力で学

習できる児童の育成（ﾁｬﾚﾝｼﾞｱｳﾄﾒ

ﾃﾞｨｱ，宿題振返り週間等の取組） 

★学力分析結果に基づいた基礎・基

本の定着と授業改善 

◆生徒指導の三機能「自己決定の場

を与える」「自己存在感を与え

る」「共感的人間関係を育成す

る」を生かした教育活動の実践

(日々の授業，縦割り班活動，道

徳教育等) 

◆豊かな体験活動の推進，充実 

◆読み聞かせや朝読書等読書活動の

推進及び読書環境の充実 

◆はらっこ三原則(挨拶・掃除・時

間)の徹底と規範意識の向上 

◆健康安全教育の推進充実 

◆集団遊び，外遊びの奨励 

◆家庭との連携協働による基本的生

活習慣の向上改善 

●積極的な学校からの情報発信(学

校・学級便り，HP 更新) 

●学校改善に結びつく学校評価の実

施 

●地域に信頼される教職員(接遇・

服務規律・教育相談) 

●はらっこ応援団(地域学校協働本

部)との連携した活動の推進 

●「総合的な学習の時間」を核とし

た地域との結びつきの強化 

●地域行事への積極的参加と発表・

交流の場づくり 

●保護者，地域，関係機関との連携 

●小中，小小連携による情報交流 

●円滑な接続のための幼保小連携(ｽ

ﾀｰﾄｶﾘｷｭﾗﾑの実施) 

確かな学力 豊かな心・健やかな体 信頼され開かれた学校 

【研究主題】

    学び合い高まり合いながら豊かな人間関係を築く児童の育成 

～筋道を立てて考え，理由をつけて表現する力の育成～ 

研究 

推進 

児童の輝きのために育てたい資質・能力 

行事予定 

教育課程  別紙 

職員一覧 

職　　名 氏　　名 担　任 分　掌　等
校　　長 上田　肇
教　　頭 安藤　聡子 衛生推進者，防火管理者　学校HP担当

（兼）事務長 山口　美由紀 （金剛寺小学校）
生徒指導主事　幼保小連携担当

指導・安全部
キャリア教育担当　体力づくり（副）担当

鼓笛(副)担当

教務主任補佐　道徳教育推進教師　外国語・外国語活動教
育担当　総合的な学習の時間担当　鼓笛（主）担当

教務・研究部

児童会活動担当　体力づくり推進リーダー
指導・安全部

研究主任（学びの変革推進担当教員）
ICT活用教育推進リーダー　校務支援システム

担当教務・研究部
教務主任

教務・研究部
特別支援教育コーディネーター

図書館教育担当　初任者校内指導教員　  教務・研究部

保健主事
健康・安全教育担当                        指導・安全部
主事

総務部
非常勤講師 河毛　穣 3～6年音楽　5・6年理科　火・水・木，7+1/w
非常勤講師 藤本　芳英 初任者指導　火2～4，木1～4，7/w
非常勤講師 原　孝明 初任者後補充　17/ｙ（水曜日）

ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ 村上　拓人 カウンセリング，七尾中学校
SSW 赤木　英子 ｽｸｰﾙｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰ　七尾中学校
A L T ﾃｨﾌｧﾆｰ ﾌﾟｱ 外国語･外国語活動　金曜日2～5

特別非常勤講師 三浦　実一 図画工作科指導　70/y
子どもつながり支援員 河内　貴子 生徒指導関係　相談業務　児童の生活及び学習支援等
子どもつながり支援員 貝原　和美 生徒指導関係　相談業務　児童の生活及び学習支援等

読書活動推進員 深田　美穂 読書活動・読書指導支援　調べ学習等の指導補助
教務事務支援員 加藤　知子 教員の事務作業代行　コロナ感染症対策に係る作業等

用　　務 小田　治喜 鍵開け業務　学校用務
用　　務 岩木　保則 鍵開け業務　学校用務

２学年松浦　かすみ教　　諭

４学年川口　淳教　　諭

教　　諭 神浦　綾香 特別支援学級

事務 原田　茉優

水野　明美養護教諭

教　　諭 乾　友香 ５学年

教　　諭 津島　良希 ６学年

教　　諭 髙坂　朱美 １学年

教　　諭 本村　くみ ３学年


