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人にやさしい  環境にやさしい学校 

                   明るく元気な学校 

 

 

 

 

 

■校訓 

明るく 正しく 強く 
■学校教育目標 

  美点を認める明るい子 

  ルールを守る正しい子 

  背筋の伸びた丈夫な子 

 

■入間川小学校 校歌 

      作詞 血分 正夫 

      作曲 下総 皖一 

 

一 光あふるる   武蔵野に 

   文化の華の  咲きかおる 

  歴史輝く  学び舎は 

  その名も清き  入間川 

 

二 気高き富士を  仰ぎつつ 

  知識を求め  徳を積み 

  正しく生きる  ことわりを 

  修めてなおも  励みなん 

 

三 明かるき平和  うちたてる 

  強き心を  つちかいて 

  希望にもえて  ひたすらに 

  学びの道に  いそしまん 

 

狭山市立 

入間川小学校 
〒３５０－１３２３ 埼玉県狭山市鵜ノ木５－９ 

ＴＥＬ （０４）２９５２－６２２１ 

ＦＡＸ （０４）２９５２－６２２２ 

学校番号 ３３ 

 

   狭山市駅より「入間市駅」行きバスで「埼玉石心会病院前」下車徒歩５分 



■沿革の大要
明治 ７年 ４月 入間学校として慈眼寺に開校

開 校 年 月 日 大正 ４年 ９月３０日 入間川尋常高等小学校として
昭和２２年 ４月 １日 入間川町立入間川小学校

開校記念日 昭和２９年 ７月 １日 狭山市立入間川小学校（市政施行）
９月３０日 平成１２年 ４月 １日 新校舎を新築し移転（鵜ノ木５－９）

＊狭山市駅西口再開発のため
昭和２３年 ２月 １日 ＰＴＡ創立 ■研究委嘱関係
昭和２６年１１月 ３日 校歌制定 昭和４０年 ６月１８日 文部省道徳教育研究発表会
昭和３８年 ４月１２日 鉄筋校舎落成 昭和５２年１１月１６日 県統計教育研究発表会
昭和４０年 ７月 ５日 プール竣工 昭和５８年１０月２８日 県体育授業研究会
昭和４４年 ４月１５日 体育館竣工 昭和６２年度～平成元年度 市理科・体育研究
昭和４６年 ４月 １日 入間川東小分離 平成２年度～平成４年度 市健康教育研究
昭和４８年 ４月 １日 富士見小分離 平成 ６年 ２月 ２日 県国語・市作文教育発表会
昭和４９年１１月２１日 創立１００周年 平成７・８年度 県体力向上推進協力校
昭和５７年 ２月 校旗制定 平成 ８年１０月２３日 県体力向上研究発表会
平成１２年 ３月 ４日 旧校舎お別れ会 平成９・１０年度 市体育研究
平成１２年 ５月２３日 校舎竣工記念式典 平成１１・１２年度 市学習指導法の改善研究
平成２２年 ３月１１日 新校舎10周年感謝の会 平成１４年１１月２７日 市環境教育研究発表会
■昭和２０年代以降の歴代校長 平成１７年度 市教研国語・算数・道徳・体育研究
小名木 教吉 Ｓ２０．９～２３．３ 平成１９年１１月２０日 県体育授業研究会
田村 正雄 ２３．４～２５．３ 平成２０年 ２月 ８日 市国語・算数・道徳・体育研究発表会
柴崎 太郎 ２５．４～２５．４ 平成１９・２０年度 市英語教育推進モデル地域
椎橋 筆吉 ２５．４～２７．３ 平成２０・２１年度 市小中学校連携推進モデル校・市道徳・特別活動研究
玉田 一郎 ２７．４～３１．３ 平成２２・２３年度 市国語教育研究
須長 九重 ３１．４～４４．３ 平成２３年１０月２１日 市国語科研究発表会（言語活動）
本橋 徳三 ４４．４～４６．３ 平成２４・２５年度 市小中連携教育研究
平野 太郎 ４６．４～５０．３ 平成２６・２７年度 市学力向上研究（ソーシャルスキルを基盤として）－
椎橋 武信 ５０．４～５４．３ ■児童数の推移
冨田 国治 ５４．４～５６．３ ■平成２8年度 年度 児童数
村野 守男 ５６．４～５９．３ 児童数・家庭数・学級数（５月１日現在） 明治３５年 ４５３
武居 富雄 ５９．４～６１．１２ 学 年 男 女 計 家庭数 学級数 大正１０年 １１２９
西澤 宏 ６１．１～Ｈ２．３ １ 年 ４2 52 94 ５5 ３ 昭和 ５年 １３４５
塩原 勇 ２．４～ ６．３ ２ 年 ４３ ４０ ８３ ５５ ３ ２０年 １７００
杉本 健一 ６．４～ ８．３ ３ 年 ６０ ３２ ９２ ５８ ３ ４５年 １９７３
新原 昇 ８．４～１０．３ ４ 年 ５１ ３３ ８４ ６９ ３ ５５年 １１５２
門倉 節明 １０．４～１４．３ ５ 年 ５１ ２６ ７７ ７５ ２ 平成 ５年 ７８８
船田 朋美 １４．３～１７．３ ６ 年 ４５ ５０ ９５ ９２ ３ １５年 ６８０
牧 憲昭 １７．４～２０．３ サンシャイン ３ 2 ５ ４ ２ ２０年 ６０４
佐藤 哲 ２０．４～２３．３ ２５年 ５２８
千葉 收 ２３．４～２８．３ 計 ２９５ ２35 ５30 4０9 １９ ２６年 ５３７
前原 辰信 ２８．４～ ２７年 ５２４

■教職員（５月１日現在）
№ 氏 名 校務分掌 № 氏 名 校務分掌
１ 校 長 前原 辰信 男 学校経営全般 ２１ サンシャイン１組 久保井 薫 女 特別支援 就学相談
２ 教 頭 石川 浩正 男 校務全般 ２２ サンシャイン２組 有泉不二子 女 特別支援 福祉教育
３ 主幹教諭 濱中 伸治 男 教務主任 理科 ２３ 教務 坪井 和美 女 書写
４ １年１組 加藤 敬子 女 算数 学年主任 ２４ 教務 木口万知子 女 音楽 給食
５ １年２組 奥冨江里奈 女 視聴覚 情報教育 ２５ 教務 木村 元彦 男 環境教育
６ １年３組 林 純子 女 図工 ２６ 養護教諭 橋本 好美 女 学校保健 保健主事
７ ２年１組 川口 玲子 女 生活 学年主任 ２７ 栄養教諭 仲居 博子 女 食育 給食
８ ２年２組 松宮 浩子 女 国際理解 ２８ 県・事務主査 瀧澤 雅之 男 事務全般
９ ２年３組 吉田 政晃 男 生徒指導主任 ２９ わくわく支援員 木村 ゆり 女 低学年学習支援（1年）
１０ ３年１組 松尾 友香 女 国語 ３０ 英語活動支援員 加藤みどり 女 英語活動支援
１１ ３年２組 二木香菜子 女 環境教育 ３１ 英語活動支援員 鹿苑 直美 女 英語活動支援
１２ ３年３組 河野千恵子 女 社会 学年主任 ３２ 介助員 未 定 女 特別支援学級介助
１３ ４年１組 鴇澤 京子 女 司書教諭 学年主任 ３３ 介助員 丸山ゆかり 女 3学年介助
１４ ４年２組 藤 千佳子 女 教育相談 ３４ 市・事務 武藤 優子 女 事務全般
１５ ４年３組 山本知功磨 男 安全教育 総合的な学習 ３５ 市・事務 宮岡 洋子 女 事務全般
１６ ５年１組 伊垣 あや 女 特別活動 学年主任 ３６ 校務員 坂下 典子 女 用務全般
１７ ５年２組 加藤 善弘 男 人権教育 ３７ 校務員 佐藤 一夫 男 用務全般
１８ ６年１組 木内 麗 男 体育 ３８ 給食配膳員 古谷美栄子 女 給食
１９ ６年２組 奈良 牧子 女 道徳 ３９ 給食配膳員 高橋 幸代 女 給食
２０ ６年３組 辰巳真知子 女 家庭 学年主任 ４０ 給食配膳員 三輪 三恵 女 給食

■日課表 月 火 水 木 金 土 ■委員会・クラブ活動
朝 マ ラ ソ ン 委員会名 担 当8:20 職員朝会・朝自習 チャレンジ・いきいき 各種朝会 職員朝会・朝自習 読書タイム さわやか朝会 美 化 濱中 木村元

朝 の 会 （ 健 康 観 察 ） 運 動 木内 吉田
8:45 放 送 奧冨 加藤善
9:30 １校時 １校時 １校時 １校時 １校時 １校時 集 会 松尾 辰巳
9:40 飼育・栽培 川口 加藤敬

10:25 ２校時 ２校時 ２校時 ２校時 ２校時 ２校時 新聞・掲示 坪井 二木
業 間 いきいきタイム 業間 図 書 鴇澤 河野

10:50 ３校時 福 祉 有泉 松宮
11:35 ３校時 ３校時 ３校時 ３校時 ３校時 帰りの会 保 健 橋本 久保井
11:45 下校 11:40 安 全 山本 藤
12:30 ４校時 ４校時 ４校時 ４校時 ４校時 ＊毎月 給 食 木口 林

清 掃 フリータイム 清 掃 第２土曜日 代 表 伊垣 奈良
昼のフリータイム 昼のフリータイム

13:55 ５校時 クラブ名 担 当 クラブ名 担 当
14:40 ５校時 ５校時 帰りの会 ５校時 ５校時 バドミントン 林 久保井 卓 球 河野 二木

帰りの会 14:30 帰りの会 サッカー 木内 松宮 バスケット 加藤善 伊垣
15:35 14:50 ６校時 クラブ ６校時 バトン 川口 加藤敬 コンピュータ 木村元 有泉

帰りの会 委員会 帰りの会 テーブルゲーム 鴇澤 藤 ネイチャー 濱中 山本
15:45 15:45 15:45 吹奏楽 木口 坪井 料理手芸 奧冨 松尾

奈良 演 劇 辰巳 吉田



 

２ 

 

   

 

 

■主な年間行事予定 

月 主 な 行 事       ■校舎配置図 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

  

 ４月 

 

 始業式 入学式 １年生を迎える会 

各種健康診断 授業参観・懇談会 

 一斉下校 避難訓練 

 ５月 

 

離任式 家庭訪問 新体力テスト ＰＴＡ総会 

 各種健康診断 学校公開  縦割り全校遠足 

 ６月 

 

 

 社会科見学(４年) 学校公開 お迎え訓練   

ミニバス大会(６年) 宿泊学習(特支)   

宿泊学習(５年) 授業参観・懇談会 硬筆展 

 ７月 

 

市内体育大会選考会 終業式  

個人面談 サマースクール 水泳指導 

 ８月  七夕パレード   

 ９月 

 

 始業式 一斉下校 身体計測 親子除草 

学校公開 秋季大運動会 開校記念日 

１０月 

 

 市内体育大会(５.６年)  就学時健康診断   

学校公開 遠足(１.２年) 修学旅行(６年) 

１１月 

 

 市内音楽会(４年) 交通安全指導 

 川小まつり・ゆりの木まつり  

校内図工展 授業参観・懇談会  

１２月  卒業.入学準備委員会 終業式   

  １月 

 

 始業式 身体計測 競書会 書き初め展 

一斉下校 音読・群読発表会 

  ２月 

 

 入学準備説明会 学校公開 学校保健委員会 

クラブ見学・発表会 授業参観･懇談会     

  ３月 

 

 小中連絡会 ６年生を送る会 新通学班編成 

卒業証書授与式 修了式 

        

 

  ■敷地図                                                                               
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