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学校の概要
学校沿革の概要
学 校 名
所 在 地
Ｔ Ｅ Ｌ
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ
敷地面積
校舎面積
学校長名
学 級 数
職員構成

筑西市立大田小学校
〒 308-0845 茨城県筑西市西方１７４８番地１
0296-22-2651 ＦＡＸ 0296-25-4559 Ｅメール otasho@chikusei.ed.jp
http//www.chikusei.ed.jp/otasho/
３１，２１６㎡
運動場
１６，３８４㎡
６，４８１㎡
屋内運動場 １，１１９㎡
雨貝 義孝
２７（普通２３，知的１，自閉・情緒２，言語１）※通級指導教室１
３８（校長１，教頭２，教諭３０，講師１，学校主査１，栄養教諭１，
養護助教諭１，用務員１）

学校の沿革
明治２２年１２月 ４日
明治４４年 ４月１５日
大正 ４年 ３月２５日
昭和１６年 ４月 １日
昭和２６年 ４月 １日
昭和２９年 ３月１５日
昭和３３年 ５月 １日
昭和３８年１０月１１日
昭和４０年 ３月１５日
昭和４４年 ５月１４日
昭和４７年 ３月２７日
昭和４７年 ３月３１日
昭和４８年 ３月２７日
昭和５３年 ３月３１日
昭和５４年 ２月 ４日
昭和５５年 ３月 ４日
昭和５５年 １月 ５日
昭和５５年 １月２６日
昭和５６年 ８月２７日
昭和５６年 ８月２７日
昭和５６年１２月 ８日
昭和５６年１２月１８日
昭和５７年 ２月 ９日
昭和５７年 ３月 ５日
昭和５７年 ３月２３日
昭和５７年 ３月３０日
昭和５７年 ５月２３日
昭和５７年 ２月２７日
昭和５８年 ６月 ６日
昭和５８年１０月１７日
昭和５９年 ７月２０日
昭和５９年１１月２９日
昭和６０年 ３月 ２日
昭和６０年 ３月 ４日
昭和６０年 ７月１９日
昭和６０年１１月２１日
昭和６１年１０月２２日

大田村尋常小学校西方教場・野殿教場・布川教場分設
西方・布川各尋常小学校を合併し，大田尋常小学校となる。この日
を創立記念日とする。
高等科を併置し，大田尋常高等小学校となる。
大田国民学校となる。
体育実験学校の指定を受け，昭和２６･２７年研究発表会を開催する。
市制施行により，下館市立大田小学校となる。
教育実験地区の指定を受け，家庭科と体育科を担当する。
教育実験地区の継続研究として，科学技術教育の研究発表を開催する。
ソニー賞受賞
県教育委員会より図画工作科学習指導法の研究指定を受ける。
鉄筋コンクリート３階建９教室完成（第一期工事）
布川分教場，本校へ統合
鉄筋コンクリート３階建９教室完成（第二期工事）
鉄筋コンクリート３階建９教室完成
学校給食優良校として県教育長賞受賞
屋内運動場（１，１１９㎡）竣工
茨城県統計グラフコンクール優秀学校賞受賞
茨城県芸術祭小中学校合唱大会で優秀賞受賞
鉄筋コンクリート４階建６教室及び特別教室８教室，管理室完成
校庭の拡張（４，２７６㎡）
県ＰＴＡ振興大会に於て，大田小学校優良ＰＴＡとして表彰される。
「ごはん，お米とわたし」の作文で文部大臣賞受賞，全国農協中央会
長より学校奨励賞受賞
市指定研究校として国語，特活を中心とした研究発表会を開催する。
校庭整備工事完成
校歌碑除幕式
校舎，体育館，調理室，運動場整備工事竣工式
玄関前庭園整備
校門，砂場，鉄棒（１４間）の完成
「かべ新聞」コンクールで環境庁長官賞を受賞
学校給食優良校として文部大臣賞を受賞
校庭拡張工事及び遊具移動完了（９３４㎡）
「第１２回花とほうきの環境美化コンクール」県知事賞受賞
「科学万博つくばこども美術展絵画コンクール」会長賞受賞
プール等敷地拡張造成工事開始（２，５８６㎡）
プール竣工（２，５８６㎡）
「花いっぱいコンクール」県よりモデル校指定
下館市教育委員会より研究指定を受け，算数，道徳発表

昭和６１年１２月１２日
昭和６２年１２月１１日

平成 ４年 ４月１８日
平成 ４年１２月１１日
平成 ４年１２月１１日
平成 ５年１０月３１日
平成 ６年 ９月２５日
平成 ６年１１月１３日
平成 ８年 ６月２６日
平成 ８年 ８月２４日
平成 ８年１０月２５日
平成 ９年 ２月１５日
平成 ９年 ６月２５日
平成 ９年 ８月３０日
平成１０年 ３月２０日
平成１０年 ６月２７日
平成１０年 ８月２９日
平成１０年１１月 ４日
平成１０年１１月１９日
平成１１年 ２月１９日
平成１１年 ３月３１日
平成１１年 ３月３１日
平成１１年 ６月２６日
平成１１年１０月２１日
平成１１年１１月３０日
平成１２年 ６月２４日

「ごはん，お米とわたし」の作文で文部大臣賞受賞
「ごはん，お米とわたし」の作文で内閣総理大臣賞受賞，全国農協中
央会長より学校奨励賞受賞
「全国児童生徒作品コンクール」低学年の部で文部大臣奨励賞受賞
「東京電力未来の都市絵画コンクール」全国特選Ｗａ i ＴＥＰＣ O 賞
創立百周年記念式典挙行
平成２・３年度学力向上推進指定地域，下館市教育委員会指定校とし
て国語・社会・算数・理科・生活の５教科発表
「ごはん，お米とわたし」作文・図画コンクール，絵画の部で文部大
臣賞受賞，全国農協中央会長より学校奨励賞受賞
第１４回少年少女「愛鳥」作品コンクール，作文で第３席受賞，サン
トリー学校奨励賞受賞
理科教育優秀校として幡谷教育振興財団賞受賞
第６回朝日みんなの作文コンクールセキスイハイム賞
第１７回「ごはん，お米とわたし」の作文コンクール全国入選
校舎内改装工事完了（スロープ，トイレ）
「動物愛護絵画ポスターコンクール」最優秀賞
「環境保全ポスターコンテスト」優秀賞
茨城県小学生交歓陸上競技大会第１位
全国小学生交歓陸上競技大会出場
下館市教育研究会指定研究発表会
体育館屋根補修工事完了
茨城県小学校交歓陸上競技大会第１位
全国小学生交歓陸上競技大会出場
プール改修工事完了
茨城県小学校交歓陸上競技大会第１位
全国小学生交歓陸上競技大会出場
茨城県児童生徒科学作品展茨城県議会議長賞受賞
下館市教育委員会指定人権尊重の教育研修会を開催する。
パソコン教室工事完了（パソコン２０台）
校庭東側フェンス工事完了
情緒障害学級工事完了
茨城県小学校交歓陸上競技大会第１位
全国小学生作文コンクール最優秀賞
茨城県統計グラフコンクール県知事賞
茨城県小学校交歓陸上競技大会第１位

平成１２年

全国小学生交歓陸上競技大会出場

昭和６３年１１月２０日
平成 元年 ９月１０
平成 元年１１月 ５日
平成 ３年１０月３０日
平成

３年１２月１４日

平成

４年

３月１５日

８月２６日

平成１２年１０月３１日

茨城県小中学校読書感想文コンクール最優秀賞

平成１２年１２月

３日

サイエンスグランプリ 2,000 全国小学校理科研究協議会サイエンス賞

平成１２年１２月

３日

サイエンスグランプリ 2,000 学校賞

平成１３年

８月２５日

平成１３年１０月２５日

茨城県小学生交歓陸上競技大会第１位
文部科学省指定「食に関する教育実践事業」の南中学校区中心校とし
て，市指定研究校研究発表会を開催する。

平成１３年１０月３０日

学校給食優良校として県教育委員会より表彰

平成１３年１１月２７日
平成１４年 ８月２４日
平成１４年 ９月１９日
平成１４年１０月１７日
平成１５年 ４月１４日
平成１５年 ６月２１日

茨城県芸術祭小中学校合唱・合奏大会にて優秀賞受賞（合奏の部）
全国小学生交歓陸上競技大会出場
動物愛護実践校として県知事賞受賞
学校給食優良実践校として文部科学大臣賞受賞
創意工夫育成功労学校として文部科学大臣賞受賞
茨城県小学校交歓陸上競技大会個人の部第１位

平成１５年 ７月２５日
平成１５年 ８月２４日
平成１６年 １月１５日
平成１６年 １月３０日
平成１６年 ２月２０日
平成１６年 ８月３１日
平成１６年１０月２４日
平成１６年１０月２６日
平成１７年 １月２０日
平成１７年 ２月２５日
平成１７年 ２月２８日
平成１７年 ３月 ９日
平成１７年 ３月２８日
平成１７年

６月２５日

平成１７年 ６月３０日
平成１７年 ８月２２日
平成１７年 ８月２７日
平成１７年１０月 ３日
平成１７年１０月３１日
平成１７年１１月 ２日
平成１７年１１月 ２日
平成１７年１１月２６日
平成１７年１２月１３日
平成１８
１月２５日
平成１８年 ２月２８日
平成１８年 ３月 ８日
平成１８年 ４月１７日
平成１８年 ６月２４日
平成１８年 ７月 １日
平成１８年 ８月２６日
平成１８年１０月１３日
平成１８年１０月２６日
平成１８年１０月２９日
平成１９年 １月
平成２０年１０月２１日
平成２１年 １月２７日
平成２１年 ２月 ６日
平成２１年１１月２１日
平成２２年１０月１６日
平成２３年 ８月２７日
平成２４年 ３月３１日
平成２４年 ８月２５日
平成２５年 １月３１日
平成２５年１１月 ７日
平成２６年 １月３１日

玄関前駐車場完成
全国小学生交歓陸上競技大会個人の部出場
第３回ソニー子ども科学教育プログラム努力校として表彰
「第３６回手紙作文コンクール」学校賞受賞
県教育委員会より体力づくり奨励賞受賞
南校舎東トイレ一部改修工事完了
茨城県小中学校読書感想文コンクール最優秀賞受賞
「第３０回私のアイデア貯金箱コンクール」県教育長賞受賞
「茨城県下水道促進週間作文コンクール」知事賞準特選受賞
南校舎壁面一部修復工事完了
「第２９回茨城県冬休み読書感想文コンクール」最優秀賞受賞
「第３７回手紙作文コンクール」学校賞受賞
下館市，関城町，明野町，協和町の４市町村の合併により，筑西市立
大田小学校となる
第２１回全国小学生陸上競技交流大会茨城県選考会
男子４００ M リレー優勝 女子４００ M リレー準優勝
第４４回下水道の日「下水道いろいろコンクール」環境大臣賞受賞
コンピュータＬＡＮ工事完成
第２１回全国小学生陸上競技交流大会 男子４００ M リレー出場
給食室ガス釜４基設置
コンピュータ室パソコン４０台設置，教師用パソコン３３台設置
第４９回茨城県児童生徒科学研究作品展県展「げんでん財団学校賞」受賞
第４９回茨城県児童生徒科学研究作品展県展「茨城県自然博物館長賞」 受賞
第４３回茨城県小中学校読書感想文コンクール「県教育長賞」受賞
第３１回私のアイディア貯金箱コンクール「アイディア賞」受賞
第３８回手紙作文コンクールはがき作文部門「関東支社長賞」受賞
体育館女子トイレ増設工事完了
「第３８回手紙作文コンクール」学校賞受賞
北校舎２階・３階センサー設置工事完成
第２２回全国小学生陸上競技交流大会県選考会男子 400 ｍリレー優勝
職員室コンセント増設工事完成
第２２回全国小学生陸上競技交流大会 男子４００ M リレー出場
筑西市教育委員会・筑西市教育研究会指定研究発表会
第３２回私のアイディア貯金箱コンクール「関東支社長賞」受賞
県読書感想文コンクール「県議会議長賞」受賞
第１２回 サンエンスグラリプリ「学校賞」受賞
アルミ缶回収を通じ，貴重な資源のリサイクルと美しい自然環境の保
全に努めたことにより感謝状を受賞する。
よい歯の学校として優秀賞受賞
「第４１回手紙作文コンクール」学校賞受賞
「第２４回ＷＥ ＬＯＶＥトンボ絵画コンクール」環境大臣賞受賞
南校舎西トイレ（１～３階）工事完了
第２７回全国小学生陸上競技交流大会 女子６年１００ M 出場
業務改善等に向けた実践研究により文部科学省より感謝状を受賞する
第２８回全国小学生陸上競技交流大会 女子４００ M リレー出場
北校舎耐震・大規模改修工事完了
筑西市教育委員会・筑西市教育研究会指定研究発表会
南校舎耐震・大規模改修工事完了

