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◇旧校舎
年 号 記 事

Ｍ６ 「学制」により「大綱義講」が開校。天福寺を仮校舎とする。

９ 12月12日 肥田小学校と改称。この日を「開校記念日」とする。

１９ 肥田尋常小学校（就業年限４年）と改称。

３９ 尋常科６年，高等科２年となる。

Ｔ元 肥田尋常高等小学校と改称。

Ｓ１６ 肥田国民学校と改称。

２１ 肥田小学校と改称。新しい教育が始まる。

２９ 土岐市立肥田小学校と改称。

◇新校舎に移転して
年 号 校 長 児童数 記 事

Ｓ５２ 竹中 稔 ５９４ 現在地に移転 学研教育賞 図書館奨励賞受賞

５３ 藤垣 重之 ６１６ ○土岐市教育賞，よい歯の学校賞受賞

５４ ６４３ ○国語科研究発表

５５ ６６５ ○視聴覚地区大会発表土岐市優秀学校賞

５６ 加藤 辰雄 ６８２ ○心身障害児理解の文部省指定

５７ ７０９ ○同 上 研究発表会

５８ ７００ ○土岐市研究指定国語科発表

５９ ６７５ ○子ども貯金で郵政省表彰

６０ 木村 昭郎 ６６３ ○今井鑑三氏より「三層指導法」

６１ ６１０ ○同 上

６２ ５７１ ○算数指導について研究・田口文庫寄贈

６３ ５３２ ○視聴覚研究会の会場校，算数を公開

Ｈ元 石田 明靖 ４９９ ○算数科指導の研究

２ ５００ ○県･市より道徳推進地域指定

３ ４８９ ○文部省小･中連携指定 図書館コンクール奨励賞

４ 上野日出利 ４９５ ○道徳教育研究発表，土岐市学校教育賞

５ ４８７ ○図書館コンクール奨励賞 創立120年記念事業

６ ４９５ ○国語・生活科の研究 図書館コンクール資料整備部門賞

７ 加納 建爾 ４６３ ○東海三県図書館コンクール 利用指導部門優秀賞受賞

８ ４４９ ○岐阜新聞教育実践県優秀校受賞

○東推教図書館教育特別優秀賞受賞

９ 吉田 昇 ４４７ ○岐阜県学校図書館教育総合優秀賞受賞

１０ ４３３ ○衛生管理教育指定校（文部省）中間発表

１１ ４２３ ○衛生管理教育指定校（文部省）発表

１２ ４０７ ○市指定中間発表

１３ 小栗 幹正 ４０８ ○市指定研究発表（国語科，総合的な学習の時間）

１４ ３９９ ○ミレニアムプロジェクトによるパソコンの更新

１５ ３９２ ○読書ゆうびんコンテスト奨励賞

１６ ３８３ ○東濃特別支援研会場校 ○東教推学校図書館教育賞奨励賞受賞

１７ 伊藤 敏明 ３７７ ○地域ぐるみの道徳教育推進事業

○東教推学校図書館教育賞奨励賞受賞

１８ ３７５ ○県より人権推進校指定

１９ ３６２ ○一輪車置き場設置

２０ ３５２ ○体育館耐震工事

２１ 澤田 修一 ３３０ ○校舎耐震・改修工事 ○市研究推進指定校中間発表会

２２ ３３８ ○校舎耐震・改修工事 ○市研究推進指定校研究発表会

２３ 山田 弘子 ３３８ ○体育館改修工事 ○県人権同和教育協議会ひびきあい賞

○県学校歯科保健優良校 ○中電エコセッション

２４ ３３５ ○県学校歯科保健優良校準県一位受賞

○「手のひら文庫賞」読書感想文全国コンクール奨励校

○岐阜県発明くふう展トーカイ賞受賞 ○三角山階段設置

２５ ３２９ ○県学校歯科保健優良校準県一位受賞

○140周年記念航空写真撮影 ○校門下の坂道の歩道整備

２６ 加藤 源也 ３４１ ○県学校歯科保健優良校県一位受賞 ○三角山入口に扉設置

○全校児童，職員用防災ヘルメット設置（PTA)

２７ ３４７ ○全日本学校歯科保健優良校表彰「文部科学大臣賞」受賞



【学校の教育目標】 

            

           作詞  花村  奨  作曲  小木曽  薫       

           

 １  光にみちて  空ひろく みどり豊かな ふるさとに 

   楽しくまなび  よくあそび  楽しくまなび  よくあそび 

       すくすく育つよ 肥田の子われら 
  
  ２  明るく晴れた 山なみや 町をうるおす 肥田川を 

       たたえて歌い 手をくんで たたえて歌い 手をくんで 

     ぐんぐん進むよ 肥田の子われら  
  
  ３  ききょうの花の かがやきを 高くかかげて 胸はって 

       大きく強く はばたこう 大きく強く はばたこう 

   希望にあふれる 肥田の子われら 
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 校地面積２１，４００㎡  

 校舎面積３，８７２㎡  

 屋内運動場面積８１５ｍ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 豊かな読書    歯きらり   もくピカ

第Ⅰ期（４／６～５／１４）「出会う」 

 目標・・・仲間と最高の出会いをし、生活のきまりや約束を理解したり、共有したりして、誰もが安心できる生活に

する。 

第Ⅱ期（５／１５～６／３０）「つくる」 

 目標・・・仲間と活動したり、協力したりしながら、仲間意識やよりよい仲間関係を創る。 

第Ⅲ期（７／１～８／３１）「チャレンジ」 

 目標・・・仲間のがんばりを認め、仲間と一緒に興味あることや苦手なことにも自ら挑戦する。 

第Ⅳ期（９／１～９／３０）「まとまる」 

 目標・・・力いっぱい活動に取り組み、互いに支え合いながら充実感や達成感を味わい、仲間とまとまる。 

第Ⅴ期（１０／１～１１／１２）「伸ばす」 

 目標・・・願いをもち続け、活動を工夫したり、仲間とともに粘り強く活動や学習に取り組んだりして自分を伸ばす。 

第Ⅵ期（１１／１３～１２／２６）「高め合う」 

 目標・・・仲間のために進んで活動したり、仲間のよさを自分に取り入れたりしながら互いに切磋琢磨する。 

第Ⅶ期（１２／２７～２／１２）「輝く」 

 目標・・・自分のよさに気付き、自分らしさを出して仲間とともによりよい活動を生み出していく。 

第Ⅷ期（２／１３～３／２６）「羽ばたく」 

 目標・・・自己の成長を自覚し、仲間など成長を支えてくれた人に感謝するとともに、新しい希望や目標をもつ。 
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