
学校教育目標具現化のための具体策
＜熊谷南小学校合言葉１７の取組＞

体 知 体 徳 知 徳

進んで鍛える子のために 自ら学ぶ子のために 進んで鍛える子のために 心豊かな子のために 自ら学ぶ子のために 心豊かな子のために

「知・徳・体のバランスのとれた教育」を推進し「生きる力]をはぐくみます。

⑨止まって目を見て
あいさつができる。

90%以上
⑩笑顔でたてわりの
活動ができる。

⑪花や野菜を育て校
庭を美しくできる。

③学力テスト目標
（国語・算数）が
達成できる。

④学習規律を守る
ことができる。

⑤家庭学習ができる。
10分×学年＋ 10分

学校研究課題 豊かな心をはぐくみ、自らの生き方を学ぶ児童の育成
－ 防災教育をとおして －

く 熊谷市をほ
こりに思い
ます。

が 体と心をき
たえます。

や やりとげる目
的に向かって
心を一つにし
ます。

み みずからの思
いを表現する
言葉をもって
います。

な 仲間を思いや
る言葉をもっ
ています。

ま 学ぶことにう
ちこみます。

①朝ごはんをしっかり
食べて登校できる。

100%
②テレビ・ゲーム・
スマートフォン・
携帯電話やパソ
コンは約束を守
って活用できる。

⑥新体力テストの
数値目標が達成
できる。
A+B+C=100%

⑦マラソン・長縄の目
標が達成できる。

⑧無言で清掃に取り
組むことができる。

⑫たくさん本を読
むことができる。

低学年 150冊
中学年 8000~10000 ページ
高学年 15000~20000ページ

⑬古典・良文の暗
唱ができる。

⑭いじめゼロ。友達
と助け合うことが
できる。

⑮友達に思いやりの
ある言葉をかける
ことができる。

学習指導要領
○基礎的な知識・技能をしっかりと身に付けさせます。

○知識・技能を活用し、自ら考え、判断し、表現す

る力をはぐくみます。

○学習に取り組む意欲を養います。

本校の教育構想

埼玉県の教育行政施策
生きる力を育て 絆を深める埼玉教育
・生きる力
「確かな学力、豊かな人間性、健康や体力」
・絆
「人間同士のつながり、学校・家庭・地域の結びつき」

熊谷教育の構想
熊谷市では、

「知・徳・体の
バランスのとれ
た教育」を推進
し、学校・家庭
・地域が一体と
なって「生きる
力]をはぐくみ
ます。

ノーマライゼ
ーションの理念
に基づく教育を
推進します。

⑯夢をもつことが
できる。

⑰夢の実現のた
めに命を大切
にできる。

地域・保護者の願い
○地域に根ざした魅力ある学校
○学力・体力を高めてくれる学校
○豊かな心をはぐくんでくれる学校

地域との連携 地域・幼稚園・保育所（園）・荒川中学校・関係機関が熊谷南小学校を応援してくれます。

沿革の概要
昭和２２年４月 学校開校 初代 太田重雄校長着任
昭和２３年９月 校章制定
昭和２４年４月 校舎増築 （６教室・北校舎西半分）
昭和２５年４月 校舎増築 （北校舎東半分）
昭和２６年４月 給食調理室竣工
昭和３１年４月 校歌制定

７月 南校舎新築
10月 開校１０周年記念式典

昭和３２年４月 第２代 久保繁吉校長着任
昭和３５年４月 第３代 原口昌純校長着任
昭和３６年４月 プール新築
昭和３９年４月 第４代 北原武彦校長着任
昭和４０年３月 第三校舎（鉄筋三階建て）竣工
昭和４２年３月 第５代 神沼新十郎校長着任

開校２０周年記念式典
昭和４６年４月 第６代 笠原満校長着任
昭和４７年３月 校歌歌碑設立
昭和４８年３月 屋内運動場竣工
昭和４９年４月 第７代 蓮見新校長着任
昭和５１年４月 第８代 吉田恵一校長着任
昭和５２年４月 開校３０周年記念式典
昭和５４年４月 第９代 梅澤恭一校長着任

10月 第一校舎改築竣工
昭和５８年４月 第１０代 坂田文雄校長着任
昭和６０年４月 第１１代 新井晴次校長着任
昭和６１年２月 荒川中学校南側歩道（通学路）完成

４月 第三校舎西側３教室改装
昭和６２年２月 開校４０周年記念式典
昭和６３年４月 第１２代 会田之男校長着任

７月 新プール完成
平成 ２年２月 新第二校舎竣工

４月 第１３代 冨澤禎子校長着任
８月 第三校舎第一期改造

平成 ３年８月 第三校舎第二期改造
平成 ５年４月 第１４代 小島俊男校長着任
平成 ６年３月 校庭改修工事（雨水貯留池）完成

８月 体育館大規模改修
平成 ７年４月 第１５代 門倉新校長着任
平成 ８年３月 観察池設置

10月 開校５０周年記念式典
平成 ９年４月 第１６代 風間勲校長着任

９月 第三校舎耐震工事完了
平成１１年４月 第１７代 柿沼常子校長着任
平成１４年４月 文部科学省･県学力向上ﾌﾛﾝﾃｨｱｽｸｰﾙ指定～１６年度
平成１６年４月 第１８代 瀧澤繁雄校長着任

学力向上プログラム実践協力校～１７年
平成１８年４月 第１９代 須長宜久校長着任
平成１９年２月 開校６０周年記念式典

11月 国立教育政策研究所指定
「学力の把握に関する研究」発表

平成２１年４月 第２０代 新井美也子校長着任
平成２２年４月 文部科学省教育課程特例指定校

埼玉県国語教育研究会委嘱
平成２３年４月 熊谷市教育委員会研究委嘱
平成２４年４月 埼玉県算数数学教育研究会委嘱
平成２５年３月 体育館改修工事完成
平成２７年４月 第２１代 笠原健司校長着任
平成２８年３月 給食棟屋根改修工事完了
平成２８年４月 第４７回北部教育事務所管内小学校体育授業研究校
平成２８年４月 開校７０周年記念事業
平成２８年８月 第３校舎外廊下補修工事完了
平成２９年３月 校庭芝生化事業

学校教育目標

自ら学ぶ子

心豊かな子
進んで鍛える子

あいさつ
校長 笠原健司

本校は、昭和２２年４月に開校し、今年で７１年
目になります。
学校教育目標「自ら学ぶ子」「心豊かな子」「進ん

で鍛える子」の実現のため、「知・徳・体」のバラ
ンスのとれた教育を推進し、「熊谷の子どもたちは、
これができます！『４つの実践』と『３減運動』」
に取り組み、保護者や地域の皆様と一体となって、
「生きる力」をはぐくみます。
どうぞよろしくお願いいたします。

み 未来にむか
って夢をは
ぐくみます。

熊谷南小に通うと
幸せになれます
 

校訓 かしこく やさしく たくましく


