
１ 学校の沿革 
明 治 2 年 

明 治 9 年 

明 治 1 2年 

昭和43年2月16日 

昭和55年9月１日 

昭和56年度 

昭和56年～57年度 

昭和59年12月 

昭和60年10月 

昭和61年10月 

昭和62年10月3日 

昭和63年11月26日 

平成元年8月31日 

平成11年12月2日 

平成13年2月23日 

平成13年12月5日 

平成15年2月6日 

平成16年4月 

平成16年11月6日 

平成17年1月5日 

平成17年～18年度 

平成17年11月22日 

平成18年11月8日 

平成18年11月22日 

平成18年12月2日 

鹿篭郷地頭職  樺山資紀が長善寺跡に変則学校を建て，鹿児島藩２校と称す  

学則発令とともに南方小学と改め，普通科を置く 

南方小学と桜山女学を合併し，桜山小学校と称し，校舎を現在の地に移す 

創立百周年記念式典を挙行する 

還流式プール完成，正門南側築山完成，建学の碑建立 

地区国語教育研究指定校として研究公開（文章表現力） 

山坂達者実践推進校の指定を受く 

県教育方法改善推進校として中間公開 

県教育方法改善研究指定校として研究公開 

市体育中心校として研究公開 

県理科教育研究大会会場校として授業提供（２・４・６年） 

創立１２０周年記念式典を挙行する 

校舎大規模改築工事終了 

郷土に根ざす学校づくり推進モデル校として研究発表，授業公開 

県教育委員研修視察，郷土の人材を活用した授業参観と懇談会実施 

県小学校国語教育研究大会川辺大会会場校として授業提供（１・３・６年） 

市指定研究協力校（基礎学力の定着）として研究公開 

特別支援学級（さくら学級）設置 

県ＰＴＡ活動研究委嘱公開（地域ＰＴＡで発表） 

県学校環境緑化コンクール優良賞受賞 

地区研究協力校（学習指導法改善）の指定 

県学校環境緑化コンクール優良賞受賞 

県学校緑化コンクール優良賞受賞 

地区「学習指導法改善」研究協力校研究公開（国語科） 

かわなべ青の俳句大会優秀校 

平成19年1月27日 

平成19年11月28日 

平成20年8月31日 

平成20年11月20日 

平成21年9月30日 

平成22年10月31日 

平成22年11月30日 

平成23年7月16日 

平成24年10月31日 

平成24年11月15日 

平成25年4月23日 

平成25年11月13日 

平成25年11月19日 

平成26年1月30日 

平成26年4月 1日 

平成26年4月10日 

平成26年10月28日 

平成27年11月28日 

平成28年11月15日 

平成29年2月 

平成 30 年 2 月 10 日 

平成 3０年 6 月 9 日 

平成 3０年 11 月 10 日 

平成 3０年 11 月 16 日 

令和元年 8 月 

令和２年８月 

令和３年３月 

市ＰＴＡ活動研究委嘱公開 

学校環境緑化コンクール優秀賞受賞 

屋内運動場屋根改修工事 

地区国語研究協力校研究公開 

南校舎１階西側耐震補強工事完了 

九州ブロックＰＴＡ研究大会において優良ＰＴＡ表彰 

市研究協力校（小・中一貫教育）研究公開 

屋内運動場外壁改修工事 

日本ＰＴＡ全国協議会会長賞受賞 

県読書活動推進優良校 

子ども読書活動優秀実践校文部科学大臣賞受賞 

工藤直子さん講演会 

優良ＰＴＡ文部科学大臣賞受賞 

地区指定研究協力校（職員研修）研究公開 

金山小学校閉校に伴い本校へ統合 

スクールバスの運行開始 

ＩＰＫ配線工事（校長室，職員室，事務室） 

県ＰＴＡ活動研究委嘱公開（桜山小学校ＰＴＡの活動発表） 

地区研究協力校「国語科」研究公開 

創立150周年記念事業実行委員会設置 

創立150周年記念植樹 ハナミズキ，ヤマボウシ職員室前に植樹 

創立 150 周年記念講演会（講師：鮫島浩二さん） 

創立 150周年記念式典，記念碑除幕式他 

地区研究協力校「小中連携」研究公開 

普通教室エアコン配備，タブレットＰＣ配備 

南校舎２階，階段へ落下防止手すり設置 

ＧＩＧＡスクール構想タブレット配備 

 
２ 歴 代 校 長 

代 氏  名 本校在任期間 代 氏  名 本校在任期間 代 氏  名 本校在任期間 

１ 久木田良助 不明 16 神村 武助 昭３.4～昭10.3 31 徳留  保 昭59.4～昭61.3 

２ 岩崎 信尭 不明 17 逆瀬川 正 昭10.4～昭16.3 32 川上  透 昭61.4～平元.3 

３ 大橋勇次郎 不明 18 西元 善市 昭16.4～昭21.3 33 松本 宗雄 平元.4～平４.3 

４ 川元 清彦 不明 19 有馬 純勝 昭21.4～昭22.4 34 新屋  弘 平４.4～平６.3 

５ 吉永 為義 不明 20 中園藤兵衛 昭22.5～昭24.5 35 中橋 藤七 平６.4～平９.3 

６ 日高 正建 明23.4～明26.5 21 石田 太吉 昭24.7～昭32.3 36 藤﨑 正輝 平９.4～平12.3 

７ 平井 政治 明26.9～明29.4 22 池上 盛造 昭32.4～昭34.3 37 猿楽 茂樹 平12.4～平15.3 

８ 前田 甚助 明29.6～明31.4 23 前田 兼二 昭34.4～昭36.3 38 谷口 久夫 平15.4～平18.3 

９ 丸野 確二 明31.6～明32.5 24 田之中建吉 昭36.4～昭41.3 39 増田  學 平18.4～平20.3 

10 立志徳太郎 明33.1～明34.5 25 寺薗 愛吉 昭41.4～昭44.3 40 佐藤伸一郎 平20.4～平23.3 

11 内藤 豊吉 明34.5～明42.4 26 野間口道雄 昭44.4～昭48.3 41 六笠 登由 平23.4～平25.3 

12 宮崎千次郎 明42.6～明45.3 27 鎌田  喬 昭48.4～昭51.3 42 白澤 良郎 平25.4～平28.3 

13 平山 左二 明45.4～大5.11 28 若松栄太郎 昭51.4～昭57.3 43 松元伊知郎 平28.4～平30.3 

14 永峯 行厚 大5.11～大9.12 29 津曲 實雄 昭55.4～昭57.3 44 原口 雅也 平30.4～令３.3 

15 東田喜兵衛 大11.4～昭３.3 30 森園 盛義 昭57.4～昭59.3 45 内薗 博之 令３.4～ 

１ 


