
明治 8年 3月

13年 4月

19年 4月

25年 4月

43年 4月

大正 2年 6月

昭和 16年 4月

22年 4月

32年 4月

9月

33年 2月

45年 3月

50年 3月

63年 2月

平成 6年 3月

9年 12月

11年 11月

12年 1月

13年 10月

14年 1月

12月

16年 1月

17年 1月

18年 1月

6月

20年 11月

21年 7・９月

24年 1月

4月

25年 4月

26年 4月

7月

27年 11月

28年 4月

29年 4月

30年 4月

1月

31年 4月

元年 11月

令和 2年 4月 58名6学級

3年 1月

3年 4月

11月

スポコン広場中学生の部優勝（3年生）

4年 4月 55名6学級

54名6学級 　　Email:kamiuchi-es@st.city.omuta.fukuoka.jp
GBEFコンクール環境大臣賞（4年生3名）

ユネスコスクール子どもサミット参加（6年生）

　　FAX  0944-50-0497アートマイル交流　(2年度カナダ　3年度メキシコ)

　　TEL  0944-58-0103

62名6学級

GBEFコンクールU-12優秀賞（2年生3名）

福岡県小学校児童画展で奨励賞を受ける。

   大牟田市大字上内 1575番地1
73名7学級(特別支援学級含む) 　　　　　　　　　　　　　　〒837-0902
67名7学級(特別支援学級含む)

優れたＰＴＡ活動に対し､文部科学大臣表彰を受ける。

68名7学級(特別支援学級含む)

交通事故をなくす福岡県民運動優良賞受賞

                大牟田市立上内小学校

（特別支援学級含む）で新年度を迎える。複式学級が解消される。                   ＜稲刈り体験＞ ＜地域の川調べ＞

新たな特認校生7名を迎え、62名7学級

支援学級含む）で新年度を迎える。

9名の特認校生を含め55名6学級（特別

の児童を迎える。

学童交通安全運動実践校として優秀賞受賞

筑後地区小学校生活科・総合的な学習教育研究大会を行う。

「リフレスおおむた」にて2回の通学合宿を行う

ユネスコスクール加盟校に認定される

小規模特認校制度が実施され、他校区

福岡県小学校児童画作品展で松本文化財団賞を受賞

福岡県小学校児童画作品展で学校賞受賞     ＜田植え体験＞     ＜サツマイモの苗植え＞
福岡県小学校児童画作品展で学校賞受賞

学社融合「上内ふれあい運動会」が始まる。

「ｅネット21」オープニング記念式典のTV会議に出演する

福岡県小学校児童画作品展で奨励賞を受賞

コンピュータ教室完成（22台設置）

学童交通安全運動実践校として優良学校賞受賞

交通安全国民運動中央大会で優良学校賞受賞

創立百周年記念式典を挙行

体育館完成 3月新校舎完成 6月校舎落成式

25mプール完成

四箇分校廃校

吉野小新設に伴い、釈迦堂、下屋山の

1,2年生児童が転校

吉野小へ3年生以上の児童55名転校

校歌制定

となる。四箇分教場は２年生までとなる。

大牟田市立上内国民学校に改称

７学級、分教１　児童数422名

大牟田市立上内小学校と改称

上内尋常小学校（４年制）四箇尋常小学校

（３年制）と改称

四箇尋常小学校５，６年制を上内小学校へ

転校させ、４年生までとなる。

四箇尋常小学校廃して上内尋常小学校分教

湯谷に分校設置

上内小学校簡易科 四箇小学校簡易科と

改称される。

　現在、制度を活用した35名の児童が通学している。

上内岡の境茂真氏宅に上兎道小学校と

　　ユネスコスクール
　　UNESCO Associated Schools

  　平成２４年１月 加盟

して発足（４年制）児童数40名

○　大牟田市の北東部に位置し、校区内に天然記念

　物や重要文化財の寺社等がある。
○　通学距離が4Km以上の児童は、バス通学制を
　設けている。

○　平成24年から「小規模特認校制度」が導入。

学 校 要 覧

令和４年度週時程・日時程

学校沿革史

学校の概要

地
域
の
支
え

挑
戦
・
体
験
・
認
め
合
い

（通常校時）

8:30 健康観察

8:35 朝の活動

月：マイ読書

火：全校朝会

児童集会

学級の時間

木：体力向上タイム

8:50～ 9:35 1校時

9:40～10:25 2校時

10:25～10:45 中休み

10:45～11:30 3校時

11:35～12:20 4校時

12:20～13:05 給食

13:05～15:50 昼休み

13:50～14:05 掃除

14:10～14:20 上内っ子タイム

14:20～15:05 5校時

15:10～15:55 6校時

（水・金校時）

8:30 健康観察

8:35～ 9:20 1校時

9:25～10:10 2校時

10:10～10:25 中休み

10:25～11:15 3校時

11:20～12:05 4校時

12:05～12:50 給食

12:50～13:35 昼休み

13:35～13:50 読書T（金）

13:35～14:20 5校時（水）

13:50～14:30 5校時（金）

14:25～15:10 6校時（水）

14:35～15:15 6校時（金）

月曜日 15:20～16:05 クラブ活動・委員会活動

バスの時刻 毎時（吉野方面１３分）（南関・四箇方面３７分）



か 　からだを鍛える子　

み 　みずから学ぶ子　　 4 ◇挨拶運動･交通指導

う 　うつくしい心の子　 2年 　

ち 　ちいきを愛する子
1,2年 サツマイモの苗植え

◇ こども相撲ふれあい広場
２年 レッツゴー　町たんけん

5年
6年

3年 ◇通学合宿
※4年生以上の児童が参加

◇ 親子美化作業
◇ 上内ふれあい夏まつり

4年

1,2年 ◇ 上内ふれあい運動会

4年

5,6年

5,6年 ◇ 川サミット

◇ 一人一鉢運動
5,6年

◇ しめ縄づくり

3年

　
◇ 学習発表会

◇ アートマイル

◇Iサイクル

NO
1 月
2
3
4
5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10
11
12
13
14
15 1

2
3

給食試食会　中学入学説明会　縄跳び検定
学習発表会　校内図工･書写展　入学説明会　お別れ集会･遠足

６年愛校作業　６年謝恩会　卒業式　修了式

学習指導員 原　由美子 学習指導
合　　計

スクールサポートスタッフ 野田　達行 衛生安全環境

9
秋の集会　一人一鉢運動

特別支援教育支援員 田中　明美 特別支援教育支援
12

修学旅行　校内縄跳び大会　個人懇談会　

55 40
しめ縄作り・収穫祭　全校学力検査CDT

小学校栄養士 青野　理恵 給食調理 備品 物資関係
６年１組 10

14 14
ふれあい運動会　６年地区球技会　校区美化活動

学校管理図書事務 増田　恵子 図書館事務 文書処理 就学援助
11

修学旅行　読書祭り　授業参観・親子学習会
事務主事 山田　啓太 事務全般

５年１組

3
平和授業　親子美化活動

　　　　　　　　　　　　　　〒837-0902 養護教諭 浦本　恵里 養護　保健主事　給食主任　学校安全　健康教育 夏休み作品展　　

５年１組 担任 糸山　梓 研究主任　道徳教育推進教師　家庭科　児童会活動　 学級懇談会　野外活動　（地域プール開放）　上内寺子屋　通学合宿　

６年１組 担任 栫井皓二郎 体育主任　生徒指導　理科　児童会活動
４年１組 5

子ども相撲ふれあい広場　体力テスト
４年１組 担任 田中　雄樹 算数　国語（せきたん）クラブ活動　委員会活動

３年１組 7 2
読書旬間　授業参観　プール開き

２年１組 8 6 5
交通安全教室　PTA総会（紙面）　防災学習　

                大牟田市立上内小学校
２年１組 担任 三宅　博子 図書館教育　人権・同和教育　図画工作科

１年１組 担任 原野　沙也佳 特別支援コーディネーター　生活・総合　国語　情報教育

6 4
入学式　通学班編制　歓迎集会･遠足　

教務主任・３年１組 担任 廣松　忍 教務一般 学力向上ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ　ユネスコスクール担当　社会　英語教育 授業参観・学級懇談会　家庭訪問
教 　　頭 西峯　幸子 校務運営

１年１組 11

Ｐ数
校 　　長 上田　幸子 主 な 学 校 行 事 等
職　名 氏　名 主な校務分掌

学級名 児童数

3

令和 ４年 5月 1日現在 令和４年５月１日現在

1
上内よかとこ見つけ隊

自分達の住む地域に関心を持ち、取り組みたい課題についての調査や取材などの探究
活動を通して、地域の理解や愛着を深めます。

ふるさとのよさを見つめ、よりよい自分を創り続ける子どもの育成
～思いをつなぐ交流活動を通して（３年次）～

2

○　学校評価･学校関係者評価の充実
12

「ふるさとをいつまでも」収穫祭

米作りを通して学んだことを、お世話になった地
域の方に発表したり、感謝の気持ちを伝えたりし
ます。

11
「上内っ子米」の販売

〇　家庭と連携した規範意識・学習
  習慣の育成

「上内っ子米」を販売する中で、米作りから学ん
だことや上内の良さを発信します。販売で得たお
金は被災地支援に使います。

○　学習指導要領に基づく教育課程の推進
○　ESDで重視する能力・態度等を育成する
　ための学習活動の推進
○　IRT学力調査結果を活用した、個別最適
　な学習による確かな学力の育成
○　福岡県不登校児童生徒支援グランドデザ
　インを踏まえた取組「ふくおかアクション
　３」推進
○　生徒指導、人権教育を基盤とした学級経
　営の充実（いじめの未然防止）

○　重点目標達成に向けた、必要かつ
　最小限の組織づくりと機能化

○　教頭、教務のリーダーシップ、
　計画的な運営と相互の連絡調整

○　取組の成果が見える評価
　（「いつまでに」「なにを」
　「どのくらい」）の工夫

〇　実践的指導力の向上と授業
　改善

〇　人事評価に伴う自己評価表
　等の面談を通した意図的・計
　画的な目標設定・目標管理

○　豊かな地域の「ひと・もの・こ
　と」の積極的活用とつながりづくり

「ふるさとをいつまでも」稲刈り

体験活動を通して地域の方の思いを知り、収穫
の喜びを味わいます。

○　児童の安全確保 朝の挨拶運動・
  交通指導

教 育 活 動
全員が知恵を出し合い力を合わせて
実践し喜びを分かち合える組織運営 人 材 育 成

保護者、地域との連携促進と
信頼される学校づくり、評価

共に生きる
みんなが幸せになる社会について考え、地域社
会に積極的に関わります。

校区を流れる川の環境（生き物、水質、ゴミ等）を
調べることを通して、自分たちの地域に愛着を持
つ持つとともに、自分でできる地域の環境を保全
する活動に取り組みます。

【基本方針】
　　（１）　ＥＳＤの理念に基づいた教育活動の推進
　　（２）　「厳しく　温かく　見届ける」を信条に、凡事徹底と最後まで見届け変容を促す指導の充実

10

サツマイモの収穫
サツマイモ作りに取組み、収穫の喜びを味わい
ます。

生き物調べを通して、地域の川のよさを知り、自
分たちにできることを考えます。

8
目標に向かって意欲的に挑戦し、共に高め合う子どもの育成

9

校区の川の環境を調べよう

「ふるさとをいつまでも」田植え
地域の方との米作りを通して，地域の自然や環
境への関心を持ち，地域の方の努力や想いを知
り，地域への愛着を深めます。

7
岡川の生き物を調べよう

サツマイモ作りを通して自然のよさに気づきます。

○自分の考えをもち、進んで表現する子どもの育成
○自分の目標に向かって、粘り強く取り組む子どもの育成
○自分や友達のよさに気づき、認め合う子どもの育成
○自分の健康や体力に関心をもち、進んで運動する
　子どもの育成

○授業力向上を図る校内研修の充実

○児童理解・生徒指導を核とした学級経営力の向上

○重点目標達成に向けた協働体制の推進

町たんけんを通して自分と地域との関わりに気づ
き、地域への愛着を深めます。

6
【
地
域
の
ひ
と
・
も
の
・
こ
と
を
取
り
入
れ
た
体
験
活
動

】

「米作りに学ぼう」田植え

5

野菜栽培

野菜作りを通して自然に興味を持ちます。

ふるさとに誇りをもち、心豊かでたくましく、未来を拓く上内っ子の育成   SDGｓ「世界を変えるための１７の目標」のうち，特に11「住み続けら
れるまちづくりを」，14「海の豊かさを守ろう」，15「陸の豊かさも守ろう」
をめざしてESDに取り組んでいます。

各学年の主な体験活動（生活科・総合，ＥＳＤ） 地域とのふれあい行事、他校との交流
めざす児童像

学校教育目標

教育課題 経営課題

本年度の重点目標

本年度の経営の重点

上内小学校 校歌

作詞 下川 真剛

作曲 金井喜久子

一 桃のかおりが野を渡り

緑の木々が手を伸ばす

上内校のわたしたち

古墳のそばで歌おうよ

楽しい上内小学校

二 稲荷吐月に守られて

明治の世から生きてきた

上内校のわたしたち

堤の水を澄まそうよ

明るい上内小学校

三 竹の根石ころ平らかに

朝露ふんで急ぎ行く

上内校のわたしたち

光みつめて学ぼうよ

正しい上内小学校

研 究 主 題

・自分の考えを適切に表現できる。友だちの考えを聴き，協働して考えを高めることができる。

・課題に向かって粘り強く取り組むことができる。

・互いのよさを認め合い、自他を大切にできる。

・上内校区や大牟田市を中心としたひと・もの・ことに主体的に働きかけ、愛情や誇りをもつと

ともに自分にできることを行動にあらわすことができる。

・自分の健康や体力に関心をもち、めあてをもって粘り強く運動に取り組むことができる。


