
仁木小学校の沿革
１ 学校の変遷
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２ 仁木小学校創立以来の変遷
明治３６年 ５月 創立当時は海松，崇文両校舎を仮校舎として収容
明治３８年１０月 校地を現在の位置に定め校舎三棟改築（昭和32年の改築で取りこわす）
明治４１年 ５月 校地を拡張し，西舎増築
明治４４年 ９月 校旗樹立
大正１５年１１月 校地を拡張し，南舎増築
昭和 ９年 ５月 奉安殿竣工
昭和１１年 ４月 二宮先生銅像建立
昭和１６年１０月 16ミリ映写機購入
昭和１７年 ３月 二宮先生銅像供出
昭和１９年 ６月 校庭を耕起して南瓜栽培
昭和２０年 ６月 兵器疎開のため北舎転用，二部授業開始（10月まで）
昭和２１年 ７月 米軍指令によって奉安殿撤去
昭和２６年 ２月 ブランコ，シーソー，鉄棒等設備，校内放送設備完成
昭和２８年 ５月 宮川校長並びに二宮先生像建立
昭和３３年 １月 北舎９教室，音楽室，給食室，体育器具庫，水洗便所２ヵ所，増改築
昭和３３年 ３月 手洗い並びに足洗場３ヵ所設置
昭和３３年１０月 校門改築，はん登棒，ジャングルジム，廻旋塔，雲梯，ベンチブランコ等の設置
昭和３４年 ８月 薪炭小屋建築，南舎廊下張替
昭和３４年 ９月 伊勢湾台風のため自転車置場倒壊，廻旋塔折損
昭和３５年 ９月 さんご樹による生垣作製
昭和３６年 ４月 校歌制定
昭和３７年 ２月 仁木公民館建築，東便所を水洗式とする。
昭和３７年 ４月 自転車置場改築
昭和３８年 ３月 公民館に自転車置場新設
昭和３８年 ７月 水泳プール竣工
昭和３９年１２月 西便所を職員便所に改装，風呂場新設
昭和４０年 ８月 全教室に手洗場設置
昭和４０年１１月 全教室の暖房設備（オイルヒーター）設置
昭和４１年 ８月 理科教材園充実（へちま棚，ばら園，学習園）
昭和４１年１０月 新校旗樹立
昭和４１年１０月 隣接民家との境界に金網柵設置
昭和４２年 ３月 温室（３坪）建設
昭和４２年 ８月 校地南側に棚板工事施行，理科教材園充実（しだ園，水草園，日かげ植物園）
昭和４２年 ９月 全教室に教育用テレビ設置
昭和４３年 ３月 体育設備の拡充（サッカーゴール，シーソー，垂直とび測定器）
昭和４４年 ３月 旧奉安殿跡を岩石園として活用

給水用タンク，ポンプ室を撤去して噴水塔工事施行
昭和４４年１２月 理科教材として日時計設備設置
昭和４５年 ３月 理科室改良
昭和４６年 ５月 校門前側道完成
昭和４７年１０月 サーキット方式体育施設充実
昭和４８年 ３月 開校百周年記念式挙行，校歌碑建立，カラーテレビ（５台），民俗資料，図書の充実
昭和４９年 ３月 校門南花壇完成
昭和５０年 ８月 鉄筋３階建校舎・屋内運動場起工式
昭和５１年 ３月 鉄筋３階建校舎・屋内運動場完成
昭和５１年 ６月 運動場芝生完成
昭和５４年 ３月 学級増のため図工室を公民館へ移動
昭和５４年 ６月 運動場拡張（プール西側 2,670㎡）遊具移動
昭和５５年 ３月 学級増のため図書館を普通教室とし，屋内運動場の更衣室を書庫とする。
昭和５５年 ８月 鉄筋３階建校舎起工式
昭和５５年１１月 昭和54・55年度文部省指定道徳教育協同推進校として道徳教育研究発表
昭和５６年 ３月 鉄筋３階建校舎完成 2,372㎡
昭和５６年 ４月 仁木小少年消防クラブ結成
昭和５６年 ９月 国旗掲揚塔完成,校内歩道駐車場舗装工事,はん登棒,双輪,鉄棒設備の設置
昭和５７年 ５月 プール起工式
昭和５７年 ８月 プール竣工式 鉄筋コンクリート造 421㎡
昭和５７年 ９月 運動場拡張（旧プール,公民館一部取りこわし）遊具移動（ハングリング,トンネル,

廻旋塔,遊動円木,吊輪,肋木,雲梯設備）スプリンクラー（６個）設置
昭和５７年 ９月 焼却場設置



昭和５８年 ３月 理科教材として百葉箱設置
昭和５８年 ６月 運動場夜間照明設置
昭和６０年１１月 県福祉教育協力校指定，教育研究発表会
昭和６２年 ２月 東海三県学校図書館奨励賞受賞
昭和６２年 ３月 仁木小教育誌「ふれあい」発刊
昭和６２年１１月 第36回全国児童生徒美術作品コンクール学校賞受賞
昭和６２年１２月 第８回「てのひら文庫賞」読書感想文コンクール優良校賞受賞
昭和６３年 ２月 第47回全国教育美術展学校賞受賞
昭和６３年１１月 町教育研究発表会
昭和６３年１２月 パソコン５合, VHD 6台，オーディオ機器１台設置
平成 元年 ２月 第48回全国教育美術展学校賞受賞
平成 元年 ３月 流水実験装置設置
平成 元年 ４月 岐阜県青少年赤十字加盟
平成 元年 ８月 屋内運動場通路改修
平成 元年 ９月 警報装置システム設置
平成 元年１０月 ＣＢＣ「こども音楽コンクール」優秀賞受賞
平成 元年１０月 市橋文庫寄贈
平成 元年１１月 第38回全国児童生徒美術作品コンクール学校賞受賞
平成 ２年 ２月 視聴覚室改装
平成 ２年 ２月 パソコン40台設置
平成 ２年 ２月 リコーダーアンサンブルコンテスト最優秀賞受賞
平成 ２年 ３月 第20回世界児童画展指導者賞受賞
平成 ２年 ５月 禽舎設置
平成 ２年 ９月 放送設備設置
平成 ３年 ２月 日時計及び分離帯寄贈
平成 ３年 ２月 第50回全国教育美術展学校賞受賞
平成 ３年 ９月 運動場拡張・遊具移転
平成 ３年１１月 町教育研究発表会（算数科におけるコンピュータ活用）
平成 ４年 ２月 第51回全国教育美術展学校賞受賞
平成 ４年 ４月 交通安全学校功労賞受賞
平成 ４年 ９月 運動場排水工事整備完成
平成 ４年１２月 輪之内町教育研究発表会開催（主体的な学習活動を支援するコンピュータ活用のあり方）
平成 ５年 ２月 第52回全国教育美術展奨励賞受賞
平成 ５年１０月 日本体育学校健康センター学校安全準優良校受賞
平成 ６年 １月 運動場整備完成
平成 ６年 ２月 児童による学校づくりの記録「さわやか」発刊
平成 ６年 ２月 農機具庫完成
平成 ６年 ３月 屋内運動場完成
平成 ７年 ２月 第54回全国教育美術展学校賞受賞
平成 ７年１２月 第２回輪之内町教育研究発表会開催(主体的な学習活動を支援するコンピュータ活用）
平成 ８年 ３月 体育器具庫完成
平成 ８年 ７月 岐阜県交通少年団自転車安全大会出場
平成 ８年１１月 校区地域推進事業町指定１年目「いなほ祭り」開催
平成 ９年 ２月 第56回全国教育美術展学校賞受賞
平成 ９年 ３月 マルチパソコン４台，県民情報ネットワークパソコン，総合行政情報システムパソコン設置
平成 ９年 ６月 マルチパソコン20台設置
平成 ９年 ８月 校舎屋上防水補修工事
平成 ９年１１月 岐阜県青少年赤十字研究推進校実践研究発表会開催

校区地域推進事業町指定２年目「いなほ祭り」開催
全国視聴覚教育研究会輪之内大会開催

平成１０年 ４月 中国上海市瓦屑鎮より市長を団長とする訪日団来校
平成１０年 ８月 普通教室床研磨・コーティング
平成１０年 ９月 インターネット常時接続・校内ネットワーク構築
平成１０年 ９月 台風７号により倒木等の被害を受ける
平成１０年１１月 「米づくり」に取り組み，「いなほ祭り」で餅つき大会を実施
平成１１年 ３月 すべり台，登り棒の改修
平成１１年 ６月 市橋勇雄様より，文庫基金として100万円の寄附を受ける
平成１２年 ２月 平成11 ･ 12年度県指定「個性化教育実践推進事業」の中間まとめの会開催
平成１２年１０月 平成11 ･ 12年度県指定「個性化教育実践推進事業」の公表会開催
平成１２年１１月 アイガモ農法による「米づくり」に取り組み，「いなほ祭り」で罐アート作成
平成１３年 ８月 ３Ｆパソコン室改修，省スペース型デスクトップ型パソコン40台設置，校内ＬＡＮ高速化



平成１４年 １月 ワイドＬＡＮ構築
平成１４年 ３月 教育の情報化部門 知事表彰受賞
平成１５年 ２月 ブランコ改修
平成１５年 ２月 プールサイドの補修工事
平成１５年 ２月 学校版ミニ環境ISO認定（県教委より）
平成１５年 ３月 ＮＨＫおこめプロジェクトに参加し，テレビ出演する
平成１５年１０月 第２３回岐阜県保・小・中学校 造形教育・図画工作・美術研究大会開催
平成１５年１１月 ウサギ小屋改築
平成１５年１１月 「仁木小学校百周年を祝う会］開催
平成１６年 ２月 体力優良校受賞
平成１６年 ３月 教育の情報化部門 知事表彰受賞
平成１６年 ４月 小学生・健康・体力つくり推進事業指定（平成16・17年度）
平成１６年 ５月 一輪車練習用手すり設置
平成１６年１０月 各教室に教材提示装置設置
平成１６年１２月 運動場用ベンチ設置
平成１７年 １月 いなほホール完成
平成１７年 ９月 ノート型パソコン４０台設置
平成１７年１１月 運動場用ベ ンチ増設
平成１７年１１月 輪之内町教育研究発表会開催（仲間とともに自己の思いを豊かに表現できる子）
平成１８年 ７月 耐震工事施工
平成１８年 ８月 岐阜ＴＶ放送「みのひだ ９０秒縄跳び」に４年生が出演
平成１８年１０月 全国植樹祭記念で校庭にコブシの木６本を植樹
平成１９年１１月 清水みらい教育福祉基金より，文庫基金として５０万円の寄附を受ける
平成２０年 １月 「チャレンジスポーツinぎふ」に参加し，学級縄跳びで好成績を収める
平成２１年 ４月 県体力向上実施プランの指定を受け，体力づくりに取り組む。活動の一環として「チ

ャレンジスポーツinぎふ」に参加。複数の学級が県上位成績を獲得
平成２１年１０月 ロータリークラブより，どんぐりの木の寄付

輪之内町教育委員会の指定を受け，「総合的な学習の時間・生活科・生活単元」の研
究発表会

平成２２年１０月 文科省の「学校教育情報化推進総合プラン」により，地デジ対応大型モニターを４
台を設置

平成２３年 ２月 昨年に引き続き，体力作り活動の一環として「チャレンジスポーツinぎふ」に参加。
複数の学級が新記録を樹立するなど上位成績を獲得

平成２３年 ８月 災害点検を行い，ショーケースの飛散フィルムを貼りや校内の安全を再点検する。
平成２４年 ２月 引き続き，体力作り活動の一環として「チャレンジスポーツinぎふ」に参加。複数

の学級が新記録を樹立するなど上位成績を獲得
平成２４年 ３月 ＰＴＡより寄贈で，ウオータークーラー２台を設置
平成２４・２５・２６年 JRC 研究推進モニター校指定 ふるさと教育賞 授賞
平成２７年１０月 県生活科研究大会 大規模改修(前期)８月～３月
平成２８年４月～３月 大規模改修（後期）
平成２９年１０月 輪之内町教育研究発表会開催（学び方を身に付け，自ら課題解決を図る子の育成）
平成３０年１０月 第１回校区ふれあい運動会開催
平成３０年１１月 MakeCode × micro:bit200Project 参加
平成３１年 ４月 コミュニティ・スクール（学校運営協議会制度）導入
令和 元年１１月 学校環境衛生活動奨励校として受賞（県学校保健会より）
令和 ２年 ２月 西濃地区学校図書館教育賞奨励賞受賞
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