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春日部市立粕壁小学校 学校だより

粕壁小学校１５０年のあゆみ
【明治】

-「粕壁学校」の誕生-

明治 5 年 粕壁宿最勝院に「粕壁学校」を創設。
明治 7 年 真蔵院に分校「日進学校」を設置。
明治 11 年 本町字町並 6256 番地に 2 階建校
舎を建築し「埼玉県第 5 区小
学校」となる。
明治 29 年 震災のため校舎倒壊する。町
内の寺院民家を仮校舎とする。
明治 36 年 新校舎竣工。
明治 41 年 尋常小学校が 6 年制となる。

【大正】

・開校当時の児童数は１４９人
（男子 115 人、女子 34 人）
・明治３９年には、
８49 人となりました。

昭和 29 年
昭和 31 年

調理室が落成し、完全給食を開始する。
校歌『校庭の木々は』を制定する。
健康優良校埼玉県第１位となり県教育委員会より表
彰される。
昭和 32 年 講堂兼体育館が落成。
昭和 33 年 プール落成。
文部省実験学校（国語教育）となる。
樹齢６０年の 昭和 36 年 玄関前に大王松を植える。
大王松
（木造校舎解体時に現正門付近に移植）
昭和 36 年 文部省指定国語教育実験学校として研究発表会を開催。
昭和 38 年 学校給食優良校となり、文部大臣より表彰される。
昭和 40 年 県教委・産業教育振興会指定「楽しく自主的な家庭科学習」研究
発表。
昭和 45 年 鉄筋校舎（現第一校舎）落成。
（3 階建て 18 教室）
昭和 46 年 第二プール（低高学年用）竣工。

◆ 粕壁小学校が２０００人を超えるマンモス校に！
昭和 46 年には児童数が 2038 人となりました。その後、粕壁小の一部を分離
し、昭和 47 年に八木崎小が、昭和 51 年には緑小、上沖小が新設されました。

明治 36 年頃の新校舎

大正 5 年 実科高等女学校に補習科を設置。
大正 12 年 関東大震災により新校舎倒壊。
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昭和
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【平成】
平成元年
平成 3 年
平成 4 年

大正 12 年 大震災で校舎倒壊

屋外で学習した「青空教室」

【昭和】
昭和 2 年
昭和 13 年
昭和 14 年
昭和 16 年
昭和 22 年

「青い目の人形」歓迎式典を行
う。
現在地に木造校舎３棟を落成。
木造校舎落成式典を行う。
(この日を開校記念日とする）
第二次世界大戦に参戦。校名を
「粕壁国民学校」と改める。
校名を『粕壁小学校』と改める。 昭和１３年 木造校舎が完成

平成
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平成
平成
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【令和】

鉄筋校舎（現第二校舎）落成。
創立 100 周年式典を開催。
講堂兼体育館を解体し新体育館が落成。
木造校舎を解体。

120 周年
記念石碑

100 周年
記念石碑

鉄筋３階建ての管理棟が完成。
南極大陸に粕壁小の校旗が掲揚される。
開校 120 周年記念式典を開催。
タイムカプセルを埋設。
文部省研究開発校（英語教育）の指定を受ける。
創立 130 周年記念式典を開催。
文部科学省教育課程特例校の委嘱を受ける。
創立 140 周年記念集会を開催。

「校旗が南極へ」
当時の新聞記事
120 周年
記念石碑
◆英語教育を２５年間、継続研究しています！

平成 9 年に文部省の指定を受け、令和元年度まで毎年、研究発表会を開催。
令和 3 年

創立 150 周年を迎える。

１５０周年記念行事 （11/15 現在）

「伝統を守り 夢を叶える TEAM 粕小」
～開校 150 周年のスローガン～
代 表 委 員 と計 画 委 員 が中 心となり、全 児 童 で 作 り
ました。
さくらの木 を２本 、記念 植 樹しました。来 春には
つぼみをつけるそうです。

中庭

校門付近
中庭

１５０周年記念キャラクター、
ふぉーちゃんがパンになりま
した。11/15 の給食にでま
す。

１５０周年記念の横断幕

かすかべ親善大使の「はなわ」さんが粕壁小学校開校１５０周年のために、歌を作って
くださいました。この歌に合わせて、体育委員 会の児童が「粕小リズムダンス」をつく
り、全校で踊れるよう、今、一生懸命練習しています。

「咲きほこれ粕小」

詞・曲：はなわ

正直なことを言うと 一度も春日部の事など
好きとか嫌いとか 考えたことすらなかった
当たり前の優しさとか FOR YOU の気持ち広がった
生まれ育った街 ここが私たちのふるさと

全校児童に配付
予定の記念タオル。

１５０年の 歴史ある
古さ なんとも思わない
なぜなら僕たちは 粕小がいいこと
みんなわかっているから （ALL FOR YOU）

令和３年 5 月 26 日、粕壁小学校の児童と職員全員で、空に夢と希望の
虹を描いた航空写真を撮影しました。 （写真提供 ㈱スカイネクスト）

（株）匠大塚のご厚意により、粕壁小学校の横
断幕を制作し懸垂していただきました。

「ふぉーちゃん（For ちゃん）」
児童の案をもとに、１５０周年記念のシ
ンボルキャラクターを作成しました。

咲いた 咲いた また咲いた 咲いた
※チョコはね
またまた咲いた 粕小×４
おいしい給食 僕らの学校
「150 周年記念タイムカプセル」
咲いて 咲いて 咲き誇れ 粕小
30 年後、2051 年に開封予定。

全校児童が「３０年後の自分」へ
「か」 かしこさ たくましさ
手紙を書きました。
「す」 素直で こころゆたか
「しょ」 小学生のパワー
「う」 歌声にのせて届くよ
たった一人が一番じゃない 全員が一流だ (ONE TEAM)
咲いた 咲いた
またまた咲いた
校庭の木々響く
咲いて 咲いて

また咲いた 咲いた
粕小×２
輝く歌声
咲き誇れ 粕小

※チョコはね

「春日部市立粕壁小学校創立 150 周年記念事業実行委員会」の皆様のご協力を
いただき、コロナ禍の中、さまざまな記念事業を進めていただきました。皆様のご支
援・ご協力に改めて感謝いたします。ありがとうございました。

